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���������������������������������������¥748（¥680）
糸でアート　1Cセット

≪セット内容≫MDFベース9x150x150㎜（1枚）、スチー
ル釘200本、釘打ちゲージ2本、輪ゴム、カラー糸1色（白
　100m巻）、黒タック紙、説明書付

518-651

���������������������������������������¥880（¥800）
糸でアート　2Cセット

≪セット内容≫MDFベース9x150x150㎜（1枚）、スチー
ル釘200本、釘打ちゲージ2本、輪ゴム、カラー糸2色（朱
赤、レモン　各40m巻）、黒タック紙、説明書付

ベース板に釘を打ち込み、そこに糸を張って構成す

るアートです。釘の打ち込み位置や形、糸のかけ方

や組み合わせなどで様々な構成ができます。指をう

ちにくく、さらに釘の高さを一定に打つ組立式のゲ

ージ付きです。

518-652

作例作例 2Cセット1Cセット

���������������������������������������������������������������� ¥1,045（¥950）
メタルワイヤーデザイン3色セット

《セット内容》MDFベース9x175x175㎜（1枚）、上張りフェルト粘着シート180
×180㎜1枚、ステンレス釘100本、釘高さゲージ1本、カラー銅線3色（シルバ
ー30m、赤・銅10m）　袋入り、説明書付
ベース板に釘を自由に打ち込み、そこにカラー銅線を張って作る、線で

構成するアートです。釘の打ち込み位置や形、ワイヤーのかけ方や組合

せなどで様々な構成ができます。カラー銅線は3色セットされています。シ

ルバーをベースにして他の2色をポイントとした表現などいろいろな構成を考え

てみましょう。

光沢のあるワイヤーの質感と濃青のフェルトで作品に高級感をあたえます。

釘の高さをそろえて打てる釘高さゲージつきです。

518-654

作例

A4判 100枚組 ������� ¥638（¥580）
SN-クロッキー用紙

64ｇ/㎡
536-516

A4判 100枚組 ������� ¥946（¥860）
SN-スケッチ用紙

126.5ｇ/㎡
先生の意見から生まれた綴じないクロッキー&

スケッチ紙。無駄なく1枚ずつ使えて経済的。

生徒の作品を集めるときにも、かさばらずに

便利です。

536-518

クロッキー用紙

スケッチ用紙

������������������������������������������¥385（¥350）
SN-三つ折りスマホスタンド

サ イ ズ …349×160× 厚2mm（ 使 用 時：W160×D95×
H146mm）対応デバイス…8インチ程度（500g程度）まで
※デバイスやカバーの仕様によっては使用できない場合が
あります。
スマートフォンやタブレットが立てかけられる丈夫な

厚紙製のスタンドです。折り曲げて差し込むだけで簡

単に組み立てられ、使わないときは開いてコンパクト

に収納できます。

518-183

作例

使用例

A4 297×210㎜
������������������������������������������ ¥495（¥450）

SN-クラフト紙スケッチブック

●本紙50枚
温かみの あるクラフト紙を使用し、ク

ロッキーやスケッチ、アイデアノートと

して使用できます。クラフト紙は耐久性

が高く、プリントや写真の貼り付けにも

適しています。

536-438

スクエア 210×210㎜
������������������������������������������ ¥396（¥360）
536-439

A4

スクエア

�����������������������¥330（¥300）
ソーマトロープ10個セット

（セット内容）
穴あき円形紙(コースター用）90φ×1㎜（10）、輪ゴ
ム（20）
アニメーションの古典的な原型体験してみましょ

う。表と裏の絵が、回転の残像現象によって重な

った1枚の絵のように見えます。表と裏に上下逆

の絵を描いて、紙の両端に輪ゴムを通して、両手

でつまんで回転させると１つの絵のように見えま

す。

518-778

表

裏

鳥が鳥かごの

中に！？
������������������������������������������������������¥550（¥500）

アルミ針金彫刻セット

アルミ丸棒3φ×300㎜3本、カシメ3個付、アルミ線1.5φ×5m巻
台座88×127×12㎜、U字ステップル4個付
芯になるアルミ丸棒はしっかりした3㎜φで、3本をカシメで結

