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色紙（トーナルカラー）330

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。

トーナルカラーは日本色研配色体系（PCCS）に基づき、トーン（色の暖寒、明暗や
強弱）別に組まれており、色彩やデザイン・工作の表現材料として使いやすく考え
られています。トーンを生かした配色の理解と応用により、色彩感覚を高められます。

351 ピンク	 352 あか	 353 あかむらさき	 354 オ レ ン ジ	
355 はだいろ	 356 ちゃいろ	 357 きいろ	 358 お う ど い ろ	
359 きみどり	 360 うすみどり	 361 みどり	 362 みずいろ
363 そらいろ	 364 あお	 365 こんいろ	 366 う す む ら さ き	
367 むらさき	 368 しろ	 369 はいいろ	 370 くろ	
371 クリーム	 372 やまぶきいろ	 373 わかたけいろ	 374 ターコイズ
375 うすみずいろ	 376 さくらいろ	 377 ももいろ	 378 ふ じ む ら さ き	
379 つつじいろ	 380 あずきいろ
381 きん
383 ぎん

各
¥418
（¥380）

¥880（¥800）
¥825（¥750）

20色組 150×150㎜ �����������������������������������������������¥110（¥100）
25色組 150×150㎜ 金・銀入�����������������������������������¥154（¥140）

単色 100枚束・32色

トーナルカラー角形（いろがみ）（厚み0.08㎜）（片面）
311-350
311-349
311-351〜383

トーナルカラー（いろがみ）（厚み約0.08〜0.1㎜）（片面）�
B6判 48色組���������������������������������������������������������¥264（¥240）311-393
 65色組���������������������������������������������������������¥429（¥390）311-395
 93色組���������������������������������������������������������¥693（¥630）311-397
B5判 48色組���������������������������������������������������������¥528（¥480）311-403
 65色組���������������������������������������������������������¥858（¥780）311-405
 93色組��������������������������������������������������¥1,386（¥1,260）311-407
B4判 65色組��������������������������������������������������¥2,310（¥2,100）311-411
 93色組��������������������������������������������������¥3,410（¥3,100）311-413

ニュートーナルカラーは日本色研配色体系（PCCS）に基づき、トーン（色の暖寒、明暗や強
弱）別に組まれており、色彩やデザイン・工作の表現材料として使いやすく考えられていま
す。トーンを生かした配色の理解と応用により、色彩感覚を高められます。

B6判 28色組���������������������������������������������������������¥176（¥160）
ニュートーナルカラー�（いろがみ）（厚み0.09㎜）（片面）
311-481

 50色組���������������������������������������������������������¥297（¥270）311-483
B5判 28色組���������������������������������������������������������¥352（¥320）311-486
 50色組���������������������������������������������������������¥594（¥540）311-488

425	あか	 426	しゅいろ	 427	やまぶきいろ	 428	きいろ
429	きみどり	 430	みどり	 431	あおみどり	 432	あさぎいろ
433	あお	 434	あおむらさき	 435	むらさき	 436	あかむらさき
437	はだいろ	 438	クリーム	 439	わかばいろ 	 440	ターコイズ
441	ふじむらさき	 442	ぼたんいろ	 443	ちゃいろ	 444	かばいろ
445	おうどいろ	 446	くさいろ	 447	ふかみどり 448	あいいろ
449	うめねず	 450	うすちゃ	 451	うらはいろ	 452	スカイグレー
453	はいいろ	 454	くろ

　　  単色 B6判・300枚入・30色��������������������各¥1,980（¥1,800）311-425〜454

角形20色組

B6判　JIS対応／修正マンセルカラーシステム対応色紙
修正マンセルシステムをベースにした色紙です。ファッション色彩能力検定試験公
式テキストに対応し配色演習に最適な色紙。

B6判 140色�������������������������������������������������¥1,485（¥1,350）
ベーシックカラー
311-211

（単色は、スケールカラーボックス補充用としても、ご利用いただけます。）

●トーナルカラーとニュートーナルカラー
図画工作や美術科での色彩学習に必要な色が豊富にセットされています。
●トーナルカラー　色の調子別にわけられた色です。
●�ニュートーナルカラー　色相別にわけられた色紙です。トーナルカラーよりも少し厚い紙質で、インクも高品質のため色むらのないマット調な感じになっ
ています。
※�トーナルカラーとニュートーナルカラーは人体に有害性のない大豆油インキを使用しています。
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331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

