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モザイク工芸〈タイル素材〉598
●モザイク工芸 モザイクは様々な小片を寄せて作る絵や模様です。

それぞれ特徴のある素材をカットして接着し、目地を詰
めて仕上げます。

セラミックアートモザイコの作品 NEOモザイコの作品

赤 オレンジ 黄 黄緑 緑

青 紫 茶 白 黒

水 うすだいだい ピンク グレー

135 赤●● 136 オレンジ● 137 黄●● 138 黄緑●● 139 緑●
140 青●● 141 紫● 142 茶● 143 白●● 144 黒●●
148 水● 149 うすだいだい● 150 ピンク● 151 グレー●

10色セット A●������������������������������������������������������¥528（¥480）

NEOモザイコ（接着剤なし）　 NEOモザイコ（接着剤なし）

336-134
14色セット�������������������������������������������������������������¥737（¥670）336-112

10色セット B●������������������������������������������������������¥528（¥480）336-147

単色 10枚組�����������������������������各¥528（¥480）336-135〜144・148〜151

色名…赤・オレンジ・黄・黄緑・緑・青・紫・茶・白・黒

色名…赤・黄・黄緑・青・白・黒・水・うすだいだい・ピンク・グレー
寸法…80×80㎜（成形品）　1枚の重さ…10g　厚さ…1㎜
接着には木工用の接着剤などをご使用ください。

塩化ビニルを含まない新しい樹脂モザイコです。（P・P製）
刃物なしで手で割ることができ、直線的にも割りやすくなっています。
注タイルエース等シリコン変性樹脂系の屋外用接着剤は使用できません。

B 作例
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木工用接着剤 P.412 

イタリアンガラスモザイクセット
ビビットA

�������������������������������������������������¥1,375（¥1,250）
336-161

パステルA
�������������������������������������������������¥1,375（¥1,250）
336-162

サイズ…約10×10㎜厚さ4㎜　約200g　200個入
モザイクタイルとは違い、光を通すモザイクガラス
です。
ガラス素材等に貼り付ければランプシェードなども
作れます。

作例

赤茶 オレンジ

青 緑

ビビットA

パステルグリーン エメラルド

パール ピンク

パステルA

ビビットA パステルA

モザイクタイル（教材用） 
単色 5色

������������������������������������������������ 1枚各¥176（¥160）
336-171・172・173・176・188

サイズ…約75×75×厚2〜4㎜　1枚の重さ…約30g
裏面カッティングライン付
※手づくり品ですので色調の濃淡が出たり、厚みにバ
ラつきが出る場合があります。

171 赤（06）　　　172 紫（07）　　　173 橙（08）
176 桃（11）　　　188 肌色（23）

※�写真の色と少し違う場合がございますので
ご了承ください。

橙赤 肌色紫 桃

アートモザイコ　ヘキサゴン（六角）
6色ミックス 約270g 60個（各10個）�����������������������������������������������������������¥1,540（¥1,400）336-102

サイズ…一辺12×5㎜　
色…桃、水、淡水、青、黄、黄緑
従来のアートモザイコよりも大きめの六角タイルです。

作例

桃

青

淡水

黄緑

水

黄

樹脂製モザイク

ガラスモザイク

陶器製モザイク 磁器製タイル
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599モザイク工芸〈アートモザイコ〉

8色ミックス 150g 約210個������������������������������������¥627（¥570）
アートモザイコ　丸型
336-090
サイズ…10φ×厚4㎜
色…ピンク・黄・黄緑・青・水・白・黒・赤
丸型なので四角とは違った並べ方が楽しめます。

8色単色�������������������������������������������������������各¥660（¥600）336-091〜098
091 桃　 092 赤茶　 093 黄　 094 緑　 095 青　 096 水　 097 黒　 098 白

レンガを積んだようなデザインをつくることができます。

アートモザイコ　細長
8色セット 150g約80個�������������������������������������������¥726（¥660）336-100

