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ゴムハン

絵画・画材

表面に色がつき削った所が
わかりやすくなりました。

YouTube
消しゴムはんこ制作手順

デザイン
工芸・民芸

消しゴム動画 まとめ

ラビーゴム（消しゴム素材）

教材用ゴムハンセット

23013 30㎜サイズ（30 × 30 × 14㎜ ）------------------------- ￥176 ￥160
23014 カードサイズ（90 × 55 × 10㎜）---------------------- ￥308 ￥280

23020 ------------------------------- ￥638 ￥580

版画・染色

23015 はがきサイズ（150 × 100 × 10㎜ ）------------------- ￥605 ￥550
23002 丸型（φ 38 × 10㎜ ）------------------------------------- ￥198 ￥180

木彫・木工芸

23008 ゴムハンホルダー 30㎜用 ------ ￥143 ￥130

パーツで描くバラのリース

彫りやすさを追求した消しゴムはんこ用素材。
両面がカラーの 3 層になっているので無駄なく使えます。

＜セット内容＞
ゴムハン彫刻刀（全鋼）、ラビーゴム 30㎜ 2 個
スリーブ（ホルダー兼用ケース）、ネリケシ（赤）
3㎜方眼入りトレーシングペーパー、説明書

ゴムハン入門セットです。
両面に彫刻すると 1 セットで 4 面
のスタンプが作れます。創作のオ
リジナル印・蔵書印や評価印など
製作できます。
多色刷りもチャレンジできます。

ラビーゴム 30 ｍｍサイズがぴったり収まるプラスチック製の
持ち手です。

てん刻
彫塑・彫刻

40 × 40㎜

スリムゴム コルク付き

陶

コルクゴムハンセット

23004 40㎜ ----------------- ￥330 ￥300

芸
ガラス工芸

23040 ------------------------------------------------------------- ￥616 ￥560

23005 50㎜ ----------------- ￥352 ￥320

＜セット内容＞
ゴムハン彫刻刀（全鋼）
、ラビースリムゴム（40 × 40 × 5.7㎜）
コルク板（45 × 55 × 10㎜）
、トレーシングペーパー
両面テープ、説明書

サイズ：ゴム厚さ 5㎜

持ち手つきで絵柄がわかる！

材質：ゴム（非塩ビ）

＜セット内容＞
5㎜厚ゴム、10㎜厚コルク
クッション付き両面テープ
トレーシングパーパー、説明書

金属工芸

5㎜厚の薄いゴム印です、大きめのサイズで掘
りやすく、片面に色がついているので彫った部
分がよくわかります。連続模様などダイナミッ
クなハンコを作ることができ、てぬぐいなど自
由な表現が可能です。

厚手のゴムにコルクの持ち手の付いた、消し
ゴムはんこの簡単セット。
作ったはんこをコルクに押すことで絵柄がひ
と目でわかります。鉛筆とインクパッドがあ
ればすぐにハンコを作れます。

皮革工芸
七宝焼

てんこく消しゴム（1 個）

資料

23012 12㎜ ----------------------- ￥55 ￥50
23016 15㎜ ----------------------- ￥83 ￥75
23019 18㎜ --------------------- ￥165 ￥150
長さ 40㎜

備品

素材：TPR

立体ゴム（1 個）
23006 30㎜ ----------------------------------- ￥242 ￥220
サイズ：30 × 30 × 60㎜

