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アラビックヤマトのり50ml　造形552-357 ¥150 カリスマカラー色鉛筆24色セット ¥4,692
情報デザインコースイラストレーションクラスセット ¥6,846 コンテ・ア・パリカレコンテスケッチ黒ブラック2Ｂ1本 ¥143
情報デザインコースグラフィックデザインクラスセット ¥3,304 コンテ・ア・パリカレコンテビストルカレ茶1本 ¥143
伊研木炭№220　ヤナギ炭　中太軸　2本入り ¥256 コンテ・ア・パリカレコンテビストルカレ白2B　1本 ¥143
伊研木炭№240　ヤナギ炭　中軸　2本入り ¥320 カランダッシュ水彩色鉛筆プリズマロ30色セット ¥6,960
伊研木炭№360　ヤナギ炭（アルミ箔巻き）　中軸　3本入り ¥384 カランダッシュ水彩色鉛筆プリズマロ40色セット ¥9,280
伊研木炭№361　クワ炭（アルミ箔巻き）　中軸　3本入り ¥384 ホルベイン教材用デザイン筆6本セット（平筆4号6号、彩色筆大・中、面相筆中、平刷毛＃105） ¥2,208
伊研木炭№830　ヤナギ炭　細軸　20本入り ¥752 黄ボール（チップボード）B3　1㎜厚 ¥60
伊研木炭№980　ミズキ炭　細軸　20本入り ¥752 黄ボール（チップボード）B3　2㎜厚 ¥162
内田テンプレート数字№3-S　1-843-1013 ¥1,116 LIHITキングクリアーホルダーA3厚口　F108 ¥136
ステッドラー勾配定規25㎝ ¥3,400 アルテクラウンのり付きパネルA2　5㎜厚 ¥560
内田三角スケール15㎝一般用　882-0015 ¥990 アーテック水彩筆　F　ラウンド丸No.6　147003 ¥264
塩ビ板透明B4　0.4㎜厚　1枚 ¥270 アーテック水彩筆　F　ラウンド丸No.8　147004 ¥312
塩ビ板透明B4　0.5㎜厚　1枚 ¥300 呉竹漫画ブラック　ＣＥ100-6 ¥500
塩ビ板透明B3　0.4㎜厚　1枚 ¥370 呉竹養心太筆4号　JC302-4S ¥450
塩ビ板透明B4　0.2㎜厚　1枚 ¥190 呉竹若草細筆7号　JA302-7S ¥270
塩ビ板透明B4　0.3㎜厚　1枚 ¥230 呉竹セラミック両面硯　HC2-53H ¥450
NTカッター大メタルグリップ　L-500GR ¥400 呉竹カラー文鎮空　KC31-10H ¥360
NTカッター30度刃小　AD-2P ¥480 呉竹水差しポリ　KE1S ¥54
NTカッター替刃大6枚入り　BL-150P ¥120 呉竹半紙用下敷き　KA29-201 ¥180
NTカッター替刃30度刃10枚入り　BAD-21P ¥360 ケント紙B3 1枚　造形517-157(180㎏) ¥56
NT30度刃カッタ―セット　カッター本体・替刃10枚入り　SET-AD950P ¥760 ケント紙A3 1枚　造形517-152(180㎏) ¥47
NTカッターナイフ　A-300GR ¥255 コクヨはさみハサー右手用　PF210B ¥580
ＮＴデザインカッター　Ｄ-400黒 ¥340 コクヨはさみハサー左手用　PL250B ¥400
ＮＴデザインカッター　Ｄ-400P黒 ¥340 コクヨノートB5　ノ-3ATN ¥160
ＮＴデザインカッター　Ｄ-401ピンク白青緑紫 ¥340 コクヨ目玉クリップ大　2個セット ¥110
鉛筆セット（2H,H,HB,B,2B,3B,4B練消しゴム)ステッドラー、ホルベイン ¥1,000 セメダイン木工用ボンド速乾用　50ml　552-393 ¥130
オルファ　安全刃折処理器　ポキ　133K ¥190 セメダイン木工用ボンド速乾用　180ｍｌ　552-394 ¥255
オルファカッティングマットA2　620㎜×450㎜×2㎜厚　159B ¥2,000 コピックマーカー基本12色セット ¥3,875
オルファピラニアン鋸マイターボックス用　125B ¥1,080 コピックマーカークールグレーC3 ¥343
オルファ141BS　30度刃カッター ¥480 コピックマーカークールグレーC5 ¥343
オルファXB141S　30度替刃 ¥396 コピックマーカー　144色　1本 ¥343
オキナプロジェクトペーパーA4　5㎜方眼100枚 ¥400 ゴールデンボードB3　1㎜厚 ¥126
オリオン特画用紙(厚口)Ａ4　1枚入り ¥20 サンドペーパー＃1000耐水　造形374-457 ¥100