サイズ…約7×27×4㎜　色…桃、赤茶、黄、緑、青、水、黒、白

桃

青

赤茶

水

黄

黒

緑

白
作例

作例

アートモザイコ　フラワー

サイズ…15×15×4㎜　
ポイント柄に最適な花柄のセラミック製タイルです。

081 ピンク　082 黄　083 青　084 水　085 白
5色単品 150g 約100個������������������������������各¥517（¥470）336-081〜085

ピンク 黄

水 青 白
作例

アートモザイコ　22.5角

サイズ…22.5×22.5×4㎜　
大きいサイズのモザイコで作品のワンポイントにご使用ください。

6色単品 約109g20個�����������������������������������各¥682（¥620）336-104〜109
104 桃　　　105 水　　　106 ピーチ　　　107 青　　　108 黄　　　109 緑

作例

桃

黄

ピーチ

緑

水

青

アートモザイコ　200g（約200ヶ）

インテリア小物づくりにすぐ使える同系色のミックスタイルです。 

068 ピンクミックス  069 ブルーミックス  070 グリーンミックス　
071 ブラウンミックス  072 モノクロミックス

磁器製10×10×4㎜��������������������������������������各¥550（¥500）336-068〜072

ピンク
ミックス

ブルー
ミックス

グリーン
ミックス

ブラウン
ミックス

モノクロ
ミックス

12色ミックス 約600g�������������������������������������¥1,243（¥1,130）
セラミック・アートモザイコ 

赤22A・黒21A・白20A・黄4A・黄緑5A・ピンク2A・ピンク2C・黄4B・
青10A・青10B・水11A・水11C
各約50g（約50ケ）

336-067

このタイルは屋外用のモザイクに最適な完全磁器質で、吸水性もなく変色や退色もありませんので、安心して使用できます。色数も多く、小さい（1㎝角）チップ状です
から、細かい絵柄も表現できます。壁面の装飾の他、床面・木・紙・金属・ガラスなどのいろいろな材質に装飾でき、耐久性があるため実用向きに使用できます。
●大きな作品づくりからインテリアの装飾など幅広く利用できます。
●600gで約300㎜角の絵ができます。

約600ピース入　厚さ…4㎜
1ピースの重さ…1g

001 紫  （1）A
003  C
004 ピンク （2）A
006  C
007 赤茶  （3）A
009  C
010 黄  （4）A
011 黄 （4）B
013 黄緑  （5）A
014  B
015  C
016 緑  （6）A
019 グレー （7）A
021  C

各
¥1,100
（¥1,000）

各
¥1,056
（¥960）

	 紫（1）A	 赤茶（3）C	 黄緑（5）C	 紺（8）A	 青（10）B

	 淡茶（16）A	 紫（1）C	 黄（4）A	 緑（6）A	 青緑（9）A

	 ピンク（2）A	 黄（4）B	 水（11）A	 白（20）A	 ピンク（2）C

	 黄緑（5）A	 グレー（7）A	 水（11）C	 黒（21）A	 赤茶（3）A

	 黄緑（5）B	 グレー（7）C	 青（10）A	 茶（13）A	 赤（22）A

磁器製10×10㎜ 600g入 25色
セラミック・アートモザイコ （屋内・屋外用）
336-001〜063

作例

022 紺  （8）A
025 青緑  （9）A
028 青  （10）A
029  B
031 水  （11）A
033  C
037 茶  （13）A
045 淡茶 （16）A
057 白  （20）A
060 黒  （21）A
063 赤  （22）A

各¥1,100
（¥1,000）

各¥1,056
（¥960）

各
¥1,056
（¥960）

¥1,100（¥1,000）
¥1,452（¥1,320）

陶磁器製モザイク（アートモザイコ）
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モザイク工芸〈タイル素材・接着剤・目地剤〉600

水性ニス仕上げ

1個のサイズ…13×13×厚さ5㎜
滑石をチップ状に加工したモザイク素材で、天然石の自然で素朴な作品に仕上がります。
着色はまが玉用染料を使用するとよく染まりカラーのモザイクも作ることができます。

約100個入������������������������������������������������������������������¥495（¥450）
石のモザイク
336-330

トータル約260×260mm面積相当分（材質不定）
※ウッドピースサイズは形状不定です。
木口面を表面に、約2mm厚にスライスした板で、手や、ペンチ等で割ることができます。8種
類の色相いの違うピースを不定形に割ったり、カッターなどで切って、自由な作品が作れます。

