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中

ゴム印くん466

作例

《共通セット内容》
ゴム印（30㎜角）、ゴム印ホルダー、ゴム印袋（布製）、メ
ッセージカード（コースター）、バーサクラフト赤、トレー
シングペーパー、説明書
収納袋とスタンプがついてお得です。さらにメッセー
ジカード（コースター）が入ってます。

ゴム印くんハッピーセット三角刀付

ゴム印くんセット

�ホルダー付で押しやすく、布や木など紙以外にも押して楽しめます。

大 30㎜角�����������������������¥528（¥480）
中 23㎜角�����������������������¥517（¥470）235-901

《セット内容》
ゴム印、ゴム印ホルダー、ゴム印用三角刀（約150㎜）、ト
レーシングペーパー（方眼）、説明書
※ゴム印用三角刀キャップ付き

235-900

ゴム印くんハッピーセット
三角刀なし�������������������¥682（¥620）235-924
三角刀付�����������������������¥924（¥840）235-925

大 30㎜ゴム＆ホルダー
���������������������������������������������������������¥308（¥280）

ゴム印くんユニット

《セット内容》
ゴム印30×30×14㎜、ゴム印ホルダー、トレーシングペ
ーパー（方眼）
ゴム印とホルダーのシンプルなセットです。

235-906

木彫立方体　桂

50㎜角��������������������������¥165（¥150）359-234
40角×80㎜�����������������¥176（¥160）359-237

40角×80㎜ 50㎜角
���������������������������������������¥814（¥740）235-949

40角×80㎜������������������¥396（¥360）

《セット内容》
桂木材、ゴム印5㎜厚・片面黄色、トレーシングペーパー、紙
ヤスリ、両面テープ
大きくて彫りやすいゴム印と桂材の取っ手のセットです。
・�ゴム印は片面黄色で見やすく、彫りやすい材質です。
・�取っ手は桂材ですので彫刻も可能です。また、塗料で
着色したり、作ったゴム印を押して完成させたり、木の
持ち味を生かせます。

235-951	
50角×50㎜������������������¥418（¥380）235-952

木のゴム印くん

塩ビ　150×210×5㎜　片面黄色　
彫った個所がわかりやすいように片面黄色の層になっ
ています。また、5㎜厚なのでカッターで好みの大き
さに切り分けしやすいです。全判を使ってダイナミッ
クな版画も表現できます。 ゴム印用の持ち手として便利です。

スリムゴム　A5

40角 50角

セット付属品作例

彫りやすいゴム専用の彫刻刀付き！

三角刀の先端を鋭角に研磨しゴム面
に対して彫り始めと終わりがなめらか
になり細かい線を作れます。

《別売単品》
三角刀 約150㎜�������������¥308（¥280）235-910
ゴム印大 30㎜角�����������¥165（¥150）235-913
ゴム印中 23㎜角�����������¥148（¥135）235-914
ホルダー大 30㎜角用��������¥143（¥130）235-916
ホルダー中 23㎜角用��������¥143（¥130）235-917

大

ゴム印くんシリーズ

彫りやすい特殊なゴムで適度な硬
さと弾力性があり、両面使用でき
ます。トレーシングペーパーに下
描きして強くおすと簡単に転写で
きるので手間がかかりません。
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ゴム印

40㎜角��������������������������¥330（¥300）
スリムゴム・コルク付

《セット内容》
コルク（10㎜厚）、ゴム印（5㎜厚・片面黄色）、トレーシ
ングペーパー、両面テープ、説明書
持ち手がコルクで押しやすいゴム印が作れます。

235-954
50㎜角��������������������������¥352（¥320）235-955

���������������������������������������¥770（¥700）
ゴム印くんてぬぐいセット

《セット内容》
てぬぐい白350×900㎜、ゴム印大30㎜角、ゴム印ホルダ
ー大、ゴム印用三角刀（約150㎜キャップ付）、トレーシン
グペーパー（方眼）、説明書
てぬぐい素材とゴム印くんのお得なセットです。

235-903

NEWNEW

NEWNEW

40㎜角 50㎜角
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467ゴム印くん・消しゴムはんこ・素材

立体ゴム印くん
セット���������������������������¥352（¥320）235-897
ゴム単品�����������������������¥242（¥220）235-898

彫りやすい硬質ゴムです。6面それぞれ文様やデザイ
ンを工夫することでたてよこを組み合わせた連続模様
のバリエーションを作ることができます。てん刻風作
品、立体作品なども作れます。セットにはアートナイ
フ付で細かい彫刻に便利です。

はがきサイズ…150×100×10㎜　　　
カードサイズ…90×55×10㎜
トレーシングペーパー付（方眼入）
ゴムの表面に色が付いているので彫り跡がわかり作業
しやすくなります。少し硬めなので浅く彫ってもくっきり
押せます。

