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展示パネル

絵画・画材

多目的パネル（縦横両方向使用可能）
A サイズ 1800 × 1200㎜（アルミ製枠、銀色）
13950 ビニールレザーグレー A--------- ¥54,450 ￥49,500

デザイン

13952 ビニールレザーグリーン A------ ¥54,450 ￥49,500

工芸・民芸

13964 クロスグリーン A------------------- ¥54,450 ￥49,500
13968 クロスグレー A---------------------- ¥54,450 ￥49,500
13956 両面有孔ボード A------------------ ¥54,450 ￥49,500
13970 両面ホワイトボード A------------ ¥57,200 ￥52,000
B サイズ 1800 × 900㎜（アルミ製枠、銀色）

版画・染色

13949 ビニールレザーグレー B--------- ¥48,400 ￥44,000
13954 ビニールレザーグリーン B------- ¥48,400 ￥44,000
13963 クロスグリーン B------------------- ¥48,400 ￥44,000
13967 クロスグレー B---------------------- ¥48,400 ￥44,000

ヒニールレザー（両面）

木彫・木工芸

13955 両面有孔ボード B------------------- ¥48,400 ￥44,000
13969 両面ホワイトボード B------------- ¥50,600 ￥46,000

グレー

グリーン

クロス（両面）

有孔ボード

グリーン

ホワイトボード

グレー

てん刻

多目的パネルは、様々な場所で、色々な形でお使い
いただけるマルチタイプのパネルです。縦でも横で
13958 多目的パネル用脚 ----------------- ¥20,790 ￥18,900 も組み合わせが自由自在なうえ、ジョイント金具を
サ イ ズ：H1916 ㎜、 パ イ プ 31 ㎜ 角、 脚 44 × 550 ㎜、3kg 使用していますので、取り付け、取り外しが簡単に
材質：スチールパイプ製、焼付塗装、キャスター（アジャスター付属） 行えます。注意：多目的パネルはセット価格ではあ
りません。パネルも脚部も単品価格です。組み合わ
※多目的パネルの価格は送料込の価格です。
せ方によって、パネルと脚部の必要個数が変わって
（ただし、北海道、沖縄、離島は実費になります）
きますので、それに応じて御購入下さい。

多目的パネルの組み合わせパターン

彫塑・彫刻

13510 A 型（パネルサイズ 1800 × 900 × 30㎜）--- ¥69,300 ￥63,000

陶

展示板（連結式縦横兼用）（パネル 1、支柱 2 のセット）

パネル仕様：上記いずれも片面白色有孔ボード
片面緑色スポンジ PP レザー、アルミ枠付

13520 B 型（パネルサイズ 1800 × 1200 × 30㎜）-- ¥82,500 ￥75,000

芸

支柱仕様：長さ 1920㎜、スチール製 32㎜角柱 2 本
グレー焼き付け塗装、キャスター付き、未組み立て

ガラス工芸

＜特長＞
リバーシブルで、しかも縦にも横にも連結できる展示板ですので、用途
に応じて自由にレイアウトができます。取り付け金具はパネルに埋め込
み式になっています。

A 型（横）・B 型（縦）の連結例

増設用セット

13530 C 型（両面ポリエステル製白色有孔ボード）- ¥67,100 ￥61,000

金属工芸

（パネル 1、支柱 1 のセット）

パネル仕様：両面ポリエステル製白色有孔ボード、アルミ枠付
パネルサイズ：1800 × 900 × 30㎜

13511 A 型用 -------- ¥53,900 ￥49,000
13521 B 型用 -------- ¥66,000 ￥60,000
13531 C 型用 -------- ¥52,800 ￥48,000

＜支柱仕様＞
長さ 1920㎜、スチール製 32㎜角柱 2 本、グレー焼き付け
塗装、4 接続用穴付き、キャスター付き、未組み立て

皮革工芸

両面がポリエステル製ですので、耐水性があり、水洗いが
可能です。付属品：パネルフック 10 個付き
C 型（縦）

三つ折り展示板

七宝焼

13491 ---------------------------- ¥198,000 ￥180,000
サイズ：外寸

2780 × 1900 × 32㎜

高さ

1900㎜

資料

＜セット内容＞
パネル：片面有孔アイボリー（ベニヤ）
片面グリーン（ビニールレザー）
パネルサイズ：1800 × 900 × 32㎜ 1 枚
1800 × 890 × 32㎜ 2 枚
支柱：角型、スチール製（グレー）
キャスターアジャスター付
L 型フック 10 個付き

備品

360 度自在に動く展示パネルですので、会場スペースに合
わせて自由にレイアウトできます。支柱は、ハンマートン
焼付け塗装ですので、キズの心配がありません。

A 型（縦）・B 型（縦）の連結例

展示パネル
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展示板

13470 J 型（片面有孔板）----- ¥30,635 ￥27,850

13540 N-1 型４面孔なし ------------------------------ ¥82,500 ￥75,000

13471 JA 型（両面有孔板）--- ¥32,835 ￥29,850

＜支柱仕様＞
高さ 2145㎜、スチール製、キャスター付き

13472 -------------------------------- ¥495 ￥450
長さ 100㎜溝幅 30㎜

展示板 ( 高さ 3 段階調節式）
13474 JC 型（両面有孔板）--- ¥43,835 ￥39,850
＜パネル仕様＞
上記いずれもラワンベニヤ製
H1800 × W900 ×厚さ 30㎜

J 型用 T 字型接続金具
150 × 135㎜、溝幅 30㎜
展示板を L 字型や T 字型に連結することができます。

13477 JE 型（両面有孔板）--------------------------------- ¥53,735 ￥48,850

＜支柱仕様＞
2 段階調節機能付きスチール製 2 本キャスター
付き、未組み立て
高さは上下 30㎝調節することができます。
N-2 型

N-3 型 片面孔なし
13560 -------------------- ¥55,000 ￥50,000

＜支柱仕様＞
スチール製、キャスター付き
高さ：横使用時 1386㎜
縦使用時 1836㎜

＜パネル仕様＞
両面カラーベニヤ（色アイボリー）
1800 × 900 × 30㎜

高さは上下 30㎝調節することができます。
N-3 型

13594 N-4 型 -------------------------------------------- ¥66,000 ￥60,000
パネルサイズ：1800 × 900 × 38㎜

13595 N-5 型 --------------------------------------------- ¥79,200 ￥72,000
パネルサイズ：1800 × 1200 × 38㎜

七宝焼

13480 かぎ型 10 個 --------------------------------------- ¥1,870 ￥1,700

＜支柱仕様＞
2 段階調節機能付きスチール製 2 本キャスター
付き、未組み立て

皮革工芸

有孔展示板用フック

廃止

金属工芸

N-3 型 両面孔あき
13561 -------------------- ¥61,600 ￥56,000

ガラス工芸

＜パネル仕様＞
上記いずれもラワンベニヤ製
H1350 × W1800 ×厚さ 30㎜

パネルの長辺、短辺のどちらにも支
柱が差し込める縦横兼用展示板で
す。
また、高さも 150㎜間隔で調節でき
ます。

廃止

芸

13476 JD 型（片面有孔板）----------------------------------- ¥51,535 ￥46,850

＜パネル仕様＞
両面カラーベニヤ（色アイボリー）
1800 × 1200 × 30㎜

陶

展示板 ( 高さ 3 段階調節式）

N-2 型 両面孔あき
13551 -------------------- ¥89,100 ￥81,000

彫塑・彫刻

13475 ----------------------------- ¥3,850 ￥3,500

N-2 型 片面孔なし
13550 -------------------- ¥71,500 ￥65,000

てん刻

＜支柱仕様＞
高さ 1856 、スチール製、キャスター付き

N-1 型（二つ折れタイプ）

木彫・木工芸

13473 JB 型㎜（片面有孔板）- ¥41,635 ￥37,850

広い展示面をもつパネルです。二つ折れですの
で折りたたむと従来の大きさで収納することが
可能です。
また、高さは上下 30㎝調節することができます。

版画・染色

展示板の上に取り付けて展示板どうしをつないでいき
ます。

廃止

＜支柱仕様＞
2 段階調節機能付きスチール製 2 本
キャスター付き、未組み立て

工芸・民芸

J 型用 I 字型接続金具

＜パネル仕様＞
両面カラーベニヤ（色アイボリー）
2 連折りたたみ式
全開時 1800 × 1800 × 30㎜

デザイン

＜パネル仕様＞
上記いずれもラワンベニヤ製
H1800 × W900 ×厚さ 27㎜

13541 N-1 型２面孔なし ------------------------------ ¥86,900 ￥79,000
13542 N-1 型４面孔あき ------------------------------ ¥90,200 ￥82,000

絵画・画材

展示板

材質：スチール製

＜支柱仕様＞
高さ 400㎜スチール製 2 本
キャスター付き
表面はベルフォーム張りですの
で、テープの貼りあとやピンの
穴が残りません。

廃止

備品

取り付けは簡単で、小さく曲がった方を
穴にひねりながら入れるだけで固定され
ます。

資料

どのメーカーの有孔展示板にも使用可能
なフックです。

＜パネル仕様＞
上記いずれも、両面黄緑色ベル
フォーム張り、アルミ枠付き

N-4 型

N-5 型
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展示パネル・作業用机

絵画・画材

展示板 ABS-05 型（縦型連結式）
13581 有孔×有孔 ------------- ¥60,170 ￥54,700
13582 有孔×レザー ---------- ¥66,220 ￥60,200

デザイン

13583 レザー×レザー ------- ¥73,920 ￥67,200
パネルサイズ：H1800 × W900 ×厚さ 33㎜
高さ：2050㎜
＜色＞

工芸・民芸

有孔ボード：アイボリー
レザー：グリーン

＜支柱仕様＞
スチール製、焼き付け塗装仕上げ
40㎜ゴムキャスター付き

版画・染色

＜付属品＞
基本型パネル・アルミ
枠・脚 2 個付

木彫・木工芸

連結ジョイントは頭部にセットしてある金具を差し込むだけ、パネルの中に脚部を差し込むだけで一人で
セッティング可能。立てたまま保管できるので、寝かすよりも場所をとりません。

展示板 AB 型
てん刻

13575 両面カラーベニヤ -- ¥40,370 ￥36,700
13576 片面有孔ベニヤ ---- ¥42,790 ￥38,900
13577 両面有孔ベニヤ --- ¥45,210 ￥41,100

サイズ：W1200 × D750 × H700㎜

79151~6 TSW-670 ------ 各 ¥121,000 ￥110,000
79161~6 TSW-661 ------ 各 ¥117,700 ￥107,000
サイズ：W1500 × D750 × H700㎜

陶
芸
ガラス工芸

写真は２セット連結です。

彫塑・彫刻

＜付属品＞
直線接続用プラスチッ
クジョイント 1 個

79141~6 TSW-660 ------ 各 ¥115,500 ￥105,000

サイズ：W1200 × D900 × H700㎜

＜パネル仕様＞
色アイボリー、フラッシュ仕上げ
サイズ：H1800 × W900 ×厚さ 27㎜
高さ：2050㎜
＜支柱仕様＞
スチール製角パイプ
ハンマートン焼き付け
塗装仕上げ
キャスター付き、
H500 × W418㎜

テーブル

79171~6 TSW-671 ------ 各 ¥122,100 ￥111,000
サイズ：W1500 × D900 × H700㎜

甲板：メラミン化粧板（６色）

79181~6 TSW-662 ------- 各 ¥126,500 ￥115,000
サイズ：W1800 × D750 × H700㎜

79191~6 TSW-672 ------- 各 ¥132,000 ￥120,000
サイズ：W1800 × D900 × H700㎜

脚部：堅木材、クリア樹脂塗装
木脚を使用した温かみのあるテーブルです。
天板は６色から選択できます。
組み立てが必要です。
（プラスドライバーがあれば組み立て可能）

2 枚のパネルが簡単に
L 字形に連結できます。

金属工芸

1 アイボリー

2 ブルー

3 グリーン

4 イエロー

5 ピンク

6 木目

皮革工芸
七宝焼

美術机

MT-18A 型

79074 ---------------------- ¥198,000
資料

サイズ：W1800 × D900 × H760㎜

備品

＜仕様＞
天板：積層合板、クリア樹脂塗装
脚部：角パイプ、ポリエステル粉末塗装
アジャスター付き

美術机
￥180,000

MT-211 型

79075 K（カバ化粧合板）--- ¥407,000 ￥370,000

作業台
79060 H-500 型 ------------ ¥93,500 ￥85,000

79076 S（ナラ集成材）----- ¥473,000 ￥430,000

サイズ：W1800 × D900 × H500㎜

サイズ：いずれも、W1800 × D900 × H760㎜

79061 H-750 型 ------------ ¥93,500 ￥85,000

＜天板＞
カバ化粧合板（K）、ナラ集成材（S）
クリヤー樹脂塗装
＜脚部＞
角パイプ（45 × 45㎜）
ポリエステル粉体塗装、アジャスター付き

サイズ：W1800 × D900 × H750㎜
＜仕様＞
天板：積層合板（25㎜厚）、クリアラッカー塗装
脚部：スチール製、メラミン焼き付け塗装 組み立て式
収納時：W1800 × D900 × H75㎜

