七宝用具

285
絵画・画材

金切りばさみ
すぐは

フレーム 150 × 125mm
フレームの長さが自由に調節でき、一
般の糸のこ替刃も使えます。

52119 直刃 ------ ￥1,980 ￥1,800

52122 替刃 --------- ￥825 ￥750

6036 曲刃 ------ ￥2,420 ￥2,200

まがりば

サイズ：180㎜

83509 ------------ ￥1,210 ￥1,100

6037 小 -------------- ￥748 ￥680

サイズ：165㎜

サイズ：113㎜

革の切断に最適です。

主に銀線・銀箔の切断に使います。

版画・染色

全長 130 ×巾 0.9mm
（一般金属用 1 ダース）

サイズ：180㎜

はさみ

万能バサミ

工芸・民芸

52121 ------------ ￥4,125 ￥3,750

デザイン

金切用糸のこ 替刃 2 本付

木彫・木工芸

やすり細目

組やすり中目
52114 ------------ ￥5,720 ￥5,200

組やすり中目
52115 --------- ￥11,000 ￥10,000

6042 平 ---------- ￥1,430

金工やすり細目

サイズ：185㎜

6045 -------------- ￥4,950

サイズ：230㎜

￥4,500

やすり中目
￥1,300

全長 200㎜

6043 丸 ---------- ￥1,320 ￥1,200
全長 185㎜

平やすりは最も使いやすく、丸やすり
は細かい修正に最適です。

6044 丸 ------------ ￥1,430 ￥1,300
52113 甲丸 ------- ￥2,530 ￥2,300
銅板切断時のけば処理に。やすり部分
150㎜、甲丸は、片面平、片面曲です。

彫塑・彫刻

やすりセット 10 本組

サイズ：230㎜

てん刻

やすりセット 5 本組

陶
芸

砥石

6047 10 個組 ----- ￥330 ￥300

6046 ----------------- ￥187 ￥170

6040 ------------- ￥2,420 ￥2,200

銅板表 の汚れ落としに。

サイズ：230㎜

サイズ：104 × 25 ×厚さ 12㎜

中目（＃ 400）

ディクセルは水に溶かして銅板の酸洗
いに使用します。
20 〜 30 分浸しておくと銅が酸化され
てきれいになります。
溶液に直接手を触れないように注意し
ましょう。
（ディクセル溶液は 4 〜 5 回使えます。
）

皮革工芸

はみ出した絵具や銀線を水で流しなが
ら研ぎだします。

6048 50g ------------ ￥715 ￥650
金属工芸

金属研磨綿（スチールウール） 真ちゅうブラシ

ガラス工芸

ディクセル

七宝焼
資料

ハイスーパー（エポキシ系） セメダイン 速乾 G

砂袋

45050 小（20ml）---- ¥187 ￥170
45051 大（50ml）---- ¥363 ￥330

いも金づち
52200 小 --------- ￥2,970 ￥2,700
サイズ：200 × 150㎜
￥3,000
52104 ------------ ￥3,300