オリオン特画用紙(厚口)半切542×765㎜　1枚入り ¥74 サンドペーパー＃60　造形359-731 ¥37
オリオン特画用紙(厚口)F10 ¥132 サンドペーパー＃120　造形359-733 ¥37
カステル9000番鉛筆1本 ¥130 サンドペーパー＃240　造形359-735 ¥37
カステルPITTGraphitePure2900HB,3B,6B,9B　(グラファイト) ¥380 A4トレス50ｇ100枚　造形517-101 ¥892
カステルソフトパステルCREATIVE STUDIO24色セット ¥1,360 人物模型プライザー12体　立　未塗装　白　100分の1 ¥1,200
カステルソフトパステルCREATIVE STUDIO48色セット ¥2,720 人物模型プライザー12体　立　未塗装　白　200分の1 ¥1,200
カステルポリクロモス色鉛筆12色セット ¥2,880 色紙3枚セット（薔薇、あい、黄） ¥200
カステルポリクロモス色鉛筆24色セット ¥5,760 CDR700MB ¥100
カステルレッドラインアートグリップ油性色鉛筆24色セット　TFC-112423 ¥2,550 スタビロ水彩色鉛筆オリジナル24色セット ¥3,456
カステル水彩色鉛筆ｱﾙﾌﾞﾚﾋﾄﾃﾞｭｰﾗｰ24色セット ¥5,760 スタビロ水彩色鉛筆オリジナル38色セット ¥5,472
カステル水彩色鉛筆ｱﾙﾌﾞﾚﾋﾄﾃﾞｭｰﾗｰ36色セット ¥8,640 スタビロオテロ鉛筆1本　282-4B～4H ¥85
カリスマカラー色鉛筆12色セット ¥2,346 ミューズスノーマットB3 ¥90
※記載価格はやむを得ず変更する場合がありますのでご注文時にお確かめください。 2017.7
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ステッドラーシャープペン0.9㎜本体　92565-09 ¥315 精雲堂水墨画用筆白桂小 ¥600
ステッドラーコンパス鉛筆2㎜芯併用　559WP00 ¥850 精雲堂水墨画用筆白桂中 ¥700
ステッドラーシャープペン0.5㎜本体　92565-05 ¥315 精雲堂面相筆中 ¥200
ユニシャープペン0.5㎜・0.7㎜(M5-552・M7-552)と芯HB・B・2B(202ND)セット ¥1,880 ステッドラー鉛筆削り鉛筆色鉛筆両用　512-001 ¥495
ユニシャープペン0.5㎜・0.9㎜(M5-552・M9-552)と芯HB・B・2B(202ND)セット ¥1,880 ステッドラー三角スケール30㎝副尺付き建築士用オールアルミ製98730-6縮尺1/20,1/50,1/100,1/200,1/250,1/300 ¥2,240
アルテスチレンボードA3　3㎜ ¥240 ステッドラー勾配三角定規25㎝ ¥3,400
アルテスチレンボードA3　5㎜ ¥260 ステッドラー消しゴムマルスプラスチック　52650 ¥128
アルテスチレンボードA3　7㎜ ¥282 ステッドラーコンパス鉛筆2㎜芯両用　55060 ¥640
アルテスチレンボードB3　1㎜ ¥200 ステッドラーステンレス字消し板　52950 ¥128
アルテスチレンボードB3　2㎜ ¥240 ステッドラー製図用ブラシ　98901 ¥720
アルテスチレンボードB3　3㎜ ¥272 ステッドラーコンパス　559WP00 ¥850
アルテスチレンボードB3　5㎜ ¥320 ステッドラー三角スケール15㎝建築士用 オールアルミ製 98715-6縮尺1/20,1/50,1/100,1/200,1/250,1/300 ¥880
アルテスチレンボードB3　7㎜ ¥360 ステッドラー円定規　97601　φ0.5～33㎜ ¥1,000
アルテスチレンボードA2　1㎜ ¥360 ステッドラーピグメントライナー4本セット（0.1,0.3,0.5,0.7） ¥952
アルテスチレンボードA2　2㎜ ¥400 ステッドラー水彩色鉛筆12色セット　156SB12 ¥1,717
アルテスチレンボードA2　3㎜ ¥480 ステッドラーマルスルモグラフ鉛筆1本　8B～6H ¥136
アルテスチレンボードA2　5㎜ ¥360 ターナ―アクリルガッシュ12色セット ¥1,200
アルテスチレンボードA2　7㎜ ¥450 ターナーアクリルガッシュ20mlチューブミキシングマゼンタ、マゼンタ、ターコイズブルー3色セット ¥648
