定規・切断工具

315
絵画・画材

デザイン

デザイン定規（2 枚組）

アクリル定規

14833 -------------------------------- ¥880 ￥800

14407--------------------------------- ¥792 ￥720

サイズ：約 180 × 60㎜

サイズ：約 335 × 125㎜
材質：塩化ビニール製、打抜き加工

12320 ----------------------------- ¥352 ￥320
サイズ：30㎝
材質：アクリル製

※ 無くなり次第廃止

仕様：溝引付き（方眼入り）

版画・染色

材質：アクリル製

工芸・民芸

雲形定規（6 枚入り）

木彫・木工芸

てん刻

片方の縁はステンレスエッジ入り

ペーパーカッター 534 型

15723 15㎝ ------------------------- ¥297

15722 30㎝ ------------------------ ¥583 ￥530

最大切断幅：460㎜（A3） 断裁厚：1.5㎜（約 15 枚）
台サイズ：285 × 585㎜
重さ：3.4kg

材質：上記いずれもアクリル製

材質：上記いずれもステンレス製

特殊刃物鋼製の円弧ブレード、安全ガード付き透明
紙押さえ付き。前後のペーパーガイドに装着できる
紙当てスライドゲージ、㎜目盛と規格 A、B サイズ
の他に角度目盛りの印刷付。

￥270

片方の縁は金属板が入っていますので、カッターナイ
フが当たっても定規のエッジが傷付きません。

14841 ------------------------ ¥29,150 ￥26,500

52103 ------------------------------------------------------------- ￥550 ￥500

44750 1.0㎜（全長 77㎜）---------------------------------------- ￥484 ￥440

無くなり次第廃止

44751 1.5㎜（全長 87㎜）---------------------------------------- ￥484 ￥440

幅：10㎜

アクセサリーやキーホル
ダーなどの小物の穴あけ
をする場合に。

無くなり次第廃止

ガラス工芸

ピンドリル

芸

切たがね

陶

ステンレス直定規

12325300㎜ -------------------------- ¥484 ￥440
12326500㎜ 無くなり次第廃止 ------ ¥968 ￥880

彫塑・彫刻

カッティングスケール

金属工芸

※金属の場合、銀、金、
銅の薄いものには使用で
きますが、真鍮板は不可
です。

皮革工芸
七宝焼

かなきりばさみ

金切鋏

ハトメ抜き

52121 一般金属用 ----------- ￥4,125 ￥3,750

52119 直刃（180㎜）----------------- ￥1,980 ￥1,800

83510 7 号 φ 2.1㎜ -------------- ￥660 ￥600

サイズ：フレーム 150 × 125mm

52122 替刃 1 ダース ------------ ￥825 ￥750
サイズ：全長 130㎜ 幅 0.9㎜

6036 曲刃（180㎜）----------------- ￥2,420 ￥2,200
金属を切ることができるハサミ。
直刃は直線用、曲刃は細工用に使用します。

83515 8 号 φ 2.4㎜ -------------- ￥660 ￥600
83518 12 号 φ 3.6㎜ ------------ ￥682 ￥620
83511 15 号 φ 4.5㎜ ------------ ￥748 ￥680
83516 20 号 φ 6.0㎜ ------------ ￥825 ￥750
83512 25 号 φ 7.5㎜ ---------- ￥1,023 ￥930

備品

フレームの長さが自由に調節でき、一般の糸のこ替
刃も使用できます。

すぐは

資料

金切用糸のこ（替刃 2 本付）

316

はさみ

絵画・画材

紙工作用はさみ
14130 ギザッコ ----- ¥990 ￥900

デザイン

14131 ナミッコ ------- ¥990 ￥900
14132 マルッコ ------- ¥990 ￥900
14133 木の葉 ---------- ¥990 ￥900

ギザッコ

ナミッコ

工芸・民芸

はさみ小

サイズ：いずれも、135㎜
材質

刃：ステンレス製

6037 ------------------- ¥748 ￥680

柄：ABS 樹脂製

サイズ：113㎜

版画・染色

ギザギザ型や
波型に切れるはさみです。

先が細く尖っており、細かな細工に適
しています。

マルッコ

木の葉

木彫・木工芸

てん刻
彫塑・彫刻

ステンレスはさみ A

ステンレスはさみ B

フッ素はさみ

万能バサミ

14110 ------------------ ¥440 ￥400

14111 ------------------ ¥495 ￥450

14231 ----------------- ¥660 ￥600

83509 ------------- ¥1,210 ￥1,100

サイズ：160㎜
材質：ステンレス製

サイズ：165㎜
材質：ステンレス製

刃先がフッ素加工されていますので、
粘着付きの紙を切っても刃先がべた付
きません。

薄いアルミ板や銅板を使った金属造形
や皮革工芸、籐工芸など、手芸、工芸、
造形工作に向いています。

サイズ：155㎜
材質：ステンレス製

サイズ：150㎜
材質：ステンレス製
竹ひご切り用溝付き

※ 無くなり次第廃止

陶
芸
ガラス工芸

金属工芸

工作用万能はさみ
14117 ----------------------------- ¥990 ￥900
サイズ：150㎜、刃の長さ 45㎜
材質：ハイカーボンステンレス製

皮革工芸

ハサミ型シュレッター

縦にカット

14118 5 連刃 --------------------- ¥1,885 ￥1,714

紙を切るだけではなく、アルミ に穴をあけて切った
り、厚さ 0.5㎜までの銅線、銅板も切れます。また、
竹ひごを切るための穴も付いていますし、取っ手部
分は固くなった絵の具のふたをあけるのに便利です。

七宝焼

14119 9 連刃 --------------------- ¥2,075 ￥1,886
サイズ：いずれも、190 ㎜
＜材質＞
刃：ステンレス製 柄：ABS 樹脂製

資料

明細書や領収書であれば一度に 2 枚、ハガキや名刺ほ
どの厚さであれば 1 枚カット出来ます。

横にカット

ダブルシザース（専用型紙切はさみ）

備品

初めに縦にカットしてか
ら、横にカットすれば、約
3.5㎜角の細かさにカットで
きます。はり絵やドット絵
に最適です。

90518 ---------------------------- ¥2,200 ￥2,000
サイズ：200㎜
●トーナルカラーなどの色紙をカットしてはり絵・
ドット絵などのパーツづくり、七夕飾りや、色々な
紙工作に楽しく使用できます。

材質：スチール製

刃の片方が幅 1㎜の 2 枚刃になっていますので、1㎜
の幅の線が切り抜けます。ステンドグラスの型紙や
ビルダーカードの切り抜きに使用します。

