238

メタルレリーフ

絵画・画材

深みのある金属感！新しいエンボッシングの制作手段です！

デザイン

粘着白ボール紙にカッティングを施して濃淡を付けたい部分をはがします。
着色済みのアルミ箔をその上に貼り研磨剤を使って凸部分を磨くと素晴らしい質感に仕上がります。

メタリックサインボード
32231 楕円はがね青 ----------- ￥1,045 ￥950

工芸・民芸

32232 楕円いぶし銀 ----------- ￥1,045 ￥950

版画・染色

＜セット内容＞
着色アルミ箔（のり付き 240 × 200㎜）1
MDF 製楕円サインボード（225 × 165 × 12㎜）1
のり付きボード（200 × 150㎜）1
吊り金具 1、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

32233 長方形はがね青 ---------- ￥660 ￥600
32234 長方形いぶし銀 ---------- ￥660 ￥600

木彫・木工芸

＜セット内容＞
着色アルミ箔（のり付き 240 × 150㎜）1
MDF サインボード（200 × 110 × 12㎜）1
のり付きボード（180 × 90㎜）1
吊り金具 1、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

てん刻

メタリックフレーム
32235 はがき判はがね青 --- ￥1,155 ￥1,050

彫塑・彫刻

32236 はがき判いぶし銀 --- ￥1,155 ￥1,050

陶

＜セット内容＞
MDF 製額：額幅 50㎜ 厚さ 9㎜ 1
外寸：240 × 190㎜ 内寸：150 × 100㎜（飾れるサイズ）
着色アルミ箔（のり付き 300 × 240㎜）1
のり付きボード紙（240 × 190㎜）1
裏板、カバー樹脂板、吊りくさりセット 1
トンボセット 1、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

芸

32237 はがき倍判はがね青 - ￥1,155 ￥1,050

ガラス工芸

32238 はがき倍判いぶし銀 - ￥1,155 ￥1,050

金属工芸

＜セット内容＞
MDF 製額：額幅 30㎜ 厚さ 9㎜ 1
外寸：250 × 200㎜ 内寸：200 × 150㎜（飾れるサイズ）
着色アルミ箔（のり付き 300 × 240㎜）1
のり付きボード紙（250 × 200㎜）1
裏板、カバー樹脂板、吊りくさりセット 1
トンボセット 1、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

皮革工芸
七宝焼

2. ナイフを使い凹になる部分を切り抜
かない様に切り目を入れ、めくり取り
ます。

3. 本体の板に貼付けます、はみ出た部
分は切り落とし板に合わせます。

4. 表面にメタル箔を貼付けます。

5. 側面を巻き込む様に貼付けます。

6. 綿棒などを使いしっかりメタル箔を
密着させます。

7. 台木を布で包んでピカピカスポンジ
で磨きます。

8. 深みのある金属感の作品が完成！

資料

1. のり付きボードに本体のサイズを少
し大きめに写しデザインします。

備品

※必要な道具：アートナイフ（カッターナイフ）、研磨剤用布切れ、その他にカーボン紙や綿棒があると作業が楽になります。

銅メタル
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絵画・画材

デザイン

表札

50109 ------------------------------------------------------------- ￥759 ￥690

銅メタル工芸

MDF 板

50108 ------------------------------------------------------------- ￥649 ￥590

190 × 85 × 18㎜

1枚

粘着付銅箔

255 × 150㎜

1枚

ボード板

工芸・民芸

銅メタル工芸

＜セット内容＞
MDF 板

200 × 150 × 12㎜

粘着付銅箔

255 × 200㎜

1枚

版画・染色

木部は彫り感の均一な MDF 製で、銅箔は凹凸になじみやすい 0.035㎜の厚さを使
用しています。台木も裏面は鍵穴状のルーターが縦向き、横向き各１ヶ所ありま
す。別売りのいぶし液でいぶすとより立体感が出ます。

1枚

木部は彫り感の均一な MDF 製で、銅箔は凹凸になじみやすい 0.035㎜の厚さを使
用しています。別売りのいぶし液でいぶすとより立体感が出ます。

木彫・木工芸

伸縮性のある上質銅箔を使用。
木彫が銅工芸に変化するセットです。

てん刻
彫塑・彫刻

銅製インテリアボックス
50118 ------------------------------------------------------------- ￥638 ￥580

￥750

完成サイズ：180 × 70 ×約 14㎜

ヘラ押しの技法で制作することができます。

彫金の制作をする場合は、釘やたがねを使い打出したり、スプーンやへらのみを
使用する、ヘラ押しの技法で制作することができます。

52000 いぶし液 20cc------------------------------------------ ￥308 ￥280
刷毛塗り 20 倍、浸す場合は 200 倍に薄めて使います。

