
素
材

QA4903-0000 
ハートの石鹸   
7.5×7㎝　90g
￥420

Ｈ1501-0341 
マルチトートバッグ
本体:約45×36×まち13㎝
￥2,200

H1501-0109 
キャンバストート（Ｓ）
ナチュラル
縦20×横30×まち10㎝
￥580

QA1505-0284
アクリルシェルプレート   
15.5×12×4.5㎝
￥1,280

ナプキンペーパーをナプキンポッジで貼って
楽しむ定番アイテム。

下塗りなしでペーパーが貼
れる白いICカードケース。

木製のキーホルダ。

使いやすい帆布の素材。
接着＆ニスはナプキンポッジを使う。

✿布素材
卓上に並べて飾れる小型ウッド。

✿木素材

✿MDF製品✿雑貨

✿MDFバッグチャーム ✿キーホルダー

✿カードスタンド

✿天然シェル／石鹸 ✿アクリル製品

H1501-0109 

HW1500-2816
ウェーブティッシュボックス
縦14×横27.5×高10㎝
￥1,600

HW1500-1499
PWキーホルダー ウッディ（角）
縦5.3×横3×厚0.6㎝
￥670

HW1500-2818
ペンスタンド
幅10×高16.5×奥11.5㎝
￥1,280

HW1500-2820
レタースタンド
幅14.5×高22×奥11.5㎝
￥1,600

HW1500-2819
リビングスタンド
幅15×高16.5×奥11.5㎝
￥1,350

HW1500-2950
スマートトレー ＭＤＦ
幅35×高5.4×奥26.9㎝
￥1,200

G1102-0260
キーホルダー
２個セット ゴールド
リング内径18×16㎜　
全長50㎜
￥180

G1102-0261
キーホルダー
２個セット シルバー
リング内径18×16㎜　
全長50㎜
￥120

QA4903-0001
ほたて貝トレー 
約13㎝前後 
￥200

裏からナプキンペーパーや
デコペーパーが貼れて透明感を
楽しめる。

QA4903-0000 

れる白いICカードケース。

HW1500-□□□□
カードスタンド アルファベット
高5.7×厚2㎝　￥500

HW1500-□□□□

5.7
センチ

名刺を挟むと
こんな感じ

ポストカード、写真、メッセージカードなどを立てられます。

Ａ -2894 Ｎ -2901Ｍ -2900Ｃ -2895 Ｅ -2896 Ｈ -2897 Ｊ -2898 Ｋ -2899

Ｒ -2902 Ｓ -2903 Ｔ -2904 Ｙ -2905

B -2907 F -2908

W -2911O -2910

I -2909

カー -2892コテージ -2891バード -2889 ブーツ -2890ベア -2888

Ｋ -2899

HW1500-2832  
ミニもみの木
縦13.1×横8.2×厚1.5㎝
￥330

HW1500-2727
ミニミニツリー 
縦7.2×横9×厚1.5㎝
￥286

-2791    
エレガントハット 
3枚セット
縦6×横7.8×厚0.4㎝

-2793    
エレガントブーツ 
3枚セット
縦6.8×横7×厚0.4㎝

-2795    
エレガントバッグ 
3枚セット
7.5×横6.6×厚0.4㎝

-2797    
エレガントトート 
3枚セット
縦8.2×横7.7×厚0.4㎝

-2799    
エレガントバタフライ 
3枚セット
縦7.1×横9.7×厚0.4㎝

-2791    
エレガントハット 

-2793    -2789     
パフュームボトル3種セット
3種各1枚入　厚み0.4㎝
サイズ左から：縦8.8×横6.2㎝／
縦10×横5㎝／縦8.8×横5.2㎝

