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陶芸用粘土

絵画・画材

陶土とプラスチックが主成分の
オーブンで焼くことのできる陶土です。

デザイン
工芸・民芸
版画・染色

オーブン陶土
34010 工作用 -------------------------------- ￥660 ￥600

木彫・木工芸

瀬戸産蛙目粘土使用

400g

34013 黒木節 -------------------------------- ￥770 ￥700
瀬戸産黒木節粘土使用

400g

34014 紅陶 ----------------------------------- ￥660 ￥600

てん刻

瀬戸産蛙目粘土使用

400g

焼成温度：各 160 〜 180℃
乾燥時間：数日から 1 週間
焼成時間：20 分〜 1 時間半（作品の大小による）

練らずにすぐに使えて、大変扱いやすい陶土です。
気軽に、思うままにオリジナルの作品をお作り下さい！

粘土と同じ要領で造れ、乾燥後、焼き上げてアクリル絵の具などで着色するだけで
本格的な陶器が作れます。エコとの練り込みはできません

彫塑・彫刻

工作用

黒木節

陶
芸

紅

陶

開封時

ガラス工芸

1. 乾燥

乾燥

焼成

1、開封してすぐに、練らず 2、形作ったら作品を 2 日 3、作品が完全に乾燥した 4、焼き上がったら完成で
に作れます。力の弱いお子 ～ 7 日間乾燥させます。
ら焼成します。
す！
さまにも簡単に形作れます。
160℃～ 180℃で 30 分～ 60 分

大きさや厚さによって時間は異なりますが、数日から 1

金属工芸

週間程度です。乾燥すると表面が白くなってきます。新聞などを敷い
て風通しのよい所で陰干ししましょう。しっかり乾燥させないと焼い
たときに、ひび割れを起します。乾燥後、表面を滑らかにしたい場合
はサンドペーパーをかけます。

2. 焼成

家庭用オーブンで焼くことが出来ます。ホイルを敷いて作品を置き、160 〜 180℃に設定して焼き

上げます。焼成時間は作品によって異なりますが、30 分〜 60 分です。焼き上がりの目安は乾燥前の陶土の色
に近くなることです。焼き足りないと思ったら 10 分単位くらいで時間を延長して下さい、作品の向きを変え
たり、
裏返しにしたりすると焼きムラになりにくいでしょう。温度が高すぎると焦げて煙りと臭いが出ますので、
必ず温度は守って下さい。焼成後すぐの作品は、非常に熱くなっていますので十分に注意して下さい。

皮革工芸
七宝焼

無くなり次第廃止

資料

オーブン陶土ミルク 400g

オーブン陶土「ろくろ」

オーブン陶土 ECO（エコ）400g

34005 ------------------------------ ￥880 ￥800

34009 1kg---------------------- ￥1,980 ￥1,800
34004 450g------------------------ ￥990 ￥900

34011 ------------------------------- ￥770 ￥700

焼成温度：160 〜 180℃ 乾燥時間：数日から 1 週間
焼成時間：20 分〜 1 時間半（作品の大小による）

イングランド産カオリン粘土使。
備品

着色した時の発色が良い。アクセサリーや人形の制
作に咲いた木。他のオーブン陶土と同じ性質で、混
ぜて使用することもできます。容量：400g

焼成温度：160 〜 180℃ 乾燥時間：数日から 1 週間
焼成時間：20 分〜 1 時間半（作品の大小による）

信楽風の色合い、そのままでも着色して
も美しい色合いに仕上がります。

手ひねりはもちろん、ろくろがひける。
オーブン陶土「ろくろ」１㎏でお茶碗３つ作れます。

焼成温度：160 〜 180℃ 乾燥時間：数日から 1 週間
焼成時間：20 分〜 1 時間半（作品の大小による）
成分中に高分解性プラスチックが使用されており、
焼き上げ後、不要になったときに土中に埋めれば、
バクテリアなどの働きで、半年ほどで土に戻ります。
焼き上げ後は、どのような着色剤でも着色可能です。
容量：400g ※他のオーブンとの陶土の練り込みはできません。
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絵画・画材