PC4����������������������������������������������������������������������������¥880（¥800）
木口面 ウッドモザイク8種組
336-198

● モザイクサイズ…10×10×厚3mm 256個入
※材種は変更になる場合があります。
天然の木材の木肌、色合いを生かして、モザイクパターンをお楽しみいただけます。4種の色
調の銘木が入ってますので模様や図形を作っても、風合いのある作品に仕上がります。

PC3������������������������������������������������������������������������¥1,001（¥910）
ウッドモザイクミックス(1cm角・256pcs)
336-197

作例

作例

角タイル������������������������������������������������������������������¥935（¥850）
モザイクタイルで植木鉢

植木鉢（素焼）90φ×H79㎜　安全目地材粉末90g　接着剤
10㎜タイル5色各約18個、丸タイル約4個
簡単にタイルモザイクの植木鉢が作れるセットです。
通常のセメントよりも安全性の高い目地材を使用しています。

336-101

作例

白目地

無溶剤、一液、弾性接着剤　主成分…特殊シリコーン変性樹脂
適用箇所……屋内及び屋外の壁面
適用下地……コンクリート、モルタル、合板など
適用タイル…内装／陶器質タイル　外装／磁器質タイル（大き
さ150㎜角以下、厚み9㎜以下）
張り付け可能時間…夏場30分、冬場60分
内・外装のタイル張りに使用でき、作業が容易で、いやな
臭いが少ない接着剤です。吸水性の高いタイルにも使用可
能です。
注�屋外に使用する場合は、取扱上の注意事項をよく読ん
でから作業してください。

2㎏���������������������������¥4,290（¥3,900）
タイルエース（屋内・屋外用）
336-264

粉末タイプ　ヘラ付
24時間後には完全に固まり、美しい目地
に仕上がります。

500g������������¥913（¥830）
タイル目地材（屋内・屋外用）
336-266

混水量、セメント：水＝500g：130㎖以下
※50ｇ以上で使用してください。
目地セメントはタイル・モザイク用の目地
材として、屋外用に配合してあります。

白 500g�������¥825（¥750）
SN-目地セメント（屋内・屋外用）
336-267

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。

主成分………合成アクリルエマルジョン
適用箇所……水および温水の影響を受けない箇所。
適用下地…… コンクリート、モルタル、合板など吸水性のあ

る乾燥した平滑な下地への使用に限る。
適用タイル…内装陶器質タイル
張り付け可能時間…40分
標準塗布量…1〜1.5㎏／㎡
のびが良く、塗布作業性に優れた接着剤で、モザイクやカ
ラータイルをいろいろな下地に接着することができます。

500g�������������������������������¥902（¥820）
モザイク接着剤（屋内用）
336-261

●接着剤について
当ページにご紹介している接着剤は、タイル専
用の接着剤です。NEOモザイコやモザイクカラ
ータイルなどで屋内用として小品を制作する場
合は、セメダインコンクリメントやセメダイン
木工用などの接着剤も使用できます。商品につ
いては〈接着剤〉の頁を参照ください。

−接着剤使用上の注意−
●いろいろな接着剤の混合は避けてください。
●湿気と通風を嫌いますので、保管上注意して
ください。

●使用残りの練り直しなどは使用しないでくだ
さい。

●長期間放置しておくと、接着力が急速に低下
していることがあります。
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601

《セット内容》
モザイコ用カッター（2）、ガラス切り（1）、丸金づち180㎜

（1）、工作用はさみ（2）、ピンセット（2）、ゴム製目地容器
M（2）、ゴムべら（2）、スポンジ大（1）、カーボン紙10枚組

（1）、樹脂製収納容器（1）
モザイクを割る・カットする、目地を練る・詰めるな
どモザイク制作に必要な用具のセットです。
※2019年度の途中でセット内のはさみ、ピンセット
が変更になっています。