331両面色違い造形紙（カラードフォルム・テープ）

カラードフォルム（両面色ちがい造形紙）
B4判  薄口5枚組���������¥220（¥200）311-511
B4判  厚口5枚組���������¥242（¥220）311-514
B3判  厚口5枚組���������¥484（¥440）311-519

裏表の色が異なる造形表現材料で、平面・半立体・立体
など変化に富む表現が可能です。
（　）内は慣用色名です。紙の厚みは、薄口0.19㎜、厚
口0.25㎜

あか（あか）／ピンク（ピンク）、みどりみのき（ひわいろ）／
みどり（みどり）、みどりみのあお（あさぎいろ）／き（きい
ろ）、あかみのだいだい（しゅいろ）／あかみのちゃ　（チョコ
レート））／ベージュ（ベージュ）／あお（あお）

《色組》あか／ピンク、きいろ／みどり、あさぎいろ／きみ
どり、しゅいろ／うすあお、あおむらさき／やまぶきいろ
再生紙使用のカラードフォルムで、紙質は従来のカラー
ドフォルムの薄口と同じです。

カラードフォルムE
（両面色ちがい造形紙）（0.21㎜厚）

B4判 薄口　5枚組
���������������������������������������������������������¥220（¥200）
311-501

作例 作例

作例

《色組》アイスグリーン／ヒアシンスブルー／キューピッド
ピンク／ブライトターコイズ／ミモザイエロー／オーキッド
ピンク／アクア／アプリコット／スプライト／ラベンダー

カラードフォルムP
（両面色ちがい造形紙）（0.25㎜厚）

B4判 厚口　5枚組
���������������������������������������������������������¥242（¥220）
311-517

カラードフォルムB4判厚口5枚組（311-514）のパステ
ルカラー版。カラーユニバーサルデザインにも配慮した
色組で、既存色と組み合わせれば表現の幅が広がります。

カラードテープ

カラードテープ
ミックス

カラードテープ（両面色ちがいテープ）（0.25㎜厚）
No.1 幅10㎜������������������������������������������������������������¥605（¥550）

長さ…364㎜　5種各40枚入り
色組：あか／ピンク、ひわいろ／みどり、あさぎいろ／きいろ、しゅいろ／チョコレート、ベージュ
／こんいろ

311-531
No.2 幅20㎜�����������������������������������������������������¥1,210（¥1,100）311-532
No.3 幅30㎜�����������������������������������������������������¥1,694（¥1,540）311-533

カラードテープミックス
����������������������������������������������������������������������������������¥264（¥240）

《セット内容》カラードテープ（10㎜幅）15本、カラードテープ（20㎜幅）10本、カラードテー
プ（30㎜幅）5本、アルパーテープ（20㎜幅）6本

（0.25㎜厚、長さ364㎜）

311-541

作例

B4判（5枚組）薄口
���������������������������������������������������������¥220（¥200）

カラードフォルム　
ハッピーペーパー（両面模様造形紙）

シンプルで、かわいいパターンが両面にデザインされ
た工作用造形紙です。平面、立体の作品に今までにな
い生き生きとした動きや表情をあたえます。

311-526

（実際の色とは若干異なる
場合があります。）

■色組表

作例

厚口5枚組　波形ストライプ3枚、直線ストライプ2枚
表面の波形・しま模様を利用し、線的構成の中からリズ
ム感・動勢・方向性などの新しい感覚を引き出す教材
として最適です。裏面は単色ベタ刷りになっています。

カラードフォルムS（片面しま模様）（0.25㎜厚）
B4判������������������������������¥253（¥230）311-525

厚口5枚組（片面つやあり・裏面10㎜グレイ方眼入）（0.25㎜厚）
《色組》（つや面／方眼面）
あか／ピンク、みどり／きいろ、あお／オレンジ、むらさき
／きみどり、くろ／うすあお

方眼カラードフォルム
（両面色ちがい方眼入り造形紙）

B4判������������������������������¥275（¥250）311-551
B3判������������������������������¥550（¥500）311-553
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