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SY-386 …594 円（550 円）AＳ

SY-387 …810 円（750 円）AＭ

SY-401 …216 円（200 円）AＳＳ

SY-402

…216 円（200 円）A

替シート Ｓ（10 枚入）

SY-403

…216 円（200 円）A

替シート Ｍ（5 枚入）

SY-411 …1,080 円（1,000 円）AＥＸフィルム1

SY-586 …259 円（240 円）Cメンディングテープ3

SY-587

…270 円（250 円）C

メンディングテープ替テープ4

SY-508 …108 円（100 円）Bマスキングテープ 6mm 幅5

EXシリーズは、はく離性抜群の造形シートです。EX フィルムは熱にも強く造形後そ

のままドライヤー乾燥できます。EXシートは造形用具に貼って使えます。スライサー

にはフッ素系離型剤を塗ると、効果が長持ちします。

乾燥したＰＭＣ3 を 1 ～ 2 日で元の粘土状態に戻す

ウェットボックスです。結露をおこさず湿度を保ちま

す。使い残しの粘土をラップにくるんで保存したり、

ペーストやオーラの保管にもとても便利です。

ＰＭＣウェットボックス

SY-370 1,004 円（930 円）AＥＸシート（粘着剤付）2

①黄色いスポンジを水で浸して底に置きます。

②白いシートを熱湯につけ、半透明になったら

　表面を拭き取り、スポンジの上に置きます。

③ラップに巻いた PMC やペーストは、その上に

　保管します。

④乾燥した PMC3 は必ずクッキングシートに

　のせてから②の上に置きます。

⑤1 ～ 2 日で PMC3 は水分を含みますので

　クッキングシートごと練って粘土状に戻します。

⑥水は精製水を使い、底に 10 円玉を置くとやや

　カビの発生を抑える効果があります。

ウェットボックスの使い方

造形用具Ａ

はく離性抜群の粘土板です。

効果が薄れたら水洗いを！

SY-15

…918 円（850 円）B

粘土板（A4)

SY-151
…756 円（700 円）B

クレイプレッサー

SY-102 …864 円（800 円）Bアクリル板

0.5/1.0/1.5/2.0 ㎜　各２枚セット
現在は塩ビ製です
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SY-2 …216 円（200 円）Bローラー

粘土を均一な厚さのシート状にする時に使用し

ます。アクリル板を重ねる事で、0.5mm から、

0.5mm 単位で 5.0mm 厚まで作れます。

PC-1 …1,296 円（1,200 円）Bスライサー1
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PC-4 …1,620 円（1,500 円）Bスライサーウェーブ3

PC-3 …324 円（300 円）Bスライサーケース2

スライサーは粘土をカットするのに便利な薄刃のカッターで

す。弾力もあるので、ゆるいカーブに切る事もできます。スラ

イサーケースは刃の長さに合わせてカットできます。ウェーブ

タイプはスカラップにカットできます。テフロン粘土はさみは、

粘土離れのよいはさみで、細かなカットに適しています。

SY-138 …594 円（550 円）Aステンレス細工棒（丸）1

SY-137 …594 円（550 円）Aステンレス細工棒（角）2

SY-57 …702 円（650 円）B７本針3

SY-3 …432 円（400 円）Cアートカッター4

SY-101

…400 円（370 円）C

ピンカッター

5

5 …1,404 円（1,300 円）ASY-5 テフロン粘土はさみ

…1,080 円（1,000 円）ASY-134 スパチュラＡ4

粘土状態の精密な造形やテクスチャー（地模様）付けに！
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SY-409

…486 円（450 円）C

サランラップ 15cm×50m

SY-410

…432 円（400 円）B

33cm×39cm　10 枚入

クッキングシート
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粘土の空気抜きやロープ製作に。

EX フィルム、シート共
B5 サイズです。

基本用具

のばした粘土から丸い

カーブや複雑な形を切る

時に便利です。
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1 SY-7

…86 円（80 円）B

ソフトタイプ容器

2 SY-33

…270 円（250 円）B

ミニスプーン

3 SY-19

…162 円（150 円）B

ピンセット

PMC スターリング、クイックの修正には、

それぞれの粘土を水でのばしたペーストを

作って使います。ミニスプーンは粘土をの

ばしたり、修正するときにも便利です。
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リング製作用具

SY-139

…864 円（800 円）B
タタラリングゲージ

1

SY-385

…270 円（250 円）B
クラフトリングゲージ

2
SY-98 …648 円（600 円）B木芯棒ミニ5

SY-34 …734 円（680 円）B木芯棒ロング4

ポケットサイズ棒はリングのサイズを
6 ～ 20 号まで計れます。

焼成後のリングサイズをのばす時、芯金棒に入れて木
槌で軽く叩きます。いも槌はふくりんの石留めや模様
付けに！

好みのサイズに作るために
必要な芯材です。焼成芯材は
セラミックテープ１周と、
アルミナテープ１周又はセラペーパー２周を巻きつけ
て、リングの中心に入れて焼成します。

セラミックテープの表面の凹凸が、焼成時にリングの
内側に影響するのをアルミナテープで防ぎます。

造形芯材にはソフトなクリアファイルを使います。

SY-125

…4,536 円（4,200 円）D

広幅サイズリング2

SY-140

…1,836 円（1,700 円）C

ポケットサイズ棒3

SY-324

…389 円（360 円）B

焼成芯材（3cm）1

SY-392

…486 円（450 円）B

テープセット 2cm×60cm
（セラミックテープ・アルミナテープ各 1 本）

3

SY-406

…486 円（450 円）B

セラミックテープ
2cm×60cm×10 枚入

1

SY-407

…486 円（450 円）B

2cm×60cm×10 枚入

アルミナテープ2

2 SY-390

焼成芯材ミニ（2cm）
テープ付

…367 円（340 円）B

（1 号～ 22 号）

SY-35

…4,968 円（4,600 円）D

サイズ入り指環芯金棒

SY-36

…832 円（770 円）B

木槌（小）

SY-344

…1,879 円（1,740 円）B

イモ槌
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SY-170 …324 円（300 円）A耐水方眼紙（2 枚入）2

SY-109 …216 円（200 円）Bリング用ゴムシート1
1

1
1

1

2
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23

2

3 CP-2 …54 円（50 円）Aクリアファイル ソフト 3

5mm 方眼がついた耐水シートです。

SY-37

…2,538 円（2,350 円）D

甲丸サイズリング1

（0 ～ 30 号 )
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45

1 2

…378 円（350 円）B

（23 号～ 29 号）

…389 円（360 円）B

（30 号）


