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彫刻

絵画・画材

粉末石膏（桜印）
32500 1kg-------------------------- ￥715 ￥650
32501 20kg------------------- ￥10,120 ￥9,200

デザイン

石膏直付けや石膏型取り用としてご使用いただけま
す。

工芸・民芸

耐火石こう（マイルドプラスター）
32510 1kg-------------------------- ￥660 ￥600
特長：900℃まで耐えられる石膏です。

版画・染色

5 月価格変更

木彫・木工芸

石膏シート
32502 3 個組 ------------------ ￥1,430 ￥1,300
サイズ：10㎝× 4.5m 巻
材質：焼石膏、ガーゼ

てん刻

焼石膏を目の粗いガーゼに
塗布しロール状にした製品です。

針金、ボール紙、竹ひごなどを使用し、巻き付けて
硬化させれば、いろいろな作品を簡単に作ることが
できます。

彫塑・彫刻

陶
芸
ガラス工芸

＜使用方法＞
水につけ気泡が出なくなるまで軽くもみ、芯まで十
分に水に浸透させて下さい。
水中から取り出し、軽く絞って余分な水を取ってか
らご使用ください。一度に全部使用しない場合はは
さみなどで切り取り水に浸透させてからご使用くだ
さい。シートとシートを重ねるように貼ると強度が
上がります。シートを巻き付ける、丸めて粘土の様
にくっつける、こよりの様にひも状にするなどの制
作方法も可能です。
※人体には使用しないで下さい。

1. 芯材になるものを制作し
ます。または、空き缶や空
き瓶などの芯材に利用でき
るものを準備します。

2. 机の上に新聞紙などを敷
き、器（ボールなど）に水
を入れたもの、はさみ、シー
トを準備します。

3. シートをはさみで小片に 4. 熱 が 冷 め た ら シ ー ト の
切り、使用する分だけ一枚 石膏成分が硬化した証拠で
づつ水で濡らしながら芯材 す。完成です。
にはっていきます。シート
は熱を持ってきます。

モデリアル

金属工芸

30270 ------------------------------- ￥1,760 ￥1,600
＜セット内容＞
型取り材 1、石こう 1、型取り用ビニール袋（大）1
枚撹拌棒（木製）1 本、石こう撹拌用ビニール袋（小）1
つくり方説明書付き

皮革工芸

使って安心の型材 ＜無害＞
食品添加物で作られているので安心

モデリングの形は自由自在
立体コピー
手型取り

資料

型取り材は弾力性があるので複雑な形でも傷をつけるこ
となく行えます。

YouTube
説明動画

1

3

2

石こう編

七宝焼

スムーズに型抜き

型取り編

液状から固形に変わる型材なので、細部までリアルに再
現できます。

4

5

6

備品

水量ゲージを貼り、水量ゲー 手などを入れて、表面がか 固まったら、手を前後左右に動か 型の中に石こうを流し込 約 1 時間後にビニールを切 完成です。
ジに合わせて水と型取り材を たくなるまで待ちます。
みます。
しながら抜きます。
り取り、型取り材を少しづ
すべて入れて、1 分間すばや
つはがしていきます。
く撹拌棒でかき混ぜます。
応用：ポスターカラーや水彩絵の具で着色する。ものを持ったまま型を取る。手以外の物（野菜や果物など）の型を取る。

彫刻

重量感のある金属調が表現できます！

32220 はがね青 ------------------ ￥979 ￥890
32221 いぶし銀 ------------------ ￥979 ￥890

デザイン

完成サイズ：いずれも、250 × 200 × 13㎜

工芸・民芸

＜セット内容＞
ミルキーボード（250 × 200 × 12㎜） 1 枚
着色アルミ箔（のり付き 300 × 240㎜） 1 枚
着色アルミ箔
（のり付き 125 × 100㎜） 1 枚（補修用）
いぶし銀
ヒートンひもセット 1 組
作業へら（太刀ようじ）1 本
ピカピカスポンジ 1 個、綿棒 2 本、説明書
ミルキーボード材質：
発泡ポリウレタン炭酸カルシウム、他

はがね青作品
はがね青

いぶし銀

木彫・木工芸

32222 はがね青 ------------------- ￥341 ￥310
32223 いぶし銀 ------------------- ￥341 ￥310