作業用椅子
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絵画・画材

デザイン
工芸・民芸

木製丸椅子 R-TM45R

木製丸椅子 R-TM50R

79136 ----------- ¥33,660

79128 ----------- ¥14,190

79129 ----------- ¥14,520 ￥13,200

￥30,600

79127 ----------- ¥11,110

￥10,100

￥12,900

サイズ：座φ 300 × H455㎜
座：ゴム集成材
脚：スチールパイプ塗装仕上げ
木製座の外リングスツール、スタッキ
ング（積み重ね）可能。
スタンダードの木製座椅子スツール。

サイズ：座φ 300 × H505㎜
座：ゴム集成材
脚：スチールパイプ塗装仕上げ
木製座の外リングスツール、スタッキ
ング（積み重ね）可能。
スタンダードの木製座椅子スツール。

低位置作業用チェア

低位置作業用チェア

低位置作業用チェア

丸イス S-14

TAC-H33-Z 型アイボリー
79130 ----------- ¥21,450 ￥19,500
TAC-H33-Z 型オレンジ
79131 ---------- ¥21,450 ￥19,500

TAC-33H-200 型アイボリー
79132 ------------- ¥9,020 ￥8,200
TAC-33H-200 型オレンジ
79133 ------------- ¥9,020 ￥8,200

TAC-33H-300 型アイボリー
79134 --------------¥9,020 ￥8,200
TAC-33H-300 型オレンジ
79135 ------------- ¥9,020 ￥8,200

79033 ------------ ¥16,500 ￥15,000

サイズ：φ 330 × H310 〜 400㎜
美術工芸の技術者に好評の、ワンタッ
チで高さ調整が可能（85㎜）なワーク
チェアです。

サイズ：φ 330 × H200㎜
低位置作業に好評な高さのワークチェ
アです。

サイズ：φ 330 × H300㎜
低位置作業に好評な高さのワークチェ
アです。

積み重ねが出来ます。

角イス S-110-N

角イス S-113-N

角イス S-114-N

角椅子 F-1 型

てん刻

サイズ：座φ 300 × H430㎜
座：ゴム集成材
脚：スチールパイプ塗装仕上げ
木製座のスツール、スタッキング（積
み重ね）可能。
スタンダードの木製座椅子スツール。

木彫・木工芸

サイズ：座φ 350 × H575㎜
木製座の外リングスツール、スタッキ
ング（積み重ね）可能。エラストマー
製の脚キャップを採用し床に優しい。
575㎜の少し高めの座イスです。
リングの高さ 180㎜

版画・染色

木製スツール R-N458T 木製丸椅子 R-TS303

彫塑・彫刻

陶
ガラス工芸

金属工芸

収納時に場所をとらず便利です

芸

サイズ：φ 320 × H450
仕様：ブナ成型合板、ウレタン塗装

皮革工芸
七宝焼

サイズ：W300 × D300 × H460
仕様：前板：丸穴付き
ナラ材、クリア樹脂塗装

79047 ----------- ¥16,500

￥15,000

サイズ：W300 × D300 × H460
仕様：ナラ材、クリア樹脂塗装

79040 ----------- ¥12,100 ￥11,000
サイズ：W300 × D300 × H460
仕様：ナラ材

備品

サイズ：W300 × D300 × H460
仕様：ナラ材、クリア樹脂塗装

79046 ----------- ¥19,250

￥17,500

資料

79043 ----------- ¥17,600

￥16,000

302

作品乾燥棚

絵画・画材

デザイン
工芸・民芸
版画・染色

粘土乾燥棚 A（組立式）

粘土乾燥棚 C（組立済み）

粘土乾燥棚 TC 型（組立済み）

木彫・木工芸

31511 ---------------------- ¥126,500 ￥115,000

31514----------------------- ¥131,560 ￥119,600

31525 ------------------------- ¥99,000 ￥90,000

乾燥箱サイズ：628 × 438 × 85㎜

乾燥箱サイズ：570 × 410 × 180㎜

乾燥箱サイズ：628 × 438 × 85㎜

材質：プラスチック製 仕様：取っ手付き
棚：W960 × D520 × H1270㎜ 一段の高さ：200㎜

材質：プラスチック

材質：プラスチック製

材質：スチール製、焼き付け塗装済み
仕様：組み立て式、10 段、重さ：30kg
キャスター付き（ストッパー付き）

仕様：取っ手付き

仕様：取っ手付き

棚：W950 × D520 × H1270㎜
材質：スチール製、焼き付け塗装済み

棚：W965 × D525 × H1280㎜ 一段の間隔：210㎜
材質：スチール製、焼き付け塗装済み

仕様：組み立て済み、10 段

仕様：組み立て済み、10 段

キャスター付き（ストッパー付き）

キャスター付き（ストッパー付き）

てん刻
彫塑・彫刻

陶
芸

新乾燥箱セット

画板・粘土板整理棚 TMS-2 型

ガラス工芸

31531 -------------------------- ¥70,400
箱サイズ：W653 × D528 × H205㎜

￥64,000

材質：プラスチック製

最下段にキャスターを付けて、重ねて使用することはできますが、
各箱の一つ一つにキャスターを付けることはできません。

金属工芸

31532 新乾燥箱（1 個）------------------ ¥6,930 ￥6,300

14878 ------------------------ ¥57,200
サイズ：W720 × D515 × H1160㎜ 重量：24kg
一段の間隔：H480㎜× 2 段
材質：スチール製焼き付け塗装済み
仕様：組み立て式 色：ブラウン
キャスター付き（ストッパー付き）

￥52,000

粘土乾燥棚 TD 型（組立済み）
31526 ----------------------- ¥154,000 ￥140,000
乾燥箱サイズ：W625 × D440 × 85㎜
棚サイズ：W965 × D525 × H1280㎜
材質：木製 一段の間隔：210㎜
材質：スチール製 焼き付け塗装済み
仕様：組み立て済み
10 段キャスター付き（ストッパー付き）

皮革工芸
七宝焼
資料

T-5B 型

T-5S 型

T-5A 型

T-5M 型

備品

31524 粘土乾燥棚
（組立式）T-5B 型 ------------------ ¥93,500 ￥85,000

31523 粘土乾燥棚（組立式）T-5A 型 ----------------- ¥70,400 ￥64,000

乾燥箱サイズ：625 × 440 × 85㎜、木製、取っ手付き 5 個

乾燥箱サイズ：628 × 438 × 85㎜ 5 個 プラスチック製取っ手付き

31528 粘土乾燥棚
（組立式）T-5S 型 ------------------ ¥80,300 ￥73,000

31527 粘土乾燥棚（組立式）T-5M 型 ---------------- ¥74,800 ￥68,000

乾燥板サイズ：300 × 600 × 15㎜、しな合板製、10 個

乾燥箱サイズ：575 × 415 × 180㎜ 5 個 プラスチック製取っ手付き

棚サイズ：W720 × D495 × H1360㎜ 段間：250㎜（上記、いずれも）
材質：スチール製、白色粉体塗装済み 仕様：組み立て式、5 段、キャスター付き（ストッパー付き）
特長：中の 3 段は取り外して段の間隔を変えられます。
（125㎜間隔で 5 段階）

棚サイズ：W720 × D495 × H1360㎜ 段間：250㎜ （上記、いずれも）
材質：スチール製、白色粉体塗装済み 仕様：組み立て式、5 段、キャスター付き（ストッパー付き）
特長：中の 3 段は取り外して段の間隔を変えられます。
（125㎜間隔で 5 段階）

作品乾燥棚
13604 AB-50 型 ----------- ¥128,260 ￥116,600

13605 AB-34 型 ----------- ¥113,740 ￥103,400

左には 1 〜 50 まで通し番号が、右には 1 〜 25 の番
号が 2 段重ねについています。
男女などに別ける時に便利です。

左に 1 〜 34 までの通し番号がついてます。

サイズ：W710 × D440 × H1780㎜

1 段の間隔：45㎜

1 段の間隔：30㎜

材質：スチール製棚網、アルミ押出材

材質：スチール製棚網、アルミ押出材

仕様：組み立て式 工具レンチ付き、キャスター付き

仕様：組み立て式

乾燥枚数：B3 判、F20 号で 34 枚

ゴムキャスター付き
乾燥枚数：B3 判、４切：50 枚
B4 判、８切：100 枚

重量：22kg
いずれも、棚網を取り外しできますので、絵画作品
の他に、各種作品を乾燥させることができます。
画板の整理棚としての使用もできます。

絵画作品乾燥棚 A-2 型

版画・染色

重量：25kg

サイズ：W710 × D440 × H1780㎜

工芸・民芸

工具レンチ付き

デザイン

アルミ製絵画作品乾燥棚 34 段

絵画・画材

アルミ製絵画作品乾燥棚 50 段

303

油絵用多目的乾燥棚
14879 -------- ¥82,500 ￥75,000

木彫・木工芸

13461 ----------------------------------------------------- ¥128,700

￥117,000

サイズ：W620 × D430 × H1400㎜
サイズ：W685 × D456 × H1850㎜
重量：約 27kg
棚間隔：45㎜
棚サイズ：630 × 450㎜

棚数：25 段× 2（2 台 1 組）
1 段の間隔：16㎜
材質：スチール製
ベージュ色焼き付け塗装
支柱に棚番ナンバー付き
仕様：ベニヤ棚 3 枚付き

てん刻

＜仕様＞
支柱：スチール製角パイプ、
焼き付け塗装済み、キャスター付き
棚板：メッキ仕上げ、34 段
（組み立て済み）

組み立て済み
木製天板およびキャスター付き
ネット棚引出しタイプ

彫塑・彫刻

油絵の整理や乾燥、保管などに。
また、
画板や粘土板の整理にも使える棚です。

両側面整理用フック付き

陶

乾燥枚数
B3 判、４切：50 枚
B4 判、８切：100 枚

芸

2 台 1 組の軽い乾燥棚ですので、
縦に積み重ねたり横に並べたりし
て使用できます。
画板の整理棚としてもご使用にな
れます。

ガラス工芸

金属工芸
皮革工芸

46550 --------------------- ¥157,300

￥143,000

七宝焼

塗料保管庫 N-10 型（鍵付き）
サイズ：W880 × D380 × H880㎜
材質：スチール製
仕様：両開き扉、扉 2 枚、棚 2 枚引き出し 2 個

13458 ------------------------ ¥104,500 ￥95,000

13467 ------------------------- ¥95,920 ￥87,200

棚数：45 段 1 段の間隔：35㎜
サイズ：W620 × D410 × H1920㎜
材質：スチール製
仕様：B3 判まで、キャスター付き

棚数：50 段 1 段の間隔 25㎜
サイズ：W620 × D420 × H1740㎜
材質：スチール製
仕様：B3 判まで、キャスター付き

棚：W565 × D395㎜

棚：W565 × D395㎜

（フック 1 本に刷毛数本が吊せます）

鍵がかけられますので、シンナーやニスなどの有機
溶剤系の塗料や接着剤、シルクスクリーン用の白灯
油などの保管に便利な保管庫です。
また、耐震構造になっていますので、中に保管して
あるものがこぼれることがありません。

備品

固定式作品乾燥棚・50 段

資料

引き出し式作品乾燥棚・45 段

ボックス：瓶 500cc 12 本格納用× 2 個（枠組みは自由）
瓶 250cc 20 本格納用× 2 個
刷毛フック：上下段、計 12 本取り付け済み。
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作品乾燥棚

絵画・画材

工具を使用せず組立て簡単！
多目的プラ棚
31533 N-5 ブルー -------------------------- ¥42,350 ￥38,500

デザイン

31534 N-5 クリーム ----------------------- ¥42,350 ￥38,500
セット内容：棚板 5 枚、脚 16 本 重量：19.1kg
サイズ：W900 × D450 × H1820㎜
収納時：W900 × D450 × H404㎜

工芸・民芸

31535 L-4 ブルー -------------------------- ¥57,750 ￥52,500
31536 L-4 グレー -------------------------- ¥57,750 ￥52,500
セット内容：棚板 4 枚、脚 12 本 重量：26.2kg
サイズ：W1200 × D450 × H11796㎜
収納時：W1200 × D450 × H332㎜

版画・染色

オールプラスチックで錆びません
組み立ては簡単！脚を棚板に差し込んで積み上げるタイプです。
一段ずつ独立させて使用することも可能、作品乾燥棚として、作品
展示台としても使用できます。未使用時は、棚板の裏に脚を収納で
きるので保管も場所を取りません。棚板１枚の耐荷重は 70kg

木彫・木工芸

てん刻
彫塑・彫刻

陶
芸
ガラス工芸

はね上げ式作品乾燥棚（小）

はね上げ式作品乾燥棚（大）

はね上げ式作品乾燥棚 Ａ型

13597 -------------------------- ¥84,975 ￥77,250

13598 ------------------------- ¥95,920 ￥87,200

13599 ----------------------- ¥112,200 ￥102,000

棚数：25 段
1 段の間隔：35㎜ B3 判まで
サイズ：W760 × D600 × H1095㎜

棚数：25 段 1 段の間隔：35㎜ B2 判まで
サイズ：W980 × D750 × H1190㎜
棚：W900 × D620㎜

材質：スチール製
仕様：キャスター付き

材質：スチール製
仕様：キャスター付き

棚数：50 段
1 段の間隔：20㎜ B3 判まで
サイズ：W750 × D570 × H1165 ㎜
棚：W675 × D490㎜
材質：スチール製

仕様：キャスター付き

金属工芸
皮革工芸
七宝焼
資料

はね上げ式作品乾燥棚 TA 型
13603 ---------------------------------------- ¥95,700 ￥87,000

備品

サイズ：外寸：W770 × D560 × H1075㎜ 棚数：50 段
材質：スチール製、角パイプ、焼き付け塗装
一段の有効間隔 15mm、一段おきに棚網の取り外しが可能で、キャ
ンパス等の厚い作品の乾燥も可能。5 枚おきにメッキの色が変えて
あり、収納数の管理に便利です。キャスター付です。