HA1500-□□□□
MDF 3枚セット
￥520

UC1505-0293
フラットパスケース ホワイト 
縦6.1×横10.1×0.5㎝
￥700

デコパージュ用に木材繊維を成型熱圧した木素材で、木のような経年のそりがない。
アクが出ないので地塗り前のシーラー不要です。

✿MDFバッグチャーム

-2799    
エレガントバタフライ 

卓上に並べて飾れる小型ウッド。

HW1500-2832  HW1500-2727HW1500-2832  HW1500-2832  HW1500-2832  

ベア -2888 バード -2889 ブーツ -2890 コテージ -2891 カー -2892

QA1505-0284
アクリルシェルプレート   

メディウムの塗布に。
広い面積に塗るなら柄付き小さな物に塗るならブロックスポンジ

布にナプキンを塗る時便利アイテムカッティング便利アイテム 地塗り用絵具 キラキラパウダー

デ
コ
パ
ー
ジ
ュ
で
活
躍
す
る
便
利
な
道
具

デコパージュ大平
２１００シリーズ
3/4インチ Q1021-0043 
￥860
１インチ Q1021-0001  
￥1,440

目盛り付きのカッティン
グマット。ペーパーをカッ
トする際に敷く。

ナプキンペーパーをスポ
ンジで圧着させる時、
ペーパーの上にのせペー
パーが破れるのを防ぐ。

ナプキンペーパーの接着に。

スポンジブラシ 
小
DB1100-0022 
￥100

スポンジブラシ 
中
DB1100-0023
￥140

デコパージュフィルム
B4サイズ　5枚入 
Q4904-0004 
￥100

デコパージュスポンジ
Q4904-0003
￥200

デコパージュしたペーパー
の上に、ポッジと混ぜて塗
り、きらめき効果を出す。

グラマーダスト
クリスタル DAS37 A1222-0001
ゴールド　DS61 A1222-0024
￥750

ガーデンペイント２ｏｚ
ＤＣＰ１４ クラウドホワイト 
UG4601-1014 
￥420

ナプキンペーパーをＭＤＦ
木製品にデコパージュする
前に塗る地塗り用ホワイト。

メディウムをムラなく塗
るのに便利な筆。

地塗りやメディウムを塗るた
めのスポンジブラシ。

絵

カッティングマット Ａ４
Q1100-0706 
￥600

デコパージュ
ラバーローラー
Q4904-0002
￥1,650

曲面や大きなサイズのペーパーの接
着に使う。

小さなカードケースや箱の隅に貼る
時に便利。ラバーローラーでは押さえ
られない隅まできちっと仕上げられる。

デコペーパー、ナプキン
ペーパーの細部カット用
ミニはさみ。

デコパージュ シザー
Q4904-0001
￥2,000

デコパージュ ブロック
スポンジ（６コ入）
Q4904-0007
20×30×60㎜ 6個入
￥300

スポンジブラシと同質のブロックスポンジです。スポン
ジブラシでは塗りにくい部分まで塗ることができる。

デコパージュ用  スキージ
Q4904-0006 
55×91×厚2㎜
￥400

モジポッジで接着する時に便利な道具！ ペーパーの下にある
空気と余分な接着剤を取り除き表面を滑らかにします。

アートナイフプロ 
H1100-0279 
￥1,280

デコペーパー、ナプキン
ペーパーの細部カットに。

V20150401

今のデコパージュはこんなにラクチン！ このツールを使いましょう！今のデコパージュはこんなにラクチン！ このツールを使いましょう！

チラシ掲載価格は全て税抜きです

1ナプキンペーパーをカッ
トして仮置きし、デザイン
が決まったら、3枚重ねのナ
プキンペーパーの一番上
の1枚をはがす。

2 チャコパーでナプキン
ペーパーを塗る場所に大
まかに印を付け、ナプキン
ポッジを厚めに塗り、ナプ
キンペーパーを置く。

3ナプキンペーパーの上
にデコパージュフィルムを
のせ、スポンジで中心から
外側の方向にたたき空気
が入らないように接着する。

4縫い目部分は2㎜程ペー
パーを残してカットし、ナプ
キンポッジを縫い目に塗っ
てナプキンを平筆（＃6～
10）で押さえて縫い目に入
れていく。

1ナプキンペーパーは薄い
ので素材の色が透けないよ
う下塗りをする。デコパー
ジュする部分にガーデンペ
イントのホワイトを塗る。

2チャコパーであたりを付
け、ナプキンペーパーを
カット。木製品の上にレイ
アウトする。

3広い面積の物は半分ず
つ作業。ナプキンポッジを
木製品の半分の位置まで
塗り、ナプキンペーパーを
