
サン描画スクリーンキット
216-461…………… ¥3,245（￥2,950）
《セット内容》スクリーンわく標準判2枚（テトロン180メッシュ）
紙製スクィジー（乳剤塗布用）、スクィジー樹脂製標準判用、  
サン描画乳剤20ml、サン描画剤（10ml・ペンタイプ各1）、面相
筆1本、サン描画用洗い油20ml、刷り台（ピン付）、説明付

サン描画スクリーンサン描画スクリーン

216-450 サン描画スクリーンセット 標準判 ¥594 (￥540)

216-451 サン描画スクリーンセット 倍判 ¥1,177 (￥1,070)
216-452 サン描画スクリーンセット 4倍判 ¥2,860 (￥2,600)
216-454 スクリーンはりわく 標準判 ¥528 (￥480)

216-455 スクリーンはりわく 倍判 ¥1,056 (￥960)

216-456 スクリーンはりわく 4倍判 ¥2,695 (￥2,450)
216-361 スクィジー樹脂製 標準判 ¥66 (￥60)

216-362 スクィジー樹脂製 倍判 ¥121 (￥110)

216-363 スクィジー樹脂製 4倍判 ¥165 (￥150)

216-468 サン描画剤（ペンタイプ） ¥330 (￥300)

216-464 サン描画剤（液体タイプ） 10ｍｌ ¥330 (￥300)

216-465 サン描画剤（液体タイプ） 50ｍｌ ¥847 (￥770)

216-466 サン描画剤（液体タイプ） 100ｍｌ ¥1,342(￥1,220)
216-474 サン描画乳剤 20ｍｌ ¥374 (￥340)

216-475 サン描画乳剤 60ｍｌ ¥825 (￥750)

216-476 サン描画乳剤 100ｍｌ ¥1,243 (￥1,130)
216-481 サン描画用洗い油 20ｍｌ ¥264 (￥240)

216-482 サン描画用洗い油 100ｍｌ ¥737 (￥670)

216-483 サン描画用洗い油 250ｍｌ ¥1,089 (￥990)

216-484 サン描画用洗い油 500ｍｌ ¥1,760 (￥1,600)
≪サン描画スクリーンセット内容≫スクリーンはりわく180メッシュ1、スクィジー1、説明書
スクリーン内寸　● 標準判：105×175mm　●倍判：175×250mm　●4倍判：240×360mm
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手描きの絵が簡単にシルクスクリーンにできます。

描いた絵
が

そのまま
版に！

ポストカードや
Tシャツ・エコバッグ
づくりに便利！

ポストカードや
Tシャツ・エコバッグ
づくりに便利！

詳しくはホームページ又はカタログをご覧ください。

新日本造形株式会社

スクリーンにサン描画剤で
絵を描く。⇒乾燥

①描画

うら面に乳剤をスクィジー
で塗布する。⇒乾燥

②目止め

洗い油を筆で塗り描画剤
を溶かす。

③描画剤落し

描画剤の膜をキレイに拭
き取る。

④拭き取り ⑤版完成

スクリーンの隅をマスキン
グテープで止める。

⇒
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う

人気の初心者向けキット

版
の
つ
く
り
方

●何回でも刷れる丈夫な版です。
●インクは油性・水性どちらもOK!
●下絵が透けて見えるので写しやすく
　手描きの良さが出せます。
※版はテトロン180メッシュが最も適しています。

新日本造形だけのオリジナル商品︕

版のつくり方が動画で見れます。

裏
面
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

ハンドメイド・DIY に！
自分のオリジナルデザインをいろいろなものに
シルクスクリーンでプリントしてみよう！http://www.snz-k.com

※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。



スクリーン水性ラバーインク

ラバダ
スクリーン水性ラバーインク

RK 20034000※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。

218-425ゴールド ・426シルバー 300ml  ･･各¥3,234（￥2,940）
218-423ゴールド ・424シルバー 100ml ･･ 各¥1,188（￥1,080）
218-513 バインダー300ml ････････････････¥2,090（￥1,900）

218-500～512　
300ml ････････････ 各¥2,305（￥2,096）

218-410～422　
100ml ･･･････････････各¥858（￥780）

濃色布地にも印刷できるインク「RUBADA」
でTシャツやエコバッグに印刷しよう。

濃色布地にも印刷できるインク「RUBADA」
でTシャツやエコバッグに印刷しよう。

●不透明タイプ　●濃色生地用　●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※アイロン熱処理不要。ドライクリーニング不可。
●対応布地：濃色布地、天然繊維、ポリエステル、テトロン /コットン混紡。

①スクリーンを布に固定しインク
を盛ります。

②スキージを45度の角度で引っ
ぱり印刷します。

③濃く印刷したい場合は何回か
繰り返します。

④よく乾燥させます。
※作例は手ぬぐいに2色刷り。
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①スクリーンにサン描画
剤で絵を描く。⇒乾燥

伸縮性があり
幅広い布地に対応

http://www.snz-k.com

新日本造形株式会社
東京本社︓〒111-0052 東京都台東区柳橋2-20-16
TEL 03-3866-8100(代）　  FAX 03-3866-8130
大阪支社︓〒537-0003 大阪市東成区神路1-10-6
TEL 06-6974-5111(代） 　 FAX 06-6974-2800

500 空　　501 青　　502 紺　
503 紫　　504 緑　　505 黒　
506 赤　　507 紅赤　508 ボタン　
509 茶　　510 黄　　511 青黄　
512 白

410 空　　411 青　　412 紺　
413 紫　　414 緑　　415 黒　
416 赤　　417 紅赤　418 ボタン　
419 茶　　420 黄　　421 青黄　
422 白

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。

特約代理店

刷り方が動画で見れます。

各
15色

SILK SCREEN 
PRINTING
WSTER COLOR

RUBADA

SILK SCREEN 
PRINTING
WATER COLOR

RUBADA

ハンドメイド・DIY に！
自分のオリジナルデザインを布素材に
シルクスクリーンでプリントしてみよう！

布地用におすすめシルクスクリーンインク

スクリーン水性ラバーインク・ラバダ

http://www.snz-k.com

※版の作り方は裏面をご覧ください。（サン描画スクリーンを使用。）