絵画作品乾燥棚 折りたたみ式はね上げ 25 段
13606 ------------------------------------------------------------------------ ¥89,980 ￥81,800
サイズ：外寸：W950 × D750 × H1230㎜ 材質：スチール製角パイプ、焼き付け塗装
棚数：25 段 一段の有効間隔 31mm
収納数：半切（B2）25 枚・4 切（B3）50 枚・4 切（B4）100 枚

段間が広く、画用紙だけではなく、厚物のキャンバスも収納
フレームが折りたたみ式なので、未使用時は約半分の奥行きになります。キャスター付き

整理棚
K-10P

K-20P

13671 K-10P（10 段）------------ ¥34,100 ￥31,000
サイズ外寸

W620 × D428 × H515㎜

重量 25Kg

デザイン

13672 K-15P（15 段）------------ ¥51,700 ￥47,000
サイズ外寸

W620 × D428 × H765㎜

重量 37Kg

13673 K-20P（20 段）----------- ¥58,300 ￥53,000

工芸・民芸

サイズ外寸 W620 × D428 × H1030㎜ 重量 50Kg
K-10P が 2 台と連結金具、取扱説明書付き

絵画・画材

画用紙整理ケース
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K-15P

組み立て済み、引出し式、木目調
※ K-20P は、10 段を連結してください

版画・染色

収納サイズ：４切（B ３）画用紙まで
本体：両面プリント化粧パーチクルボード
棚板：両面プリント化粧 MDF
板に画用紙の取り出しに便利な指穴が空いています。

木彫・木工芸

送料込（ただし北海道、沖縄、離島を除く）

多目的収納庫
13861 SS-20M------ ¥113,960 ￥103,600

てん刻

（W1200 × D450 × H800㎜）

13862 SS-30M------ ¥133,980 ￥121,800

（W1200 × D450 × H1000㎜）

SS-20M

SS-30M

SS-40M

彫塑・彫刻

13863 SS-40M------ ¥163,790 ￥148,900

（W1200 × D450 × H1200㎜）

13864 SS-21M--------- ¥82,170 ￥74,700

（W900 × D600 × H800㎜）

13865 SS-31M--------- ¥97,350 ￥88,500
陶

（W900 × D600 × H1000㎜）

13632 KB4-118 ------------- ¥79,200 ￥72,000
SS-31M

SS-41M

シンプルで統一されたデザインの６種類の収納庫です。

外寸 W436 × D300 × H880㎜
内寸 W387 × D278 × H37㎜
仕様：スチール製、B4 判用、18 段

13633 KA3-118 ------------- ¥86,900 ￥79,000

用途に合わせて選択が可能な汎用性の高い多目的収納庫です。 外寸 W492 × D332 × H880㎜
内寸 W443 × D310 × H37㎜
送料込（ただし北海道、沖縄、離島を除く）
仕様：スチール製、A3 判用、18 段

金属工芸

＜材質＞
本体：ポリエステル化粧合板
エッジ：オレフィン系ソフトエッジ

SS-21M

ガラス工芸

＜仕様＞
組み立て済み
ストッパー付きキャスター 4 個付き

芸

ペーパーケース

13866 SS-41M------ ¥140,360 ￥127,600

（W900 × D600 × H1200㎜）

皮革工芸
七宝焼

※写真は 7 段の商品です、YS306-NP は 6 段です。

14872 YS306-NP -------- ¥202,400 ￥184,000

14873 YP307G-S ------- ¥220,000 ￥200,000

外寸 W1330 × D827 × H900㎜
棚の内寸 W1193 × D814㎜
（四六判が横に入ります）
段数：6 段（6 引出し）棚板の間隔：80㎜
材質：本体スチール製メラミン焼き付け塗装（白色）
仕様：組立式、組立説明書＆工具付

外寸 W1310 × D840 × H900㎜
棚の内寸 W1192 × D815㎜（四六判が横に入ります）
段数：7 段（7 引出し）棚板の間隔：75㎜

※送料込みの値段です。（ただし離島は除く）

絵画、ポスター、図面、地図、製版フィルムなどの
保管に最適です。

※送料込みの値段です。（ただし離島は除く）

材質：本体スチール製メラミン焼き付け塗装（グレー）
仕様：組立式、組立説明書＆工具付
絵画、ポスター、図面、地図、製版フィルムなどの
保管に最適です。

ペーパーケース

13630 KB4-107 ------------- ¥39,050 ￥35,500
外寸 W436 × D300 × H365㎜
内寸 W387 × D278 × H37㎜
仕様：スチール製、B4 判用、7 段

13631 KA3-107 ------------- ¥41,800 ￥38,000
外寸 W492 × D332 × H365㎜
内寸 W443 × D310 × H37㎜
仕様：スチール製、A3 判用、7 段

備品

引出式洋紙棚 B

資料

引出式洋紙棚 A
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エッチングプレス機

絵画・画材

デザイン
工芸・民芸
版画・染色

エッチングプレス機 F-1 型

エッチングプレス機 400 型

エッチングプレス機 450 型

エッチングプレス機 600 型

22920 -------- ¥176,000 ￥160,000

22922 -------- ¥139,700 ￥127,000

22923 -------- ¥151,800 ￥138,000

22921 -------- ¥209,000 ￥190,000

上ローラー：φ 120 × 450㎜

上ローラー：φ 100 × 400㎜

上ローラー：φ 100 × 450㎜

上ローラー：φ 120 × 600㎜

下ローラー：φ 55 × 450㎜、ムク棒鋼

下ローラー：φ 55 × 400㎜、ムク棒鋼

下ローラー：φ 55 × 450㎜、ムク棒鋼

下ローラー：φ 55 × 600㎜、ムク棒鋼

鉄板サイズ：915 × 450㎜

鉄板サイズ：915 × 400㎜

鉄板サイズ：915 × 450㎜

鉄板サイズ：915 × 600㎜

重量：約 65kg

付属品：フェルト付き
鉄製枠組ベアリング入り、ギヤカバー付き
ゴム製安全ストッパー付き。

木彫・木工芸

A2 判（594 × 420㎜）まで。※送料実費です。

22951

重量：約 60kg

重量：約 78kg

付属品：フェルト付き

付属品：フェルト付き

付属品：フェルト付き

鉄製枠組ベアリング入り、ギヤカバー付き

鉄製枠組ベアリング入り、ギヤカバー付き

鉄製枠組ベアリング入り、ギヤカバー付き

ゴム製安全ストッパー付き 4 切判まで。

ゴム製安全ストッパー付き A2 判（594 × 420㎜）

安全ストッパー L 型付き

※送料実費です。

まで。※送料実費です。

※送料実費です。

版画プレス機台Ⅰ型 ------------------

サイズ：H720 × W545 × D485㎜

重量：約 55kg

¥52,800 ￥48,000

エッチングプレス機 400、450、F1 型用

てん刻

22952 版画プレス機台Ⅱ型 ------------------ ¥59.400 ￥54,000
サイズ：H720 × W705 × D505㎜

エッチングプレス機 600 型用

仕様：スチール製
焼き付け塗装仕上げ、溶接済み

彫塑・彫刻

キャスター付き
（内 2 個はストッパー付き）
機械と台の取り付けボルト付き

レイスカッター（発泡スチロールカッター）
14282 ------------------------------------------------------- ¥47.300 ￥43,000

陶
芸

上記、2 種いずれも、移動用キャ
スター付きで、2 段の棚に道具、
材料などを置くこともできます

サイズ：幅 480 ×奥行 240 ×高さ 360mm （テーブル W400 × D240mm）
アーム ( 有効寸法 )：カッター 幅 210 ×奥行 340 ｍｍ（スライド式）
ヒーター：100 Ｖ 3 段切替 （強 20 Ｗ・中 18 Ｗ・弱 16 Ｗ）
付属品：直線切り定規、円・円錐切り用針
スライド式アームで、円形・斜め、円錐・直線など色々な形状が切断できます

ガラス工芸

14283 替熱線（3.3m、約 10 本分）-------------------------------------------- ￥770 ￥700

金属工芸

糸のこ替刃

木材

糸のこの刃を変えれば、
木材だけではなく薄鉄板・プラスチック
発泡スチロール・発泡ウレタンの
切断ができます。

＜薄い材料＞

24 山中目・二つ山

＜厚い材料＞

18 山トビ目

木工・金工万能用

プラスチック・発泡スチロール・発泡ウレタン
60 山・スリ目・小アサリ

44701 大アサリ（12 本）---------- ¥726 ￥660
44711 大アサリ（100 本）----- ¥5,060 ￥4,600
寸法：厚 0.65 ×幅 1.5㎜

切り口：粗い

金属＜薄鉄板・真鍮板＞貝殻

皮革工芸

スリ目・小アサリ・大アサリ

木工用（中間木）

木工用（軟木）
山中目（12 本）---------

山トビ目（12 本）------

プラスチック・アクリル

七宝焼
資料

44702 24
¥594
44712 24 山中目（100 本）----- ¥3,520 ￥3,200

44703 18
¥594
44713 18 山トビ目（100 本）--¥3,520 ￥3,200

44704 60 山（12 本）--------------- ¥594 ￥540
44714 60 山（100 本）----------- ¥3,520 ￥3,200

寸法：厚 0.4 ×幅 1.3㎜

寸法：厚 0.45 ×幅 1.8㎜ 切り口：きれい

寸法：厚 0.4 ×幅 1.3㎜

ベニヤ・段ボール

金工用（鉄、真鍮板用、貝殻）

金工用（鉄、真鍮板用）

44705 二つ山（12 本）-------------- ¥594 ￥540
44715 二つ山（100 本）---------- ¥3,520 ￥3,200

44706 スリ目（12 本）-------------- ¥660 ￥600
44716 スリ目（100 本）---------- ¥4,620 ￥4,200

44707 小アサリ（12 本）----------- ¥770 ￥700
44717 小アサリ（100 本）------- ¥5,170 ￥4,700

備品

寸法：厚 0.45 ×幅 1.8㎜

￥540

切り口：きれい

切り口：やや粗い

無くなり次第廃止
寸法：厚 0.45 ×幅 1.4㎜

切り口：やや粗い

￥540

寸法：厚 0.4 ×幅 1.2㎜

切り口：きれい

切り口：やや粗い

糸のこ機械
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絵画・画材

TD-430 型（卓上型）

45360----------------------------------------------------- ¥145,200 ￥132,000
様式：固定アーム式

アーム奥行：430㎜

サイズ：W250 × D600 × H585㎜

重量：22kg

デザイン

TD-520 型（卓上型）

45361 ----------------------------------------------------- ¥162,800 ￥148,000
様式：固定アーム式

アーム奥行：520㎜

サイズ：W250 × D690 × H585㎜

重量：25kg

＜消費電力＞
電源 100V 100W

TD-600 型（スタンド型）

＜振動数＞
920（50Hz）、1100（60Hz）回／分

様式：固定アーム式

＜付属品＞
工具類、油差し、鋸刃
発泡スチロール切断用アタッチメント
一式 , 使用説明書

45363 -------- ¥224,950 ￥204,500
様式：固定アーム式

アーム奥行：720㎜

サイズ：W430 × D775 × H1140㎜ 重量：55kg

サイズ：W430 × D895 × H1140㎜ 重量：58kg

テーブルサイズ：W250 × D350㎜（傾斜角 20°
）
ストローク：20㎜

テーブルサイズ：W250 × D350㎜（傾斜角 20°）
ストローク：20㎜

消費電力：電源 100V

振動数：920（50Hz）
、1100（60Hz）回／分
切断能力：軟木 50㎜、鉄 8㎜、発泡スチロール 95㎜

消費電力：電源 100V 100W
振動数：920（50Hz）、1100（60Hz）回／分
切断能力：軟木 50㎜、鉄 8㎜、発泡スチロール 95㎜

付属品 : 工具類、油差し、鋸刃、熱ヒーター 800㎜
発泡スチロール切断用アタッチメント一式 , 使用説明書

付属品 : 工具類、油差し、鋸刃、熱ヒーター 800㎜
発泡スチロール切断用アタッチメント一式、使用説明書

100W

木彫・木工芸

熱ヒーター 800㎜

アーム奥行：600㎜

TD-720 型（スタンド型）

版画・染色

45362 -------- ¥208,670

＜切断能力＞
軟木 50㎜、鉄 8㎜
発泡スチロール 95㎜

￥189,700

工芸・民芸

＜テーブルサイズ＞
W250 × D350㎜（傾斜角 20°）
ストローク：20 ㎜

TS-60 型（スタンド型）
アーム奥行：720㎜

サイズ：W430 × D775 × H1140㎜

重量：55kg

45367 --------- ¥199,650 ￥181,500
様式：固定アーム式

アーム奥行：720㎜

サイズ：W430 × D895 × H1140㎜

45364 -------- ¥125,180 ￥113,800

45365 -------- ¥133,650 ￥121,500

様式：固定アーム式

様式：固定アーム式

アーム奥行：430㎜

サイズ：W250 × D600 × H585㎜

重量：22kg

アーム奥行：520㎜

サイズ：W250 × D690 × H585㎜

振動数：920（50Hz）
、1100（60Hz）回／分
切断能力：軟木 50㎜、鉄 8㎜
付属品：工具類、油差し、鋸刃、使用説明書

芸

TS-52 型（卓上型）

陶

TS-43 型（卓上型）

重量：58kg

テーブルサイズ：W250 × D350㎜（傾斜角 20°
）
ストローク：20㎜ 消費電力：電源 100V 100W

彫塑・彫刻

TS-72 型（スタンド型）

てん刻

45366 --------- ¥184,800 ￥168,000
様式：固定アーム式

重量：25kg

テーブルサイズ：W250 × D350㎜（傾斜角 20°
）
ストローク：20㎜

消費電力：電源 100V 100W
振動数：920（50Hz）、1100（60Hz）回／分
切断能力：軟木 50㎜ 、鉄 8㎜

消費電力：電源 100V 100W
振動数：920（50Hz）
、1100（60Hz）回／分
切断能力：軟木 50㎜、鉄 8㎜

付属品：工具類、油差し、鋸刃、使用説明書

付属品：工具類、油差し、鋸刃、使用説明書

糸のこ台 TM-91 型
44927 ----------- ¥30,580 ￥27,800
サイズ：W400 × D600 × H600㎜
テーブル寸法：400 × 600 × 20㎜
重さ：11kg

