
千葉県柏市柏 5-8-5　TEL：04-7168-7100  FAX：04-7168-7200
株式会社アシーナ URL：http://www.athena-inc.co.jp

　　https://www.facebook.com/athena.inc
●このカタログに記載の商品は､価格､仕様等予告なしに変更する場合がありますので､あらかじめご了承ください。●印刷のため実際の色と異なることがあります。●価格は2019年2月現在 v.6

オーブンで固まる
　樹脂粘土（ポリマークレイ）

柔らかいので、お子様から初心者の方、
大人まで広く楽しめ、カンタンに制作

できます。

　制作中や焼成中の匂いも
　　気になりません。

スカルピーⅢ

割れない とても簡単 質感がすごい
細かいもの薄いものが形
成できる。

誰でも楽しめる簡単さ！
他のクラフトとのコラボが
できる。

陶器や石・革・木・スイー
ツなどの質感も自在に表
現可能！

色・模様が自由自在 縮まない 乾燥しない
半貴石など様々な色、模
様が表現可能！

ほとんどの粘土は完成す
ると小さくなりますが、ス
カルピーは縮みません。

制作途中で乾燥しないの
で、ゆっくりじっくり作れる！

■ PD3918- □□□□ 14g　■ P3908- □□□□ 57g(2 オンス )　■ P3908-4 □□□ 227g (8 オンス ) ★ 3 色のみ　※実際の色と印刷とは色味が異なります。

スカルピー 14g（0.5 オンス）
各色 ￥200

スカルピー 57g（２オンス）
各色 ￥500

スカルピー227g（8 オンス）
各色 ￥1,880

サイズ（約）：18 × 45 × 9mm サイズ（約）：45 × 57 ×18mm サイズ（約）：132 × 56 × 25mm

0001　★

ホワイト

0010　★

トランスルーセント

0033
スゥイートポテト

0042　★

ブラック

0053
チョコレート

0063
ブルー

0072
イエロー

0083
レッド

0093
ベージュ

0301
タン

0303
ダスティローズ

0322
リーフグリーン

0323
エメラルド

0355 ●

ジェントルプラム

0360 ●

カモフラージュ

0370
トランキリティ

0380
ベリードトレジャー

0503
ホットピンク

0505
ターコイズ

0513
パープル

0515
バイオレット

0530
プリンセスパール

0534 ●

アシッドイエロー

0538
ティールパール

0583
レッド ホット レッド

1086
ゴールド

1101
パール

1103
ライトブルーパール

1109
スウェードブラウン

1112
フューシャパール

1113
グローインザダーク

1130
シルバー

1132
ジュエリーゴールド

1140
ディープ レッド パール

1142
キャンディピンク

1144
スカイブルー

1150
レモネード

1209
バレリーナ

1216
スプリングライラック

1628
ストリング　ビーン

1629
グラニー　スミス

1634
ジャストオレンジ

1645
エレファントグレー

1657
ヘーゼルナッツ

001 042 063 072 083 323
ホワイト ブラック ブルー イエロー レッド エメラルド

001 583 503 515 505 1629
ホワイト レッドホット

レッド ホットピンクバイオレット ターコイズ グラニースミス

ベーシック
カラーセット

ブライト
カラーセット

パステル
カラーセット

パールメタリック
カラーセット

お試しサイズの入門セットです。 ブライトマルチパック 28gｘ12 色セット

ホワイト、パープル、グラニースミ
ス、ターコイズ、イエロー、ホット
ピンク、ジャストオレンジ、レッド
ホットレッド、バイオレット、フュー
シャパール、ゴールド、シルバー