束できます。芯の周りはアルミ線1.5㎜を使って自由に表現して

みましょう。台にはU字ステップルで固定してください。

378-521

カラーアルミ線

茶  2㎜φ×10m �������������¥396（¥360）378-533
茶  1.5㎜φ×10m ���������¥363（¥330）378-530

アルミ針金彫刻セットに肉づけ用として追加すると、

作品に迫力が出ます。

← カラーアルミ線茶
1.5㎜ φ10mを1個
足して、肉厚を出
した作例です。

作例

作例
作例

パステルの

白もきれい

に発色！

作品はそのまま

A4 ファイルに

収納できます

カタログ
P.209

カタログ
P.182

カタログ
P.206

カタログ
P.206

カタログ
P.575

カタログ
P.263

カタログ
P.266

作例

簡単・手軽な紙製スマホスタンド！

中にLEDライト（別売）を入れた作例
両面白段ボールの組立式アートボックスで

す。透明度の高いカバー用スリーブ付でボ

ックス内を保護でき、吊下げ穴付きなので

そのまま壁に飾ることもできます。

正方形 200×200×80㎜ ������������������¥660（¥600）
白段アートボックス（組立式）

《セット内容》 ●両面白段ボール製アートボックス ●カバー用透明PET
スリーブ（吊下げ穴付き）●トレーシングペーパーA4　●説明書

314-905

作例

作例

カタログ
P.393接着剤不要！

両面白色で着色しやすい！

糸を張りめぐらせて表現してみよう。

くるくる回すと２つの絵が１つに！ みんなで使える定番の描画用紙！

メタリックで繊細な作品がつくれます。

おしゃれなクラフト紙に描こう！

針金で人体の動きを表現しよう。
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セセッットト内容内容例例
〈写〈写真真とと実際の実際の

内内容容はは異異ななりりまますす〉〉

約3.4kg ������������������������������������������� ¥7,700（¥7,000）
木の輪切り アソートセット

薬剤不使用の安全な国産木材で、熱処理および面取り加工済みです。

クス・スギ・ヒノキ・ケヤキ・ウメ等を輪切りにした、皮付きのもの

含む大小様々な輪切りを約3.4kg詰めこんだアソートセットです。

※風通しがよく日に当たらない場所に置いて保管してください。熱処

理済ですが虫が木材に入り込んでいる場合があります。

312-760

����������������¥430（¥391）
ランチョンマット

綿100％(オックス生地)　300×420㎜　
約48ｇ

292-506

使用例

やや厚みのある生地で丈夫な仕上が
りです。 四辺縫製済。

�����������������¥380（¥346）
コットンハンカチ中

綿100％　450×450㎜
約16.5ｇ

292-524

作例 縦 &横置き対応！滑り止めマットの上で使用するとさらに安定します
縦置き

横置き

実画像未入稿

縦 &横置き対応！滑り止めマットの上で使用するとさらに安定します
縦置き

横置き

実画像未入稿

マット付��������� ¥814（¥740）
皮革・スマホスタンド

牛革（角丸加工済）210×60㎜、牛革床マット
120×50㎜、説明書付
革の可塑性を生かして、水で湿らせてスタン

ドの形状にくせづけしてつくるスマホスタンド

です。※250g程度のスマートフォンまでテス

ト済。タブレットなど、大きくて重量のあるも

のは支えきれない場合があります。

294-394

作例

80×45×厚さ2㎜��������¥520（¥473）
真ちゅう板

真ちゅうは殺菌作用を持つと言われている銅を含む

合金ですので、作例のような飛沫感染防止のドアオ

ープナーを作るのに最適です。ドアオープナーはド

アの取っ手に合わせてカットし、カギを回せる切込

みを入れましょう。キーホルダー等も作れます。

※キーホルダー金具は別売です。 

378-314

カギの開閉に

ドアの取っ手にかけて

桂 ¥264（¥240）

木彫スプーン・
フォーク一体型

約210×35×10㎜
ルーター加工済
スプーンとフォークが一体に

なった便利なカトラリーで

す。曲線加工されており、実

用的な形状です。

358-132

作例

桂�������������������������������������������������������������������¥1,375（¥1,250）
ククサづくり（木製マグカップ）

