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8色ミックス 約210個����¥627（¥570）
アートモザイコ　丸型（150g）
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。

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（150g）
8色セット 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

アートモザイコ（200g）

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㎜ 約200個������������������������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 磁器製10×10×4㎜������������������¥1,243（¥1,130）
セラミック・アートモザイコ（約600g）

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個）

336-067

アートモザイコ

NEWNEW

ピンク 黄

水 青 白

サイズ…15×15×4㎜　
黄・水・青・白・桃　各20
ポイント柄に最適な花柄のセラミック製タイルです。

5色ミックス 100個������¥572（¥520）
アートモザイコ　フラワー

336-080

サイズ…22×24×4㎜
ピンク･ベージュ・イエロー・グリーン・ブルー
ライトブルー・ホワイト・ローズレッド　各５
ハート型のタイルです。

8色ミックス 40個��������¥737（¥670）
アートモザイコ　ハート

336-086

桃

黄

ピーチ

緑

水

青

サイズ…22.5×22.5×4㎜　
水・桃・青・緑・黄・ピーチ　各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色ミックス 24個��������¥704（¥640）
アートモザイコ　22.5角

336-110 サイズ…一辺12×5㎜　
グリーンミックス…黄・薄黄・緑・黄緑　各10
ピンクミックス……桃・紅・ベージュ・紫　各10
ブルーミックス……紺・青・水・薄水　各10
従来のアートモザイコよりも大きめの六角タイルです。

グリーンミックス�������¥726（¥660）
ピンクミックス�����������¥726（¥660）
ブルーミックス�����������¥726（¥660）

アートモザイコ　ヘキサゴン
336-087
336-088
336-089

NEWNEW NEWNEW NEWNEW

グリーンミックス

ピンクミックス

ブルーミックス

《セット内容》アートモザイコ12色ミックス約600ｇ4、
フラワーミックス・丸型ミックス・ハートミックス・細長
ミックス各1、目地材500ｇ2、接着剤500ｇ1、へラ5
グループで制作できるモザイク材料セットです。別売
のポットプレート（P.602）で約10〜20個分作成で
きます。

���������������������������¥12,100（¥11,000）
アートモザイコ　グループセット

336-066

NEWNEW

作例
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2022 図工・美術 599モザイク工芸〈磁器タイル〉

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㎜角の作品ができます。

約600ピース入　厚さ…4㎜
1ピースの重さ…1g

003 紫	 （1）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）

	 オレンジ（24）B	 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）
336-003〜063

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
041 オレンジ	（24）B

各¥1,100
（¥1,000）

各¥1,056
（¥960）

各
¥1,056
（¥960）

¥1,100（¥1,000）
¥1,452（¥1,320）
¥1,364（¥1,240）

アートモザイコ個人用セット

アートモザイコ壁画向用材料
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●セラミック・アートモザイコ共同制作の工程
■必要な材料　�下地材　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

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

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

《セット内容》アートモザイコ1㎝角３０、丸型１２、フ
ラワー８、細長１２、ハート４※色はアソートで選べませ
ん。木枠付コースター100×100×深4・厚8㎜１、カッ
プ１、目地材（50g）１、ヘラ１
目地材とヘラもついてますので、木工用接着剤などが
あればすぐにコースターが1個つくれます。

アートモザイコ1㎝角10A青･10B青･11A水･11C水･20A
白各20、木材MDF３点
スマホなどが立てられるスタンドがつくれます。
目地材はついてませんがそのままでも使用可能です。

��������������������������������¥1,100（¥1,000）
���������������������������������������¥858（¥780）

アートモザイコ・コースターセット
アートモザイコ・スマホスタンドセット336-201

336-205

NEWNEW NEWNEW作例 作例

NEWNEW
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