���������������������������¥21,450（¥19,500）
モザイク制作用具セット
336-256

セラミックアートモザイコ（4㎜厚）が切断できます。
食い切り式����������������¥5,148（¥4,680）

モザイコ用カッター
336-251

モザイク工芸〈用具・共同制作〉

木製パネル・縁（アルミ製・相調プリント）・金具付
特製ベニヤに特製額縁をつけた、モザイク専用の額縁です。モザイコやカラータイ
ルをはりつけて用います。
詳細はお問い合わせください。

全判 900×1800㎜���������������������������������������¥35,750（¥32,500）
共同制作用パネル（木目調）
336-304

半切判 900×900㎜��������������������������������������¥22,000（¥20,000）336-305

半切判 全判裏面

●セラミック・アートモザイコ共同制作の工程
■必要な材料　�モザイク共同制作用額縁　モザイコ用カッター　モザイコ用方眼用紙　モザイコ用タックシート　モザイコ用裏貼りネット　モザイク用接着剤　目地剤　目地用ゴムこて　ゴムべら

①�方眼用紙に描いた絵柄の上
にタイルを並べる

※スプレーのりを使用。

②�並べたタイルの上にタック
シートを貼る

③�タイルを裏返して裏貼りネット
を貼り、タックシートをはがす

④�下地材に接着する ⑤�目地材を目地に詰めて仕上
げる

作例モザイクタイル作例

外寸法…310×310㎜　マス目…25×25個　マス目印刷済
下絵を描いてからアートモザイコを並べます。モザイ
コの必要量がわかるので便利です。

10枚組�����������������������������������¥330（¥300）
モザイコ用方眼用紙
336-074

並べたモザイコの表面に貼るシートです。
※他のモザイクにも使用できます。

10枚組  300×300㎜
���������������������������������������������������������¥880（¥800）

モザイコ用タックシート
336-077

モザイコの裏面に接着剤で貼りつけるネット。木工用
接着剤を薄めると楽にできます。

10枚組  300×300㎜
���������������������������������������������������������¥396（¥360）

モザイコ用裏貼りネット
336-079
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幅63×200㎜������������¥2,420（¥2,200）
目地用ゴムこて
336-276

目地用ゴムこて

材質：エラストマー樹脂
ヘラ先はほど良い弾力性があり耐溶剤性にすぐれ、燃
焼時に有害ガスが発生しません。

35 ヘラ先35×175㎜����������¥330（¥300）
70 ヘラ先70×168㎜����������¥407（¥370）

ラバーヘラ
217-183
217-184

70 35

使用例

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。

モザイク用具

共同制作用モザイク壁画

601_zukou21_YSM_F1.indd   601 2021/01/19   12:30



602 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。

モザイク工芸〈タイル素材〉602

����������������������������������������������������������������������������������¥451（¥410）
モザイク素材　ポットプレート

シナ材10㎜フレーム　内寸：150㎜角　深さ：表4㎜　裏8.5㎜
アートモザイコ10×10×厚4㎜用に最適な角形なべしきです。

336-327

ルーター加工（約145φ×3㎜）済　最大寸法214㎜、対面160㎜、厚さ14㎜

ルーター加工（110×110×4㎜）済　150×220×14㎜
紙ヤスリ付

桂������������������������������������������������������������������������������¥836（¥760）
モザイク用素材　チーズカッター
336-328

朴������������������������������������������������������������������������������¥990（¥900）
モザイク用素材　八角なべしき
336-322

外寸法　180φ×厚14㎜　ルーター加工済（約160φ×3㎜）

モザイク素材　丸形なべしき
くるみ材������������������������������������������������������������������¥979（¥890）336-334

作例 作例

作例

工
芸

レザー

染色
てぬぐい
エコバッグ

押し花
ハーバリウム

和紙工芸
紙すき

あかり

キャンドル

ステンドカラー
アクリル

ステンドグラス

モザイク

ガラス

織物
手芸キット

籐・竹工芸

らでん
蒔絵
堆朱

ルーター加工（約80φ×3㎜）済　朴
丸 98φ×10㎜���������������¥561（¥510）

モザイク用素材　コースター3枚組 モザイク用素材　コースター3枚組 モザイク用素材　コースター3枚組
336-319 八角 一辺40×10㎜���������¥528（¥480）336-320 四角 100×100×10㎜����������¥495（¥450）336-321