６色セット各14ｇ　各色 ￥1,100

1150 303 1216 1634 1144 1628
レモネード ダスティローズ スプリングライラック ジャストオレンジ スカイブルー ストリングビーン

1086 1101 1130 1140 538 530
ゴールド パール シルバー ディープレッドパール ティールパール プリンセスパール

スカルピーで人気の
色が入っています。

商　品
コード P3902-5010 ￥2,500

モールドメーカー クレイ 227ｇ

型取りに適した仕上がりの

柔らかなスカルピー

商　品
コード PD3908-3002 商　品

コード PD3908-3003

商　品
コード PD3908-3004 商　品

コード PD3908-3005

商　品
コード P3908-3006 ￥2,850

（14ｇ） （57ｇ）
（227ｇ）

（オーブン焼成 130℃ 15 分（6mm 厚））

キット
16 種

ピンクパールのシルバーブレスレット

商　品
コード PB3902-9101 ￥900

エレガントゴールドブレスレット

商　品
コードPB3902-9102 ￥1,100

モノトーンシルバーネックレス

商　品
コードPB3902-9103 ￥1,200

エレガントゴールドネックレス

商　品
コードPB3902-9104 ￥1,300

フラワーモチーフペンダント

商　品
コードPB3902-9105 ￥1,400

シルバーリボンのハートペンダント

商　品
コードPB3902-9106 ￥1,400

カラフルフラワーブローチ

商　品
コードPB3902-9107 ￥1,200

ホワイトパールのヘアクリップ

商　品
コードPB3902-9108 ￥1,300

リボン＆フラワーバッグチャーム

商　品
コードPB3902-9109 ￥1,200

ホワイトローズのシューズクリップ

商　品
コード PB3902-9110 ￥1,800

ホワイトフラワーイヤリング （シルバー）

商　品
コード PB3902-9111 ￥1,050

ホワイトフラワーイヤリング （ゴールド）

商　品
コード PB3902-9112 ￥1,000

ホワイトフラワーリング （シルバー）

商　品
コード PB3902-9113 ￥900

フラワーモチーフリング （ゴールド）

商　品
コード PB3902-9114 ￥800

グラスホルダーシルバーチェーン

商　品
コード PB3902-9115 ￥1,200

グラスホルダーゴールドチェーン

商　品
コード PB3902-9116 ￥950

クレイクチュールは、クラフト用樹脂粘土「ポリマークレイ Premo!（プレモ）」を

主な材料として、アクセサリー、ステーショナリー、インテリアをつくる

オリジナルコンセプトの新しいクラフトです。

必用な材料が入っているので、手軽にクレイクチュールが楽しめます。写真付きレシピと道具ですぐに作り方がわかります。

ポリマークレイの５０以上のテクニッ
クを紹介。作品やステップバイステッ
プの写真も満載！ポリマークレイを楽
しむ方はもちろん、ミニチュアクラフ
トやドールハウスなどにも参考になる
テクニックがいっぱいです。

「ポリマークレイ　ミルフィオリケイン」

切っても切っても万華鏡のようにきれ
いな絵柄が出るミルフィオリケインの
テクニック解説書です。

「ポリマークレイ　テクニックブック」ポリマークレイブック

商　品
コード K1399-0015 ￥500 ＋税
日本語
エイミー・コーラネック 著／全 28 頁・カラー 28 頁

商　品
コード K1399-0014 ￥2,600＋税
日本語
スー・ヒーザー 著／全 128 頁・カラー 128 頁

世界でも売上 NO.1 ポリマークレイ

●廃色予定になります。

表示価格は全て税別です。V2019.2 （価格は2019年2月現在）



リキッドスカルピー
（写せる液体ねんど）

半透明の液状の樹脂粘土、オーブンで焼成して成形します。
シリコンモールドに注入、ガラス面に文字や
デザインを描いて、成形できます。
コピー画の転写や、クレイ同士の接着剤にも使えます。

形成 シリコンモールドにリキッドスカルピーを注入して、そのまま焼
成し、形を作ります。
1.	 ガラスの下に描きたい文字やデザインの原稿を置いて、
ガラスの上からリキッドスカルピーでなぞりながら描きます。

2.	 ガラスをオーブンに入れて焼成します。
3.	 焼成後ガラスからリキッドスカルピーをはがし、他のク
レイに貼ったりして作品を作ります。

転写
絵や写真などを転写できます。
1.	 転写したい原稿をカラーコピー
（レーザープリンター）します。

2.	 コピー画の上からリキッドスカル
ピーを薄く均等に塗ります。

3.	 150℃に熱したオーブンで30分間
焼成します。

4.	 5 分間水につけてから、紙を指で
こすりながら取り除きます。

5.	 フィルム上になったリキッドスカ
ルピーをガラスまたはクリアファ
イルに貼り乾かします。

6.	 乾いたら、焼成したクレイなどに
リキッドスカルピーで接着して作
品に仕上げます。

接着 樹脂粘土同士の接着が出来ます。
樹脂粘土と異素材（金属、ガラス、ウッド）との接着にも使用できます。

5009 5012 5013 5014
トランスルーセント ゴールド シルバー パール

5019 5020 5021
ホワイト クリアー ブラック

59ml（2 オンス）各色 ￥2,000　　トランスルーセント　￥1,800 ■ PD3902- □□□□

繊細な造形が容易にでき、
フィギュア作りにも最適！
世界中のアーティスト、作家、
アニメーションスタジオで愛用。

●ドール制作のために作られたクレイです。

●半透明の仕上がりでドールの肌を
　リアルに表現します。

●他のスーパースカルピーに比べてかなり
　硬く、成分はベージュとグレイとは異な
　ります。

●表面は平らで詳細が見えるように不透
　明です。多くの彫刻家待望の硬いクレイ
　です。柔らかいクレイにありがちな線が
　ぼやけたり、曲がったりすることがなく
　精巧な彫刻や細工ができるクレイです。