仕様：引き出しボックス付き
（樹脂製 480 × 334 × 74㎜）
キャスター（ストッパー付き）2 個
ゴム足（アジャスター付き）2 個

GR-400 型（卓上型）

GR-700 型（スタンド型）

44957 -------- ¥215,600 ￥196,000

44958--------- ¥279,400 ￥254,000

サイズ：W300 × D820 × H590㎜ 重量：49kg
アーム奥行：600㎜
テーブルサイズ：W300 × D400㎜（傾斜角左側のみ 20°）

サイズ：W450 × D930 × H1140㎜ 重量：70kg
アーム奥行：700㎜
テーブルサイズ：W300 × D400㎜（傾斜角左側のみ 20°）

鉄板金属製

鉄板金属製

糸のこ使用時の防振、防音のために、機械
の下に敷いて使用すると効果があります。
また、ボルトなどでは固定できない機械の
下に敷いて使用すると、スリップ防止にも
役立ちます。

消費電力：電源 100V 320W（モーター出力 150W）
駆動数：950 回／分（50Hz）、1100 回／分（60Hz）
切断能力：軟木 50㎜以内、アクリル樹脂 20㎜以内

消費電力：電源 100V 320W（モーター出力 150W）
振動数：950 回／分（50Hz）
、
1100 回／分（60Hz）
切断能力：軟木 50㎜以内、アクリル樹脂 20㎜以内

機械自体が踊ってしまう恐れもなく安心
して作業がおこなえます。

銅（真鍮）4㎜以内

銅（真鍮）4㎜以内

( 振動・衝撃吸収性能に優れたマイクロセル低

付属品：スパナ、六角スパナ、油差し

付属品：スパナ、六角スパナ、油差し

反発フォーム「フットセルＣ」マットです。）

七宝焼

44924 小（460 × 240 × 3㎜）--------------------------------- ¥2,200 ￥2,000
44925 中（580 × 240 × 3㎜）--------------------------------- ¥2,750 ￥2,500
44926 大（930 × 930 × 3㎜）------------------------------ ¥14,300 ￥13,000

皮革工芸

防振・防音マット

金属工芸

材質脚部：スチール製、
色グリーンテーブル：防音性スターウッド材

ガラス工芸

テーブルサイズ：W250 × D350㎜（傾斜角 20°
）
ストローク：20㎜

振動・衝撃吸収性能に優れたマイクロセル低反発フォーム
資料
備品
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糸のこ機械

絵画・画材

デザイン
工芸・民芸
版画・染色

AF-eco1 型（卓上型）

AF-eco3 型（卓上型）

AF-eco4 型（卓上型）

45353 -------------------------- ¥91,300 ￥83,000

45354 ------------------------ ¥103,400 ￥94,000

45355 ----------------------- ¥121,000 ￥110,000

サイズ：W250 × D545 × H470㎜
重量：14kg アーム奥行：350㎜
テーブルサイズ：W250 × D250㎜
アルミダイキャスト製（傾斜角度 左側のみ 20°
）
消費電力：電源 100V 100W（消費電力 200W）
駆動数：1000 回／分（50Hz）、1200 回／分（60Hz）
切断能力：軟木 40㎜、樹脂 20㎜、銅・真鍮 4㎜以内
付属品：糸鋸替刃（18 山トビ目）3 本、取扱説明書

サイズ：W250 × D680 × H470㎜
重量：15kg アーム奥行：500㎜
テーブルサイズ：W250 × D250㎜
アルミダイキャスト製（傾斜角度 左側のみ 20°
）
消費電力：電源 100V 100W（消費電力 200W）
駆動数：1000 回／分（50Hz）
、1200 回／分（60Hz）
切断能力：軟木 40㎜、樹脂 20㎜、銅・真鍮 4㎜以内
付属品：糸鋸替刃（18 山トビ目）3 本、取扱説明書

サイズ：W290 × D790 × H470㎜
重量：26.5kg アーム奥行：600㎜
テーブルサイズ：W290 × D320㎜
鉄板金製焼付け白色塗装仕上げ（傾斜角度 左側のみ 20°）
消費電力：電源 100V 100W（消費電力 200W）
駆動数：1000 回／分（50Hz）
、1200 回／分（60Hz）
切断能力：軟木 40㎜、樹脂 20㎜、銅・真鍮 4㎜以内
付属品：糸鋸替刃（18 山トビ目）3 本、取扱説明書

木彫・木工芸

AF-eco4S 型（スタンド型）
45358 --------------- ¥159,500

￥145,000

サイズ：W453 × D790 × H1043㎜ 重量：49.5kg
アーム奥行：600㎜
付属品：糸鋸替刃（18 山トビ目）3 本、取扱説明書

てん刻

＜テーブルサイズ＞
W290 × D320㎜
（傾斜角度 左側のみ 20°）

スーパースタンド ST-01 型

44965 ------------------- ￥27,500 ￥25,000
サイズ：W400 × D600 × H600㎜
テーブル寸法：400 × 600㎜
＜材質＞
脚部：スチール製

重さ：11.5kg

樹脂製アジャスター白化粧合板

＜仕様＞
組み立て式
ワンタッチ上下稼働式
キャスター付き

＜テーブル材質＞
鉄板金製焼付け白色塗装仕上げ

彫塑・彫刻

＜消費電力＞
電源 100V 100W（消費電力 200W）
＜駆動数＞
1000 回／分（50Hz）
1200 回／分（60Hz）

陶

＜切断能力＞
軟木 40㎜、樹脂 20㎜
銅・真鍮 4㎜以内

芸

電動糸のこ AF-eco

搭載イメージ

フリーアーム機構で中抜き作業もこんなに簡単！ 切断面に角度をつけたい場合は！

ガラス工芸

目に優しいカラーで美しいフォルム
連続作業でも安心
静寂でしかも低振動

金属工芸

AF-eco シリーズは振動を最小限
に抑える新設計のボディで、し
かも静音タイプのモーターの採
用で今までにない静寂性と低振
動を実現しました。

皮革工芸

フトコロサイズも 350㎜〜 700
㎜の 4 種類から選べる様になっ
ていますので切断能力に応じて
お選びください。

糸のこ刃上端の締付けをはずし
フリーアーム部を上方へ振りま
す。あらかじめドリルなどで穴
をあけた部分へ糸のこ刃上端を
下から差し込みます。

フリーアーム部を元に戻して糸
のこ刃上端を締め付け直せば
セット完了。この状態で切断し
たい部分のみ切り込んでいきま
す。他の中抜き部分にも、この
作業を繰り返します。

水平状態

傾斜状態

テーブル角度を左側 20°傾けることができます。これを
することで切断面に角度をつけることができます。

七宝焼
資料
備品

SCM-80 型 A スタンダード

SCM-80 型 B 集塵装置付

44941 単相 -------- ￥649,000 ￥590,000
44942 三相 -------- ￥649,000 ￥590,000

44943 単相 ------ ￥891,000 ￥810,000
44944 三相 ------ ￥891,000 ￥810,000

サイズ：幅 1255 ×奥行 760 ×高さ 1390㎜
重量：120kg
アーム奥行き：800㎜
テーブルサイズ：800 × 600㎜
テーブル傾斜左側のみ 15°
モーター出力：単相 100V、300W 、三相 200V、300W
消費電力：単相 530W 三相 450W
駆動数：50Hz/60Hz 800：1200：1500spm

サイズ：幅 1255 ×奥行 760 ×高さ 1390㎜
重量：130kg
アーム奥行き：800㎜
テーブルサイズ：800 × 600㎜
テーブル傾斜左側のみ 15°
モーター出力：単相 100V、300W 、三相 200V、300W
消費電力：単相 530W 三相 450W
駆動数：50Hz/60Hz 800：1200：1500spm

付属品：刷毛、油差、スパナ、六角レンチ
アジャストボルト、吊上げスプリング
ドライバー、取扱説明書

付属品：刷毛、油差、スパナ、六角レンチ
アジャストボルト、吊上げスプリング
ドライバー、取扱説明書

電動工作機械
44959 単相 --------------- ¥473,000

絵画・画材

SCR-70 型
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PROXXON
￥430,000

44960 三相 --------------- ¥473,000 ￥430,000

コッピングソウテーブル EX
44969 No.27088 ----------------- ¥29,700 ￥27,000
50/60Hz

消費電力：90W

刃のスピード：500 〜 1700（回／分）

重量：90kg

刃の上下ストローク：12㎜
機体寸法：横 247 ×奥行 430 ×高さ 300㎜

アーム奥行き：700㎜
テーブルサイズ：500 × 500㎜ テーブル傾斜左側のみ 20°
モーター出力：単相 100V、300W・三相 200V、300W
駆動数：50Hz/60Hz ／ 800：1200：1500spm
＜付属品＞
刷毛
油差

吊上げスプリング
ドライバー

＜付属品＞
糸のこ刃 6 本、L 型レンチ、1 本 本体固定用クランプ 2 本
本体取り付けネジ

3 本、集塵アタプター（掃除機用）

切断、切り抜き、直線切り、曲線切りなど、思いのままの
形にできる。
折り曲げ式アーム装備で
中抜き作業が簡単に行えます。

専用クランプで直接テーブルに
本体を固定できます。

集塵機（掃除機）に接続して
作業するとより効率が上がります。

取扱説明書

版画・染色

スパナ
六角レンチ

重量：3,2Kg

定格使用時間：15 分

工芸・民芸

消費電力：単相 530W ／三相 450W

デザイン

電源：100V

サイズ : 幅 500 ×奥行 1032 ×高さ 1322㎜

木彫・木工芸

PROXXON スーパー・サーキュラソウテーブル
44970 No.28070 --------------------------------------- ¥70,620 ￥64,200

機体寸法：横 247 ×奥行 186 ×高さ 124㎜ 重量：2Kg
電源：100V 50/60Hz 消費電力：80W 刃の回転数：3500min（回／分）
定格使用時間：15 分

サイズ：H170 × W300 × D260㎜ 重量：6kg
電源：100V 消費電力：200W 振動数、回転数：3500 〜 6000rpm（無段変速）
定格時間：15 分 コード長さ：2m

＜用途＞
木材、プラスチック、アルミの直線切りや角度切りに。また、売の丸のこに取り
替えれば、FRP、プリント基盤も切断できます。

44983 No.28170 ----------¥69,740 ￥63,400

ガラス・タイル・石材用ダイヤモンドブレード

水槽タンクセット
44991 No.28188 ----------- ¥12,100 ￥11,000

左のミニバンドソーの
刃をダイヤモンドブ
レードにし、水槽タン
クセットを標準で装備
した、ガラス・タイル・
石材用のバンドソーで
す。

備品

※ダイヤモンドプレートを使用するときには、必ず
お使いください。

●単品で木工・金工
用替刃（5 24 山・14
山、3.5 14 山・24 山、
6 24 山）があります。
お申し付けください。

44984 No.28172 ---------- ¥99,000 ￥90,000
サイズ：H480 × W395 × D280㎜ 重量：5.5kg
テーブルサイズ：200 × 200㎜（傾斜角右 45°
）
アーム奥行き：150㎜
電源：100V 消費電力：0.9A ／ 90W
スピード：130 〜 200m ／分
定格時間：30 分 最大切断高さ：80㎜
＜付属品＞
ダイヤモンドブレード（幅 3 ×円周 1060㎜）1 本
角度切り定規 1
集塵用ゴムパイプ 1
水槽タンクセット、L
型レンチ（大、中、小）
各1本

