206

粘土用具

絵画・画材

デザイン
工芸・民芸

5 月価格変更

版画・染色

発泡スチロール球

ネオジムマグネット（10 個）

磁石セット（10 個）

30520 φ 100㎜（1 個）--------------- ￥264 ￥240
30521 φ 50㎜（5 個）----------------- ￥286 ￥260
30522 φ 30㎜（10 個）---------------- ￥264 ￥240

30519 φ 15 × 2㎜ ---------------- ￥770 ￥700

30518 15㎜ ------------------------- ￥176 ￥160
30516 20㎜ ------------------------- ￥220 ￥200
30517 30㎜ ------------------------- ￥385 ￥350

発泡スチロールの軽い玉です。粘土の芯にしたり、
モビールの飾りにしたり使い方は自由自在です。

磁力が強いので柔らかい素材は不向き、硬いものや
丈夫なものなど。 ※ 割れやすいので取扱注意

針金（10 本）

アルミ針金（1 本）

麻ひも（10 本）

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

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

31023 ------------------------------- ￥495 ￥450

サイズ：φ 1.6 × 500㎜

サイズ：φ 2 × 900㎜

サイズ：1 本約φ 3㎜× 5m

磁力の強力なネオジムマグネットです。
接着剤や両面テープで素材に貼り付けます。

軽い粘土に取り付けたり、磁力を利用したおもちゃをつ
くったり、工夫次第でいろいろ使えます。
柔らかいものや軽い物に的しています。

木彫・木工芸

てん刻
彫塑・彫刻

陶

※「京ねんど大」は付いてません

芸
ガラス工芸

金属工芸

手廻しろくろ

樹脂製

31715 --------------------------- ￥1,705

粘土のし棒
￥1,550

サイズ：200 × 38㎜ 290g
回転球入、軽量で回転も滑らかです。

31520 ------------------------------ ￥209

チャック袋 H-4（100 枚）
￥190

サイズ：φ 20 × 280㎜ 材質：木製
粘土をシート状にする場合に便利な道具です。

31500 ------------------------------- ￥990 ￥900
サイズ：幅 170 ×チャック下長さ 240 × 0.04㎜
粘土の保存に最適です。

皮革工芸
七宝焼
資料

粘土板

こうさくばん

ホワイトタイル

31502 ---------------------------- ￥2,200 ￥2,000

14300--------------------------------- ￥550 ￥500

34672 小 ----------------------------- ￥154 ￥140

サイズ：320 × 260㎜
厚さ 3㎜

34671 大 ----------------------------- ￥286 ￥260

サイズ：360 × 270 × 20㎜

備品

材質：ラワン材

表は目盛付きの工作板、カッターマットとして、裏はつ
るつるの粘土板として使用できます。

小サイズ：98 × 98㎜

大サイズ：148 × 148㎜

樹脂粘土の制作用板台として使用します。表面がツル
ツルしていますのでとても扱いやすいです。

粘土用具
アイアンペイント

絵画・画材

ターナー

207

塗るだけで金属のような質感

11391~8 200ml------------------------- ￥1,485 ￥1,350

11393 アンティークゴールド

11394 アンティークシルバー

11395 アンティークブロンズ

11396 ライトゴールド

冬 2 〜 3 時間

塗装面積：約 4 〜 4.5㎡（200ml を一回塗り）
乾燥時間：20 〜 30 分（完全乾燥 1 〜 2 日）

12346 ミニスポンジ（10 個）------------ ¥198 ￥180
サイズ：20 × 30 × 50㎜
手に持ちやすいサイズ。
硬めの塗料を叩くように着色する
と方面び小さな凹凸ができ、塗り
ムラの気にならない、味わいのあ
る塗装ができます。

ブランドサイト
HOW TO USE
ペイントレシピなど
より詳しい
使い方動画や
用 途・ 注 意 事 項
がわかりやすく
紹介されており
ます。

彫塑・彫刻

さびカラー（水溶性）

てん刻

塗れるもの：木部・硬質塩ビ・紙・ダンボール
塗れないもの：金属・ガラス等（マルチプライマー使用で塗装可能）

アンティークブロンズ
+
ブロンズグリーン

木彫・木工芸

塗るだけで鉄や金属のような質感が表現できる水性ペイント。
アイアン風の家具や雑貨へのリメイクにおすすめです。
定番のブラック・ブラウンに加え、アンティーク調の
ゴールド・シルバー・ブロンズ・ライトゴールド
青銅色のブロンズグリーン・グリーンパティナの全 8 色です。
スポンジで叩くように塗ると塗りムラも出にくく、リアルな金
属の質感になります。

金属類、ガラス、コンクリート、プラ
スチックの塗装面等によく接着しアイ
アンペイント の密着を向上させます。

版画・染色

アイアンペイント マルチプライマー
11390 200ml ---- ￥1,023 ￥930

11397 ブロンズグリーン
11398 グリーンパティナ
塗装面積：約 4 〜 4.5㎡（200ml を一回塗り）
乾燥時間：夏 1 〜 2 時間

青サビ塗装も可能！

工芸・民芸

11392 アイアンブラウン

デザイン

11391 アイアンブラック

32700 青銅色（青さび）---------- ￥2,904 ￥2,640
32701 黄銅色（青さび）---------- ￥2,904 ￥2,640

陶

32702 赤銅色（青さび）---------- ￥2,904 ￥2,640
32703 鉄色（赤さび）------------- ￥2,904 ￥2,640

芸

32704 いぶし銀（補色液）------- ￥3,740 ￥3,400

ガラス工芸

＜セット内容＞（各色とも）
塗料（200g）1 本、さび発色液（200g）1 本
取り扱い方説明書付き

黄銅

赤銅

鉄

いぶし銀

各金属色の塗料を塗り、半乾きの内に発色液をたっぷりと塗ります。
乾燥後、古いタオルなどで全面を磨いて調子を整えます。

皮革工芸

塗膜が薄く、塗り易く、明るい色調から渋い色調まで、
独特の金属色調が自由につくれる水性塗料です。
青銅
粘土、紙、石膏などの彫刻素材、木、金属、合成樹脂など、
＜使用方法＞
ほとんどの素材にご利用いただけます。
塗り面積：各色 20 〜 30 人分の塗装ができます。
乾燥時間：20 〜 30 分

金属工芸

粘土をはじめ様々な素材に塗って
金属とその錆びた感じを表現することがで
きる発色塗料です。

七宝焼
資料

粘土べら（竹製 3 本組）

粘土べら（プラ製 4 本組）

31600 --------------------------- ￥1,980 ￥1,800

31540 -------------------------------- ￥77 ￥70

31541 ------------------------------ ￥132 ￥120

並ツゲ材、長さ 20㎝
彫塑用 4 本、かき出し用 1 本のセットです。
ビニールケース入り。

サイズ：長さ 160㎜
材質：竹製

サイズ：長さ 125 〜 140㎜
材質：プラスチック製
注意：形状、色は変更になる場合がございます。

備品

彫塑ベラセット 5 本組

