パート・ド・ヴェール

229
絵画・画材

パート・ド・ヴェールセット
90300 --------------------------- ￥2,178 ￥1,980
＜セット内容＞
150g

デザイン

カレット透明

色ガラス粉 6 色（色番 3、4、5、6、7、8）各 2g
マイルドブラスター（耐火石こう）1kg
油粘土（エンゼルライト） 1kg
型取り用箱（100 × 80 × 80㎜） 1 枚

工芸・民芸

パート・ド・ヴェールは、七宝電気炉を
使ってできる簡単なガラスの技法です。
油粘土で原形を作り、耐火石こうで雌型を取り、ガ
ラスカレットを入れて 800℃で焼成します。ペーパー

に塗る方法もありますが、カレットのみを使用した

90301 --------------------------- ￥1,540 ￥1,400

方が、透明感がでます。

サイズ：外寸 143 × 60 × 25㎜

パート・ド・ヴェール

単品

30240 油粘土 1kg----------------- ￥539 ￥490
32510 耐火石こう 1kg ---------- ￥660 ￥600
90305 型取り用箱（ボール紙）----- ￥132 ￥120

てん刻

パート・ド・ヴェールの制作手順

木彫・木工芸

アクセサリー用。
3 種類の形の作品が同時に作れます。
作品完成サイズは、長方形 21 × 39 、だ円形 28 ×
39 、円 直径 40㎜です。
カレットを山盛りにして焼成した場合、3 〜 4 割中
に沈みます。

90302 カレット透明 150g ----- ￥550 ￥500

版画・染色

パート・ド・ヴェール用型

ウエイト、はしおき、アクセサリーなどの小物を作
ることができます。色ガラス粉を練って雌型の裏面

彫塑・彫刻

1. 油粘土で原形を作ります。

3. 型取り用箱を組み立てて枠を作り、 4. 完全に乾燥したら、中の油粘土を抜
作品を中に置き、耐火石こうを流しこ き取ります。
みます。

陶

2. 台の部分を油粘土で下部につけ足し
ます。この部分は完成時にはなくなり
ます。

芸

色カレット

色ガラス粉

90311 〜 8
8 色 各 150g

90321 〜 8
8 色 各 10g

90312

90313

90314

＜標準付属品＞
金あみ、ピンセット、炉床板
くら、受け皿、補修剤、セラミックボード、ブランケット
タイマー付き。

90315

90316

90317

90318

90321

90322

90323

90324

90326

90327

90328

備品

90311

90303 8 色セット（各 5g）------ ￥550 ￥500

資料

消費電力：400W 100V 最高温度：999 度
炉内寸法：W85 × H60 × D120㎜
外径寸法：W185 × H225 × D230㎜
重量：4kg

90321 バイオレッド ------------ ￥110 ￥100
90322 コバルトブルー --------- ￥121 ￥110
90323 ブルー --------------------- ￥110 ￥100
90324 水色 ------------------------ ￥110 ￥100
90325 グリーン ------------------ ￥110 ￥100
90326 ゴールドブラウン ------ ￥110 ￥100
90327 ピンク --------------------- ￥143 ￥130
90328 乳白色 --------------------- ￥132 ￥120

七宝焼

90311 バイオレット -------- ￥1,540 ￥1,400
90312 コバルトブルー ----- ￥1,650 ￥1,500
90313 ブルー ----------------- ￥1,540 ￥1,400
90314 水色 -------------------- ￥1,540 ￥1,400
90315 グリーン -------------- ￥1,540 ￥1,400
90316 ゴールドブラウン -- ￥1,540 ￥1,400
90317 ピンク ----------------- ￥1,870 ￥1,700
90318 乳白色 ----------------- ￥1,760 ￥1,600

皮革工芸

7030 デジタル式 ---------- ￥97,900 ￥89,000

8. ガラスの余分な部分（バリ）などを
砥石や電動研磨機でけずり落とし、
完成です。

金属工芸

小型七宝電気炉 スーパー 100T

7. 徐冷中は電気炉の扉は開けず、翌日
冷たくなった石こうの型を取り出し、型
をこわします。作品を水で洗います。

ガラス工芸

5. 型に水で練った色ガラス粉を塗り、 6. 電 気 炉 に 入 れ、800 ℃ 〜 850 ℃ で 約
その上にカレットを山盛り状に入れま 15 〜 25 分 焼 成 し ま す。 そ の 後 600 ℃
す。( 焼成後、容量が約 2 割減ります。) まで下げ、スイッチを切ります。

90325