版画・染色

ミルキーボードに彫刻します。その上にアルミ箔をか
ぶせ、糊で接着します。仕上げに、ピカピカスポンジ
でこすると、重量感のある作品ができ上がります。

メタル箔セット

絵画・画材

はがね青

メタルレリーフ
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てん刻

＜セット内容＞
着色アルミ箔（のり付き 300 × 240㎜） 1 枚
作業へら（太刀ようじ）1 本
ピカピカスポンジ 1 個、綿棒 2 本、説明書

立体彫刻作品の上にアルミ箔をちぎって貼っていき、ピカピカスポンジで磨きますと重量感のある作品に仕
上げることができます。
立体彫刻作品以外にも、切り絵など凹凸のある作品に貼ってメタル感を出すこともできます。

彫塑・彫刻

裏面のり付きの箔セットです。

陶
芸
ガラス工芸

金属工芸

石こう溶き容器
サイズ：φ 120㎜

材質：ゴム製

31023 ------------------------------ ￥495

スタッフ
￥450

31595 -------------------------- ￥2,860 ￥2,600
容量：1kg

アルミ針金（1 本）

切り金

七宝焼

サイズ：1 本約φ 3㎜× 5m

皮革工芸

32511 -------------------------- ￥1,760

麻ひも（10 本）
￥1,600

資料

（真鍮製）

51150 ------------------------------ ￥154 ￥140

51151---------------------------------- ￥77 ￥70

31594 ------------------------------ ￥418 ￥380

サイズ：φ 1.6 × 500㎜

サイズ：φ 2 × 900㎜

サイズ：100 × 400㎜×厚さ 0.05㎜

備品

針金（10 本）
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彫刻

絵画・画材

デザイン
工芸・民芸

滑石

黒滑石

32029 --------------------------- ￥1,573 ￥1,430

33009 --------------------------- ￥1,540 ￥1,400

サイズ：60 × 60 × 110㎜

サイズ：60 × 60 × 110㎜

約 1,1kg

版画・染色

滑石（タルク）は
モース小硬度 1 の鉱物です。

爪でかんたんに傷がつくほど柔らかく、鉱物の中で

木彫・木工芸

はとても扱いやすい石です。彫刻刀やカッターナイ
フによる彫刻、やすり、紙やすりによる研磨が可能
です。
クラフト染料を染み込ませ着色することができます。

高麗石のペーパーウェイト
約 1,1kg

硬さは滑石とほぼ同じ
丸彫りにも、てん刻にも使える
柔らかい彫刻用素材です。
彫刻刀やカッターナイフによる彫刻、やすり、紙や
すりによる研磨が可能です。

ソフトタッチな彫刻材

32031-------------------------------- ￥638 ￥580

黒滑石のペーパーウェイト

32032 -------------------------------- ￥715 ￥650
サイズ：70 × 70 × 20㎜
丸彫りにもてん刻にも使える柔
ら か い 彫 刻 用 素 材 で す。 彫 刻
刀やカッターナイフによる彫
刻、やすり、紙やすりによる
研磨が可能です。

高級感あふれる天然石の表札です

てん刻
彫塑・彫刻

陶

セルフォーム

芸

32110 小 ------------------------- ￥935 ￥850

※ 無くなり次第廃止

白滑石表札

サイズ：147 × 73 × 73㎜

32033------------------------------ ￥1,012 ￥920

ガラス工芸

32111 中 -------------------- ￥1,364 ￥1,240

サイズ：160 × 70 × 15㎜ 約 500g

サイズ：177 × 88 × 78㎜

金属工芸

柔らかく加工の楽な滑石で表札を作ります。
陽刻・陰刻、好みの表札を作る事ができます。
象嵌のベースにも最適です。彫刻刀やカッターナイ
フによる彫刻、やすり、紙やすりによる研磨が可能
です。クラフト染料（P321) を染み込ませ着色するこ
とができます。

32112 大 ------------------- ￥1,749 ￥1,590
サイズ：200 × 100 × 100㎜

セルフォームは、パラフィンが主成分の白色の彫刻素材です。
石鹸彫刻をするような感じで、釘や竹べらで彫ることも可能です。

皮革工芸

石削工具

七宝焼

石削のみ

鬼目やすり
資料

32611 半丸 6.5㎜ ---------------- ￥440 ￥400
32612 丸φ 3.1㎜ ---------------- ￥330 ￥300
サイズ：各全長 185㎜

備品

高麗石や木彫・水牛角などの
荒削りに最適です。

丸は刃先を砥いでありますので穴開け貫通に便利です。

石削工具
32601 ---------------------------------- ￥77 ￥70
サイズ：155㎜

石削のみ
32600 ------------------------------- ￥220 ￥200
長さ 130 ×刃幅 14㎜

石材刀 3 本組
32602 ------------------------------- ￥495 ￥450
＜セット内容＞
平刀 1 本、丸刀 1 本、切り出し 1 本
（ビニールケース入り）