破れないように置く。

4デコパージュフィルムを
のせ、スポンジで、中心から
外側の方向にたたきながら
空気が入らないように接着。
残りの半分も同様に貼る。

5カーブや角はデコパー
ジュシザーで切りこみを入
れてから貼る。ナプキン
ポッジが乾燥後、再度ナプ
キンポッジを塗る。

6お好みで切り文字やエ
ンボスステッカーを貼っ
て完成。

カーブや角はデコパー 6お好みで切り文字やエ

布に貼る

木製品に貼る

1ナプキンペーパーをカッ
トして仮置きし、デザイン
が決まったら、3枚重ねのナ
プキンペーパーの一番上ナプキンポッジ、ファブリック

シーラー

ナプキンポッジ、ガーデンペイ
ントＤＣＰ１４ （クラウドホワイト）

5ナプキンポッジが乾燥後、
再度ナプキンポッジを塗り、
乾燥させる。最後にファブ
リックシーラーをナプキン
ペーパーの上に塗って完成。

布の仕上げ用用布の仕布

ナプキンポッジ 
ツヤ★☆☆☆☆☆☆
２５０ｍｌ　Q4900-0005  ￥2,300
118ml　Q4900-0007  ￥1,250

バッグや上履きなど洗濯が予想
される布は、ファブリックシー
ラーを上塗りして保護します。

ナプキンペーパー

ファブリックシーラー
２５０ｍｌ　Q4900-0003 ￥1,440
118ｍｌ　Q4900-0018 ￥850

★布デコパー
ジュの仕上げ
にファブリック

シーラーを塗ると耐水効
果が増し、洗濯が可能に

ここここスゴ ここここスゴ

接着＆コート
ナプキンペーパーを石けん、布、
ウッドなどに貼るための接着剤＆
仕上げニスです。

★表面がベタつかない！
★塗りやすい濃度
★自然な仕上り
★布に貼っても
ゴワゴワせず柔らか
★黄変しない

♥小さな作品や布製品に
♥薄いので素材との
　一体感がある

♥小さな作品や布製品に
♥薄いので素材との
　一体感がある

パ

ここここここここここここここここここここ

パー

接着＆コート

★乾くと耐水性！
★表面がベタつ
かない！
★木、金属、プラ
スチック、ガラス、
陶器、紙等に使える
★黄変しない

仕上げ用ニス！

スチック、ガラス、

★乾くと耐水性！
★表面がベタつ

★木、金属、プラ

仕上

★乾くと耐水性！
★表面がベタつ

★木、金属、プラ

モジポッジ
ツヤ★★★☆☆☆☆
２５０ｍｌ 　Q4900-0004 ￥1,600
118ml　 Q4900-0017 ￥900

Q4900-0019
マットコート 118ml
￥920
ツヤ★☆☆☆☆☆☆

Q4900-0020
グロスコート 118ml
￥920
ツヤ★★★★★☆☆

デコペーパー、コピー用紙、写
真に使う接着剤＆仕上げニス。

モジポッジで貼った作品に、さらにこだ
わりのつや、つや消し仕上げをするニス。

デコペーパー

♥大きな素材にも対応できる絵柄
♥貼りやすい厚みでしわがよらない
♥デコパージュ用の紙なので
　作ったものを販売出来る

♥大きな素材にも対応できる絵柄
♥貼りやすい厚みでしわがよらない
♥デコパージュ用の紙なので
　作ったものを販売出来る マットコートグロスコート モジポッジのみ

ここここスゴ ここここスゴ ★筆ムラが出ない
なめらかニス！
★粘度が低く、刷毛
目が出ずにサラッと
塗れる

1木製品にデコペーパーを
レイアウトしカットする。

2ボックス等の場合は一面
ずつ作業する。モジポッジ
をたっぷり塗り、デコペー
パーを貼る。

3 デコペーパーの上から
ラバーローラーをかけ、紙
の下の空気を完全に押し
出す。

4カーブしている部分はデコパージュシザー
で切りこみを入れてから貼る。
ラバーローラーをかけて接着し、紙の余分な
ミミはモジポッジが乾いた後カッターナイフ
でカットする。

5モジポッジ乾燥後、紙の
上からスポンジブラシ等を
使ってモジポッジを塗る。
完全に乾いたら完成。

5モジポッジ乾燥後、紙の

木製品に貼る木製品に貼るに貼る

モジポッジ

手軽にデコパージュ！
ペーパーからメディウム道具まで一気に揃う！

ベ
タ
つ
か
な
い

仕
上
が
り
！



QA4901-6315  AMB6315L 

QA4901-6329  06329L 

QA4901-6670  AMB6670L 

QA4901-6325  AMB6325L 

QA4901-0730  10730L 
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QA4901-0470  10470L QA4901-0700  10700L