素材：TPR

ゴム印として、彫刻材として使用可能！

多面はんこ動画

6 面を使った模様や組合せを工夫することで連続模様が表現で
きます。
立体造形や、篆刻のような彫刻も可能です。

押印シールに「ちょうど良い」サイズです！

造形制作動画

50 × 50㎜

ゴムハン
ドーナツタイプ

つばき

レモンイエロー

セルリアンブルー

ハイカラ

チョコレート

リアルブラック

バーサクラフト L

23036 ブーケタイプ ------------ ￥990 ￥900

23041 ポピーレッド ------------ ￥770 ￥700

そらまめ 4 色セット

バリエーション豊かな 15 色

23042 レモンイエロー --------- ￥770 ￥700

23033 つばき ---------------------- ￥660 ￥600

対応印面 12 × 12㎜

選び抜からてこだわりの 8 色

対応印面 18 × 18㎜

手のひらサイズのイロドリをどうぞ

23044 スプリンググリーン --- ￥770 ￥700
23045 チョコレート ------------ ￥770 ￥700
23046 リアルブラック --------- ￥770 ￥700
サイズ：96 × 63 × 20㎜

盤面 76 × 47㎜

こきひ、うらはいろ、きすいせん、ふしいろ

23034 ハイカラ ------------------- ￥660 ￥600
はす、もえぎ、おうど、あいいろ

23035 モダン ---------------------- ￥660 ￥600

からくれない、しんばし、かなりや、すみいろ
サイズ：本体φ 21 × 33㎜

盤面φ 14㎜

カラーは三パターン使いやすい選色です。

木彫・木工芸

にじみが少なく鮮やかな発色の顔料系インキを採用。
乾燥した印影は耐水性、耐光性に優れています。
印面についたインキは簡単に拭き取れるので色替え
やお手入れも楽々。

23043 セルリアンブルー ------ ￥770 ￥700

版画・染色

23037 ドーナツタイプ --------- ￥990 ￥900

工芸・民芸

スプリンググリーン

モダン

デザイン

ポピーレッド

イロドリパッド

絵画・画材

ブーケタイプ
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てん刻
彫塑・彫刻

ラビースタンプ 5 色セット

スティックスタンプ

23007---------------------------------- ￥88 ￥80

23038------------------------------- ￥594 ￥540

23039------------------------------- ￥704 ￥640

陶

サイズ：35 × 38 × 8㎜
重量：20g
材質：TPR

サイズ：33 × 33 × 19㎜ 盤面：25 × 25㎜
材質：ABS・PP・ウレタン

サイズ：13 × 13 × 159㎜ 盤面：
材質：ABS・PP・ウレタン

芸

紙専用の水性インク
赤・青・黄・緑・黒の 5 色セット

6 本セット（12 色）
オレンジ / ベージュ 水色 / 黒
薄緑 / 紺 紫 / 黄色 赤 / 緑

印面の色変えに便利！
印面のインクをペタペタと拭き取りネリケシの中に
閉じ込めます。消しカスなどのクリーナーとしても
使えます。

積み重ねが可能です。

ピンク / 茶色

紙用のスタンプです。
小さな箇所のスタンプにとて
も便利です。グラデーション
も簡単に表現できます。
A セット

S セット

金属工芸

ネリケシ付きでインクのふき取
り、色替に便利です。

φ 9㎜

ガラス工芸

ネリケシ

皮革工芸
七宝焼

ゴムイン定規

ゴムハン彫刻刀 3 本組

23009 50 枚セット -------------- ￥660 ￥600

23025 ------------------------------- ￥264 ￥240

23030 A セット --------------- ￥1,100 ￥1,000

サイズ：40 × 40㎜
上質紙ラベル
3 面 1 シート

サイズ：60 × 60 × 13㎜

印刀 4.5㎜、三角 3㎜、丸刀 6㎜

作品例ラビーゴム丸型→

透明なので下が透け、位置決めに便利です。
裏には滑り止めが付いています。
てん刻用印材にも使えます。

23031 S セット --------------- ￥1,100 ￥1,000
印刀曲 4.5㎜、丸刀小 3㎜、三角小 1.5㎜

やわらかいゴムを彫るのに適した彫刻刀です。

備品

消しゴムはんこや
篆刻作品の印を
好きな所に貼れます！

定規をおさえたまま色を変えて
多色のスタンプが押せます。

資料

押印シール