75×130×55㎜　穴加工直径58×深さ45㎜
ククサとはフィンランド北部のサーメ人に古くから伝わる手づくりの木製マグカップで

す。「贈られた人は幸せになる」と言い伝えられており、プレゼントにも最適です。

小さめサイズで、大まかな形は削られており、持ち手やボディーを彫るだけです。

359-171

作例

シナ材　250×34×20㎜ ��������������������������������������� ¥600（¥546）
マキリ型ペーパーナイフ

柄：90㎜、鞘：160㎜　刃部：200×22×厚8㎜、釘4本付
全てシナ材を使用しており、刀部分が鞘に収まります。

※マキリとはアイヌの短刀のことで、伝統的な独特の模様を施したものが有名

です。

359-143

作例

朴 �����¥803（¥730）

はし＆はし箱セット

はし箱：約260×30×22㎜　はし：
約9×225㎜
はし箱は引き出し式のフタで、

はしはテーパー加工済みです。

358-097

作例

SPS-O �������������������������������¥704（¥640）
スマフォトスタンド

シナ　本体210×150×厚10㎜、脚部120×100×10㎜、
MDF：80×25×4㎜、フォトピタケース付
L判写真が飾れるフォトピタケース付のスマホスタンド

です。はめ込み式なので接着剤不要でクリヤーオルゴ

ール（別売）も置けます。

358-186

作例作例

使用例

作例

シナ材は木質が明るい色でやわらかく、着色すると

発色の良い作品ができます。

立体木彫素材 シナ
Q 70角×150㎜ ��������������¥726（¥660）359-193

作例

���������������������������������¥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

綿100％　350×900㎜　約32g

てぬぐい
 各¥363（¥330）292-291・292

291 もえぎ　　292 やまぶき

金������¥1,100（¥1,000）
メダルカラー　150ml

水性アクリル塗料

発色性に優れたメダルづくりに最

適な絵の具です。よくかき混ぜて

ご使用ください。

231-677
銀������¥1,100（¥1,000）
銅������¥1,100（¥1,000）

231-678
231-679

金

銀 銅

約600ｇまで �����������������������¥660（¥600）
白い石ころアート

滑石　※天然の石のため、色や形、大きさ、重さは一定ではありません。
自然の石の形を生かして削ったり、着色してつくります。鬼目ヤスリや

紙ヤスリでも削れます。※一部硬い箇所がある場合もございます。

235-602

アクリル絵の具で彩色

作例

作例

やわらかい石から削り出す立体アート！

アイヌの文化や模様を学んで

ペーパーナイフをつくろう！

写真が飾れてオルゴールも置ける

多機能スマホスタンド。

北欧に伝わるおしゃれなマグカップ！

彫刻しやすいシナ材です。

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

40㎜角

もえぎ やまぶき

50㎜角

国産

カタログ
P.679

カタログ
P.681

カタログ
P.678

カタログ
P.679

カタログ
P.357

カタログ
P.466

カタログ
P.466

カタログ
P.628

カタログ
P.641

カタログ
P.632

カタログ
P.630

カタログ
P.444

カタログ
P.577

カタログ
P.419

カタログ
P.684

カタログ
P.668

カタログ
P.459

作例

作例

作例

レザーでつくるおしゃれなスマホスタンド日常で使いやすい綿 100% の布素材です。

真ちゅうの特長を生かした小物をつくろう。

ゴム印を押してオリジナルてぬぐいづくり。

大人気のてぬぐいに

新色登場！

塗るだけで

金属のような

光沢を表現！


