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ゴムハン

絵画・画材

デザイン
工芸・民芸

※無くなり次第廃止
いしほりとう

版画・染色
木彫・木工芸

石彫刀

糸巻てん刻刀

てん刻刀

33116 印刀（刃幅 4㎜）------------ ￥319 ￥290

33110 1.5㎜サラエ ------------- ￥242 ￥220

33100 並製（刃幅 6 ×長さ 150㎜）-- ￥352 ￥320

33117 底刀（刃幅 1.5㎜）---------- ￥319 ￥290

33111 4㎜ ------------------------- ￥242 ￥220

33101 上製（刃幅 7 ×長さ 155㎜）-- ￥880 ￥800

33114 4㎜印刀型 ---------------- ￥242 ￥220

33102 両刀（刃幅 3 ×長さ 160㎜）-- ￥440 ￥400

33112 6㎜ ------------------------- ￥242 ￥220

両刀は、両端に刃が付いた新製品で、細・太など多
様な彫りに使用できます。

そことう

握りやすく力が入れやすい木製グリップ。
安全キャップつきで、使用中は紛失しないように柄
尻に取り付けられます。刃先は完全パフ仕上げ。
印刀 → アウトラインを刻みます。
底刀 → 線と線の間の細い隙間をさらえます。

33113 8㎜ ------------------------- ￥308 ￥280

てん刻作業台
てん刻

33214 ------------------------------- ￥440 ￥400

彫塑・彫刻

＜セット内容＞
シナ合板 200 × 57 × 9㎜（切り込み加工）1 枚
シナ合板 200 × 50 × 9㎜（切り込み加工）1 枚
シナ合板 140 × 50 × 9㎜（切り込み加工）2 枚

サイズ：200 × 145 × 55㎜

大

小

陶

プラバイス

33212 小 --------------------------- ￥528 ￥480

芸

サイズ：99 × 36 × 29㎜
可能印材：8 〜 24㎜角の印材

33213 大 --------------------------- ￥825 ￥750
ガラス工芸

サイズ：100 × 52 × 47㎜
可能印材：8 〜 35㎜角の印材

金属工芸

YouTbue

印材を彫ったり削ったりするため
の固定台です。

造形作業中の石の削りかすが
机の上に散らかりにくくなります。
シナ合板性の作業台です。
差し込む事で簡単に組み立てられ、すぐに使えるよう
になります。
滑石などの削りかすが床に飛散すると滑りやすく危険
です。この作業台を使うと、まとめて捨てることがで
き便利です。
石材も安定し作業がしやすくなり、けがの防止にもな
ります。

てん刻制作動画 QR →

皮革工芸
七宝焼
資料

印材木彫ケース

印材フラットケース

33501 小（92 × 90 × 50㎜）--------------------------------------- ￥880 ￥800
33504 大（103 × 103 × 58㎜）------------------------------------- ￥957 ￥870

41028 ----------------------------------------------------------- ￥1,056 ￥960

仕様：組み立て済み
材質：朴材または、しな材
付属品 : 朱スポンジ、ブラシ（青または白）

備品

自分で彫った高麗石や寿山石の印材作品を、こ
のケースに収納することができます。
小 30 × 30 × 70㎜ まで
大 35 × 35 × 80㎜ まで

サイズ：105 × 105 × 49㎜
材質：かつら材
付属品：朱スポンジ、ブラシ（青色または白色）
面がフラットなので、彫刻以外にも、螺鈿な
ど他の素材を貼り付けて仕上げることが可能
です。
30 × 30 × 70㎜ の印材を入れることができます。
注意：朱肉は木工ボンドなどで固定して使用してください。

ゴムハン
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絵画・画材

デザイン

いんでい

日光印スタンプ 濃色（コイロ）

33230---------------------------- ￥2,420 ￥2,200

33233-------------------------------- ￥253 ￥230

33224 --------------------------- ￥1,650 ￥1,500
サイズ：φ 65 × 20㎜ 盤面：φ 55㎜

サイズ：φ 69㎜

PP ケース入りでコンパクト
（42 × 42 × 12㎜）

ネリケシ付き

脅威の速乾力！

開閉がワンテッチでできます。
35㎜までの印材が押せます。

速乾性なのに陰影は高級練り朱肉のような色合い。
押印後の印面掃除に便利なネリケシ付き。

木彫・木工芸

印泥 1 個
（1 オンス、約 28.35g 白磁器製容器入り）
へら 1 本

材質：再生 PC 樹脂使用・油性顔料

版画・染色

スタンプ印泥（角型）

工芸・民芸

いんでいついしゅ

印泥堆朱（朱肉）

てん刻
彫塑・彫刻

いんく

石を彫る

33222 ------------ ￥3,630 ￥3,300

33223----------------- ￥264 ￥240

33220 T 字型 ---- ￥1,980 ￥1,800

サイズ：120 × 176 × 18㎜
材質：合成皮革カブロン
印を押すときにクッションになり、楽
にきれいに印影が転写できます。

サイズ：約 105 × 95 × 3㎜

サイズ：150 × 80㎜

印の歴史、印の種類、印の形式、様々
な作品例、字例、制作方法などが豊富
に掲載されています。

材質：黒檀
きれいに印影が転写できます。

33200 ---------------- ￥220 ￥200

印をまっすぐに押すときや、2 度 3 度
と押すときの定規です。

サイズ：180 × 130㎜ 64 頁
著者：墨運堂、発行：墨運堂

A

金属工芸

C
B

ガラス工芸

印矩

芸

印押台

陶

かりん いんじょく

花梨印褥

皮革工芸
七宝焼

印材箱（印用紙 5 枚付）

33505 小 ------------- ￥308 ￥280

（内寸：20 × 20 × 50㎜）

33507 大 ------------- ￥462

￥420

（内寸：35 × 35 × 70㎜）

厚紙箱をスエード調の布で包んだ印材収
納ケースです。大切な作品を保護するよ
う柔らかなクッションが付いています。
試し押し用の印紙が 5 枚付いています。

印材桐箱

桐箱

横 55 ×縦 100 ×高さ 50㎜
桐製 中クッションつき

41023 A（内寸：22 × 22 × 70㎜）------------------------------- ￥528 ￥480
41024 B（内寸：30 × 30 × 70㎜）------------------------------- ￥550 ￥500
41025 C（内寸：35 × 35 × 80㎜）------------------------------ ￥572 ￥520
41026 D（内寸：81 × 70 × 25㎜）なくなり次第廃止 ----------- ￥495 ￥450

33510 ---------------- ￥616 ￥560

35㎜までの印材が収納可能。
中がクッションなので作品を搬送中に
破損しません。

41029 金文字入れ代 35 個以上 ------------------------- 1 個 ￥66 ￥60
＜注意＞ 35 個未満の場合や、右写真の文字数より多い場合、横書きの場合は、別途版代
がかかります。お問い合わせ下さい。

備品

表・スエード調
中・クッション止め具付

D

資料

33506 中 ------------- ￥385 ￥350

（内寸：24 × 24 × 60㎜）

← 金文字入