資料

44990 No.28186（幅 3㎜）-- ¥22,000 ￥20,000

＜付属品＞
帯のこ刃 14 山（幅 5
×円周 1060㎜）1 本、
角度切り定規 1、集
塵用ゴムパイプ 1

（ガラス・タイル・石材用）

七宝焼

木工・金工用替刃 24 山
44988 No.28180（幅 3.5㎜）- ¥3,520 ￥3,200
44985 No.28174 （幅 5㎜）-- ¥3,080 ￥2,800
44989 No.28182（ 幅 6 ㎜）-- ¥3,520 ￥3,200

サイズ：H480 × W395 × D280㎜ 重量：5.5k
テーブルサイズ：200 × 200㎜（傾斜角右 45°）
アーム奥行き：150㎜
電源：100V 消費電力：0.9A ／ 100W
スピード：130 〜 200m ／分 定格時間：30 分
最大切断高さ：80㎜
切断能力：軟木 80㎜、硬木 50㎜、鉄 10㎜、アルミ
20㎜、銅・真鍮 15 ㎜

PROXXON ミニバンドソウ

皮革工芸

木工・金工用替刃 14 山
44987 No.28178（幅 3.5㎜）- ¥3,520 ￥3,200
44986 No.28176（ 幅 5 ㎜）-- ¥3,080 ￥2,800

（木工・金工用）

金属工芸

PROXXON ミニバンドソウ

ガラス工芸

ミニバンドソウ用アクセサリー

芸

卓上強力丸のこ盤です。
（切断能力：0 〜 26㎜）刃の傾斜角
45 〜 90°作業テーブル 500㎜まで伸
縮可能。別売で、木工用ブレード（80
山）木工用チップソウ（12 山）木工・
アルミ用チップソウ（24 山）ダイ
ヤモンドブレードなどの各種アタッ
チメントがあります。お問い合わせ
ください。

陶

安全性、作業性を兼ね備え、卓上で
手軽に直線切り、斜め切りが行える
小型卓上丸のこ盤。
専用クランプで本体を固定。
ガイドを使用して直線、角度切断が
可能です。

＜付属品＞
L 型レンチ（大・小）各 1、直線切りガイド 1、角度切りガイド 1
取り付けネジ 4 本、木工・アルミ用ブレード（24 山）1 枚

彫塑・彫刻

＜付属品＞
L 型レンチ（大、小）
、直線切りガイド、角度切りガイド
本体固定用クランプ 2 個、本体取り付けネジ 3 本、丸鋸刃
集塵アタプター（掃除機用）

てん刻

PROXXON ミニ・サーキュラソウテーブル EX
44971 No.27006 ------------------------------------------- ¥20,900 ¥19,000

310

電動彫刻機

絵画・画材

デザイン

PROXXON ミニウッドレース（小型木工旋盤）

PROXXON フライスマシン標準セット

48141 NO.28140 ---------------------------------------- ¥23,100 ￥21,000

44976 NO.27000 ----------------------------------------¥91,300 ￥83,000

サイズ：395 × 93 × 77㎜ 重 量：1.2kg
電 源：100V、50 ／ 60Hz 消費電力：60W 定格使用時間：15 分
回転数：500 〜 5000min（無断電子コントロール付き）

木材の面取り、溝入れ加工
金属のフライス加工
ボール盤としても
使用できます。

工芸・民芸

＜付属品＞ 回転センターアタッチメント 2 種、専用ナイフ 3 種ドリル 2㎜、コレッ
トチャック（2.0 ／ 4.0㎜用）
、コレット締め付けピン、スパナ、置決めピン、セン
ター出し定規、本体固定木ネジ、本体固定ビス、本体固定ナット、本体固定ワッシャ
材料固定ビス、ワッシャ大

版画・染色

太 さ φ 8 〜 30 ㎜ ま で 長 さ
195㎜までの木材を削るこ
とができます。固い材木、
バルサ材、桐材、発泡スチ
ロールなど（金属の切削作
業はできません）

多機能を備えた卓上フライス盤

※ エンドミルは別売です。
< サイズ >
横 350 ×奥行き 420 ×高さ 500㎜
重量 :13.9kg

ミニウッドレース
ウッドレース DX
共通オプション

木彫・木工芸

NO.28122 ドリルチャック
48150------- ￥3,630 ￥3,300
※ウッドレース DX には、取
付シャフトが必要です。

PROXXON ウッドレース DX
てん刻

48142 NO.27020 ---------------------------------------- ¥49,500 ￥45,000

彫塑・彫刻

＜付属品＞ コレットチャック 6 種類、防塵メガネドライブセンター
回転センターアタッチメント、センター出し定規、専用スパナ 2 種、専用ナイフ
刃物台調整つまみ、本体固定ネジ、タッピングビス

サイズ：485 × 91 × 140㎜ 重 量：2.2kg 電源：100V、50 ／ 60Hz
消費電力：80W 定格使用時間：30 分 回転数：600/300（50 ／ 60Hz）〜
3500min

陶

6 種類（φ 2、3、4、6、8、10㎜用）のコレットが付属し、主軸貫 穴も装備、幅
広い小径丸棒材等の加工が可能。木工旋盤作業が手軽に行えるセット内容です。
加工寸法は丸材φ 50㎜、角材 40 × 40㎜、長さ 220㎜まで。

芸
ガラス工芸

NO.27082 延長テーブル
48143-------- ¥3,850 ￥3,500
（300㎜延長）
NO.27086
ドリルチャック取付用シャフト

＜フライスモーター＞

フライスモーター

静かな強力モーターで 1,200~6.000min（回 / 分） 電源トランス
（無段電子コントロール付）
コレットチャックφ 6㎜用
38~40V 用（専用トランス）
定格使用時間 30 分 消費電力：200W
鉄、真鍮、アルミ、プラスチック、木材、
等あらゆる材料を加工できるモーターです。
＜電源トランス＞
AC100V 50-60Hz ー AC38V
＜ドリルスタンド＞
200 × 200㎜テーブル
高さ 500㎜ 上下スライド 65㎜
モーター取り付け穴 43㎜
90°まで角度調整することも出来ます。
＜クロステーブル＞
テーブル寸法：200 × 200 ㎜（T 溝付）
ハンドル目盛：10/100㎜
（ハンドル 1 回転 20㎜）
スライド最大寸法
前左右・各 70㎜ 後・40㎜

ドリルスタンド

48144-------- ¥1,430 ￥1,300

金属工芸

卓上型木工旋盤 YH-200 型
48132 ------------------------------------------------------ ¥73,810 ￥67,100

皮革工芸
七宝焼

サイズ：180 × 500 × 230㎜
重量：15kg
材 質：鉄・アルミ
付属品：100㎜板プラス
主軸三つ爪、スクイ丸刃 9㎜
電 源：家庭用 100V
電動モーター：175W

資料

小型・簡単・便利・省電力、誰にでも操作でき、楽しめる卓上木工旋盤です。最
大加工寸法、板材厚さ 40㎜・径 150㎜、円柱材径 100㎜・長さ 170㎜まで可能な
卓上木工旋盤です。茶托、花瓶、小物入れなどオリジナルな作品が作れます。家
庭用電力 100V で使用でき安全設計、日本製で安心して使用できます。
100㎜スクロールチャック
48133 ------ ¥42,515 ￥38,650

備品

手バイト替刃式 3 本セット
48134 -------¥25,740 ￥23,400

クロステーブル

別売

エンドミル（ハイス）

44973 NO.27613 φ 3㎜ ------------ ¥4,400 ￥4,000
44974 NO.27614 φ 4㎜ ----------- ¥4,400 ￥4,000
44975 NO.27616 φ 6㎜ ------------¥4,400 ￥4,000
6㎜軸 アルミ、真鍮、鉄、プラスチック

電動彫刻機
精度の高い加工を施した
新開発の小型強力モーターを搭載した
先端部分にベアリングを 2 個装着。
ペン型ミニルーター

ミニルーター MM20

新開発の小型、軽量モーターを使用。

ビットのシャフト径φ 2.35㎜専用

PROXXON ミニルーター

48095 MM100 No.28525------------------------------- ¥18,920
48096 MM100 No.28525-S ---------------------------- ¥24,200 ￥22,000
￥17,200

＜チャック部＞ ビットのシャフト径φ 2.35㎜／ 3.0㎜
＜付属品＞ コレットチャックφ 2,35/3,0㎜各 1 個、スパナ

48098 MM30 No.26800 --------------------------------- ¥10,450 ￥9,500
回転数：7,000~16,500（回 / 分）無段電子コントロール付

重量：160g

重量バランス設計で更に使いやすくなりました。
＜ MM20/MM30 共通スペック＞
サイズ：長さ 195 ×太さφ 29mm
電源：100 Ｖ、50 ／ 60 Ｈｚ 消費電力：15 Ｗ 定格使用時間：15 分
＜ MM20 付属品＞
ダイヤモンドビット 1 本、ハイスビット 1 本、軸付砥石（GC）1 本、専用ビットケース 1 個
＜ MM30 付属品＞ ダイヤモンドビット 2 種、ハイスビット 2 種、軸付砥石（GC）2 種
純毛パフ 1 本、シリコンパフ 1 本、専用ビットケース 1 個

木彫・木工芸

＜ 28525-S ミニルーターセットのプラス付属品＞
ダイヤモンドビット 2 種、ハイスビット 2 種
純毛パフ 2 種、純毛パフ（ディスク）2 枚
軸付砥石（WA）4 種、シリコンパフ 1 本
切断砥石 5 枚、ワイヤーブラシ 1 枚

回転数：16,500（回 / 分）重量：150g

版画・染色

サイズ : 長さ 230 ×太さφ 35mm 重量：260g
電源：100 Ｖ、50 ／ 60 Ｈｚ 消費電力：35 Ｗ
先端回転数：8,000 〜 18,000（回 / 分） 定格使用時間：15 分

48097 MM20 No.26700 ----------------------------------- ¥7,920 ￥7,200

工芸・民芸

PROXXON ミニルーター

デザイン

ミニルーター MM30

絵画・画材

ベストセラー
ミニルーターのニューモデル
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PROXXON マイクロ・ベルトサンダー
てん刻

45456 No.27510------------------------------------------ ¥31,350 ￥28,500

＜付属品＞

45457 細目 No.28581------- ¥1,650 ￥1,500
45458 中目 No.28582------- ¥1,650 ￥1,500
45459 荒目 No.28592------- ¥1,650 ￥1,500

48110 No.28640 ----------------------------------------- ¥19,250 ￥17,500

趣味の版画から本格的な木彫りまで、けやき、さくら、ほお、チーク、
くすなどの堅い木の彫刻に威力を発揮する木彫機です。

48111 単品替刃（5 本セット）------------------------------ ¥4,950 ￥4,500

金属工芸

セット内容：平刀 9㎜ 丸刀 9㎜・6㎜、平丸刀 9㎜ 三角刀 4㎜ 90°、各 1 本

ガラス工芸

サイズ：長さ 240㎜ 重量：0.68k 電源：100V 消費電力：65W
コード長さ：2m 振動数・回転数：11000 回／分
定格時間：15 分
付属品：刃（平刀 9㎜ 1 本）（丸刀 9㎜ 1 本）（三角刀 4㎜ 90°1 本）

芸

＜用途＞
木や金属の仕上げ、バリ取
り作業などの細かい作業
に。また、狭い部分の加工
などに使いやすいベルトサ
ンダーです。

PROXXON カービングプロ（打刻式）

陶

ベルトペーパー
（細目、中目、荒目、各 2 本）
掃除機用アダプター
集塵用ゴムパイプ

彫塑・彫刻

サイズ：長さ 350 × 90㎜ 重量：0.8kg
ベルトサイズ：幅 10㎜ 、周長 330㎜
電源：100V 消費電力：50W
ベルトの周回：300 〜 700m/ 分（無段電子コントロール付）
角度調節：0 〜 70 度
専用ベルトペーパー（5 本）

皮革工芸

48090 No.28594 ------------------------------------------- ¥10,450 ￥9,500

48089 No.22700 ----------------------------------------- ¥15,620 ￥14,200

サイズ：横 28.5 ×縦 200mm 重量：200g
電源：100 Ｖ、50 ／ 60 Ｈｚ
消費電力：15 Ｗ
先端振動数：6,800 定格使用時間：15 分

サイズ：横 250 ×奥行 295 ×高さ 125mm 重量：1,500g
電源：100 Ｖ、50 ／ 60 Ｈｚ 消費電力：20 Ｗ 定格使用時間：15 分

＜付属品＞
先端アーバー 8 種
ヤスリペーパー 180 番、240 番、400 番 各 1 シート
先端の形状が 8 種類ありますので、研磨する場所に
よって選択して下さい。

木工、金工の切削作業時の切削クズや粉塵の
集塵に便利です。
排気ジャバラは別売りです。
ヒットやルーターは含みません。

ビットスタンド

備品

狭い場所の精密研磨が可能です。

＜付属品＞
専用フィルター 3 枚
専用先端ビットスタンド

資料

PROXXON ダストキャッチャー（集塵テーブル）

七宝焼

PROXXON ペンサンダー
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電動彫刻機

絵画・画材

軽くて木ホリデーの 2 倍のパワー

デザイン
工芸・民芸

ハイホリデー HHD-10 型（打刻式）

木ホリデー KHD-2 型（打刻式）
48100 ------------------------------------------------------- ¥18,480 ￥16,800