●グレイ色は彫刻家やフォトグラファーに
　とって小さな細部も見えフィルムにも捉
　えられます。

●陶器のようなタッチで、焼成後は、本
　物の肌のような輝きになります。

●プレモ！やスカルピーⅢに混ぜて色を付
　けることもできます。

●他のポリマークレイと同様に簡単にこね
　ることができ、焼成まではそのまま柔ら
　かさを保ちます。

●適度な硬さがあり精巧な細工が施せます。

●緻密で精巧な細工がプロトタイプ（試
　作品）の制作に使われることが多く、
　原型を使って、いくつもの複製を作る
　ことができます。

●アーティストはモールド（原型）を作る
　だけでなく、作品そのものもスーパー
　スカルピー、ベージュで制作します。

●ベージュと同じような使用ができます。

●グレイ色は彫刻家やフォトグラファーに
　も捉えられます。

●本国アメリカでの製品化はなく、日本の
　みの特注仕様です。

●130度で15分/6ミリ厚

焼成後はサンディング、穴開け、彫刻、
そして水性アクリル絵具で絵付けもできます。

スーパースカル
ピー同士を混ぜ
合わせ好みの硬
さにして原型を
作ります。

GILL GILL　原型制作師
塚田貴士

スーパースカルピー
リビングドール ライト 454 ｇ（1 ポンド）

スーパースカルピー
 （ベージュ）454 ｇ（1ポンド）
肌に近いベージュ

スーパースカルピーファーム
 （グレイ） 454 ｇ （1 ポンド）
より精巧に削れる硬いスカルピー

スーパースカルピー
 （グレイ） 454 ｇ （1 ポンド）
USA では市販されていない
日本オリジナルのプロ専用品

商　品
コード P3908-1692 ￥3,050

商　品
コード P3905-0003 ￥3,800

スーパースカルピー

使用上の注意 よく振ってお使い下さい。
色によって焼成温度が変わります。（クリア 160℃）

商　品
コード P3908-1691 ￥3,050

商　品
コード P3908-1690 ￥3,050

（オーブン焼成 150 ～ 160℃ 15 ～ 30 分）

（オーブン焼成 130℃ 15 分（6mm 厚））

手づくりキット

ストラップ　まるまるパンダ
商　品
コード P3908-5001 ￥300
完成サイズ：（約）縦 25 ×横 25 ×厚 25

ストラップ　バンザイパンダ
商　品
コード P3908-5002 ￥300
完成サイズ：（約）縦 40 ×横 24 ×厚 15

ストラップ　赤ちゃんパンダ
商　品
コード P3908-5003 ￥300
完成サイズ：（約）縦 22 ×横 25 ×厚 32

ブローチ　双子パンダ
商　品
コード P3908-5004 ￥300
完成サイズ：（約）縦 35 ×横 35 ×厚 18

ブローチ　ハローパンダ
商　品
コード P3908-5005 ￥300
完成サイズ：（約）縦 37 ×横 25 ×厚 15

ブローチ　笹パンダ
商　品
コード P3908-5006 ￥300
完成サイズ：（約）縦 30 ×横 33 ×厚 15

マグネット　ニット帽パンダ
商　品
コード P3908-5007 ￥300
完成サイズ：（約）縦 42 ×横 38 ×厚 18

マグネット　ハートパンダ
商　品
コード P3908-5008 ￥300
完成サイズ：（約）縦 38 ×横 40 ×厚 18

マグネット　フラワーパンダ
商　品
コード P3908-5009 ￥300
完成サイズ：（約）縦 35 ×横 35 ×厚 18

■楽しく簡単にできる
■安全無毒
■制作時間30～60分（焼成時間含む）

■オーブンで20分焼成
■作り方説明書付

スカルピーⅢ

パーフェクトジェルグルー

商品コード 容量 価格

DB1299-0049 118ml ¥750
DB1299-0008 250ml ¥1,250

異素材同士を強力に接着するクラフト
に欠かせない驚異の接着剤です。
木、布、紙、革、ガラス、金属、ゴム、
プラスティック、発砲スチロール、メ
タルシート、陶器、ポリマークレイ等
…様々なものに使え、一家に一本必需
品です。溶剤は白色で、乾くと透明＆
耐水性になります。

メモスタンドクリップ　Ａ
商　品
コード P3908-5101 ￥500
503ホットピンク、1112フューシャパール　14ｇ使用
※本品は１本入りになります。

メモスタンドクリップ　Ｂ
商　品
コード P3908-5102 ￥500
1629 グラニースミス、505 ターコイズ　14 ｇ使用
※本品は１本入りになります。