デザイン

34015 --------------------------- ￥5,280 ￥4,800

オーブン陶土：工作用・紅陶・黒木節・ミルク・ろくろ各 1

オーブン陶土「工作用 2」「紅陶 1」「黒木節 1」
防水・防油コート剤「Yu 〜」100cc 1

「Yu 〜」1、化粧土 1
細工用カンナ（KEMPER 製）1、たたら板（厚さ 5㎜）2

細工用カンナ（KEMPER 製）1、たたら板（厚さ 5㎜）2

のし棒 1、平筆 1、彩色筆 1、ガーゼ 1

のし棒 1、入門書 1 冊、焼き見本 1 個

入門書 1 冊、焼き見本 1 個

「はじめに何が必要ですか？」
オーブン陶土を始めてみたいという方におすすめです。
テキストもついていて簡単に制作がはじめられます。
陶土も 4 つ入りでたっぷり作品がつくれます。

工作用オーブン陶土

防水・防油コート剤「Yu 〜」100cc、刷毛、入門書

手軽にオーブン陶土をはじめてみたい
という方におすすめです。
テキストも付いていてすぐにオリジナルの陶器が作
れます。コート剤「Yu ～」も付いているので食器作
りもできます。

木彫・木工芸

「オーブン陶土全 5 色セット」
全色揃ったプレミアムなセット！テキストも付いて
いてすぐにオリジナルの陶器が作れます。

34006 --------------------------- ￥1,650 ￥1,500
＜セット内容＞

版画・染色

34003 --------------------------- ￥7,700 ￥7,000

工芸・民芸

オーブン陶土セット「Premium」 オーブン陶土セット「Standard」 オーブン陶土セット「Basic」

てん刻
彫塑・彫刻

34016 100cc----------------------- ￥660 ￥600
成分：陶土・防腐剤・水（厚生労働省安全基準適合）

オーブン陶土専用耐水・耐油コート剤

Yu 〜マット（ゆ〜マット）

Yu 〜（ゆ〜）

34002 100cc----------------------- ￥968 ￥880

34012 100cc----------------------- ￥968 ￥880

オーブン陶土にコート剤「Yu ～マット」を塗ること
により、耐水・耐油となり食器等にご使用できます。
「Ｙｕ～マット」は食品添加物等の安全基準に合格し
た安全な商品です。作品焼成後塗布し 100 〜 120℃
で 20 分ほど加熱し定着させます。加熱定着後は艶の
ないマットな仕上がりになります

オーブン陶土にコート剤「Yu ～」を塗ることにより、
耐水・耐油となり食器等にご使用できます。
「Ｙｕ～」
は食品添加物等の安全基準に合格した安全な商品で
す。作品焼成後塗布し 100 〜 120℃で 20 分ほど加
熱し定着させます。また作品の艶出しや絵柄のコー
ティングとしてご使用いただけます。
※オーブン陶土以外にはお使いにならないで下さい。

金属工芸

※オーブン陶土以外にはお使いにならないで下さい。

ガラス工芸

ヤコのオーブン陶土専用の着
色剤です。白い模様や柄を描
いたり、白い器なども作れま
す。化粧土「白」は重厚感の
ある、独特な風合いに仕上が
ります。乾燥時間に差をつけ
て塗布する事でマスキングや
象眼作り的な手法が使えます。

オーブン陶土専用耐水・耐油コート剤

芸

化粧土「白」

陶

オーブン陶土専用

皮革工芸
七宝焼

基本から応用まで充実の 16 作品レシピ掲載！
カラー 48 頁 B6 判

34018 -------------------------- ￥3,300 ￥3,000

34017 ------------------------------ ￥638 ￥580

＜セット内容＞
リボン型かきだし棒、細工用カンナ、仕上げ用ヘラ
テフロン加工ペインティングナイフ

＜セット内容＞
たたら板（5 × 30 × 350㎜）2 枚、
のし棒（φ 27 × 350㎜）1 本

オーブン陶土入門者向けのセット。
ツール（道具）が欲しい方はこのセットからはじめ
るのが最適。オーブン陶芸用に用意したオリジナル
セットです。

板作りに必要な厚さ 5㎜のたたら板を作るための
セットです。

備品

61033 -------------------------------- ￥495 ￥450

たたら板セット
資料

たのしい！オーブン陶土

オーブン陶土用ヘラセット