48103 ------------------------------------------------------- ¥26,180 ￥23,800

振動数・振幅：10000 回／分・1.0mm

振動数・振幅：10000 回／分・1.0mm

サイズ：φ 42 ×長さ 215㎜

チャックサイズ：4㎜φ

重量：580g

コード長さ：2m

サイズ：φ 42 ×長さ 218㎜

チャックサイズ：4㎜φ

重量：415g

コード長さ：2m

版画・染色

電源：AC100V、50/60Hz 消費電力：25W 定格時間：30 分
＜付属品＞ 彫刻刃物 3 枚（丸刃幅 9㎜、平丸刃幅 12㎜、三角 60°刃幅 7㎜）

電源：AC100V、50/60Hz 消費電力：55W 定格時間：30 分		
＜付属品＞ 彫刻用刃物
（丸刃幅 3㎜、
丸刃幅 9㎜、
丸スクイ刃幅 9㎜、
平丸刃幅 12㎜、
三角刃幅 7㎜ 60°
）

＜用途＞

＜用途＞

木版画から本格的な木彫りまで。

細かい前後運動により、木に当てるだけで彫れていきます。
くす、ほお、チーク、ラワンなどの堅い木の彫刻に最適です。スイッチを入れても、モーターは回転

木彫・木工芸

しますが、刃先が素材に当たるまでは、刃先の部分は動作しません。替え刃は、付属品の他に 33 種
あります。お問い合わせください。

木版画から本格的な木彫りまで。

アース不要。前後運動により、木に当てるだけで彫れていきます。強力なパワーで、黒たんやローズ
などの特に堅い木の彫刻にも最適です。スイッチを入れても、モーターは回転しますが、刃先が素材
に当たるまでは、刃先の部分は動作しません。替え刃は、付属品の他に 33 種あります。お問い合わ
せください。

ハンドメイト HMA-100EK 型（回転式）
48102 ---------------------------------------------------- ¥115,280 ￥104,800
チャックサイズ：1 〜 6㎜φ（ドリルチャック式）
電源：100V

消費電力：300W

振動数・回転数：0 〜 14000rpm

定格時間：連続

てん刻

＜付属品＞
モーター HMA-100
フレキシブルシャフト 1m

彫塑・彫刻

ハンドピース E 1
超硬バー 3 種
ダイヤモンド砥石 2 種

ハンドメイト HMA-100B 型（打刻式）
48104 ------------------------------------------------------ ¥109,780 ￥99,800

木工カッター 3 種
軸付砥石 3 種
サンダーホイール

1

電源：100V

木、石、金属、ガラス、プラスチック
などの彫刻に最適の機械です。

消費電力：300W

振動数：0 〜 28000s.p.m

モーター回転数：0 〜 14000rpm

定格時間：連続

チャックサイズ：4㎜φ

陶

＜付属品＞ フレキシブルシャフト 1m、ハンドピース B 1、彫刻刃物 7 枚組
スパナ（6㎜）1 本、スパナ（12㎜）1 本 電源コード（2m）1 収納箱（本体）

振動が少ない上にパワーがあり、しか
も操作は簡単です。

芸

ハンドピースは、持ちやすいペンシル
型で、材質に合わせて回転数とパワー
が調節可能です。

振動式のハンドピースタイプ B は、精密加工用で、握りの直径が 14 〜 20㎜と細く、ペンシルのよう
に使え、複雑形状に向いています。素材の硬さ、あるいは、形状に合わせた振動数、回転数を無段階
に調整できます。超低速で最大トルクを出せるので、微妙な加工も可能です。

ガラス工芸

強力モーター内蔵で
連続深彫できます

金属工芸

ウッドカーバ WCS-100 型（振動・回転両用セット）

皮革工芸

48120------------------------------------------------------- ¥89,100 ￥81,000

七宝焼

電源：100V 消費電力：300W 振動数：毎分 8000 回（振幅 1.5㎜）
回転数：4000rpm 定格時間：連続 フレキシブルシャフト：1.5m
格納箱サイズ：250 × 170 × 230㎜ 重量：5kg コード長さ：2m
＜付属品＞
ウッドカーバヘッド 1、ロータリーヘッド RH-102 1(1~6㎜ドリルチャック式）
彫刻刃物 5 枚組（丸刀 18㎜、丸刀 12㎜、丸刀スクイ 9㎜、平刀 12㎜、三角刀 10㎜）
回転工具 8 本組、スパナ 2 本組
高トルクのモーターによる高切削力超強力型です。黒檀・欅などの堅い木もきれいに早く彫れ、深彫
りができます。モーター本体からフレキシブルシャフトで動力を伝達し、ペンシルタッチで使用でき
ますので操作が容易です。木に押し当てない限り往復運動しない安全設計です。
また、
ワンタッチでロー
タリーヘッドに交換すると、振動から回転に機能変換できます。

資料

電動彫刻機用共通替刃 28 本組
48130 ----------------------- ¥34,760 ￥31,600
材質：高級鋼使用、合せ刃

重量：225g（28 本）

備品

幅 3 〜 21㎜まで合計 28 種類
彫刻刃物の豊富さ世界一。
高級刃材、安来鋼青紙 1 号やハイス鋼を使用した
電動彫刻機専用彫刻替刃です。

ハンドクラフト
48101 HCT-30S 型（打刻・回転式）---------------------- ¥62,700 ￥57,000
48109 HCT-30A 型（振動タイプ）------------------------- ¥49,280 ￥44,800
＜ HCT-30S 型・HCT-30A 型仕様＞
振動数：回転数：12000 回／分
電 源：AC100V 50/60Hz 消費電力：80W
サイズ：φ 44 ×長さ 228 重 量：800g コード長さ：2m 定格時間：連続
＜付属品＞（A 型・S 型標準セット）振動ヘッド、彫刻刃物 5 枚組、スパナ、ハンガー
（S 型のみ）回転ヘッド、回転工具 8 本組、マルチホルダー
刃先を木に当てるだけで超高速微振動で手彫刻の 3 分の 1 の力、3 〜５倍のスピードで削れ、堅木で
もシャープに彫れます。軽量で強靱なアルミ製ボディー。手彫りより安全です。

S 型は振動ヘッドから回転ヘッドにワンタッチ交換できるデラックスタイプです。
替刃はセットの他に 33 種類（全 38 種）と豊富にあります、お問い合わせください。

上段左から
丸 3㎜、丸 6㎜、丸 9㎜、丸 12㎜、丸スクイ 9㎜、丸スクイ 6㎜
深丸 9㎜、平 6㎜、平 12㎜、平丸 6㎜、平丸 12㎜、三角 90°3㎜
三角 45°5㎜、三角 60°7㎜、三角 90°10㎜
下段左から、
印刀右 9㎜、印刀左 9㎜、ロング丸 6㎜、ロング丸 12㎜
ロング丸 15㎜、ロング浅丸 9㎜、ロング浅丸 15㎜
ロング丸スクイ 6㎜、ロング丸スクイ 12㎜、ワイド丸 18㎜
ワイド丸 21㎜、ハイス平丸 21㎜、ハイス平 21㎜
ウッドカーバ WCS-100 型・ハンドメイド HMA-100B 型
ハンドクラフト HCT-30A.S 型・木ホリデー KHD-2 型（刃幅 10㎜まで）
ハイホリデー HHD-10 型（刃幅 12㎜まで）に使用できます。

電動彫刻機
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絵画・画材

デザイン

無段変速タイプでゼロ近くの回転から高トルク！

45110 ----------------------------------------------------- ¥52,800 ￥48,000

高速ドリルグラインダー HCT-30BC 型

サイズ：幅 80 ×全長 350 ×高さ 100㎜

48119 ------------------------------------------------------- ¥70,180 ￥63,800

電源：100V
＜付属品＞

消費電力：670W

重量：1.8kg

定格時間：30 分

ウッドカッター W50 1、波サンダー S50 1、ディスク布サンダー DN50 1
各1

回転数：0 〜 12000 回転／分

トルク：最大 2,500g-cm

電源：100V ／ 80W		

定格時間：連続 60 分で点検

サイズ：φ 44 ×長さ 270
＜付属品＞

各種素材の切削や切断が高スピードでできる高切削力電動工具です。

重量：880g

チャックハンドル

1個

チャック：1 〜 6.4mm φ
ハンガー

1個

強力マグネットモーター内蔵の超小型フィードバック式無段変速制御を世界で初めて開発し、一体化

ク等の切削や切断を高スピードでできます。刃の直径 50㎜。

を実現した回転電動工具です。回転音が非常に静かな設計です。低回転から高回転まで高トルクで作

別売 超硬製カッター T50

業出来ます。超硬バー、ダイヤバー、砥石などで、いろいろな素材の切断、研磨、穴開け、バリ取り等、

木彫・木工芸

木材及び木材合成物はもちろん、石工品、ガラス繊維、各種プラスチッ

微妙で複雑な加工が手狭な場所でも静かに行えます。

45111 直径 50㎜ -------------------- ￥9,130 ￥8,300
刃先部に超硬チップがついています。

版画・染色

ハンドル、13 × 17㎜スパナ、3 ミリ六角レンチ、カギスパナ

工芸・民芸

ゴーゼログラインダー G-50W 型

てん刻

フィンサンダー FSC-32 型

フィンサンダー

アターク AC-32 型

アターク

45106 FSC-32 型無段変速制御付き ------------------ ¥76,780 ￥69,800

45473 A-32 型 -------------------------------------------- ¥55,000 ￥50,000
45472 AC-32 型無段変速制御付き ------------------ ¥75,900 ￥69,000

陶

FS-32 型：長さ 260 × H67 ×径 44㎜

A-32 型：H63 × W260 ×径 44㎜

芸

45105 FS-32 型 -------------------------------------------- ¥55,880

アターク A-32 型

彫塑・彫刻

フィンサンダー FS-32 型

運動軌跡：

￥50,800

FSC-32 型：長さ 270 × H67 ×径 44㎜

3.2㎜（前後）／ 5.3㎜（左右）

電源：100V

消費電力：100W

電源：100V 消費電力：120W 楕円運動：0 〜 12000 回／分 定格時間：連続

ストローク：3.2㎜

重量：FS-32 型 800g ／ FSC-32 型 930g

取り付け穴径：φ 3 〜 6.1㎜

AC-32 型：900g

ストローク往復数：0 〜 12,000 回／分
定格時間：連続

コード長さ：2m

ガラス工芸

＜付属品＞

AC-32 型：H63 × W285 ×径 44㎜

重量：A-32 型：770g

＜付属品＞

自由加工パット、先 R パット三角パット、クランクパット

各1個

ヤスリ（平、甲丸、三角、丸※いずれも並目、軸径 5㎜）

マジック式ペーパー（＃ 60、＃ 100、＃ 320）各 1 枚

研磨パット、ペーパー 3 枚、6 角レンチ 1 本、ハンガー

マジックファスナー基布

クランク型研磨アームパット 1 本

1 枚、接着剤

1本

ヤスリがレシプロ運動（前後）することによってヤスリ加工や研摩をします。アルミ製ボディで発熱

ト」の他、3 種類のパットを標準装備します。木製品の研磨、塗装下地の研磨、錆落とし等に。

も気になりません。金属、樹脂、木などの研磨、バリ取り、仕上げ研磨に。

木工用

ハットクリダイヤ （軸径 6㎜φ）

超硬バー（軸径 6㎜φ）
全長 67㎜ ----------- ¥10,010 ￥9,100

48159 HD5.5（直径φ 5.5㎜、粒度＃ 80）--------------------- ¥6,600 ￥6,000

48092 FNF-80 サイズ：φ 12,5 × 26㎜

全長 70㎜ ----------

48121 HD10（直径φ 10㎜、粒度＃ 80）--------------------- ¥7,590 ￥6,900

48093 CNF-80 サイズ：φ 12,5 × 22㎜

全長 70㎜ ----------- ¥10,230 ￥9,300

48094 DNF-60 サイズ：φ 9,5 × 9㎜

¥10,230 ￥9,300

全長 52㎜ -------------- ¥5,500 ￥5,000

スチール製回転工具やハイス製回転工具に比べ、硬く切削性が良く長寿命です。切削部分は、目が粗
い為、切削中、目詰まりが少ないのが特徴です。

ENF-80

FNF-80

CNF-80

DNF-60

48123 HD20（直径φ 20㎜、粒度＃ 80）------------------ ¥12,100 ￥11,000
48125 HD25（直径φ 25㎜、粒度＃ 80）------------------- ¥12,100 ￥11,000
48160 HD・5S（上記 5 本のセット）--------------------- ¥47,080 ￥42,800
電動ドリルや電動ルーターの先端に本品を付け替えることによって、ガラス・鏡・金属・陶器・タイル
に穴をあけることができる円筒形のダイヤモンド工具です。

HD5.5 HD10

HD15

HD20

資料

ステンドグラス、ガラス皿、鏡、陶器類、タイル、真鍮板などに穴をあけて時計をはめる。
（HD10 を使用）
ボトルスタンドキットのコードを通す穴あけ用に。その他、陶製品やガラス製品の植木鉢への改良に。
注意：鉢、コンクリート、ガラス、石などに加工する場合、必ず水を垂らしながら、または筆などに
水をつけ、加工部分とダイヤにつけて使用して下さい。