スプーン　Ａ
商　品
コード P3908-5103 ￥500
583レッドホットレッド、033スイートポテト　７ｇ使用
※本品は１本入りになります。

スプーン　Ｂ
商　品
コード P3908-5104 ￥500
355ジェントルプラム、323エメラルド　７ｇ使用
※本品は１本入りになります。

ストラップ ゆらゆらネコ （グレー）
商　品
コード P3908-5201 ￥300
完成サイズ：（約）縦 20 ×横 33

バッジ すまいるネコ （トラ）
商　品
コード P3908-5202 ￥300
完成サイズ：（約）縦 45 ×横 35

はしおき のびのびネコ （白茶）
商　品
コード P3908-5203 ￥300
完成サイズ：（約）縦 23 ×横 63

焼成後の
ポリマークレイの
接着に最適

各 ¥900

種　　類 カラー 商品コード
＃647 スカイブルー P1102-1005
＃650 ミクロパール P1102-1013
＃652 マクロパール P1102-1014
＃653 レッドラセット P1102-1003
＃654 スーパーラセット P1102-1048
＃655 スーパーコッパー P1102-1015
＃656 ブリリアントゴールド P1102-1024
＃657 スパークルゴールド P1102-1002
＃658 アズテックゴールド P1102-1016
＃670 Ｉ.Ｆレッド P1102-1017
＃671 Ｉ.Ｆブルー P1102-1018

エフェクトツール

パール EX パウダー 3g

パールの光沢に仕上げるパウダーです。パウダーを塗って
焼成し、仕上げにグレイズを塗ります。
筆は馬毛筆モップ 9000 シリーズがおすすめです。

※ I.F= インターフェアレンス

種　　類 カラー 商品コード
＃672 Ｉ.Ｆグリーン P1102-1019
＃673 Ｉ.Ｆウ ァ゙イオレット P1102-1020
＃674 Ｉ.Ｆゴールド P1102-1021
＃683 ブライトイエロー P1102-1022
＃663 シルバー P1102-1025
＃665 サンセットゴールド P1102-1026
＃680 デユオレッドブルー P1102-1046
＃681 デュオブルーグリーン P1102-1044
＃684 フラミンゴピンク P1102-1045
＃686 ターコイズ P1102-1004
＃687 トゥルーブルー P1102-1047

表示価格は全て税別です。V2019.2 （価格は2019年2月現在）表示価格は全て税別です。V2019.2 （価格は2019年2月現在）



材 料

M3903-2220
シリコンモールド
センタースクロール 2 サイズP3908-0083

スカルピーⅢ 57g レッド P3902-5016
コンディショニングクレイ　14g

❶スカルピーⅢに対してコンディショニングクレイ
を 1/3 ～ 1/2 ぐらいを混ぜます。
❷ローラーやクレイミキシングマシーを使用して、
約 1 分間以上練ります。（コンディショニングクレ
イを混ぜることによって、焼成した時の割れやひび
を防げます。）

❶深いモールドを使用する場合は、底のほうから順
に詰めていきます。
❷詰め終わったら、スライサーなどを使って、モー
ルドより出ている部分をカットします。
❸最後にウエットティッシュで全体を整えます。
モールドの縁にスカルピーⅢが残らないようにします。

1.色を決める／混ぜる 2.詰める／全体を整える

❶オーブンに入れて 130℃で 15 分焼成します。
❷冷めたらオーブンから取り出し、モールドからクレイ
を取り出します。

3.焼成／取り出し

4.完成

作品例　アーチ型置時計作品例　アーチ型置時計作品例　アーチ型置時計作品例　アーチ型置時計作品例　アーチ型置時計作品例　アーチ型置時計作品例　アーチ型置時計作品例　アーチ型置時計作品例　アーチ型置時計作品例　アーチ型置時計作品例　アーチ型置時計作品例　アーチ型置時計
❶作品にパーフェクトジェルグルーで接着します。

5.接着

DB1299-0049
パーフェクト
ジェルグルー　118ml

材 料

PD3902-5012
リキッドスカルピー
ゴールド

文字原稿　原寸 P3903-0300
強化ワークガラス

（約 A4 サイズ）

作品例　サインボード　スクエア作品例　サインボード　スクエア作品例　サインボード　スクエア作品例　サインボード　スクエア作品例　サインボード　スクエア作品例　サインボード　スクエア作品例　サインボード　スクエア作品例　サインボード　スクエア作品例　サインボード　スクエア作品例　サインボード　スクエア作品例　サインボード　スクエア作品例　サインボード　スクエア作品例　サインボード　スクエア作品例　サインボード　スクエア作品例　サインボード　スクエア3.完成

