
105梱包費実費商品価格は10%消費税込価格および（　）内に本体価格を併記しています。 2021年度新製品

ポリ容器入
ダイカラーを淡色にするのに用います。

ポリ容器入
ダイカラーを混紡布地に印刷する場合は必ず2〜3％混
入し、絵の具の定着力を確かめてからお使いください。

	 色名	 300㎖	 1㎏	 色名	 300㎖	 1㎏	 色名	 300㎖	 1㎏
	 空	 471	 449	 黒	 476	 454	 黄	 481	 459
	 青	 472	 450	 赤	 477	 455	 青黄	 482	 460
	 紺	 473	 451	 紅赤	 478	 456	 白	 483	 461
	 紫	 474	 452	 ぼたん	 479	 457
	 緑	 475	 453	 茶	 480	 458
ポリ容器入　使用するときは、よくかきまぜてからご使用
ください。
詳細は使用上の注意をご覧ください。

441ファンシーブルー（21）	 445	ブレイズオレンジ（25）	
442ネオンレッド（22）	 446	アークイエロー（26）	
443ロケットレッド（23）	 447	サタンイエロー（27）	
444ファイアレッド（24）	 448	ライトグリーン（28）	
ポリ容器入　使用するときは、よくかきまぜてからご使用
ください。
蛍光タイプの使用方法は一般ダイカラーと同じで、混
色・調色は自由です。
注蛍光タイプの色見本と現物の色は多少異なります。
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300ml��������� 各¥1,474（¥1,340）
ダイカラー（13色）
218-471〜483

1㎏�����������������各¥4,290（¥3,900）218-449〜461

300ml����������������������¥1,364（¥1,240）
ダイカラー用バインダー（専用薄め剤）
218-491

300ml����������������������¥1,804（¥1,640）
化繊用バインダー（混紡布地用定着剤）
218-495

300ml���������各¥1,804（¥1,640）
ダイカラー蛍光タイプ（8色）
218-441〜448

●ダイカラー使用上の注意
●淡色の天然繊維（綿100％など）にご使用ください。
●混紡布地に印刷する場合は、化繊用バインダーを使用し、定着
を確かめてください。

●淡い色をつくる場合は、ダイカラー用バインダーを適量混入します。
●乾燥すると目詰まりを起こしますので、目詰まり防止液をご使用ください。
●布地印刷の場合、乾燥後にアイロンで熱処理をしてください。
　普通色…140℃以上で約50秒
　蛍光色…180℃で約50秒
　　　　注裏面からかまたはあて布をする
※�熱処理の温度は布の種類・厚み、作業環境により異なりますの
で事前に必ず密着テストを行ってください。
※ドライクリーニングは不可

100g��������� ¥484（¥440）

100ml
���������������¥440（¥400）

1㎏��������¥2,860（¥2,600）

濃色布地用バインダー（インク調色用）

ダイカラ―用
増粘剤

218-536

218-493

218-537

布・紙兼用、水溶性タイプの不透明スクリーン絵の具です。
濃色の天然（特殊加工生地は不可）用で、印刷・乾燥
後に熱処理をすれば洗濯しても色落ちしません。
混色が自由にでき、色を重ねて刷っても下の色が隠れ
るので、重ね刷りに最適です。
同重量であっても、色別に容量の違いが多少あります。
《濃色布地用インク使用上の注意》
●スクリーンは150メッシュ以下のものをご使用くださ
い。
●インクの濃度調整には水をご使用ください。
●�スクリーンの目詰まりを防止するために目詰まり防
止液を混入してご使用ください。
※ドライクリーニングは不可

515	ホワイト	 516	イエロー	 517	オレンジ	
518	レッド	 519	ルビン	 520	バイオレット	
521	ブルー	 522	グリーン	 523	ブロン
524	ブラック	

金・銀は酸化防止加工粉使用

528	金	 529	銀	

531	金	 533	銀	

濃色布地用バインダーは、色の
トーンを調節するためのもので
す。インクに混入（5％以内）し
てご使用ください。
注金・銀はバインダーを用いず、
そのままお使いください。

ダイカラ―の粘度を調整す
るメディウムです。
数滴（少量づつ数回に分
けて適当な粘度になるま
で）混入し良く撹拌してご
使用ください。
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1㎏・10色	 各¥3,905（¥3,550）
濃色布地用インク（水溶性　布・紙兼用）
218-515〜524

100g・2色	 各¥935（¥850）218-528・529

1㎏・2色	 各¥6,710（¥6,100）218-531・533

不透明タイプ
濃色生地用

透明タイプ

淡色生地用

不透明ウレタンラバーインク
対応メッシュ：70〜180メッシュ
表面乾燥：20〜30分　　完全乾燥：60〜120分
乾燥後のアイロン熱処理は不要。ドライクリーニングは不可。
対応布地：濃色布地、天然繊維、ポリエステル、T
／C（テトロンとコットン混紡）。
刷り上がりはソフトな風合いで、伸縮性があり、対応布地
が幅広いインクです。混色可。
色物の布地に印刷の場合、印刷したインクに布地の染料が
染み出る場合がございます。糊、防水加工・油気のある布
は接着しません。版や道具はすぐに水洗いしてください。
耐水性の版をご使用ください。
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不透明タイプ
濃色生地用

※�他のインクより固練りタイプのインクになります。固
く感じる場合は、水を混ぜて粘度を調整してください。

100g

300ml
バインダー	300ml���������¥2,090（¥1,900）218-513

ラバダインクの色を薄くする場合に、インクに混ぜて使
用します。

425	ゴールド	 426	シルバー	
300ml・2色��������� 各¥3,234（¥2,940）218-425・426

423	ゴールド	 424	シルバー	
100g・2色���������各¥1,188（¥1,080）218-423・424

色名 100g 300㎖ 色名 100g 300㎖ 色名 100g 300㎖
空 410 500 黒 415 505 黄 420 510
青 411 501 赤 416 506 青黄 421 511
紺 412 502 紅赤 417 507 白 422 512
紫 413 503 ボタン 418 508
緑 414 504 茶 419 509

300ml�����������各¥2,305（¥2,096）218-500〜512
100g���������������������各¥858（¥780）218-410〜422

105孔版画・インク（布用）

版
画

孔版画
スクリーン
ステンシル

平版画
リトグラフ

凹版画
銅版

凸版画
木版・紙版
スチレン

共通用具
ローラー

版画用紙

プレス機

水溶性スクリーンインク布・紙兼用インク
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