アルテスチレンボードA1　1㎜ ¥720 耐水ペーパー＃800　B4 ¥150
アルテスチレンボードA1　2㎜ ¥800 ベニヤ製図版・T定規セット　A1 ¥13,660
アルテスチレンボードA1　3㎜ ¥960 ホルベインピンセット　No.3　ステンレス先曲型 ¥270
アルテスチレンボードA1　5㎜ ¥720 ホルベインベニヤ製図版A1　600×900㎜　H-202 ¥9,760
アルテスチレンボードA1　7㎜ ¥840 ホルベインT定規900㎜両透明 ¥3,900
名村スチレンペーパーA3　1㎜ ¥157 ベニヤ製図板・T定規セット　A2 ¥9,230
名村スチレンペーパーA3　2㎜ ¥203 ベニヤ製図板A2　450×600㎜ ¥6,000
名村スチレンペーパーA3　3㎜ ¥233 T定規600㎜両透明袋付き ¥3,230
名村スチレンペーパーA3　5㎜ ¥259 ホルベイン直定規36㎝溝・目盛付き　S-402 ¥460
名村スチレンペーパーA3　7㎜ ¥282 ステッドラー雲形定規3枚組 ¥1,150
スチレンペーパーB3　1㎜　造形334-255 ¥199 ステッドラー円定規テンプレート1㎜～33㎜ ¥1,000
スチレンペーパーB3　2㎜　造形334-256 ¥246 ミューズロールトレーシングペーパー#101　40ｇ420㎜幅×20ｍ巻 ¥700
スチレンペーパーB3　3㎜　造形334-257 ¥289 マルマンクロッキーブックSS ¥360
スチレンペーパーB3　5㎜　造形334-258 ¥350 ステッドラー三角定規30㎝　5㎜方眼　966-30 ¥1,700
名村スチレンペーパーB3　7㎜ ¥390 スコヤL字定規15㎝目盛付き　造形376-492 ¥837
名村スチレンペーパーA2　1㎜ ¥240 スチロールのり小50ｃｃ　出版14-5291 ¥290
名村スチレンペーパーA2　2㎜ ¥275 スチロールのり中100ｃｃ　出版14-5292 ¥390
名村スチレンペーパーA2　3㎜ ¥295 スチロールのり大200ｃｃ　出版14-5293 ¥660
名村スチレンペーパーA2　5㎜ ¥390 ステッドラーA2平行定規マグネット板キャリングケース付き ¥29,600
名村スチレンペーパーA2　7㎜ ¥410 ステッドラー三角定規15㎝目盛無し2㎜厚 ¥382
名村スチレンペーパーA1　1㎜ ¥430 ステッドラー三角定規30㎝目盛無し2㎜厚 ¥1,232
名村スチレンペーパーA1　2㎜ ¥500 ステッドラーアクリル直線定規30㎝溝付き ¥467
名村スチレンペーパーA1　3㎜ ¥540 マルマンクロッキーブックSM　白　100枚　302×242㎜ ¥440
名村スチレンペーパーA1　5㎜ ¥680 ドラパス三角定規セット目盛付き30㎝30度と45度のセット　No.13-424 ¥1,445
名村スチレンペーパーA1　7㎜ ¥770 ホルベインACアクリル用ナイロン丸筆4号 ¥280
スコッチ3Mドラフティングテープ12㎜幅×5ｍ巻　D-12 ¥255 ホルベインACアクリル用ナイロン丸筆8号 ¥350
スコッチ3Mドラフティングテープ12㎜幅×30ｍ巻　230-3-12 ¥765 ホルベインACアクリル用ナイロン平筆8号 ¥350
3Mスプレーのり55 ¥1,936 イタチ面相筆小　出版03-1183 ¥575
ランススケープデザインコース製図の用具セット1から15のセット ¥17,648 イタチ面相筆中　出版03-1182 ¥733
※記載価格はやむを得ず変更する場合がありますのでご注文時にお確かめください。 2017.7
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イタチ面相筆大　出版03-1181 ¥804 日東マスキングテープ15㎜巾 ¥108
刷毛羊毛穂長35㎜穂巾60㎜全長305㎜№5　造形516-805 ¥860 日東マスキングテープ18㎜巾 ¥126
刷毛羊毛穂長35㎜穂巾75㎜全長305㎜№6　造形516-806 ¥1,160 日東マスキングテープ20㎜巾 ¥162
名村水彩筆　平　ぴかそNo.8 ¥340 日東マスキングテープ24㎜巾 ¥162
名村梅皿陶器製直径12㎝深さ11㎝ ¥500 ヌーベルペインティングナイフE-3 ¥550
中里地塗用刷毛　豚毛20号　BAH-20 ¥1,200 バンコグル―ガン（ぞうさん）スチのり用注射器　名村№58-208 ¥495