2.焼成／仕上 4.接着1.文字をなぞる

❶ガラス板にほこりや汚れがある場合は、ウエット
ティッシュで取り除きます。
❷ガラス板の下に文字原稿をセットします。
❸リキッドスカルピーをよく振って混ぜてから、文
字やデザインに沿って、直接描きます。

❶描き終わったら、オーブンに入れて150℃で30分焼成
します。(クリアは160℃)
❷冷めたらオーブンから取り出し、文字の端からスラ
イサーを入れて文字を浮かせてから、文字を丁寧に
はがし、カッターなどで不具合を修正します。はがし、カッターなどで不具合を修正します。

❶作品にパーフェクトジェルグルーで接着します。

スカルピーⅢを
　モールドに詰める方法

リキッドスカルピーで
文字を描く方法

ゴムのように曲げたり、

ねじったりできるクレイ！

暗闇で光る！

おもしろクレイ
NEW

アメイジングイレイサークレイキット　
　　　　　　　　　　28g × 6 色

ベイク＆ベンドキット　28g × 6 色

ベイク＆ベンドセット　57g × 8 色

グローインザダークキット　28g × 6 色

マンゴー、ピンク、ライム、グレープ、オレンジ、ブルー
121 度で 20 分 /6mm 厚

ホワイト / イエロー / レッド / ブルー / ブラック/ グリーン 130 度で 20 分 /6mm 厚

ホワイト / ベージュ / イエロー / レッド / ブルー / ブラック/ オレンジ / グリーン
130 度で 20 分 /6mm 厚 

ホワイト / グローインザダーク / ブラック /
グローインザダークオレンジ /
グローインザダークブルー / グローインザダークグリーン
130 度で 15 分 /6mm 厚

商　品
コード P3906-7585 ￥4,000

商　品
コード P3905-6004 ￥1,850

商　品
コード P3906-7584 ￥1,850商　品

コード P3908-3007 ￥2,050

スカルピー
モデルエア（自然乾燥）

作：平沢恵子/ポピー 

モデルエア　ドライクレイ　ホワイト　１kg

磁器のような透明の仕上がりです。

商　品
コード P3900-0001 ￥2,300 商　品

コード P3903-0005 ￥2,650

商　品
コード P3903-0006 ￥2,250

商　品
コード P3903-0007 ￥2,250商　品

コード P3903-0008 ￥2,620

スカルピー　ウルトラライト　ホワイト　227 ｇオリジナルスカルピー　454 ｇ　ホワイト

スカルピーシリーズでベーシックなオーブンクレイ

です。こどもから大人まで使えます。

130度で15分/6mm厚

ジュエリー、ドール、フラワー等様々な用途に用いることが

できます。非常に軽く柔らかいので初心者に最適です。

焼成後、アクリル絵具ややすりが

けで仕上げられます。

130度で15分/6mm厚
自然乾燥タイプのクレイ。軽量で耐久性に優れ、
とても扱いやすいクレイです。
乾燥後は絵具を塗ることができます。クレイに色
を混ぜる場合は油絵具を使用して下さい。
硬化時間約24時間。

モデルエア　ポーセリンクレイ　500g モデルエア　ドライクレイ　テラコッタ　１kg

消しゴムになる！

ゴムのように曲げたり、

ねじったりできるクレイ！

作：平沢恵子

（オーブン焼成）

モデルエアシリーズ

表示価格は全て税別です。V2019.2 （価格は2019年2月現在）表示価格は全て税別です。V2019.2 （価格は2019年2月現在）



つや 商品コード 価格
グロス P3902-5006

¥1,200
サテン P3902-5007

容量 商品コード 価格
28g P3902-5011 ¥300

14g PD3902-5016 ¥200

容量 商品コード 価格
30ml P3902-5017 ¥1,100
  4ml PD3902-5018 　¥200

商品コード 価格
Ａ P3903-0167 ¥1,650
Ｂ P3903-0154 ¥2,250

商品コード 価格

PC3903-0202 ¥3,430

品　名 商品コード
Ａ ショート ２枚組 PD3903-1131
Ｂ ロング ２枚組 PD3903-1132
Ｃ ロング／ショート セット PD3903-1133

