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2022 図工・美術あかりの造形〈プッシュステンドLEDライト〉616

完成サイズ92×H245㎜����������������������������������������������¥960（¥873）
プッシュステンドファンタジーライト
335-738
《セット内容》
粘着加工制作板1㎜厚、プッシュライトLED※単４電池3本使用（別売）
プッシュステンドカラー10色、上フタ部品
プッシュステンドカラーでいろんな模様をデザインして上からライトを照射するこ
とで床面、壁面に光の模様が映しだされます。

完成サイズ：約103角×H90㎜
���������������������������������������������¥740（¥673）

プッシュステンド六角ランプ
335-744

《セット内容》
型抜済粘着加工制作板0.3㎜厚（1）、裏板（1）、プ
ッシュカラー（10色＋金）、プッシュライトLED
※単４電池3本使用（別売）
プッシュステンドで作るステキな間接照明です。
壁に貼り付けて展示できるように工夫できます。

完成サイズ：85×240㎜
���������������������������������������������¥720（¥655）

プッシュステンド光のタワー
335-739

《セット内容》
型抜済粘着白台紙0.3㎜厚（1）、プッシュカラー（10
色＋金）、プッシュライトLED※単４電池3本使用
（別売）
ステンドグラス風ランプシェードが作れるセットです。
台紙は自由にカットして形を変えることができます。

壁面展示 作例作例

作例

作例

������������������������¥720（¥655）
プッシュステンドブラケット

《セット内容》
型抜済粘着加工制作板0.3㎜厚（1）、裏板（1）
プッシュカラー（10色＋金）、プッシュライトLED
※単４電池3本使用（別売）
壁掛け、卓上展示両方が可能なおしゃれな
照明がつくれます。
※プッシュカラーのサイズが一部変更にな
ります。

335-740

作例

プッシュステンドランタンⅡ
完成サイズ110×H145㎜

�������������������������������������������¥820（¥746）
335-861

《セット内容》
ペット樹脂粘着加工型抜き済み製作板６面折り目
付き161×350㎜（1）、ペット樹脂粘着加工型抜
き済み製作板天板84㎜φ（1）、ステンドカラー
（10色＋金）、上、下ふた（各1）、両面テープ17
㎜角（3）、ひも460㎜（2）、プッシュLEDライト
3灯式（白色灯）
※単４電池3本使用（別売）
プッシュステンドで作るランタンです。制作
板が1枚になり、短時間で制作できます。
上からひもで吊るしたり手に持って運べます。

プッシュステンドブラケット多面型
完成サイズ115×H185×D48㎜����������������������������������¥820（¥746）335-863

《セット内容》
厚口型抜き済み粘着加工PET板（1）、透明プッシュカラー（10色＋金）、裏板銀厚紙（1）、
止め具用両面テープ（1）、試作板55×80㎜（1）、プッシュLEDライト3灯式（白色灯）
※単４電池3本使用（別売）
作品を壁に掛けたり、卓上に置いたりできるおしゃれな間接照明です。

作例

作例

作例
※プッシュカラーのサイズ
が一部変更になります。
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2022 図工・美術 617あかりの造形〈プッシュステンドLEDライト〉

作例

作例

完成サイズ85×H250㎜（本体のみ）���������������������������¥275（¥250）
あんどん和紙ランプ
335-703

《共通セット内容》
雲竜紙（1）、専用透明樹脂板（1）、光拡散シート（上下）
光を通す和紙に水彩絵の具や折り紙、間伐材を貼り合わせ素敵な和風ランプが作れます。

完成サイズ145×H165㎜（本体のみ）�������������������������¥200（¥182）
和紙ランプシェード四角錐

《共通セット内容》
型抜き済み白和紙（1）、型抜き済み透明樹脂板（1）、ジョイントテープ（1）
やわらかく光を通す和紙にデザインして、透明樹脂板の台座にかぶせるだけでラン
プシェードができます。彩色や切り紙を貼ったり様々な装飾ができます。

335-706

プッシュステンド工芸ランプ
完成サイズ約120φ×H190㎜������������������������������¥1,270（¥1,155）335-859