はがきサイズ���������������¥605（¥550）
ラビーゴム
235-947

カードサイズ���������������¥308（¥280）235-948

カード
サイズ

はがきサイズ

①パーツを考え、下描きをしてゴム
に転写します。

②パーツごとにカットして彫刻刀で
彫ります。

③配置や組み合わせを考えてスタンプインクを付けて押し、一つの絵に仕
上げます。

●ラビーゴムを好きな形に切って組み合わせて作ろう。

作例

作例

12㎜ 15㎜ 18㎜

丸型 38φ×10㎜������������¥198（¥180）
ラビーゴム

三層　ミントグリーン　
材質：TPRゴム（非塩ビ）
カットするのが難しい正円のゴ
ムです。家紋や様々な丸形模様
に適しています。

235-945
丸ゴム＆コルク

���������������������������������������¥330（¥300）235-908
《セット内容》
丸ゴム38㎜×10㎜、コルク38φ×H25㎜（円錐台形）
両面テープ、トレーシングペーパー
丸ゴムに持ち手が付き、押しやすくなりました。

てん刻消しゴム（1個）
12×40㎜��������������������������¥55（¥50）235-886
15×40㎜��������������������������¥82（¥75）235-887
18×40㎜���������������������¥165（¥150）235-888

包装なし
彫りやすい消しゴムです。
特殊三角刀で手軽に彫れます。

作例

吸水コースター（陶製）
���������������������������������������¥220（¥200）235-958

98φ×厚7㎜　半磁器製　コルクシール付
吸水性のある半磁器コースターで実用的です。
絵の具やインクが付きやすく、ゴム印作品やペイント
に最適です。

作例作例

白（染色用）�������������������¥264（¥240）
てぬぐい
292-284

綿100％　350×900㎜　約32g

��������������������������各¥363（¥330）292-277〜279
277 さくら　　　278 うすき　　　279 そら

布素材 P.628 

《セット内容》
立体ゴム印くん30×30×60㎜、トレーシングペーパー
アートナイフ、押し印シール
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ゴム印���������������������������������������¥380（¥346）
コットンハンカチ中

綿100％　450×450㎜　約16.5ｇ
292-524

NEWNEW

作例
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消しゴムはんこ・制作用具468

刃先二層鋼　柄エストラマー樹脂　透明ケース入
《セット内容》三角刀小1.5㎜、印刀曲4.5㎜、丸刀小3.0㎜
ゴム印専用に開発された彫刻刀です。ゴム印くん用よ
りも細いタイプの三角刀で、細かい彫りに適しています。

ゴムハン彫刻刀3本組S
��������������������������������¥1,100（¥1,000）235-918

3.0㎜�����������������������������¥880（¥800）
消しゴムはんこ用底がまるーい三角刀

三角刀で彫る際に底が丸いのでゴム面を傷つけません。
刃先は鋭角に研いでるので細かい文字を彫るのにも適
しています。

235-919	 ���������������������������������������¥264（¥240）
ゴム印定規

60×60㎜（内側40×40㎜）　アクリル製
位置を合わせたい時にガイドとして使います。透明で
すので下が透けて見え、位置合わせがしやすく、多色
押しにも便利です。

235-927

使用例

2コ入�������������������������������¥132（¥120）
ゴム印くんねりけし

38×35×10㎜×2コ
ゴム印づくりには印面の掃除をすることで、きれいに
押せるようになります。彫った後のきりくずやインク
残しにねりけしを押し付けて汚れを取ります。

235-928

ゴムハン彫刻刀

消しゴムはんこ専用の彫刻刀です。木彫刀に比べ柔ら
かいゴムに適した刃先にしています。

981	印刀4.5㎜　982	印刀曲4.5㎜　983	三角小1.5㎜
984	丸刀6.0㎜　985	丸刀小3.0㎜

単品　5種��������各¥396（¥360）235-981〜985

使用例

ハガキ判������������������������������������������������������������������¥660（¥600）
はんけしくんソフト（消しゴム版画版）
235-943

ハガキ1/4判×2コ��������������������������������������������������¥440（¥400）235-944
ハガキ判…100×148×厚11㎜　　　ハガキ1/4判…50×74×厚11㎜
トレーシングペーパー付
年賀やカード用にも、好きな形にカットして使うこともできます。

ハガキ判

ハガキ1/4判

作例

ハガキサイズ����������������������������������������������������������¥660（¥600）
ほるナビ　かため

148×100×12㎜　トレーシングペーパー付
彫ったところが分かりやすい2層のゴムで、ベースが黒で汚れが目立ちません。
細い線も彫りやすい、硬めのゴムです。

235-895

セットM������������������������¥880（¥800）
T1-M 80×70×厚12㎜

���������������������������������������������������������¥440（¥400）
トレーシングペーパー付

ラクほり セットM内容：けしごむ　S（40×30㎜）M（40×40㎜）
L（40×70㎜）各1、専用へら、ねりけし付
刃物を使わないでできるゴム印です。へらでひっかい
て彫ります。小学生でも楽に彫れます。線は味のある
もこもこした感じになります。