Ａ Ｂ Ｃ

Ａ Ｂ

¥800 ¥1,000 ¥900

スカルピー　
ベイク＆ボンド　59ml

スカルピーやプレモなどのポリマー
クレイ専用の超強力接着剤。焼成前
同士のクレイ、焼成後のクレイ、ど
ちらでも接着可能です。130℃で
30 分オーブンで焼成。

スカルピー　
グレイズ　グロス / サテン

焼成後のクレイに塗る
液状の仕上げ剤（ニス）です。
各 30ml

コンディショニングクレイ

硬い樹脂粘土を自分好みの柔らかさに調整できます。
粘土の総量 10% まで混ぜることができます。硬い
クレイ全量に対して、一気にコンディショニング
クレイを入れて混ぜると、均一に混ざらないばかり
か、手も痛くなります。
コンディショニングクレイに硬いクレイ全量のう
ち 1/3 位をまず混ぜ、よく混ざったら徐々にクレ
イを加えていきます。

クレイソフナー

クレイを柔らかくする
溶剤です。数滴練りこ
むと、焼成前のクレイ
を柔らかくすることが
できます。

クリア DECO　25g

1.UV ライトや太陽光で硬化、驚きの硬化スピード
2. 無色透明で匂いの少ない紫外線硬化樹脂
3. 硬化後は、接着力に優れ、クリヤーな仕上がり
4. 適度な粘度で作業性抜群 !
5. プラスチック、ガラス、金属、合成皮革、陶器
　など様々な素材に使えます。

クレイミキシングマシーン２

テクスチャーでの模様付
けや、粘土同士を混ぜる
のにも使えます。

クレイ　エクストルーダー　プロ

プレモを長いヒモ状に形づくる道具で
す。葉、クローバー、組み紐、レンガ
、チューブ、ガラス、髪の毛、など様
々な形をつくることができるディスク
が 19 種類付いています。
使用後は石けん水でお手入れをします。

クレイ　グレーター （ミニ）

プレモをすりおろすのに
使います。半貴石のテク
ニックなどに便利です。
ミニサイズなので使用後
のお手入れが簡単です。

幅 3.8 ×高さ 7.6 ×奥 2.6cm

スカルピー クレイツール
スターターセット

作品制作に便利なツール
３本セット。

スカルピー スタイル
＆ディテールツール

クレイを滑らかにしたり、
ブレンドする際に便利な
ダブルエンドツール３本
　　　　　　　　セット。

ツール３本（６種類）

スカルピー
ビーズメーカー （ラウンド３サイズ）

同じ大きさの丸いビーズが簡単にたくさん作れます。

クレイクチュール　ツールキット

クレイニードル、ローラー、スライ
サーショートの便利な道具セット。

スカルピー　ホローメーカー

ポリマークレイのジュエリーパーツを作成す
る型です。
いろいろな大きさの半円ビーズを作れま
す。同じサイズの半円ビーズを一度に 2 個
ずつ作れます。

スライサー

樹脂粘土やクレイをカットするナイフです。
ロ ン グ :15.1 × 1.9 cm 　ケースカバー付き。
ショート :10 × 1.9 cm

スカルピー　スーパースライサー　持ち手付 （刃３種）

クレイをカットするナ
イフです。直線刃、カ
ーブ刃、ジグザグ刃の
３種類。安全な持ち手
が付いています。

スカルピー　アクリルローラー

クレイの上で転がして、
シート状にしたり、滑ら
かにするのに使います。
使用後はアルコールでお
手入れします。

スカルピー　クリエイティブコーム

クレイへのテクスチャーや
メジャーとして使用する
ツールです。

クレイ　ニードル

プレモの穴開けなどに使う細い針です。

長 130 ×針の太さ 1㎜

UV レジン

ステンレス製

サイズは 13/ 16/ 18mm

サイズ
1.9cm / 2.5cm / 3.1cm /
3.8cm / 4.4cm

プレモ　
タルカムパウダー 17g

クレイのベタつきを抑えます。
型抜きやドール、ミニチュアの成形など
の細かい作業に欠かせません。型抜きの
際は、指や筆などでパウダーを取り、ク
レイと道具の両方に薄くつけると、きれ
いに抜けます。

