
－ 18 －

ベネチアンガラス　ビーズ・フリット・ミルフィオリ

ダイクロイックガラス

① ② ③

④ ⑤ ⑥

⑦ ⑧ ⑨

⑩ ⑪ ⑫

ベネチアンガラス 
膨張係数：104 

SG-11 

1 枚 1,296 円（1200 円）B 

10cm×10cm 

①～⑫ 

SG-12 

1 枚 130 円（120 円）A 

2cm×2cm 

①～⑫ 

SG-13 

4,860 円（4,500 円）B 

5cm 角 12 色セット 

①～⑫　12 枚入 

①クリヤーホワイト 

②ホワイト（不透明） 

③スティールグレイ 

④黒（不透明） 

⑤コーナル 

⑥レッド 

⑦トパーズＤ 

⑧ハーブグリーン 

⑨マリングリーン 

⑩アクアマリン 

⑪パープル 

⑫コバルトブルー 

ミルフィオリ（10g ケース入） 

SG-31 …972 円（900 円）B 透明（小）φ約 2.5mm2 

SG-29 

…432 円（400 円）B 

クラフトビーズ 15色アソート ( 無穴 )
(15g ケース入 )

1 

SG-30 …756 円（700 円）B 透明（中）φ約 5.0mm3 

SG-34 

SG-38 

…756 円（700 円）B 透明（大）φ約 7.5mm4 

…972 円（900 円）B 透明（中）ロング 7mm5 

SG-33 …972 円（900 円）B 不透明（小）φ約 2.5mm6 

SG-32 …756 円（700 円）B 不透明（中）φ約 5.0mm7 

SG-35 …756 円（700 円）B 不透明（大）φ約 7.5mm8 

SF-121 

…540 円（500 円）B 

ダイクロイックガラス クリア

 ( 約 6cm×11cm)

1 

1 

SF-122 

…2,160 円（2,000 円）B 

ダイクロイック端ガラス・クリアセット

 (30ｇ)