QA4901-1240  11240L 

QA4901-6883  06883L

QA4901-7295  AMB7295L 

QA4901-6301  AMB6301L 

QA4901-9021  9021L 

QA4901-6679  06679L 

QA4901-9111  9111L

QA4901-5155  AMB5155L 

QA4901-4721  4721L

QA4901-5836  AMB5836L

QA4901-1020  11020L

QA4901-4741  4741L 

QA4901-6025  06025L

QA4901-5875  AMB5875L QA4901-6680  AMB6680L

QA4901-5860  5860L 

QA4901-7381  07381L

QA4901-2215  AMB2215L

QA4901-1120  11120L 

QA4901-6620  6620L

QA4901-7185  AMB7185L 

QA4901-6205  AMB6205L

QA4901-7470  7470L 

QA4901-6230  AMB6230

QA4901-7285  AMB7285L 

QA4901-6280  AMB6280L

QA4901-6895  AMB6895L

QA4901-3303  3303L QA4901-3491  3491L QA4901-1661  11661L 

QA4901-7729  07729L

QA4901-1650  11650L

QA4901-1820  11820L

QA4901-6420  AMB6420L 

QA4901-7190  AMB7190L QA4901-7300  AMB7300L

QA4901-1810  11810L 

QA4901-6833  AMB６８３3Ｌ

QA4901-6854  06854L

QA4901-1930  11930L

QA4901-6306  AMB6306L

QA4902-2004  195（￥1,050）

QA4902-2006    198（￥1,050） QA4902-2007   201（￥1,050） QA4902-2010  216（￥1,050） QA4902-2013   081（￥1,050）

QA4902-2014  131（￥1,050） QA4902-2016   111（￥1,050）QA4902-2023  038（￥1,050）

QA4902-2047  156（￥1,050）

QA4902-2044  084（￥1,050）

QA4902-2048  206（￥1,050）QA4902-2045  126（￥1,050） QA4902-2046  128（￥1,050）

QA4902-2024  GW019（￥1,050）
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サイズ：50×70㎝
各￥270　33×33cm　同デザイン3枚入り　　※画像は1/4に折った時のデザインです。

※デザイン・価格は予告なく変更となる場合がございます。V2015.4

QA4905-0162　タソッティ162（￥750） QA4905-0197　タソッティ197（￥750） QA4905-0210　タソッティ210（￥750） QA4905--0365　タソッティ365（￥750）

QA4905-0454　タソッティ454（￥750） QA4905-0459　タソッティ459（￥750） QA4905-0492　タソッティ492（￥750） QA4905--0696　タソッティ696（￥750）

QA4905-0701　タソッティ701（￥750） QA4905-0702　タソッティ702（￥750） QA4905-0705　タソッティ705（￥750） QA4905--0716　 タソッティ716（￥750）

QA4905-1263　タソッティ1263（￥750） QA4905-1665　タソッティ1665（￥750）

QA4905-7122　タソッティ7122（￥750） QA4905-7128　タソッティ7128（￥750）

QA4905-1669　タソッティ1669（￥750） QA4905--1741　タソッティ1741（￥750）

イタリアのデコパージュ専用ペーパー“タソッティ” デコパージュの本場から、伝統的な文様や新感覚のデザインが入荷しました！

デコペーパー32デザインデコペーパー32デザインデコペーパー32デザインデコペーパー32デザインデコペーパー32デザインデコペーパー32デザインデコペーパー32デザインデコペーパー32デザインデコペーパー32デザインデコペーパー32デザインデコペーパー32デザインデコペーパー32デザインデコペーパー32デザインデコペーパー32デザインデコペーパー32デザインデコペーパー32デザインデコペーパーは紙に程良い厚みがあるのでしわになりにくく素材の色も透け
にくいので、誰でも下塗り等の手間をかけずに手軽に扱えます。

デコパージュに使いやすい小さめの柄を揃えました。

ドイツ製の
おしゃれなデザイン！

QA4901-7885  AMB7885L

QA4901-1170  11170L

動画公開中