メディウム ＆
　　　　ツール

商品コード 価格

P3903-0166 ¥3,000

商品コード 価格

P3903-0168 ¥2,130

商品コード 価格

P3903-0155 ¥800

商品コード 価格

P3903-0041 ¥260
商品コード 価格

PC3903-0184 ¥2,650

商品コード 価格

PD3902-9100 ¥1,100
クレイローラー単品の場合

PB3903-1120 ¥400

商品コード 価格

P3903-0043 ¥800

商品コード 価格

P3903-0104 ¥5,650 ディスク 20 種付

商品コード 価格

PA3903-0061 ¥12,000

厚さ設定は 9 段階
　（0.3 ～ 2.4㎜まで）
ローラー幅：18cm

商品コード 価格

P3902-5005 ¥1,500

商品コード 価格

UC1100-0676 ¥1,480

商品コード 価格

P3903-0011 ¥240

ｸﾚｲﾐｷｼﾝｸﾞﾏｼｰﾝ固定金具
PA3903-0198    ¥800
ｸﾚｲﾐｷｼﾝｸﾞﾏｼｰﾝ ﾊﾝﾄﾞﾙ
PA3903-0197   ¥800   

スキージ

クレイを成形時に、小さなログを作る時に使います。

商品コード 価格

Q4904-0006 ¥400

91 × 55 ×厚 2㎜

クレイモールド作品の作り方
材 料

❶ほこりや汚れがある場合は、筆やウエットティッ
シュで取り除きます。

❶リキッドスカルピーをよく振って混ぜてから、モールド
の奥の方から順に注入します。
❷モールドの縁まで必ず注入してください。
注入が少ないと形が変形する場合があります。

❶注入が終わったら、リキッドスカルピーがしっかり
とモールドの奥底まで入るように、モールドを写真の
ように少しひねります。

❶作品にパーフェクトジェルグルーで接着します。

1.モールドをきれいにします 2.リキッドスカルピーを注入します 3.なじませます

❶オーブンに入れて 150℃で 30 分焼成します。
　(クリアは 160℃ )

4.焼成

❷カッターなどでバリを取ります。

5.取り出し

7.完成

❶冷めたらオーブンから取り出し、モールドからクレイ
を取り出します。

M3903-2506
シリコンモールド４人の妖精

PD3902-5014
リキッドスカルピー
パール

ジュエリーボックスクロックボックススクエア（MDF）

6.仕上げ

8.接着

DB1299-0049
パーフェクト
ジェルグルー　118ml

リキッドスカルピーを
　　モールドに注入する方法

＜作品例＞

表示価格は全て税別です。V2019.2 （価格は2019年2月現在）表示価格は全て税別です。V2019.2 （価格は2019年2月現在）



M 3903-2031
シリコンモールド ローズブーケ

M 3903-2803
シリコンプレスモールド 
デイジー

M 3903-2801
シリコンプレスモールド 
ペチュニア

M 3903-2802
シリコンモールド 
フラワー

M 3903-2001
シリコンモールド ローズ4種

M 3903-2202
シリコンモールド 
コーナースクロール　

M 3903-2017
シリコンモールド 
フラワー＆リーフ

M 3903-2220
シリコンモールド  センタースクロール2サイズ

M 3903-2222
シリコンモールド 
センター・サイドスクロール各2種

M 3903-2212
シリコンモールド 
フラワーリーフレリーフ

M 3903-2214
シリコンモールド リーフレリーフ

M 3903-2210
シリコンモールド 
シェルスクロール

M 3903-2209
シリコンモールド 
フラワースクロール No.2

M 3903-2205
シリコンモールド 
フラワースクロール No.1

M 3903-2506
シリコンモールド 4人の妖精

M 3903-2524
シリコンモールド スクロールボーダー細3種

M 3903-2510
シリコンモールド ハート11種 M 3903-2217

シリコンモールド レリーフ5種

M 3903-2219
シリコンモールド 
フラワースクロール No.3

M 3903-2032
シリコンモールド ローズシークエンス

M 3903-2034
シリコンモールド ローズライン

M 3903-2023
シリコンモールド 
フラワーΦ45

M 3903-2024
シリコンモールド 
フラワーΦ54

M 3903-2025
シリコンモールド フラワーΦ55

M 3903-2002
シリコンモールド 
ローズΦ36

M 3903-2005
シリコンモールド ローズΦ47

M 3903-2006 M 3903-2014
シリコンモールド 
フラワーライン

シリコンモールド 
ミニフラワー3種

M 3903-2015
シリコンモールド ロータス

M 3903-2208
シリコンモールド ローズスクロール

リキッドスカルピーの場合

スカルピーⅢの場合

リキッドスカルピーをよく振って混
ぜます。リキッドスカルピーをモー
ルドの奥の方から順に注入します。
モールドの縁まで必ず注入してくだ
さい。注入が少ないと形が変形する
場合があります。

注入が終わったら、リキッドスカル
ピーがしっかりとモールドの底まで
入るように、モールドを写真のよう
に少しひねります。

オーブンに入れて 150℃で 30分焼
成します。
(クリアの場合は、160℃)

冷めたらオーブンから取り出し、モール
ドからクレイを取り出して完成です。

制作したい色のスカルピーⅢを選び
ます。選んだスカルピーⅢに対して
トランスルーセントを1/3ぐらいを
混ぜて、約1分間練ります。（トラ
ンスルーセントを混ぜることによっ
て、焼成した時の割れやひびを防ぐ
ことができます。）モールドの縁ま
で必ず詰めてください。