2 

2 

粘土状のフュージング型材です。好みの型にあわせて作り、

焼成して固めた後にセラペーパーの上でフリット粒状を入

れて溶かすと、好きな形のガラスパーツができます。

SY-346 …540 円（500 円）D モールドクレイ

プライマーは塗る離型剤で、フュージングするガラス

の底を、セラペーパーよりも平らで透明にする事がで

きます。水でゆるめて、アルミナ板に塗り重ねてサンディ

ングで整えます。

SG-91 

…1,080 円（1,000 円）B 

プライマー（100g 入）

1

1

ガラスの中に金属箔が入ったもので、

柄を組み合わせてフュージングする

と、世界に 1 つのデザインガラスのカ

ボションが生まれます。

膨張係数：90

SFG-1

…2,160 円（2,000 円）C

ガラスカッター

2

2

SFG-2

…1,404 円（1,300 円）D

ガラス切りプラニッパー

ベネチアンガラス

色ガラスの本場、イタリアのベネチアンガラスです。

アルミナ板の上にセラペーパーを敷き、ガラスをの

せて 800℃～ 850℃位で溶かします。（溶けると丸く

なります。）細かく砕いて色を並べたり重ねたりして、

オリジナルのフュージングガラスを作ってみましょ

う。

クリヤー、ホワイト、コーナル、レッド、トパーズ

は銀（粘土）に反応して変色するので、触れないと

ころに使いましょう。　　　　　　　膨張係数：104

1 

1 2 

1 

2 

2 3 

6 5 7 

4 

8 

ダイクロデザインカット

各 540 円（500 円）B

SF-163 ハート1

SF-164 マーキス2

SF-165 しずく3

SF-166 長角4

1 2 3 4

※⑥は、加熱後レッドになります。

ベースは透明色です。

色の指定はできません。

※在庫限り 

※在庫限り 

※在庫限り ※在庫限り

※在庫限り

※在庫限り

※在庫限り

フリット（20g ケース入） 

SG-21 …594 円（550 円）B クリアーホワイト1 

SG-22 …788 円（730 円）B ピンクペール2 

SG-23 …594 円（550 円）B メイグリーン3 

SG-27 …594 円（550 円）Bレモンイエロー

SG-28 …594 円（550 円）Bセルリアンブルー

5

4

1 

5

2 3 

4

…4,938 円（4,572 円）F

ＵＶライト

…1,598 円（1,480 円）E

ＵＶレジン 25ｇ

XB1100-0691 UC1100-0676

ＵＶレジン

紫外線にあてると２分で硬化するＵＶレ

ジンはシルバーの色付けにも便利な素材

です。シリコンパットに油性マジックを

塗ってレジン液をのせて溶かせばカラー

レジンになります。

リングのまわりにも

３分の 1 ずつのせて

硬化させれば七宝で

は難しい色付けも簡

単にできます。

ケース

SZ-18

各 356 円（330 円）B

ＰＭＣロゴ入り
ポーチ角
①黒　　②チョコ

SZ-13

各 1,296 円（1,200 円）B

ＰＭＣロゴ入り
レザーポーチ 10 枚入
①黒　　②オフホワイト

SZ-19

各 259 円（240 円）B

①グレー　②ピンク

③ブラック

イヤリング・ピアス
兼用ケース

SZ-14

各 259 円（240 円）B

①グレー　②ピンク

③ブラック

リングケース

ＰＭＣ

ロゴ入り

シリーズ

ＰＭＣのロゴが

シルバーの純度を

証明します。
SZ-15

各 270 円（250 円）B

①ネイビー　②ブルー

③ピンク　

ギフトボックス

1

3

1

2

2 31 2 3
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2

純銀粘土ＰＭＣは、三菱マテリアルが世界で初めて開発した、

純銀の微粉末とバインダー（のり）をあわせて粘土状に加工し

たものです。粘土状なので手軽に造形できて、乾燥後コンロや

電気炉で焼く事でバインダーが焼失し、純度 99.9％の純銀だ

けが残ります。

スタートは 1991 年でしたが、三菱マテリアルの技術力により

ＰＭＣは幾度も改良と開発を繰り返し、現在 10 種ものＰＭＣ

が誕生しています。

中でもＰＭＣ3 とＰＭＣスターリングは、これまでの銀粘土に

はない強度と造形性の良さを両立させた、三菱マテリアルなら

ではの開発商品といえます。

私たちシルバークレイアカデミーは、三菱マテリアルのＰＭＣ

開発スタッフと共に 1998 年からＰＭＣの技術研究・開発を行

い、数多くのデータの集積による確かな技術を基にＰＭＣのカ

リキュラムを制作し、その指導とインストラクター認定を行っ

ている指導者組織です。

１年間で製作するカリキュラム作品の中に、ＰＭＣで表現でき

る様々なテクニックを凝縮して指導致しますので、作品作りを

楽しみながら、１年間でプロとしてのテクニックを習得する事

ができます。

粘土状態からの造形でやわらかなデザインを表現する「スタン

ダードコース」と、乾燥体からの削り出しでシャープで彫金的

なデザインを表現する「アドバンスコース」、その両方の魅力

を備えた「アートジュエリーコース」の３つのコースがあり、

どのコースからもインストラクター資格取得が可能です。

インストラクター資格取得後も、教室を開かれる方や更にスキ

ルを上げたい方には、高等科、研究科、専科コースへ進んで頂

く事ができます。

また、日本貴金属粘土協会の西日本支部でもありますので、希

望者は全国的なセミナー、カンファレンス、作品展、コンテス

トへの参加も可能です。

自分の個性をシルバージュエリーで表現してみませんか。

教室のお問い合わせはシルバークレイアカデミー本部へ。

■シルバークレイアカデミー認定カリキュラム（1年間修了）

どのコースからもインストラクター資格を取得できます。

Ⅰ.スタンダードコース
全16作品

■認定者向けカリキュラム

高等科　6カリキュラム

ポーセジュエリー専科
全10作品

ＰＭＣとポリマー専科
全7作品

ＰＭＣとポリマー専科ステップアップコース
全6作品

研究科

Ⅱ.アドバンスコース
全16作品

Ⅲ.アートジュエリーコース
全16作品

研究科は新技法、新素材、新発想をテーマにした新たなカリキュラムを

毎年追加制作しています。

（透かし彫り・バングル・七宝・ガラス・22K粘土・天然石）

シルバークレイアカデミー本部
〒810-0001　福岡市中央区天神 2-3-10　天神パインクレスト 2Ｆ-201

TEL/FAX 092-713-1868　　http://www.crafthouse.jp/sca/

シルバークレイアカデミー支部所在地 … 京都 /和歌山 /広島 /高知 /香川 /長崎 /熊本 /大分 /鹿児島 /沖縄
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