絵刷毛山羊30㎜No.3　造形216-803 ¥477 バニーコルアートデッサンクロス ¥225
絵刷毛山羊45㎜№4　造形516-804 ¥585 ﾇｰﾍﾞﾙﾊｰﾄﾞｺﾝﾃｶﾚｰﾊﾟｽﾃﾙ基本6色Aセット　NCT-6A ¥520
絵刷毛山羊60㎜№5　造形516-805 ¥774 ﾇｰﾍﾞﾙﾊｰﾄﾞｺﾝﾃｶﾚｰﾊﾟｽﾃﾙ基本6色Bセット　NCT-6B ¥520
マルマンクロッキーSL　356×268㎜　100枚 ¥520 ﾇｰﾍﾞﾙﾊｰﾄﾞｺﾝﾃｶﾚｰﾊﾟｽﾃﾙ基本12色Aセット　NCT-12A ¥1,040
マルマンエスキースブック木炭紙サイズ ¥1,200 ﾇｰﾍﾞﾙﾊｰﾄﾞｺﾝﾃｶﾚｰﾊﾟｽﾃﾙ基本12色Bセット　NCT-12B ¥1,040
白陶製溶き皿丸直径8.5㎝×深さ15㎜　ホルベイン№6 ¥110 ﾇｰﾍﾞﾙﾊｰﾄﾞｺﾝﾃｶﾚｰﾊﾟｽﾃﾙ基本12色グレーセット　NCT-12G ¥1,040
白陶製溶き皿丸直径9㎝×深さ15㎜　ホルベイン№5 ¥125 ﾇｰﾍﾞﾙﾊｰﾄﾞｺﾝﾃｶﾚｰﾊﾟｽﾃﾙ基本12色ルミナスセット　NCT-12L ¥1,040
白陶製溶き皿丸直径10.5㎝×深さ16㎜　ホルベイン№4 ¥150 ﾇｰﾍﾞﾙﾊｰﾄﾞｺﾝﾃｶﾚｰﾊﾟｽﾃﾙ基本24色Aセット　NCT-24A ¥2,080
白陶製溶き皿丸直径13㎝×深さ18㎜　ホルベイン№3 ¥190 ﾇｰﾍﾞﾙﾊｰﾄﾞｺﾝﾃｶﾚｰﾊﾟｽﾃﾙ基本24色Bセット　NCT-24B ¥2,080
白陶製溶き皿丸直径15㎝×深さ20㎜　ホルベイン№2 ¥300 ﾇｰﾍﾞﾙﾊｰﾄﾞｺﾝﾃｶﾚｰﾊﾟｽﾃﾙ基本24色パールセット　NCT-24P ¥2,240
白陶製溶き皿丸5枚組直径85㎜　ホルベイン№6×5 ¥550 ﾇｰﾍﾞﾙﾊｰﾄﾞｺﾝﾃｶﾚｰﾊﾟｽﾃﾙ基本24色人物画用セット　NCTP-24 ¥2,240
瀬戸理科重ね皿丸プラスチック製直径80㎜5枚組 ¥360 ﾇｰﾍﾞﾙﾊｰﾄﾞｺﾝﾃｶﾚｰﾊﾟｽﾃﾙ基本24色風景画セット　NCTL-24 ¥2,240
丸皿プラスチック製直径80㎜1枚 ¥67 ﾇｰﾍﾞﾙﾊｰﾄﾞｺﾝﾃｶﾚｰﾊﾟｽﾃﾙ基本48色木箱入りセット　NCT-48W ¥5,120
ダンボールシートA2　5㎜ ¥110 ﾇｰﾍﾞﾙﾊｰﾄﾞｺﾝﾃｶﾚｰﾊﾟｽﾃﾙ基本48色セット　NCT-48 ¥4,160
ピンセット先曲りP-4P　出版03-4910 ¥900 パイロット赤ボールペンアクロボール0.7　BAB-15F-RR ¥135
タチカワGペン先3本入り　Ｔ-3 ¥240 国産シャープ芯 ¥180
タチカワGペン先10本入り　T3-10 ¥800 ステッドラー、ファーバーカステル、ロットリングシャープ芯
タチカワ丸ペン先2本入り　Ｔ99 ¥280 パイロットプラスチック消しゴム　ER-F10 ¥90
タチカワ丸ペン先10本入り　Ｔ99-10 ¥1,400 パイロットデザイン・製図用ペン3本セット（0.1㎜0.3㎜0.5㎜） ¥383
タチカワフリーサイズペン軸　Ｔ25 ¥300 パイロット製図用インキ　ＩＮＫ-30-ＤＲ ¥450
タチカワフリーサイズペン軸　Ｔ40 ¥480 パイロット製図用インキ　ＩＮＫ-350-ＤＲ ¥2,000
建築デザインコースドローイング基本用具セット ¥5,232 パイロット油性マジック両用細極細黒　ＭＥＦ-12ＥＵ ¥108
トンボ赤鉛筆チェリーレッド ¥90 ホルベインバルサ材1㎜厚　1枚 ¥170
トンボ色鉛筆12色セット ¥720 ホルベインバルサ材2㎜厚　1枚 ¥221
トンボホルダー型消しゴム丸3色軸 ¥350 ホルベインバルサ材3㎜厚　1枚 ¥280
トンボホルダー型消しゴム丸黒軸 ¥350 ひのき角材2㎜角1本　造形314-501 ¥20
トンボホルダー型消しゴム丸シルバー軸 ¥350 ひのき角材3㎜角1本　造形314-504 ¥25
トンボホルダー型消しゴム丸替え消しゴム ¥150 B3ケント紙1枚　(造形) ¥56
トンボホルダー型消しゴム角3色軸 ¥350 油用刷毛馬毛穂長35㎜穂巾50㎜穂丈27㎜　出版01-4266 ¥630
トンボホルダー型消しゴム角黒軸 ¥350 油用刷毛馬毛穂長35㎜穂巾62㎜穂丈30㎜　出版014-4267 ¥800
トンボホルダー型消しゴム角シルバー軸 ¥350 霧吹き220mlプラ　出版03-4901 ¥360
トンボホルダー型消しゴム角替え消しゴム ¥150 ぺんてる丸筆10号豚 ¥225
トンボスティックのり小 ¥120 ぺんてるハイポリマーCH13-B　1.3㎜芯B ¥90