《セット内容》
厚口型抜き済み粘着加工PET板（1）、透明プッシュカラー（10色＋金＋銀）、試作用PET板
55×80㎜（1）、止め具（2）、プッシュLEDライト3灯式（白色灯）、単四電池（3）
6角形のステンド風のランプがつくれます。型抜きされているため、組み立てが簡
単です。

プッシュステンド光の塔
完成サイズ80φ×H168㎜������������������������������������������¥750（¥682）335-857

《セット内容》
型抜き済み粘着加工白PET制作板（1）、透明プッシュカラー（10色＋金＋銀）、プッシュ
LEDライト3灯式（白色灯）、単四電池（3）
プッシュステンドのおしゃれでかわいい間接照明です。裏から絵を描くことにより、
短時間で作品を仕上げることができます。

プッシュステンドピラミッド
完成サイズ110角×H125㎜����������������������������������������¥860（¥782）335-855

《セット内容》
厚口型抜き済み粘着加工PET板（1）、透明プッシュカラー（10色）、止め部分（3）、プッシ
ュLEDライト3灯式（白色灯）、単四電池（3）
ステンドグラス風のランプが作成できます。ピラミッド型なので手軽に作品を飾る
ことができます。

作例

作例

プッシュステンド光のツリー
完成サイズ1片95×高さ230㎜������������������������������������¥700（¥637）335-865	

《セット内容》
●型抜き済折り目入粘着加工PET樹脂制作台紙（0.3㎜厚）（1）●変色用台紙（53㎜φ）（2）
　●ステンドカラー（10色　各1）
●プッシュLEDライト（単四電池3本使用　別売）（1）　　●和紙製ライトカバー（1）
四角錐の間接照明です。折り目入りなので簡単に組み立てることができます。
和紙製ライトカバーで光が和らぎ、変色用台紙にプッシュカラーで色を付けてライ
トに載せると面白い効果が出ます。

作例

作例
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暖色LED付 電池別売������������������������������������������������¥545（¥496）335-713 暖色LED付 電池別売������������������������������������������������¥620（¥564）335-715

和紙ランプセット
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2022 図工・美術あかりの造形〈LEDライト・照明器具〉618

プッシュLEDライト
3灯式������������������������������������������������������������������������¥390（¥355）335-851

サイズ…68φ×H25㎜　単四マンガン電池3本付
連続使用時間…約20～25時間
3灯式の明るい白色のLEDライトです。チップ型ですので光が広がります。裏面に
両面テープが付いているので作品に直接貼ることができます。
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サイズ：60×88×H95㎜（電球取付時）
E17ソケット、コード2m、電球（25W、白）、ビス4本
5Wに比べ明るい照明になります。

照明器具　E17Sキット
電球付����������������������¥1,100（¥1,000）335-759 電球付�����������������������������¥880（¥800）

照明器具　Sキット
335-766
サイズ：88×63×H78㎜（電球取付け時）
E12ソケット、コード2ｍ、電球5Ｗ、ビス4本

※ソケットが
変更になります。作例 作例

電球付����������������������¥1,155（¥1,050）
照明器具 丸型

サイズ：84φ×H75㎜（電球取付時）
E12ソケット、コード2m、台MDF（84φ×12㎜）、電球

（10W、クリヤー）

335-760

作例

照明器具（組立済） ソケットにプラグ付コードが取付け済です。

LED（発光ダイオード）

作例

電池別売���������������������������������������������������������������������¥345（¥314）
プッシュLEDライト暖色

サイズ…68φ×H25㎜　3灯式・チップ型　
単4電池3本使用　連続使用時間…約20～25時間
とても明るい暖色系のLEDライトです。裏面に両面テープが付いていますので作品に
直接貼ることができます。

335-717
電池付��������������������������������������������������������������¥436（¥396）335-718

プッシュライトLED
光拡散型（電池別売）��������¥426（¥387）335-707

《セット内容》　※単4電池3本必要【別売】
白色LEDライト（約70φ×H25㎜）、光拡散用カバー、白外カバ
ー、カラーセロハン（5色　55㎜φ）
LEDの直光のみの光を拡散することができ、ライト
と拡散用カバーの間にカラーセロハンを置いて彩りを
楽しむこともできます。

テスト用電池付�����������������¥330（¥300）
LEDダイヤライト

サイズ：約W50×D50×H49㎜
1灯　7色に変化
電池：LR44　3個　予備付き

335-783

8SL（電池別売）���������������¥880（¥800）335-792
●サイズ…W66×D66×H29㎜　●単4×3本（別売）
●ACアダプター使用可（別売）　●4灯…白、青、緑、赤