235-891
235-892

T1-MセットM

����������������������������������¥1,527（¥1,389）
消しゴムはんこ大全集
616-111
AB判・126ページ　ブティック社
《おもな内容》
様々な消しゴムはんこ作家の図案を約1900点掲載。

作例

ゴム印くん制作用具グループセット
10人用��������������¥21,560（¥19,600）235-926

《セット内容》
ゴムハン用彫刻刀　（三角刀・丸刀・印刀各10本）、
ゴム印くん（30㎜ゴム・ホルダー各10）、
バーサクラフト（6色セットA・B各1）（Lサイズ：赤・青・黄・緑・
茶・黒各1）、整理ケース　160×230×H268㎜（5段引出）
ゴム印くんのグループスターターセットです。

作例
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制作用具
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469スタンプインク〈布用・紙用〉

A

B

C

作例

A� ����������������������������¥1,452（¥1,320）
バーサクラフトS　スタンプ6色セット 紙・布兼用スタンプ面：24×24㎜　ケース：34×34×20㎜　

A：�レモンイエロー・ポピーレッド・セルリアンブルー・ス
プリンググリーン・チョコレート・リアルブラック

B：�タンジェリン・チェリーピンク・ウルトラマリン・エメラ
ルド・バーガンディー・ホワイト

C：�はちみつ・ピーチ・ソーダ・マスカット・カフェオレ・モス

235-962
B������������������������������¥1,452（¥1,320）235-963
C�����������������������������¥1,452（¥1,320）235-964

布に押せるカラフルなスタンプです。バッグやTシャツ、手ぬ
ぐいなどに押してアイロンを当てると洗濯してもにじみません。

�������������������������各¥770（¥700）
バーサクラフトL

スタンプ面：76×47㎜　ケース：96×63×H20㎜
大きい作品や共同で使用する際に便利です。

235-971〜977
971 レモンイエロー	 972 ポピーレッド	
973 セルリアンブルー	 974 スプリンググリーン
975 チョコレート� 976 リアルブラック
977 ホワイト

401

407

402

408

401　しゅいろ・ひわいろ・あじさい・きがらちゃ
402　ばらいろ・うすずみ・れもん・ひすい
407　からくれない・しんばし・かなりあ・すみいろ
408　はす・もえぎ・おうど・あいいろ
21φ×H33㎜　スタンプ面14㎜φ
指にちょうどはまるサイズのスタンプで繊細なデザイ
ンを押すのに便利です。
上から見ても色が分かる透明ホルダーです。

����������������������������各¥660（¥600）
バーサクラフトそらまめ4色セット
235-965〜968
965 401　　966 402　　967 407　　968 408

使用例

990 レモンイエロー	 991 ポピーレッド	 992 セルリアンブルー	
993 スプリンググリーン	 994 チョコレート� 995 リアルブラック
996 ホワイト

バーサクラフト補充インク
200ml�7色����������各¥3,278（¥2,980）235-990〜996

ノズル付ボトル　※途中で色が変更になる場合がございます。
バーサクラフトの補充インクとして使用でき、Sサイズ
で200回以上の補充ができます。また色を混色して無
地パッドに入れてオリジナルのスタンプ台が作れます。

無地スタンプパッドM
1個���������������������������������¥495（¥450）235-969

58×58×20㎜　スタンプ面37×37㎜
バーサクラフト補充インク用のスポンジスタンプで
す。

使用例
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スティックスタンプ6本セット
����������������������������������������������������������������������������������¥704（¥640）235-790

水性顔料インク　スタンプ面：直径9㎜　ケース：13×13×159㎜
オレンジ/ベージュ、水色/黒、ピンク/茶色　薄緑/紺、紫/黄色、赤/緑�
細かい塗り分けやステンシルに最適なスティックタイプのスタンプパッドです。

ラビースタンプ（紙専用）

水性顔料インク　スタンプ面：25×25㎜　ケース：33×33×H19㎜
紙専用のスタンプ台です。

単色　7色�������������������������������������������������������各¥132（¥120）235-781〜787
781	赤　　782	黄　　783	青　　784	緑　　785	黒　　786	金　　787	銀

作例 使用例

紙用スタンプ

布用スタンプ・マーカー

FMV-6V����������������¥1,188（¥1,080）
ファブリコマーカー6色セット

筆ペン先/フェルトペン先　ツインタイプ
１本サイズ：176×15×12㎜
《色名》ポピーレッド、タンジェリン、レモンイエロー、エ
メラルド、ウルトラマリン、リアルブラック
布ににじみにくく、くっきり彩色できます。加熱15
秒以上（アイロン、ドライヤー）で定着し、洗濯して
もにじみません。バーサクラフトやゴム印と一緒に布
描きしたり、紙や皮革（ヌメ）等の吸収面にも使用可
能です。
※立てて置くとインクが出なくなることがありますの
で、横にして保管してください。

291-291

使用例

NEWNEW
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