
586 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。

①模様を切り抜く
ガラス素材にマスキング
シートを貼りつけデザイ
ンした模様をカッターで
切り抜きます。

②砂の吹き付け
サンドブラスト機で砂を
吹き付けます。砂が当っ
た部分だけが彫り込ま
れ、くもりガラス状にな
ります。

③シートを剥がす
ガラス素材を取り出して、
カッティングシートを剥
がすと…くっきりと模様
が浮き出てきます。

●サンドブラスト

●サンドブラストの加工承ります

各素材によって加工面・加工費が異なりますので、各素材の表をご覧ください。（送
料は別途料金が必要です。）
〈加工のご依頼に際して〉
●加工する素材はブラスト（彫刻）しない面を確実にマスキングしてください。
マスキングは紙以外のはがれにくいものでマスキングしてください。
●加工は指定工場にて行いますので素材の種類・数量を明確にしていただき、
素材が破損することのないよう梱包にご留意の上ご依頼ください。
●必ず作品側に名前を貼って送付ください。（作品を包装している紙や袋には不可）
●指定加工面以外に加工する場合は別途料金が必要ですのであらかじめご了承下さい。
※�ご注文、指定工場への送品等に関しての詳細は、当社営業部宛お問い合わせ
ください。

納期：約3週間（時期により、納期がかかる場合があります。）
注文は10コ以上からとなりますので10コ未満の場合はお問い合わせください。

ご自身で途中まで仕上げて弊社指定工場で砂を吹きつけ加工して仕上げます。

586 サンドブラスト〈ガラス素材〉 このマーク表示製品は、「JEMA学校教材・教具安全基準適合品［製品からの有害物質（学校環境衛生の基準対象6物質・ホルムアル
デヒド・トルエン・キシレン・パラジクロロベンゼン・エチルベンゼン・スチレン）の放散が当協会基準以下］」であることを示しています。

ポット 皿210㎜φ 皿180㎜φ 皿150㎜φ
ガラス素材（単品） 337-570�¥825（¥750） 337-526�¥671（¥610） 337-559 ¥462（¥420） 337-587�¥418（¥380）
ガラス・マスキングセット 337-571 ¥1,056（¥969） 337-518�¥1,001（¥910） 337-517�¥792（¥720） 337-588�¥748（¥680）
ブラスト加工費 337-003�¥385（¥350） 337-004�¥440（¥400）
加工面 側面のみ 底のみ
仕様 80Ф×H95㎜　フタ木製 210㎜φ 80㎜φ 150㎜φ

マスキングセット
サイズ

337-598 Ｌ�250×100㎜�
付属品 P.588 337-599 Ｂ�200×200㎜�� 付属品 P.588 

タンブラーアイスコーヒー サークルカップ コップ

アイスコーヒー タンブラー サークルカップ コップ フリーグラスφ62
ガラス素材（単品） 337-607�¥462（¥420） 337-529 ¥517（¥470） 337-572�¥264（¥240） 337-585�¥286（¥260） 337-609�¥341（¥310）
ガラス・マスキングセット 337-608�¥693（¥630） 337-540�¥748（¥680） 337-574�¥495（¥450） 337-586�¥517（¥470） 337-610�¥572（¥520）
ブラスト加工費 337-002�¥330（¥300）

加工面 側面のみ
仕様 85Ф×H99㎜　330ml 74Ф×H88㎜　275ml 70Ф×H70㎜　210ml 63Ф×H110㎜　245ml φ62×H103㎜　325ml

マスキングセット　サイズ 337-598 Ｌ�250×100㎜�� 付属品 P.588 
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ガラス素材  ※コップやマグの底面や取手にはデザインしてもサンドブラスト加工ができません。マスキングがしっかり施されているものにつき別途料金にて承ります。
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587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