tooPMPADB5 ¥500 ぺんてるマークシートシャープAM13-B　1.3㎜本体 ¥270
名村トチマンWトレーシングペーパーA3　65ｇ貼り合わせ1枚 ¥108 ぺんてる筆ペン中字・薄墨2本セット　XFL3L ¥900
トレーシングペーパーA3　40ｇ1枚 ¥14 ぺんてる筆ペン中字黒　ＸＦＬ2Ｌ ¥450
ナイロン平筆20号 ¥586 ぺんてる筆ペン中字黒カートリッジ　XFR-AD ¥135
名村大成堂G張キャンバスＦ10号 ¥1,800 ぺんてる筆ペン薄墨　ＸＦＬ3Ｌ ¥450
ニチバンセロテープ小巻15㎜幅×20ｍ巻　CT-15SMF ¥150 ぺんてる筆ペン薄墨カートリッジ　FR-N ¥135
日東マスキングテープ12㎜巾 ¥81 ぺんてる水彩画用丸筆馬6号　ZBS1-6 ¥198
※記載価格はやむを得ず変更する場合がありますのでご注文時にお確かめください。 2017.7

常備品リスト　№3　　　取寄せ＝1週間前までにご連絡下さい。



品名　仕様　メーカー　品番 販売価格税抜き 備考 品名　仕様　メーカー　品番 販売価格税抜き 備考

ぺんてる水彩画用丸筆馬10号　ZBS1-10 ¥288 建築デザインコース模型制作基本材料セット2当日持参物 ¥2,397
ぺんてる水彩画用丸筆馬16号　ZBS1-16 ¥477 ホルベインステンレス定規15㎝　S-416 ¥270
ぺんてる面相筆小　FDM5-1 ¥198 ホルベインステンレス定規30㎝　S-417 ¥550
ぺんてる面相筆大　FDM5-3 ¥252 ホルベインステンレス定規60㎝　S-418 ¥1,270
丸善美術インターロン長軸1214　2号平 ¥425 USBメモリ4GB ¥1,338
丸善美術インターロン長軸1575　2号丸 ¥340 ライオン定規45㎝　A-15 ¥433
マイターボックス ¥1,200 ライオン直線定規60㎝　A-20 ¥935
マルマンポケットクロッキーブック画用紙薄口　S163 ¥224 ライオン定規30㎝　A-10 ¥178
マルマンスケッチブックA4　S131 ¥240 ライオン巻尺3.5ｍ　ST-35 ¥1,445
マルマンスケッチブックF4　20枚　Ｓ84 ¥480 リヒトクリアーブックA4　N-5061 20ポケット ¥340
マルマンスケッチブックF6　20枚　Ｓ86 ¥600 リヒトクリアーブックA4　N-5063 40ポケット ¥637
マルマンスケッチブックF8　20枚　Ｓ88 ¥880 リヒトクリアーホルダーA3　F108 ¥136
マルマンスケッチブックB3　20枚　S2A ¥1,040 リヒトキャリングバッグPPA2図面ケース黒・橙・ベージュショルダーベルト付きA-7632＋A7578 ¥3,200
マルマンクロッキーA4　40枚　S1020A ¥336 リヒト厚口A4ポケットファイル　N-3545 ¥510
マルマンクロッキーB3　60枚　S210 ¥1,120 リヒトポートフォリオＢ3　Ｆ-913黒 ¥2,040
マルマンスケッチブックF6　18枚　ヴィファール細目　S36V ¥1,800 リヒトポートフォリオＡ3　Ｆ-912黒 ¥1,615
マルマンスケッチブックF10　535×460㎜　20枚　S60A-2 ¥2,560 リヒトポートフォリオB4　Ｆ-911黒 ¥1,360
マルマン紙パレットM　PA-4 ¥540 リヒトキャリングバッグ　Ａ-7651黒茶橙緑　(24・9・4・6) ¥1,530
三菱鉛筆ユニ1本 ¥80 クサカベグラフィックス300ml ¥1,400
三菱鉛筆ハイユニ1本 ¥126 クサカベ超速乾メディウム45ml ¥637
三菱鉛筆ダーマトグラフ各色　油性　7600 ¥90 クサカベ超速乾メディウム100ml ¥1,147
三菱鉛筆ダーマトグラフ各色　水性　7610 ¥90 リキテックスジェルメディウム300ml ¥1,260
ミツワラバークリーナー小 ¥342 リキテックスアクリル絵具伝統色12色セット10ml　R1 ¥1,320
ミツワソルベント丸缶280ml赤缶 ¥901 リキテックスアクリル絵具伝統色24色セット20ml#6 ¥6,970
ミツワソルベントディスペンサー円錐型　M140ml ¥1,785 リキテックスセラミックスタッコ50ml ¥360
ミッキー筆洗4口L型 ¥280 三菱製図用シャープ0.5㎜、0.7㎜、0.9㎜3本セット ¥1,350