メタルレリーフ

メタルレリーフ（はがね青）

メタル箔セット（ いぶし銀）

皮革工芸

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

金属工芸

プラスチックキャップを上下にはめ込んで、円筒に組み上げます。最後にニス仕
上げを行ないます。ペンスタンドや小物入れ、また、中にビンやコップを入れて
花瓶にしたりできます。

ガラス工芸

完成サイズ：φ 80 × 120㎜
＜セット内容＞
銅板 248 × 120 × 0.1㎜ 1 枚
プラスチック製キャップ 上下各 1 枚、ジョイント用銅板 1 枚、両面テープ 1 枚

＜セット内容＞
クッション付台板 180 × 70 × 12㎜（吊り下げ用孔加工済）
銅板 230 × 120 × 0.1㎜、釘（約 10 本）

芸

50117 ------------------------------------------------------------- ￥825

陶

銅製表札

七宝焼

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）
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

重量感のある金属調が表現できます！
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。

資料

メタル箔セット
32222 はがね青 ------------------ ￥341 ￥310

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

1. 下絵をカーボン紙で、ミ
ルキーボードに写し（もし
くは直接描き）、石膏板を彫
刻します。

2. 糊付きアルミ箔の裏紙を 3. ピカピカスポンジで表面 4. 完成です。
はがしてミルキーボードに を磨きます。磨き方をかげ
貼り付けます。
んして、遠近感や立体感を ＜ミルキーボード材質＞
柔らかい布などで、表面を押さえ 出します。
発泡ポリウレタン
ながら、凸凹をはっきりと浮き立
たせていきます。

炭酸カルシウム、他

備品

32223 いぶし銀 ------------------ ￥341 ￥310
裏面のり付きの箔セットです。

240

彫金素材

絵画・画材

卓上スタンド銅レリーフ
50119 ----------------------------- ￥792 ￥720

デザイン

銅板（149 × 100 × 0.1㎜）
卓上スタンド（外寸：154 × 104 × 8㎜）
スタンド用脚部１個
コートボール紙、やすり、ヘラ、説明書

工芸・民芸

0.1㎜の極薄銅板を使うことで
簡単に銅レリーフを制作できます

透明なスタンドに銅レリーフ作品を収納し飾りま
す。

透明な額が銅レリーフ作品を引き立てます。

スタンドは
銅レリーフ作品を

版画・染色

入れても余裕があ
るので、はがきや
メモ用紙などを入
れることができま
す。

木彫・木工芸

52000 いぶし液 20cc----------- ￥308 ￥280

刷毛塗り 20 倍、浸す場合は 200 倍に薄めて使います。

銅板ヘラ押しレリーフセット（額付）
てん刻

50114 小 -------------------------- ￥627 ￥570
銅板：150 × 100 × 0.1㎜
額：外寸 185 × 135㎜、内寸 135 × 85㎜

彫塑・彫刻

50115 中 --------------------------- ￥924 ￥840
銅板：200 × 150 × 0.1㎜
額：外寸 245 × 195㎜、内寸 185 × 135㎜

50116 大 ----------------------- ￥1,408 ￥1,280

陶

銅板：270 × 200 × 0.1㎜
額：外寸 335 × 265㎜、内寸 255 × 185㎜

芸

たがねを使用せずに、スプーンやヘラ
などで押すだけで、簡単に彫金作品を
制作することができます。

ガラス工芸

＜セット内容＞
大、中、小いずれも 0.1㎜厚銅板、裏あて用厚紙
額縁、タック紙、吊り下げ用ひも、ヘラ

52000 いぶし液 20cc----------- ￥308

￥280

金属工芸

刷毛塗り 20 倍、浸す場合は 200 倍に薄めて使います。

押し出用ヘラ（5 本組）
50120--------------------------------- ￥242 ￥220
サイズ全長約 125㎜
銅板の押し描き用のヘラです。

カッターやハサミでカットが可能
合板が無い分、軽い！

アート額 B 使用

銅板・クッション材・MDF の三層構造
加工時のサイズの縮みがありません

皮革工芸
七宝焼

マルチ BOX ハガキ箱使用

クッション付へら押し銅板

銅レリーフ合板（MDF）

資料

50110 100 × 100 約 2㎜ ------------------------------------- ￥462 ￥420
50111 小 150 × 100 ×約 2㎜ ----------------------------------- ￥572 ￥520
50112 中 200 × 150 ×約 2㎜ ----------------------------------- ￥935 ￥850
50113 大 270 × 200 ×約 2㎜ ------------------------------- ￥1,342 ￥1,220

50121 小 150 × 100 ×約 5㎜ ------------------------------------ ￥638 ￥580
50122 中 200 × 150 ×約 5㎜ --------------------------------- ￥1,133 ￥1,030
50123 大 270 × 200 ×約 5㎜ -------------------------------- ￥1,430 ￥1,300