142×142×11㎜　凹部寸法…99×99×3㎜　ワックスコード
取付け済

�����������������������������������������������¥814（¥740）
モザイクコルクなべしき
336-329

作例

①接着剤でモザイクを
接着していきます。
②336-267目地セメント 
の粉末を紙コップにと
り、ジェラート状になる
まで水を少しずつ足し、
混ぜます。
③目地剤を217-184ラバ
ーヘラで塗ります。モザ
イクの隙間を丁寧に埋め
ましょう。
④半乾燥の状態のとき
に、水を含ませよく絞
ったスポンジで表面を
拭いて仕上げます。

① ②

④③

作例 作例 作例

●モザイク作品の作り方

モザイク用素材  ※木製品は水分を吸うと反る場合があります。
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603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

603モザイク工芸〈タイル素材〉

作例

角鏡 85×117㎜���������¥451（¥410）
丸鏡 120㎜φ�������������¥451（¥410）

231-901
《セット内容》
ラワンベニヤ板（222×190㎜）　鏡
　両面テープ（2）　吊り具セット

かけ鏡 芯材

231-902

角鏡 丸鏡 作例

外寸法…197×147×10㎜　窓寸法…137×87㎜
裏板（150×100×2.5㎜）・透明樹脂板（150×100×0.5㎜）・トンボ（ビス付）4・吊金
具付

A ハガキ判（内寸150×100㎜）����������������������������������¥726（¥660）
デコ・フレーム
362-846

《セット内容》
木枠（4本組）、裏板（プラ足付）、透明樹脂板、トンボ（ビス付）4

A シナ  組立式 240×190×10㎜����������������������������������968（¥880）

写真立て（内寸150×100㎜）

358-595
B シナ  組立済 240×190×10㎜���������������������������¥1,023（¥930）358-594

B

A

作例 作例

タックボード付フレームセット
Ａ4����������������������������������������������������������������������������¥935（¥850）336-311	
Ｂ5����������������������������������������������������������������������������¥858（¥780）336-312

《セット内容》
タックボード板（1）、木製フレーム（1）、吊り金具（2）、ビス（2）、ひも（1）
トンボの代わりに繰り返して曲げ伸ばしができる止め金具（フレ―マーポイント）
が裏面に付いているセットです。
モザイク作品を制作する際に接着剤を使用せずに貼り付けることができます。

作例 工
芸

レザー

染色
てぬぐい
エコバッグ

押し花
ハーバリウム

和紙工芸
紙すき

あかり

キャンドル

ステンドカラー
アクリル

ステンドグラス

モザイク

ガラス

織物
手芸キット

籐・竹工芸

らでん
蒔絵
堆朱

作例

サイズ…底板：W210×D210×H2.5㎜、枠：W210×D10×H4㎜、センターφ10㎜穴加工
素材…MDF　※時計、針等は別売です。
6㎜〜10㎜のムーブメントに取付可能で、クラフトクロックセミロング10、ハイク
オーツに使用できます。
厚さ4㎜のモザイクに使用できる時計盤で、なべしき等にも代用できます。時計針 P.675 

小 W190×D140×H19㎜�����������������������������������������¥605（¥550）
アートボックス額（完成品）
314-895

中 W210×D180×H19㎜����������������������������������������¥704（¥640）314-896
大 W300×D230×H19㎜����������������������������������������¥990（¥900）314-897

����������������������������������������������������������������������������������¥715（¥650）
モザイク時計盤
336-326

作例

朴材・天板と底板ボード　モザイク面…102×152㎜
モザイク作品が作りやすいように上部が凹み（約3㎜）になっています。

118×168×H50㎜����������������������������������������������������¥803（¥730）
モザイク用素材・はがき箱
336-325

作例

朴材����������������������������������������������������������������������������¥814（¥740）
モザイク素材　六角箱

サイズ：1辺57×H51㎜
モザイク面（凹部）：1辺47×深さ3㎜

336-331

作例

ヒモ、三角吊り環（2）付　板厚10㎜

※年度途中で色が変更に
なります。
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