アルテ―ジュキャンバスバッグ　CVB Ｆ6 ¥935 三菱製図用シャープペンセット（0.3㎜0.5㎜0.7㎜0.9㎜）4本セット ¥1,800
アルテ―ジュキャンバスバッグ　CVB Ｆ8 ¥1,020 三菱製図用シャープペン0.3㎜、0.5㎜、0.7㎜、0.9㎜ 各\450
アルテ―ジュキャンバスバッグ　CVB Ｆ10 ¥1,105 ホルベイン練消しゴム№5 ¥100
アルテ―ジュキャンバスバッグ　CVB Ｆ12 ¥1,190 ホルベインペーパーパレットS ¥272
アルテ―ジュキャンバスバッグ　CVB Ｆ15 ¥1,360 ホルベインジャバラ筆洗大折畳み ¥238
ミューズイラストレーションボードA3 1㎜厚 ¥208 ホルベイン透明水彩絵具12色セット2号チューブ　HWC#2 ¥1,840
ミューズMBM木炭紙130ｇ　650×1000㎜ ¥760 ホルベイン透明水彩絵具18色セット2号チューブ　HWC#2 ¥2,760
ミューズMBM木炭紙130ｇ　650×500㎜ ¥340 ホルベイン透明水彩絵具24色セット2号チューブ　HWC#2 ¥3,840
ミューズクロッキーＦ6白50枚　Q-0306 ¥800 ホルベイン透明水彩Ｗ002チャイニーズホワイト　HWC#2A ¥170
ミューズクロッキーＦ8　Q-0308 ¥960 ホルベイン透明水彩Ｗ010クリムソンレーキ　HWC#2A ¥170
ミューズA4トレスパッド40ｇ50枚　TR-4344 ¥450 ホルベイン透明水彩Ｗ012ローズマダー　HWC#2A ¥170
ミューズケナフクロッキーブックB3　50枚　QR-0453 ¥960 ホルベイン透明水彩Ｗ019バーミリオンヒュー　HWC#2A ¥170
ミューズ新TMKポスター紙特厚4切10枚入り ¥700 ホルベイン透明水彩Ｗ032ジョーンブリヤン№2　HWC#2A ¥170
ミューズ新TMKポスター紙特厚8切10枚入り ¥350 ホルベイン透明水彩Ｗ034イエローオーカー　HWC#2A ¥170
ミューズ新TMKポスター紙特厚16切10枚入り ¥500 ホルベイン透明水彩Ｗ035パーマネントイエローレモン　HWC#2A ¥170
ミューズサンフラワーペーパー（M画）特厚8切10枚入り ¥250 ホルベイン透明水彩Ｗ037パーマネントイエローディープ　HWC#2A ¥170
ミューズPAPIKMKケントＡ4　200KL5744 ¥600 ホルベイン透明水彩Ｗ038パーマネントイエローオレンジ　HWC#2A ¥170
ミューズナチュラルワトソンＦ4　NW-1404 ¥1,680 ホルベイン透明水彩Ｗ061ビリジャンヒュー　HWC#2A ¥170
ミューズナチュラルワトソンＦ4　NW-1406 ¥2,480 ホルベイン透明水彩Ｗ063コバルトグリーン　HWC#2D ¥255
建築デザインコース模型制作基本材料セット1事前課題+当日持参物 ¥7,435 ホルベイン透明水彩Ｗ065テールベルト　HWC#2A ¥170
※記載価格はやむを得ず変更する場合がありますのでご注文時にお確かめください。 2017.7

常備品リスト　№4　　　取寄せ＝1週間前までにご連絡下さい。



品名　仕様　メーカー　品番 販売価格税抜き 備考 品名　仕様　メーカー　品番 販売価格税抜き 備考

ホルベイン透明水彩Ｗ066パーマネントグリーン№1　HWC#2A ¥170 ホルベイン油彩筆KC4豚平 ¥204
ホルベイン透明水彩Ｗ067パーマネントグリーン№2　HWC#2A ¥170 ホルベイン油彩筆KC8豚平 ¥229
ホルベイン透明水彩Ｗ091コバルトブルーヒュー　HWC#2A ¥170 ホルベイン油彩筆KC16豚平 ¥391
ホルベイン透明水彩Ｗ092セルリアンブルー　HWC#2D ¥255 ホルベイン油彩筆KA0豚丸 ¥229
ホルベイン透明水彩Ｗ094ウルトラマリンディープ　HWC#2A ¥170 ホルベイン油彩筆KA2豚丸 ¥238
ホルベイン透明水彩Ｗ096コンポーズブルー　HWC#2A ¥170 ホルベイン油彩筆KA6豚丸 ¥289
ホルベイン透明水彩Ｗ097プルシャンブルー　HWC#2A ¥170 ホルベイン油彩筆KA10豚丸 ¥348
ホルベイン透明水彩Ｗ112ミネラルバイオレット　HWC#2B ¥187 ホルベイン油彩筆KA平6豚フィルバート ¥289
ホルベイン透明水彩Ｗ130ライトレッド　HWC#2A ¥170 ホルベイン油彩筆KA平12豚フィルバート ¥391
