
 

 
京都造形芸術大学・通信教育部 

建築デザインコース教材申込書 

■スケッチする道具 
№ 教材名  ●数量欄にてご希望数を入れてください。 定価（税抜） 販売価格（税抜） 数量 

1 鉛筆セット（2H,H,HB,B,2B,3B,4B,ホルベイン練消ゴム） ステッドラー ￥1,240 ￥1,000  

2 巻尺 3.5ｍ          ST-35 ライオン ￥1,700 ￥1,445  

  

■図面を描く道具 

№ 教材名  ●数量欄にてご希望数を入れてください。  定価（税抜） 販売価格（税抜） 数量 

1 製図用シャーペン （0.3,0.5,0.7,0.9 各 1 本） 三菱 ￥2,000 ￥1,800  

2 消しゴム (526 T20) ステッドラー ￥100 ￥80  

3 ピグメントライナー （0.1,0.3,0.5,0.7 各 1 本） ステッドラー ￥1,120 ￥952  

4 色鉛筆 12 色 カステル ￥3,600 ￥2,900  

5 マーカー 基本 12 色セット コピック ￥4,560 ￥3,875  

6 ロールトレーシングペーパー 40ｇ・42 ㎝幅 #101 1/2 ミューズ ￥870 ￥700  

7 セクションパッド A4・5 ㎜方眼・100 枚 オキナ ￥500 ￥400  

8 三角スケール (987-30-6) 30 ㎝・副尺付き・建築士用 ステッドラー ￥2,800 ￥2,240  

9 三角定規 (966-30) 30 ㎝・5 ㎜方眼 ステッドラー ￥2,000 ￥1,700  

10 円テンプレート (97601)  ステッドラー ￥1,200 ￥1,000  

11 ステンレス字消し板 (52950)  ステッドラー ￥150 ￥128  

12 勾配定規 25 ㎝ (96451-10)  ステッドラー ￥4,000 ￥3,400  

13 製図用ブラシ  ステッドラー ￥900 ￥720  

  

■模型などを制作 

する道具 

 

 

№ 教材名  ●数量欄にてご希望数を入れてください。  定価（税抜） 販売価格（税抜） 数量 

1 カッタ― (L500GRP) 大・メタルグリップ NT ￥500 ￥400  

2 30°刃カッタ― 小・AD-2P NT ￥600 ￥480  

3 カッタ―替刃 大・6 枚入り (BL-150p) NT ￥150 ￥120  

4 カッタ―替刃 30°刃・10 枚入り BAD-21P NT ￥450 ￥360  

5 カッタ―セット (AD950P) 30°刃本体・30°替刃 10 枚入り NT ￥950 ￥760  

6 刃折器 133K オルファ ￥220 ￥190  

7 ステンレス定規 15 ㎝ S-416 ホルベイン ￥320 ￥270  

8 ステンレス定規 30 ㎝ S-417               ホルベイン ￥650 ￥550  

9 ステンレス定規 60 ㎝ S-418 ホルベイン ￥1,500 ￥1,270  

10 スコヤ L字定規 15 ㎝・目盛付き (376-492)            新日本造形 ￥930 ￥837  

11 スチロールのり 小・50ｃｃ (14-5291)            美術出版 ￥330 ￥290  

12 木工用ボンド速乾用 中・180ml  (552-394) セメダイン ￥300 ￥255  

13 ドラフティングテープ 12 ㎜巾×30ｍ (230-3-12) 3Ｍ スコッチ ￥900 ￥765  

14 

 

両面テープ 10 ㎜巾×20ｍ ニチバン ￥380 ￥304  

15 両面テープ 50 ㎜巾×10ｍ ニチバン ￥850 ￥680  

16 模型用ピンセット 先曲がり P-4P          美術出版 ￥1,000 ￥900  

17 カッティングマット A2・620×450×2 ㎜ オルファ 

 

 

￥2,500 ￥2,000  

18 スプレーのり 55・430ml 3M ￥2,420 ￥1,936  

19 ソルベント 丸缶・280ｍｌ ミツワ ￥1,060 ￥901  

20 ソルベントディスペンサー 円錐型 ミツワ ￥2,100 ￥1,785  

 

■その他の道具 

№ 

 

教材名  ●数量欄にてご希望数を入れてください。  定価（税抜） 販売価格（税抜） 数量 

1 ベニヤ製図板 Ａ2 判 450×600 ㎜ (H-2011)             ホルベイン ￥7,500 ￥6,000  

2 Ｔ定規 60 ㎝・両透明 ホルベイン ￥3,800 ￥3,230  

3 

 

Ａ2 平行定規 （960 A2） 

き 

マグネット板・ケース付 

 

ステッドラー ￥37,000 ￥29,600  

4 ピラニアン鋸 125B マイターボックス用 オルファ ￥1,280 ￥1,080  

5 マイターボックス   ￥1,500 ￥1,200  

6 グル―ガン (552-504) スチレンボンド用注射器 GG-100     新日本造形 ￥980 ￥880  

 

 

 

                                                                                             

※受取希望日（必須）   年   月   日 

                                    ※受取希望日（必須）   年   月   

日 

 

 

 

 

 

ご注文日   年   月   日 

※お名前・ふりがな（必須） 

 

 

※学籍番号（必須） ※ＴＥＬ（必須） 

ＴＥＬ以外にご注文確認のご連絡先をご希望の場合は下記もご記入下さい。 

ＦＡＸ：              メールアドレス： 

・万が一、商品の在庫が無くご指定の日時までにご用意出来ない場合はお電話にてご連絡させていただきます。 
・メールでお問合せ・ご注文のお客様は件名に「建築デザインコース教材申込書の件」として、お問合せ・ご注文お願いします。 
・※印の必須項目は必ずご記入お願いいたします。ご記入が無い場合は注文を無効とさせていただきます。ご注意ください。 

・一部商品の価格改定されました。（2017年 7 月 26 日） 

合計金額（税抜） 
 

合計金額（税込） 
販売店にて記入 

         ＦＡＸ 

03－3843－1885 
画材・教材の東美 

 

お問合せ先 東美上野駅前店  

TEL：03-3843-1885  

Email:tobiuenoekimaeten@gmail.com 

予約販売（東京外苑キャンパスにて受取） 

 

 

 