587サンドブラスト〈ガラス素材〉

ペーパーウエイトA丸型 ペーパーウエイト角型

ペーパーウエイトブルー ペーパーウエイトピンク ペーパーウエイトグリーン ペーパーウエイトＡ丸型 ペーパーウエイト角型
ガラス素材（単品） 337-545 ¥770（¥700） 337-546 ¥770（¥700） 337-547 ¥770（¥700） 337-521 ¥748（¥680） 337-555 ¥814（¥740）

ガラス・マスキングセット 337-548 ¥902（¥820） 337-549 ¥902（¥820） 337-550 ¥902（¥820） 337-535 ¥880（¥800） 337-556 ¥946（¥860）

ブラスト加工費 337-001 ¥220（¥200）

加工面 底のみ
仕様 70φ×17㎜ 70×70×H18㎜

マスキングセット　サイズ 337-597 Ｓ　100×100㎜ 付属品 P.588 

カラ-グラス　レッド カラ-グラス　ブルー カラ-グラス　イエロー カラ-グラス　グリーン カラ-グラス　パープル
ガラス素材 337-611 ¥990（¥900） 337-613 ¥990（¥900） 337-615 ¥990（¥900） 337-617 ¥990（¥900） 337-619 ¥990（¥900）

ガラス・マスキングセット 337-612 ¥1,221（¥1,110） 337-614 ¥1,221（¥1,110） 337-616 ¥1,221（¥1,110） 337-618 ¥1,221（¥1,110） 337-620 ¥1,221（¥1,110）

ブラスト加工費 337-003 ¥385（¥350）

加工面 側面のみ
仕様 85φ×H86㎜　225ml　表面に色が付いているガラスですので食洗機使用すると色がとれてしまいます。

マスキングセット　サイズ 337-598 L ¥231（¥210） 付属品 P.588 

スター小皿 丸小物入れ（灰皿）
ガラス素材（単品） 337-552 ¥396（¥360） 337-538 ¥330（¥300）

ガラス・マスキングセット 337-553 ¥528（¥480） 337-539 ¥462（¥420）

ブラスト加工費 337-002 ¥330（¥300） 337-002 ¥330（¥300）

加工面 底のみ
仕様 140×120×Ｈ20 100φ×H25㎜

マスキングセット　サイズ 337-597 Ｓ　100×100㎜ 付属品 P.588 

ミニコップ ミニボール ガラス球
ガラス素材 337-566 ¥209（¥190） 337-569 ¥374（¥340） 337-575 ¥1,815（¥1,650）

仕様 50φ×H63㎜　60ml 71角×H53㎜　170ml
約80㎜φ

ベース ： 桂材65角×13㎜
（40㎜φ穴加工）

ペーパーウエイトブルー ペーパーウエイトピンク ペーパーウエイトグリーン

丸小物入れ（灰皿）スター小皿 ミニコップ ミニボール ガラス球

レッド ブルー イエロー グリーン パープル

マグ
 
マグ 大 スパッシュグラス　アクアブルー スパッシュグラス　リーフグリーン スパッシュグラス　シルバーグレー

ガラス素材 337-530 ¥407（¥370） 337-536 ¥825（¥750） 337-621 ¥440（¥400） 337-622 ¥440（¥400） 337-623 ¥440（¥400）

ガラス・マスキングセット 337-531 ¥638（¥580） 337-537 ¥1,056（¥960） 337-624 ¥671（¥610） 337-625 ¥671（¥610） 337-626 ¥671（¥610）

ブラスト加工費 337-003 ¥385（¥350）

加工面 側面のみ
仕様 70φ×H90㎜　235ｍl 79φ×H107㎜　360ml 81φ×H82㎜　210ml　食洗機使用可能

マスキングセット　サイズ 337-598 ¥231（¥210） 付属品 P.588 

マグ 大 アクアブルー リーフグリーン シルバーグレーマグ
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ガラス素材  ※コップやマグの底面や取手にはデザインしてもサンドブラスト加工ができません。マスキングがしっかり施されているものにつき別途料金にて承ります。
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