金属、陶器、ガラス、木など強力に短
時間で接着できます。
2 液タイプ、各液 5g。

色：黄色（あめ色）
木や紙はもちろんゴム、塩ビ、革、布、
金属、プラスチックを強力に接着しま
す。

いも木づち
52105 -------------- ￥1,078 ￥980

52201 大 --------- ￥3,520 ￥3,200
サイズ：300 × 210 ㎜

●彫金七宝の台板に。

備品

45031 5 分タイプ --- ￥363 ￥330

286

七宝用具・電気炉

絵画・画材

デザイン
工芸・民芸

金網（ステンレス製）
6000 小 --------------- ￥165

クラ

クラ台

6025 小 -------------- ￥330

￥150

￥300

やっとこ

6020 小 -------------- ￥726

￥660

6034 小 ---------- ￥1,320 ￥1,200

サイズ：60 × 93㎜

サイズ：155㎜

版画・染色
木彫・木工芸

サイズ：70 × 80㎜

サイズ：20 × 40㎜

6001 中 -------------- ￥330 ￥300

6026 中 -------------- ￥374 ￥340

サイズ：80 × 140㎜

サイズ：30 × 50㎜

6021 大 ---------- ￥1,210 ￥1,100

サイズ：120㎜

6002 大 --------------- ￥660 ￥600

6027 大 -------------- ￥418 ￥380

サイズ：80 × 120㎜

52118 小 平 ---------- 廃 止

サイズ：140 × 160㎜

サイズ：35 × 60㎜

焼成時、作品をのせます。

金網をのせる金属台

クラをのせる金属台、つまみ付き

52117 小丸 --------- ￥792 ￥720

サイズ：120㎜
※無くなり次第廃止

てん刻
彫塑・彫刻

陶

ピンセット

芸

6030 小（先曲がり）----------------サイズ：125㎜

マーブル棒
￥385

￥350

ガラス工芸

6031 中 ------------------------- ￥1,650 ￥1,500
サイズ：210㎜

6033 ------------------------------- ￥440 ￥400

小型七宝電気炉 PETIT プチ

サイズ：400㎜

7010 ------------------------- ￥68,200 ￥62,000

炉の中の作品が溶け始めたらマーブル棒の先端を温
め、炉の中で撹拌します。

6032 大（炉用）----------------- ￥1,430 ￥1,300
サイズ：450㎜

炉内寸法：幅 85 ×高 60 ×奥行 120㎜
外型寸法：幅 185 ×高 225 ×奥行 210㎜
消費電力：380W、100V 最高温度：1,000℃
重量：3.5kg
付属品 : 受け皿、金網、クラ、炉用ピンセット、
炉床板、補修材

金属工芸
皮革工芸
七宝焼
資料

7005 ピクチャー 1----- ￥164,560 ￥149,600

7008 SF-2 ----------------- ￥101,640 ￥92,400

7009 SF-3 ---------------- ￥130,680 ￥118,800

炉内寸法：幅 230 ×高 90 ×奥行 300㎜
外型寸法：幅 350 ×高 340 ×奥行 46㎜
消費電力：1.3KW、100V、13A 最高温度：1,000℃
重量：16kg

炉内寸法：幅 120 ×高 80 ×奥行 190㎜
外型寸法：幅 260 ×高 330 ×奥行 310㎜
消費電力：700W、100V、7A 最高温度：1,000℃
重量：8kg

炉内寸法：幅 160 ×高 85 ×奥行 200㎜
外型寸法：幅 285 ×高 330 ×奥行 325㎜
消費電力：1KW、100V、10A 最高温度：1,000℃
重量：12kg

備品

＜標準付属品＞
金網、ピンセット、炉床板、クラ、補修材

＜標準付属品＞
金網、ピンセット、炉床板、クラ、受け皿、補修材

＜標準付属品＞
金網、ピンセット、炉床板、クラ、受け皿、補修材

100V のどんなコンセントでも OK!、3 号が楽々と焼
成できます。

標準型。最もポピュラーな手ごろな大きさです。
※なくなり次第廃止

絵画、飾り皿用に炉内が広くなっています。
※なくなり次第廃止

七宝電気炉
ステンレス製乾燥台が全面上部に付き大きな覗き穴が付いています。普通コンセント使用

絵画・画材

七宝電気炉 ミエールシリーズ

287

デザイン
工芸・民芸

7002 MF-3S -------------- ￥151,250 ￥137,500

7004 MF-P2S------------- ￥203,280 ￥184,800

消費電力：1KW、100V、10A
最高温度：1,000℃
炉内寸法：幅 160 ×高 85 ×奥行 200㎜
外型寸法：幅 310 ×高 350 ×奥行 340㎜
重量：10kg

消費電力：1.3KW、100V、13A
最高温度：1,000℃
炉内寸法：幅 200 ×高 130 ×奥行 240㎜
外型寸法：幅 350 ×高 405 ×奥行 410㎜
重量：15kg（MF-P2） 16kg（MF-P2S）