材質：銅板に粘着加工済クッション材貼付

0.1㎜の銅板の下にクッション材が敷いてありますので、表面に弾力性があり、大
変加工しやすくなっています。また、完成した作品は、銅板のみの場合と違い、
サイズにちぢみがありません。

ヘラやボールペンの先などで押し描きして作品が出来ます
備品

カッターやハサミでカットが可能で、いろいろな物や場所に張り付けられます。
合板が無い分、軽いので共同制作のような集合体の作品に適しています。

52000 いぶし液 20cc----------------------------------------- ￥308 ￥280
刷毛塗り 20 倍、浸す場合は 200 倍に薄めて使います。

材質：銅板と MDF 合板の間にクッション材が入っています。

52000 いぶし液 20cc------------------------------------------ ￥308 ￥280
刷毛塗り 20 倍、浸す場合は 200 倍に薄めて使います。

彫金素材

241
絵画・画材

彫金のかべかざり
50100 小 --------------------------- ￥770 ￥700

デザイン

＜セット内容＞
銅板（70 × 60 × 0.5㎜）1 枚
額縁（桂材、160 × 150 × 14㎜、ミシン加工済み）1
釘 4、くさりセット 1

50101 大 ------------------------ ￥1,122 ￥1,020
工芸・民芸

＜セット内容＞
銅板（120 × 90 × 0.5㎜） 1 枚
額縁（桂材、220 × 170 × 14㎜、ミシン加工済み）1
釘 4、くさりセット 1

52000 いぶし液 20cc------------ ￥308 ￥280

板をはめると、奥に凹み段

↓ 作品面 ↓

差が出来ます。そこに作品

水に 30 倍〜 300 倍に薄めて使います。

を取り付けてください。

6047 金属研磨綿 10 個組 ------ ￥330 ￥300
銅板表 の汚れ落としに。

木彫・木工芸

額を入れる部分は、ミシン加工により、断面を斜め（表
側が広い）に抜いてありますので、でき上がった彫金
作品は、表から押し込んで固定し、さらに釘で 4 隅を
固定します。

版画・染色

彫金をして、さらに額の部分も
木彫などの工芸作品に仕上げることが
できる教材です。

てん刻
彫塑・彫刻

布張り彫金額 銅板セット

陶

50105 紺 無くなり次第廃止 -------- 廃止
50104 茶 無くなり次第廃止 -------- ￥858 ￥780

芸

たがね（角、丸） 各 1 本、釘 6 本、くさりセット 1

布張り額

塩化アンモン作品

いぶし液作品

銅板彫金作品とコールテンの相性抜群！

50106 紺 無くなり次第廃止 --------- 廃止

金属工芸

50107 茶 無くなり次第廃止 --------- ￥473 ￥430

彫金の作品をコールテン張りの台板に釘で打ち付けると、重量感のある素晴しいインテリア
作品に仕上がります。

ガラス工芸

＜セット内容＞ 布張り台板 1 枚
（ベニヤにコールテン張り済み、212 × 180 × 9㎜）
銅板（150 × 120 × 0.3㎜） 1 枚

皮革工芸

51000 A（200 × 200 × 0.7㎜）-------

彫金用銅板
50000 A（60 × 60 × 0.3㎜）---------

51001 B（300 × 200 × 0.7㎜）-------- ￥418 ￥380

50001 B（120 × 120 × 0.5㎜）-----50002 C（180 × 120 × 0.5㎜）-----50003 D（240 × 180 × 0.3㎜）-----50004 E（240 × 180 × 0.5㎜）------

￥286

51002 C（400 × 300 × 0.7㎜）-------- ￥792 ￥720
51003 D（200 × 200 × 1㎜）--------- ￥517 ￥470
51004 E（300 × 200 × 1㎜）---------- ￥495 ￥450

※ A,B,C,E は 無くなり次第廃止

￥198
￥495 ￥450
￥572 ￥520
￥638 ￥580
￥968 ￥880

50008 G（240 × 180 × 0.1㎜）------ ￥715

￥650

彫金用銅板は、彫金の制作はもちろんのこと、オブ
ジェなどの各種造形素材としてもご使用になれます。

※金属製品の価格は予告無しに変更する可能性があります。ご注文時にお問合せください。

51130 ------------------------------- ￥561 ￥510
サイズ：200 × 25 × 2㎜
ヤスリ、サンドペーパーで形を整え研磨剤で仕上げる
とキレイな金色のペーパーナイフが出来上がります。
金属板は扱いづらいイメージで
すが、糸のこやヤスリで成型で
きます。
油性ペンで下書きをし、
糸のこで切り出します。

備品

アルミ板は、銅板よりも柔らかく、彫金の制作はも
ちろんのこと、オブジェ、モビール、ランタンなど
の各種造形素材としてもご使用になれます。

真鍮ペーパーナイフ
￥180

資料

￥260

七宝焼

彫金用アルミ板