ホルベイン透明水彩Ｗ133バーントアンバー　HWC#2A ¥170 ホルベインニューチェルシーペンチングナイフ№3 ¥459
ホルベイン透明水彩Ｗ134バーントシェンナ　HWC#2A ¥170 ホルベインペンチングナイフS№41 ¥833
ホルベイン透明水彩W140アイボリブラック　HWC#2A ¥170 ホルベインペンチングナイフS№303 ¥663
ホルベイン透明水彩W151イエローグレイ　HWC#2A ¥170 ホルベインリンシードオイル55ml ¥340
ホルベイン透明水彩W213オペラ　HWC#5B ¥365 ホルベインペンチングオイル55ml ¥340
ホルベイン優彩彩色筆中 ¥850 ホルベインターペンタイン55ml ¥340
ホルベイン優彩則妙筆中 ¥1,955 ホルベインペトロール500ml ¥1,785
ホルベイン優彩鼬号面相筆大 ¥1,615 ホルベインペトロール55ml ¥306
ホルベイン紫極隈取筆中 ¥935 ホルベインオドレスブラシクリーナー500ml ¥765
ホルベイン紫極隈取筆大 ¥1,088 ホルベイン筆洗器№6Ａ大 ¥1,360
ホルベインパレット№3000　24色用 ¥323 クサカベ油壺ソロバン型No.4 ¥493
ホルベインデザインパレット中 ¥340 ホルベイン木製角型カスタム角パレット4号 ¥1,870
ホルベイン芯抜き太細2本組　300221 ¥272 ホルベイン木製角型カスタム大二ッ折長パレット ¥2,550
ホルベイン油彩絵具習作用12色セット　B911Aセット ¥3,400 マルオカLMライト張キャンバスＦ15 ¥2,805
ホルベイン油彩絵具H022ブライトレッド　HOC#6B ¥425 マルオカLMライト張キャンバスＦ12 ¥2,507
ホルベイン油彩絵具H018バーミリオンヒュー　HOC#6A ¥382 マルオカLMライト張キャンバスＦ10 ¥1,530
ホルベイン油彩絵具H044パーマネントイエローライト　HOC#6A ¥382 マルオカLMライト張キャンバスＦ8 ¥1,190
ホルベイン油彩絵具H037レモンイエロー　HOC#6B ¥425 マルオカLMライト張キャンバスＦ6 ¥969
ホルベイン油彩絵具H077パーマネントグリーンライト　HOC#6A ¥382 マルオカLMライト張キャンバスＦ4 ¥790
ホルベイン油彩絵具H079パーマネントグリーン　HOC#6A ¥382 マルオカLMライト張キャンバスＦ3 ¥660
ホルベイン油彩絵具H104コバルトブルーヒュー　HOC#6A ¥382 ホルベインキャンバスクリップM小　0号～20号　4個入り ¥765
ホルベイン油彩絵具H417パーマネントホワイトEX　HOC#10W1 ¥637 ホルベインキャンバスクリップM大　25号～60号　4個入り ¥850
ホルベイン油彩絵具H023アリザリンクリムソン　HOC#6B ¥425 ホルベイン絵具箱アタッシェ大長ボックスブルー ¥1,275
ホルベイン油彩絵具H007カドミウムレッド　HOC#6E ¥935 ホルベイン絵具箱アタッシェ大長ボックスブラック ¥1,275
ホルベイン油彩絵具H011カドミウムレッドパープル　HOC#6E ¥935 ホルベイン絵具箱アタッシェ大長ボックスオレンジ ¥1,275
ホルベイン油彩絵具H049カドミウムイエローレモン　HOC#6D ¥722 ホルベイン絵具箱アタッシェ大長ボックスグリーン ¥1,275
ホルベイン油彩絵具H052カドミウムイエロー　HOC#6D ¥722 ホルベイン絵具箱アタッシェ大長ボックスクリア ¥1,275
ホルベイン油彩絵具H040イエローオーカー　HOC#6A ¥382 ホルベインアーチストガッシュ18色セット　HGC#5 ¥5,950
ホルベイン油彩絵具H070ビリジャン　HOC#6E ¥935 ホルベインアーチストガッシュ12色セット　HGC#5 ¥3,825
ホルベイン油彩絵具H081カドミウムグリーンペール　HOC#6D ¥722 ホルベインガッシュG502カーマイン　HGC#5B ¥365
ホルベイン油彩絵具H075テールベルト　HOC#6A ¥382 ホルベインガッシュG503ゼラニウム　HGC#5A ¥323
ホルベイン油彩絵具H101コバルトブルー　HOC#6E ¥935 ホルベインガッシュG507フレームレッド　HGC#5A ¥323
ホルベイン油彩絵具H105セルリアンブルー　HOC#6E ¥935 ホルベインガッシュG520パーマネントイエロー　HGC#5A ¥323