《別売》
専用ACアダプター����¥1,430（¥1,300）335-793

●アダプターコード長さ：1.2m
●［ 入 力］AC100-200V/50-
60Hz、［出力］5V　1A
USBまたはコンセントに挿し
てご使用ください。

作例

LEDライトベース台形

21SL （電池別売） ���¥880（¥800）335-781
●サイズ…W66×D66×H32㎜　●単4電池×3本（別売）
カラフルに色が変化するLEDの台です。
※別売のACアダプターで電池を使用しなくても光り
ます。

8SL

ACアダプター

21SL
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2022 図工・美術 619あかりの造形〈照明器具・キット〉

スイッチ付�������������������������¥1,560（¥1,419）
ランプスタンドキットⅡ（電球付）

《セット内容》
スイッチ付きソケット、MDF板台（143×143×5㎜）、脚（10×10×
15㎜）4、ねじ2、電球（25W・E17）
裏側からソケットを差し込んでビスで止め、足を付けてつ
くります。

335-831

E 電球付����������������������¥1,078（¥980）
《セット内容》
磁器ソケット（木ネジ2本付）、プラグ付コード2m（端子加工）、
電球25W（口金E17）

335-765
照明器具セット

白色���������������������������������¥264（¥240）
ロータリースイッチ

照明器具などに取り付けるための中間スイッチです。
335-769

C��������������������������������¥1,078（¥980）
《セット内容》
ソ ケ ッ ト（E17）、パ イ プ（9.5φ ×50㎜）、六 角 ナ ッ ト

（2）、座金（歯付）、プラグ付コード1.8m（端子加工）
※電球はセットしておりません。

335-751
照明器具セット

電球付�������������������������������¥913（¥830）
照明器具　K
335-763

《セット内容》
プラソケットE12（コード2m・プラグ付）、電球10W、ネ
ジ付

作例

照明器具（中間スイッチ付）
T 電球付�������������������¥1,100（¥1,000）335-767

《セット内容》
ソケットE12（中間スイッチ付コード約1.8ｍ、プラグ付）、
電球5W、ネジ付

電気器具用木台　13
N������������������������������������¥200（¥182）335-775

サイズ…88角×18㎜　穴加工済（上穴：10㎜φ、横穴：7㎜φ）
コードを通しやすくするために穴を大きくした電気器
具用木台です。照明器具（T・C・E）に取付けが可能。

　　　　　　　　　���������������������¥187（¥170）335-752
88角×13㎜　穴加工済　照明器具Tに取付可

照明器具取り付け例

使用例
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作例 作例

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������¥1,890（¥1,719）
間伐シートランプFセット

《セット内容》
制作白和紙（300×480㎜、185×270㎜各1）、スイッチ付ソケット、MDF板台、電球（25W・E17）、脚4個、ねじ2個、
間伐シート（190×450㎜）、透明樹脂板、取説付
間伐シートと和紙を組み合わせてつくります。

335-829

作例

完成サイズ　134φ×H330㎜
《セット内容》制作白和紙（300×447㎜）、装飾
白和紙1枚、スイッチ付ソケット（コード1.4ｍ）、
電球（25W・E17）、止め金具、MDF150角×厚
12㎜溝加工、角脚15角×20㎜4、取説付
和紙をデザインして趣のあるランプがつくれます。

����������������������¥1,950（¥1,773）
創作和紙ランプセット

336-817
完成サイズ　134φ×H235㎜

《セット内容》粘着加工樹脂白台紙（203×447
㎜）、プッシュステンドカラー（12色＋金・銀）、
スイッチ付ソケット（コード1.4ｍ）、電球（25W・
E17）、止め金具、MDF150角×厚12㎜溝加工、角
脚15角×20㎜4、取説付
ステンドグラスのような雰囲気のランプが手軽
につくれるキットです。

����������������������¥2,190（¥1,991）
プッシュステンドキャンドルランプ

336-820

NEWNEWNEWNEW

照明器具セット・パーツ  （未組立）

ランプスタンドキット

619_zukou22_TKN_F1.indd   619 2022/01/18   14:07