七宝焼

使用回転数：10,000 〜 14,000 回転／分

48122 HD15（直径φ 15㎜、粒度＃ 80）---------------------- ¥9,570 ￥8,700

皮革工芸

48091 ENF-80 サイズ：φ 12,5 × 23㎜

金属工芸

曲 、凹凸、狭いコーナーを高速で研摩します。研磨する形状に合わせてカットできる「自由加工パッ

HD25
備品

314

電動彫刻機

絵画・画材

ミニルーター HD-10 型

電池式だからコードレスで
48167 黒 ----------------------- ¥3,300 ￥3,000 お手軽に場所をとらずに使えます
48168 青紫 -------------------- ¥3,300 ￥3,000 高性能ベアリング使用、抜群の芯振れ精度、連続

デザイン

48169 薄紫 -------------------- ¥3,300 ￥3,000
48115 黄 ---------------------- ¥3,300 ￥3,000

工芸・民芸

電源：単三電池 2 本（別売）
サイズ：幅 32.8 ×長さ 130㎜ 70g（電池なし）
チャック：φ 2.34㎜（JIS 規格品）
回転数：10000rpm

使用可能、強力パワー＆低振動。

七宝作品やガラス作品のバリ取りの他、篆刻にも
便利です。
ダイヤバー付きで、取り外し交換が可能です。

黒

青紫

薄紫

黄

版画・染色
木彫・木工芸

刀 TOOLS スチールカッターセット
48127 HST-A SET-------------- ¥1,760 ￥1,600

刀 TOOLS ミニロールサンダーセット
48128 HRS-MINI--------------- ¥1,760 ￥1,600

刀 TOOLS ポリッシングブラシセット
48129 HPB-SET---------------- ¥1,760 ￥1,600

用途：プラスチック、木材、非鉄金属の加工
細かいディテールの加工、彫刻、バリ取り、穴あけ溝ほり
刃先径φ 1.0㎜ 使用回転数：30000rpm 以下
丸形、台形、テーパー（ばりとり）、ドリル

用途：プラスチック、木材、金属等の研磨、
ロール状サンドペーパーのミニタイプ
曲面や平面の研磨使用回転数：10000rpm 以下
ミニロールサンダー緑（細目）10 個
ミニロールサンダー赤（中目）10 個 、専用軸 1 本

用途：プラスチック、塗装 、貴金属、
金属等の磨き・ツヤ出し、塗装 の下処理
光沢塗装の研磨使用回転数：10000rpm 以下

刀 TOOLS スチールカッターセット
48135 HST-B SET-------------- ¥1,760 ￥1,600

刀 TOOLS カーボランダム砥石セット
48136HGC-SET----------------- ¥1,760 ￥1,600

刀 TOOLS ソフトポリッシャーセット
48137 HSP-SET---------------- ¥1,760 ￥1,600

用途：プラスチック、木材、非鉄金属の加工
細かいディテールの加工、彫刻、バリ取り、溝ほり
使用回転数：30000rpm 以下
フレーム（φ 1.2㎜ ) シリンダー（φ 1.4㎜ )
ポインテッド（φ 1.6㎜ ) ウィール ( φ 2.1㎜ )

用途：金属、ガラス、陶磁器
プラスチック等の加工にエッチングパーツのゲート処
理や削り加工に。
砲弾型（小）、台形型（小）、台形型、砲弾型、平型

用途：パーティングラインの最終研磨
塗装の前処理・酸化皮膜の除去ロールサンダー研磨
後に使用するとさらに効果がアップします
使用回転数：10000rpm 以下
グリーン（細目）、グレー（中目）

刀 TOOLS 精密スチールドリルセット
48138 HDR-SET---------------- ¥1,760 ￥1,600

刀 TOOLS カッティングディスクセット
48139 HCD-SET----------------- ¥1,760 ￥1,600

刀 TOOLS ワイヤーブラシセット
48140 HMB-A SET------------- ¥1,760 ￥1,600

用途：ディテールアップの下穴加工。
シリコンガイドで穴の深さ調整の目安としてご使用にな
るととても便利です。用回転数：10000rpm 以下
φ 0.5㎜、φ 0.7㎜、φ 0.9㎜

用途：プラスチック、木材
非鉄金属の切断に使用します。
ディスク径Φ 19㎜、Φ 16㎜、Φ 13㎜
専用マンドレールｘ 1

用途：非鉄金属等の磨き、サビ取り、バリ取り
ストレートは通常の磨きに、平型は細かいディテー
ルの磨きに。使用回転数：30000rpm 以下
ストレート× 2、平型

ナイロンブラシ小・大、セーム皮パフ、コットンパフ

てん刻
彫塑・彫刻

陶
芸
ガラス工芸

金属工芸
皮革工芸

クリスタルバー

ダイヤモンドバーセット

先端サイズφ 7 × 15㎜（軸φ 2.34㎜）

JDS-01 荒削り用（4 本組）
48161-------------------- ¥3,300 ￥3,000

48164 CC0715 --------------------------------------- ¥1,320 ￥1,200
七宝焼

48165 CC1025 --------------------------------------- ¥1,320 ￥1,200

円筒型（超粗目）、円筒型（粗目）

先端サイズφ 10 × 25㎜（軸φ 3.0㎜）

円錐型（粗目）、楕円型（粗目）

クリスタルホイール

JDS-02 穴開け用（6 本組）
48162-------------------- ¥3,300 ￥3,000

資料

48166 CC2003-23 ---------------------------------- ¥2,200 ￥2,000
パフサイズφ 20 × 3㎜（軸φ 2.34㎜）

備品

＜材質＞
酸化セリウムパフ

3.0㎜（ロング）、3.2㎜、2.4㎜
1.9㎜、1.4㎜、1.1㎜

クリスタルバー
＜用途＞
ガラス、石、貝殻等の最終ツヤ出し。

JDS-01

ホイール

JDS-03 細加工用（6 本組）
48163-------------------- ¥3,300 ￥3,000

JDS-02

トンガリ型、砲弾型、楕円型
丸型（大、小）、平型

用途：ガラス、石、貝殻等の研磨・加工に。
軸径：2.34㎜

JDS-03

定規・切断工具

315
絵画・画材

デザイン

デザイン定規（2 枚組）

アクリル定規

14833 -------------------------------- ¥880 ￥800

14407--------------------------------- ¥803 ￥730

サイズ：約 180 × 60㎜

サイズ：約 335 × 125㎜
材質：塩化ビニール製、打抜き加工

12320 ----------------------------- ¥396 ￥360
サイズ：30㎝
材質：アクリル製

※ 無くなり次第廃止

仕様：溝引付き（方眼入り）

版画・染色

材質：アクリル製

工芸・民芸

雲形定規（6 枚入り）

木彫・木工芸

てん刻

片方の縁はステンレスエッジ入り

ペーパーカッター 534 型

15723 15㎝ ------------------------- ¥297

15722 30㎝ ------------------------ ¥583 ￥530

最大切断幅：460㎜（A3） 断裁厚：1.5㎜（約 15 枚）
台サイズ：285 × 585㎜
重さ：3.4kg

材質：上記いずれもアクリル製

材質：上記いずれもステンレス製

特殊刃物鋼製の円弧ブレード、安全ガード付き透明
紙押さえ付き。前後のペーパーガイドに装着できる
紙当てスライドゲージ、㎜目盛と規格 A、B サイズ
の他に角度目盛りの印刷付。

￥270

片方の縁は金属板が入っていますので、カッターナイ
フが当たっても定規のエッジが傷付きません。

14841 ------------------------ ¥29,150 ￥26,500

52103 ------------------------------------------------------------- ￥550 ￥500

44750 1.0㎜（全長 77㎜）---------------------------------------- ￥484 ￥440

無くなり次第廃止

44751 1.5㎜（全長 87㎜）---------------------------------------- 廃止

幅：10㎜

アクセサリーやキーホル
ダーなどの小物の穴あけ
をする場合に。

無くなり次第廃止

廃止

金属工芸

※金属の場合、銀、金、
銅の薄いものには使用で
きますが、真鍮板は不可
です。

ガラス工芸

ピンドリル

芸

切たがね

陶

ステンレス直定規

12325300㎜ -------------------------- ¥594 ￥540
12326500㎜ 無くなり次第廃止 ------ ¥968 ￥880

彫塑・彫刻

カッティングスケール

皮革工芸
七宝焼

かなきりばさみ

金切鋏

ハトメ抜き

52121 一般金属用 ----------- ￥4,125 ￥3,750

52119 直刃（180㎜）----------------- ￥1,980 ￥1,800

83510 7 号 φ 2.1㎜ -------------- ￥660 ￥600

サイズ：フレーム 150 × 125mm

52122 替刃 1 ダース ------------ ￥825 ￥750
サイズ：全長 130㎜ 幅 0.9㎜

6036 曲刃（180㎜）----------------- ￥2,420 ￥2,200
金属を切ることができるハサミ。
直刃は直線用、曲刃は細工用に使用します。

83515 8 号 φ 2.4㎜ -------------- ￥660 ￥600
83518 12 号 φ 3.6㎜ ------------ ￥682 ￥620
83511 15 号 φ 4.5㎜ ------------ ￥748 ￥680
83516 20 号 φ 6.0㎜ ------------ ￥825 ￥750
83512 25 号 φ 7.5㎜ ---------- ￥1,023 ￥930

備品

フレームの長さが自由に調節でき、一般の糸のこ替
刃も使用できます。

すぐは

資料

金切用糸のこ（替刃 2 本付）

316

はさみ

絵画・画材

紙工作用はさみ
14130 ギザッコ ----- ¥990 ￥900

デザイン

14131 ナミッコ ------- ¥990 ￥900
14132 マルッコ ------- ¥990 ￥900
14133 木の葉 ---------- ¥990 ￥900

ギザッコ

ナミッコ

工芸・民芸

はさみ小

サイズ：いずれも、135㎜
材質

刃：ステンレス製

6037 ------------------- ¥748 ￥680

柄：ABS 樹脂製

サイズ：113㎜

版画・染色

ギザギザ型や
波型に切れるはさみです。

先が細く尖っており、細かな細工に適
しています。

マルッコ

木の葉

木彫・木工芸

てん刻
彫塑・彫刻

ステンレスはさみ A

ステンレスはさみ B

フッ素はさみ

万能バサミ

14110 ------------------ ¥440 ￥400

14111 ------------------ ¥495 ￥450

14231 ----------------- ¥660 ￥600

83509 ------------- ¥1,210 ￥1,100

サイズ：160㎜
材質：ステンレス製

サイズ：165㎜
材質：ステンレス製

刃先がフッ素加工されていますので、
粘着付きの紙を切っても刃先がべた付
きません。

薄いアルミ板や銅板を使った金属造形
や皮革工芸、籐工芸など、手芸、工芸、
造形工作に向いています。

サイズ：155㎜
材質：ステンレス製

サイズ：150㎜
材質：ステンレス製
竹ひご切り用溝付き

※ 無くなり次第廃止

陶
芸
ガラス工芸

金属工芸

工作用万能はさみ
14117 ----------------------------- ¥990 ￥900
サイズ：150㎜、刃の長さ 45㎜
材質：ハイカーボンステンレス製

皮革工芸

ハサミ型シュレッター

縦にカット

14118 5 連刃 --------------------- ¥1,885 ￥1,714

紙を切るだけではなく、アルミ に穴をあけて切った
り、厚さ 0.5㎜までの銅線、銅板も切れます。また、
竹ひごを切るための穴も付いていますし、取っ手部
分は固くなった絵の具のふたをあけるのに便利です。

七宝焼

14119 9 連刃 --------------------- ¥2,075 ￥1,886
サイズ：いずれも、190 ㎜
＜材質＞
刃：ステンレス製 柄：ABS 樹脂製

資料

明細書や領収書であれば一度に 2 枚、ハガキや名刺ほ
どの厚さであれば 1 枚カット出来ます。

横にカット

ダブルシザース（専用型紙切はさみ）

備品

初めに縦にカットしてか
ら、横にカットすれば、約
3.5㎜角の細かさにカットで
きます。はり絵やドット絵
に最適です。

90518 ---------------------------- ¥2,200 ￥2,000
サイズ：200㎜
●トーナルカラーなどの色紙をカットしてはり絵・
ドット絵などのパーツづくり、七夕飾りや、色々な
紙工作に楽しく使用できます。