ホルベイン油彩絵具H108ウルトラマリンディープ　HOC#6A ¥382 ホルベインガッシュG521パーマネントイエローディープ　HGC#5A ¥323
ホルベイン油彩絵具H129コバルトバイオレット　HOC#6H ¥1,190 ホルベインガッシュG522パーマネントイエローオレンジ　HGC#5A ¥323
ホルベイン油彩絵具H145バーントシェンナ　HOC#6A ¥382 ホルベインガッシュG526レモンイエロー　HGC#5A ¥323
ホルベイン油彩絵具H154アイボリブラック　HOC#6A ¥382 ホルベインガッシュG527イエローオーカー　HGC#5SA ¥323
ホルベイン油彩絵具H511シルバーホワイト　HOC#20 ¥1,530 ホルベインガッシュG531ジョーンブリヤン№2　HGC#5C ¥493
※記載価格はやむを得ず変更する場合がありますのでご注文時にお確かめください。 2017.7

常備品リスト　№5　　　取寄せ＝1週間前までにご連絡下さい。



品名　仕様　メーカー　品番 販売価格税抜き 備考 品名　仕様　メーカー　品番

ホルベインガッシュG542パーマネントグリーンディープ　HGC#5A ¥323 アーテック
ホルベインガッシュG545エメラルドグリーン　HGC#5A ¥323 アムス
ホルベインガッシュG550テールベルト　HGC#5A ¥323 アルテ
ホルベインガッシュG561ターコイズブルー　HGC#5B ¥365 アルナ
ホルベインガッシュG564ウルトラマリンライト　HGC#5A ¥323 伊研
ホルベインガッシュG565ウルトラマリンディープ　HGC#5A ¥323 オリオン
ホルベインガッシュG566プルシャンブルー　HGC#5A ¥323 オリジン
ホルベインガッシュG567ピーコックブルー　HGC#5A ¥323 吉祥
ホルベインガッシュG574アッシュブルー　HGC#5A ¥323 クサカベ
ホルベインガッシュG602ローアンバー　HGC#5A ¥323 クレサン
ホルベインガッシュG603バーントシェンナ　HGC#5A ¥323 ステッドラー
ホルベインガッシュG604バーントアンバー　HGC#5A ¥323 大日本美術
ホルベインガッシュG605チャイニーズオレンジ　HGC#5C ¥493 ターナー
ホルベインガッシュG606アイボリブラック　HGC#5A ¥323 ターレンス
ホルベインガッシュG630パーマネントホワイト　HGC#5A ¥323 東洋クロス
ホルベインガッシュG631ジンクホワイト　HGC#5A ¥323 ナカガワ胡粉絵具
ホルベイン水彩筆リセーブル500Ａアングル平4号 ¥935 中里
ホルベイン水彩筆リセーブル500Ａアングル平6号 ¥1,190 那須野画材工業
ホルベイン水彩筆パラリセーブル350R0号 ¥425 名村大成堂
ホルベイン水彩筆パラリセーブル350R2号 ¥467 ニッカ―
ホルベイン水彩筆パラリセーブル350R8号 ¥935 バニーコルアート
ホルベイン水彩筆パラリセーブル350R12号 ¥1,445 美術出版
ホルベイン水彩筆パラリセーブル350S000号 ¥442 美術工芸
ホルベインハンディフィキサチフ小100ml ¥680 新日本造形
ホルベインクレスター水彩紙CB-F4ブロックタイプ210ｇ中目24枚 ¥1,062 福井金属工芸
ホルベインクレスター水彩紙CB-F6 ¥1,445 文房堂
ホルベインアクリルジェッソ標準粒子100ml　A770 ¥500 ホルベイン
ホルベインアヴァロン水彩紙AVB-F4 ¥2,210 松田油絵具
ホルベインアヴァロン水彩紙AVB-F6 ¥3,230 マルオカ工業
ホルベインハードリセーブル220R6 ¥595 丸善美術商事
ホルベインリセーブル2100R16 ¥1,105 マルマン
ホルベインリセーブル2100R12 ¥935 ミューズ
ホルベインリセーブル2100R10 ¥850 ラーソン
ホルベインリセーブル2100R6 ¥561 東美オリジナル　画材　額縁
ホルベインリセーブル2100R2 ¥425
ホルベインYK平筆10号 ¥450
ホルベインYK平筆14号 ¥595
ホルベインクロッキーブック№750　A3　N60g　50枚 ¥552

※記載価格はやむを得ず変更する場合がありますのでご注文時にお確かめください。 2017.7

定価から割引(在庫・取寄せ)

常備品リスト　№6　　　取寄せ＝1週間前までにご連絡下さい。