付属品 :
金網、ピンセット、炉床板、クラ、受け皿、補修材
絵画、飾り皿用に炉内が広くなっています。
3S は 3 面ヒーター方式です。

付属品 :
金網、ピンセット、炉床板、クラ、受け皿、補修材
炉内が高く、立体的なものに適してます。P2S 型は
3 面ヒーター方式ですので焼成ムラがありません。

付属品 :
金網、ピンセット、炉床板、クラ、受け皿、補修材
最もポピュラーな標準タイプです。

七宝電気炉ニュースーパーシリーズ

デジタル温度設定・デジタル表示。家庭用普通コンセント（AC 100V）使用タイマー付き

てん刻

消費電力：700W、100V、7A
最高温度：1,000℃
炉内寸法：幅 120 ×高 80 ×奥行 190㎜
外型寸法：幅 260 ×高 350 ×奥行 320㎜
重量：8kg

7003 MF-P2-------------- ￥189,970 ￥172,700

木彫・木工芸

7001 MF-3 --------------- ￥141,570 ￥128,700

版画・染色

7000 MF-2 --------------- ￥114,950 ￥104,500

彫塑・彫刻

陶
芸
7033 スーパー 300ST-- ￥225,060 ￥204,600

付属品：受皿、クラ小、金網、ピンセット、高温用
炉床板（アランダム）、補修材

付属品：受皿、クラ / 大・中・小・三角、金網
ピンセット、高温用炉床板（アランダム）、補修材

幅 20cm にも満たない、超コンパクト機種です。

シリーズの中では小型に属するタイプです。

7036 スーパー 400T -------------------------------- ￥257,730 ￥234,300

付属品：受皿、クラ / 大・中・小・三角、金網
ピンセット、高温用炉床板（アランダム）、補修材
シリーズの中堅機種です。
300ST は 3 面ヒーターの高級タイプです。

7034 スーパー 500T --------------------------------- ￥263,780 ￥239,800
7035 スーパー 500ST ------------------------------- ￥275,880 ￥250,800
炉内寸法：W200 × H130 × D240㎜
外形寸法：W380 × H405 × D430㎜
消費電力：1.4kW（100V, 14A）
最高温度：999℃
重量：18kg、19kg（500S）

七宝焼

付属品：
受皿、クラ / 大・中・小・三角
金網、ピンセット
高温用炉床板（アランダム）
補修材

付属品：
受皿、クラ / 大・中・小・三角
金網、ピンセット
高温用炉床板（アランダム）
補修材

資料

シリーズを代表する、ワイドタイプの
大型炉です。
炉内の高さが 230mm、奥行 300mm
あり、サイズの大きな飾り皿もらくら
く制作できます。

スーパーシリーズを代表する、トータ
ルタイプの大型炉です。炉内の高さが
130mm ありますから、水差し、花瓶
のような背の高い立体作品に威力を
発揮します。

備品

炉内寸法：W230 × H90 × D300㎜
外形寸法：W400 × H355 × D460㎜
消費電力：1.4kW（100V, 14A）
最高温度：999℃
重量：18kg

炉内寸法：W160 × H85 × D200㎜
外形寸法：W330 × H335 × D380㎜
消費電力：1.0kW（100V, 10A）最高温度：999℃
重量：14kg、15kg（300S）

皮革工芸

7032 スーパー 300T --- ￥215,380 ￥195,800

炉内寸法：W120 × H80 × D170㎜
外形寸法：W275 × H330 × D330㎜
消費電力：700W（100V, 7A） 最高温度：999℃
重量：10kg

金属工芸

7031 スーパー 200T --- ￥202,070 ￥183,700

炉内寸法：W85 × H60 × D120㎜
外形寸法：W185 × H225 × D230㎜
消費電力：400W (100V, 4A) 最高温度：999℃
重量：4kg セラミックボード付き

ガラス工芸

7030 スーパー 100T------ ￥97,900 ￥89,000