材質：スチール製

刃の片方が幅 1㎜の 2 枚刃になっていますので、1㎜
の幅の線が切り抜けます。ステンドグラスの型紙や
ビルダーカードの切り抜きに使用します。

カッター・ナイフ

317
絵画・画材

7 月価格変更

7 月価格変更

7 月価格変更

NT カッター iL-120P

NT カッター L-500GR

14217 ----------------- ¥484 ￥440

14215 -------------------¥143 ￥130

14216 ----------------- ¥176 ￥160

14214 ------------------ ¥825 ￥750

サイズ：φ 9㎜

サイズ：長さ 135㎜

サイズ：長さ 155㎜

サイズ：長さ 155㎜

アートワークや切り絵などの繊細な切
り抜き用。鉛筆感覚のφ 9㎜。
45°
、30°
の替え刃各５本付。

左右両用設計、刃を裏返すだけで左右
両用に使えます。

丈夫な厚物切り作業用。

カッター使用時、刃を自動でロックし
ます。

アートナイフ木柄

オルファーアートナイフ

オルファーブラック S

ダンボールカッター

14102 ------------------ ¥110 ￥100

14103 ------------------ ¥605 ￥550

14202 ----------------- ¥242 ￥220

14270 ------------------ ¥440 ￥400

サイズ：長さ 140㎜

サイズ：長さ 140㎜

サイズ：長さ 180㎜、刃の長さ 75㎜

付属品：替刃 25 枚付き

付属品：替刃 2 枚付き

長さ 140㎜

版画・染色

NT カッター iA-120P

工芸・民芸

NT デザインナイフ D-401P

デザイン

7 月価格変更

木彫・木工芸

陶

中心に穴をあけずにカット

芸

14255 iC-1500P-- ¥1,760 ￥1,600
切断可能サイズ：φ 18 〜 170㎜

ガラス工芸

紙などの薄物用。
中心に穴をあけずにきれいな円が切れま
す。
センターゲージを使うと中心出しが簡単
です。
7 月価格変更

ビームスライド CE-700P

14256 C-2500P-- ¥2,860 ￥2,600

14254-------------------- ¥935 ¥850

目盛り付き円切りカッター
14252 ------------- ¥3,300 ￥3,000
切断可能サイズ：φ 40 〜 210㎜

切断可能サイズ：φ 30 〜 160㎜

7 月価格変更

iC-1500P に取り付けると 160 〜 400㎜
の円を切り抜くことができます。

用途：紙工作、およびベニヤ板の切断

7 月価格変更

※ 無くなり次第廃止

皮革工芸

紙工作、ベニヤ板の切断

金属工芸

NT 円切りカッター

彫塑・彫刻

NT 円切りカッター

両刃式のこぎりで、安全に段ボールや
発泡スチロールを切ったり穴を抜いた
りできます。
※ 無くなり次第廃止

てん刻

サイズ：長さ 135㎜
刃幅 4㎜

七宝焼
資料

小刀（木柄）

切り出し（プラ柄）

ペナント切出ナイフ

44200 ------------------ ¥825 ￥750 72107 ---------------- ¥660 ￥600 14140 ----------------- ¥770 ￥700
刃渡り 68㎜

無くなり次第廃止

サイズ：長さ 185㎜、刃渡り 65㎜
用途：木工作の細かい切断や、削り用

サイズ：長さ 165㎜、刃渡り 40㎜
柄：滑りにくいエラストマー樹脂製
刃：付け鋼製

こうさくばん

14300------------------ ¥550 ￥500
サイズ：320 × 260 × 3㎜
用途：粘土板、工作板として

備品

サイズ：190㎜

318

接着テープ・接着剤

絵画・画材

デザイン

RK-15CH-B

NORK-25CH-6A

R-25CH-WL
11 月価格変更

メモックロールテープ

工芸・民芸

14055 RK-15CH-B ３色各 15㎜× 10m-------------------------- ￥550 ￥500

10 月価格変更

ローズ・レモン・ライム

14056 NORK-25CH-6A ２色各 25㎜× 10m-------------------- ￥550 ￥500
ローズ・レモン

版画・染色

14057 R-25CH-WL ２色各 25㎜× 10m------------------------- ￥462 ￥420
再製紙（白）
・蛍光色（黄）

多様に使える貼って
はがせる粘着テープ

マスキングテープ
14040 幅 12㎜ ------- ¥143 ￥130
14041 幅 15㎜ ------- ¥176 ￥160
14042 幅 18㎜ ------- ¥209 ￥190

木彫・木工芸

好きな長さにカットできます

ヤマト両面テープ

14052 -------------- ¥1,320 ￥1,200
サイズ：12㎜× 35m

両面テープ

てん刻

14063 10㎜× 20m ------ ¥407 ￥370
14064 20㎜× 20m ------ ¥770

14061 20㎜× 30m ---- ¥1,210 ￥1,100

￥700

彫塑・彫刻

シックハウス症候群を引き起こすと考えら
れる VOC を低減。厚生労働省室内濃度指
計値 14 項目をすべてクリアー。<AcidFree> タイプの両面テープですので酸に
より写真等が劣化・変色してしまうのを
防ぎます。強粘着。

鉄板、木、プラスチック、ガラス等に使
用できます。
＜用途＞
ポスター等の貼り付け、工作、その他
※ 20㎜は無くなり次第廃止

陶
芸

セメダイン ハイスーパー

セメダイン 速乾 G

45031 5 分タイプ ----------------- ¥363 ￥330

45050 小（20ml）-------------------- ¥187 ￥170
45051 大（50ml）--------------------- ¥363 ￥330

色：白（半透明）

ガラス工芸

急ぎの作業に最適な短時間接着のエポキシ系の強力
接着剤です。金属、ガラス、陶器、プラスチック、塩ビ、
七宝、石など。

色：黄色（あめ色）

木や紙はもちろんゴム、塩ビ、革、布、金属、プラスチッ
クを強力に接着します。ゴム系の接着剤で、上記の
ような広範囲な素材を速乾で強力に接着します。柔
らかいものの接着に向いています。

金属工芸

接着できない物
ポリエチレン
ポリプロピレン
ナイロン
軟質塩化ビニル
フッ素樹脂
ゴム 等

セメダイン コンクリメント
45060 --------------------------------- ¥737 ￥670
コンクリート、タイル、陶器、くぎを打つことがで
きないコンクリート面へのタイルや木などの接着に
適していますので、壁面への共同制作の必需品です。
容量：170ml
色：グレー

※無くなり次第廃止

皮革工芸

小さなパーツを素早く接着するならこちら

セメダイン スーパー XG（ゴールド）

広い面を強くしっかり接着するならこちら！

セメダイン スーパー X2

七宝焼

45056 クリアー 20ml------------ ¥660 ￥600 45052 クリアー 20ml ----------- ¥605 ￥550
45057 クリアー 10ml ------------ ¥440 ￥400 45053 クリアー 10ml------------ ¥418 ￥380
超多用途接着剤・超速硬化・超透明タイプ。 屋外使用に耐える、抜群の耐久性！

熱・水・ショックに強い
弾性接着剤。
屋内外・凹凸面も OK ！
もちろん、いやなニオイ
の少ない、安心無溶剤タ
イプ。環境安全性に配慮
した、CCS/JAIA F ★★★
★適合品です。

使い方は、ゴム系接着剤
と同じ仮止め不要の簡単
接着。
しかも安心の完全無溶剤、
100％固形分なので凹凸
面への接着も OK ！

備品

接着できない物：
ポリエチレン
ポリプロピレン
フッ素樹脂
ポリアセタール等
無くなり次第廃止

CMC と水（ぬるま湯）をペットボトルなどに入れ、
水溶液を作ります。（500cc に CMC 約 3~5g）
お好みで濃度を調整して使えます。
500cc のペットボトルに 300 〜 400cc の水を入れる
とシャカシャカと混ぜやすいです！
※「だま」にならないように少しずつ入れてください。
（だまになっても時間がたてば溶けます。
）
無味、無臭、無害であるため、食品、化粧品、医薬品、
洗剤、などに広く利用されている化学糊。

手に付いても
ベタベタしません。

驚きの耐熱性（-60℃～ 120℃）耐水性・耐衝撃性！
万能に限りなく近づいた超多用途接着剤です。

5516 CMC（ 10g）------------------ ￥110 ￥100

ちぎり絵や張り子
七宝絵の具の定着に

資料

超多用途タイプですから、さまざまな素材の組み合
わせの接着も出来ます。

接着できない物：
ポリエチレン
ポリプロピレン
フッ素樹脂
ポリアセタール等

セロテープ（10 本入り）

はってはがせる弱粘着性の半透明テー
プです。仮止めやエアーブラシにも使
えます。はって彩色した後、はがすと
くっきりとした線が残ります。

名前シールに、マスキングに、仮止めに、
インデックス・ラベル、など！

容量：A 液、B 液各 6g

無くなり次第廃止

CMC= カルボキシメチルセルロース（carboxymethyl cellulose）

接着テープ・接着剤

319
絵画・画材

細かい所にも最適です。

50ml、11 月価格変更

デザイン

ヤマト 和紙糊

固形アラビック

45028 50ml---------- ¥220
45027 70ml----------- ¥253 ￥230
￥200

容量：100g
主成分：でんぷん

主成分：でんぷん

しわになりにくいほのかな和の香り

45038 口紅タイプ --- ¥132

45029 2.2g------------ ¥165 ￥150

容量：10g
主成分：PVP（ポリビニルピロリドン）

主成分：天然素材多糖類
のり直径：φ 7.8㎜

紙、写真、布などにきれいに貼れる
定番の固形のりです。
ソフトなタッチで りやすい。速乾性。
グリーン購入法適合商品

携帯に便利なペンタイプ。
塗ると色がつき、乾くと透明になる色消
えスティックのり。塗った所が分かるの
で、はみだしや塗り残しを防ぎます。

Acid-Free ※写真等の劣化原因となる酸 ( アシッド )
を含んでいません。

Acid-Free ※写真等の劣化原因となる酸 ( アシッド )
を含んでいません。

てん刻

最後まで使える逆さボトル

彫塑・彫刻

アラビックボンドツイン

45011 ------------------¥242 ￥220

45037 36g------------ ¥330 ￥300

容量：50ml

主成分：酢酸ビニル樹脂

色：白、乾燥後は透明

容器は細・太塗りのツインタイプ。
細ノズルは砂絵などののライン引きに
などにも使いやすく、太ノズルは広い
を塗るときヘラがいりません。乾くと
透明になります。
紙・木工用。F ☆☆☆☆

強力透明両面粘着テープ

プッシュはってはがせーる

皮革工芸

45083 大 ----------------------------- ¥901 ￥819

金属工芸

学校工作に使いやすい速乾型の強力接
着剤です。超速乾タイプですので、時
間内に作業ができます。粘度が高いの
わせて強く押さえ、静置します。
）
で、木、厚紙を単時間で能率的に接着
※接着できないもの：プラスチック類、金属、ゴム、 することができます。
用途：木、厚紙、紙、革、布
塩化ビニル、陶器、シリコーン、フッ素樹脂 等

ガラス工芸

色：白、乾燥後は透明
接着できるもの：木材・紙・布・革

＜使い方＞
①接着面の汚れを落としてよく乾燥させ
ます。②片面に塗ります。（接着面に均一に塗
布します。
）③貼り合わせます。（すぐに貼り合

セメダイン 学校用速乾

芸

水性なので安心・固まると透明
刃物を傷めずに切削可能、
45014 50ml---------- ¥220 ￥200 接着スピードが速い

11 月価格変更

陶

セメダイン 木工用速乾

45015 180ml--------- ¥440 ￥400
45013 500g --------- ¥847 ￥770
45012 1kg-------- ¥1,375 ￥1,250

木彫・木工芸

液状のりの王様です！
作業しやすい接着時間、なめらかな塗
・特殊スポンジ付でなめらかな塗りあ
布感、和紙の風合いをそのままに、ち
じです。・紙などの接着に最適です。
ぎり絵、和紙工芸、千代紙細工など織
・乾きがはやく、接着力も抜群です。
細な紙の接着にたいへん適しています。 「グッドデザイン ロングライフデザイン賞」を受賞

カラーグルースティック
￥120

版画・染色

45035 ----------------- ¥594

アラビックヤマト
￥540

工芸・民芸

70ml 無くなり次第廃止

11 月価格変更

サイズ：17 × 17㎜（100 入り）

45084 小 ----------------------------- ¥681 ￥619
サイズ：10 × 10㎜（100 入り）

ガラス面、壁面への展示がきれいに飾れます。透明
なので窓ガラスの裏面からの展示もできます。少し
の凹凸面でも貼る事ができます。
一個（大）で 100g 荷重に耐えられます。きれいに
はがせ、のり残りがありません。

色：無色透明

このプッシュボンドロケットは、紙・木材等片面が
多孔質の素材であれば金属や発泡スチロール、ビニー
ルなどの材料にも接着する、たのもしい接着剤です。
ノズル式の容器ですので、細かいところまで直接適
量を塗ることができ大変便利です。
安全で、すぐ乾き強力な接着力を持つ優れものです。

VOC 対策品

安全：速乾：強力！！！

用途：木材、ゴム、革、ブロック、石、タイル、陶器、ペッ
トボトル、ガラス、アクリル、プラスチック、空き缶・
金属の接着
容量：25ml
色：無色透明
※ 注意：ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、
ポリエスタール、等は接着しません。

プッシュボンド 工芸ストロング
45080 20g--------------------------- ¥550 ￥500
超強力透明安全接着剤、無溶剤（シンナーゼロ）

安全安心環境対応・多用途、透明なので目立ちません。
金属同士でも熔接に匹敵する 強力な接着力です。
熱や水に強く（約－ 40℃〜 120℃まで適応します）、
多少の凹凸でも接着できます。速硬化、10 〜 30 分
で動かなくなり 24 時間以上で硬化します。
木材、ゴム、革、ブロック、石、タイル、陶器、ペッ
トボトル、ガラス
アクリル、プラスチック、空き缶・金属の接着
※ ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ポリエス
タール等は接着しません

備品

ガラス面への展示
掲示、プラスチック
金属、木など。

45082 --------------------------------- ¥200 ￥182

資料

作品展示、展示物の
転倒防止、固定に便
利です。

プッシュボンド ロケットⅡ

七宝焼

フィルム付きなので作業が簡単キレイ