詰め終わったら、スライサーなどを
使って、モールドより出ている部分
をカットします。

オーブンに入れて 130℃で 15分焼
成します。 冷めたらオーブンから取り出し、モール

ドからクレイを取り出して完成です。

非常に柔らかいクレイをはがしやすいゴム製のシー
トです。クレイのシートに押し付けたままクレイミキ
シングマシーンに通すと一度に模様がつけられます。
シート表面がスライサーをあてられる硬さがあり、全
体的にしなやかな弾力があります。

サイズ：10.5×13.8㎝	素材：ゴム

クレイカッターセット

クレイカッター （大・中 ・小 各1個入）
クレイの型抜きに使います。 幅 : 20/30/40mm 高 : 20mm 　パッケージサイズ：9.5 × 7.2㎝

モールド ＆
　　　カッター

ミニマルチシェイプ
商　品
コード 0023 ￥1,300

クリスマスＡ
商　品
コード 0086 ￥920

フラワー／リーフ
商　品
コード 0082 ￥1,940

チルドレン
商　品
コード 0084 ￥1,940

アニマル
商　品
コード 0085 ￥1,940

ミニナンバー
商　品
コード 0021 ￥1,600

リーフ
商　品
コード 0024 ￥760

フルーツ
商　品
コード 0096 ￥760

 ■ P3903- □□□□

テクスチャー スタンプシート

ハート
商　品
コード 0098 ￥760

フローラル
商　品
コード 0099 ￥760

ボーダー
商　品
コード 0100 ￥760

クリスマスデコ
商　品
コード 0101 ￥1,000

クリスマスネイチャー
商　品
コード 0102 ￥1,000

クレイプッシュモールド 簡単に複雑な形をつくることができる押し型です。リースや花のモチーフをつくるときに便利です。
プレート：14 × 17.5㎝

12
cm

 ■ PC3903- □□□□

各￥300

商　品
コード 0012 ラウンド 商　品

コード 0013 スクエア 商　品
コード 0014 トライアングル 商　品

コード 0015 レクタングル 商　品
コード 0016 オーバル 商　品

コード 0017 スター

商　品
コード 0018 ハート 商　品

コード 0019 フラワー 商　品
コード 0075 フィッシュ 商　品

コード 0076 スノーマン 商　品
コード 0079 サンタ

商　品
コード 0156 ベーシック

商　品
コード 0172 ツールドレザー

商　品
コード 0178 ラブレター

商　品
コード 0173 ガーデングローリー 商　品

コード 0174 ペイズリー 商　品
コード 0175 クラックル 商　品

コード 0176 フォーリッジ 商　品
コード 0177 ヴィクトリアンレース

各￥2,850

商　品
コード 0179 タンブリングリーブズ 商　品

コード 0180 フラー 商　品
コード 0181 ファンシーチェックス 商　品

コード 0199 フラ ・ ダ・ リ 商　品
コード 0200 ダンシングドット

６種類の抜き型のセットです。

各￥1,400

プレモ！ メタルカッター

商　品
コード 0207 サークル商　品

コード 0204 ティアドロップ商　品
コード 0203 オーバル

最小 1.9/ 最大 5cm 最小 1.9/ 最大 5cm 最小 1.9/ 最大 5cm

プレモ！ ミニメタルカッター
１２種類の抜き型のセットです。

￥1,350
パッケージサイズ：7.5 × 15㎝

表示価格は全て税別です。V2019.2 （価格は2019年2月現在）表示価格は全て税別です。V2019.2 （価格は2019年2月現在）



ティースプーン５本組

商　品
コード P1505-1009 ￥1,000
13×4.5cm　ステンレス製

素材/ 副材

スカルピー用ワークタイル

商　品
コード P3903-0301 ￥850
200 x 200mm 7mm 厚 オーブンに入るサイズ。

スカルピー用
厚さルーラー３種セット

商　品
コード P3903-0305 ￥1,000
20×180mm　厚1 / 1.5 / 2mm 各2枚

マグネット丸 （８個入）

商　品
コード G1102-0009 ￥280
直径 18×厚 5mm

バーピン　中 （12 個入）

商　品
コード DB1102-0015 ￥420
25mm

スカルピーストラップ５個セット

商　品
コード P3903-1139 ￥450
全長5.7cm 9ピン、丸カン付

くるみボタン （12 個入）

商　品
コード P3903-1136 ￥180
22mm アルミ製

伸びる透明ゴム　１m

商　品
コード P3903-1062 ￥80
1m×0.8mm

ビーズ用芯 （50 個入）

商　品
コード PC3903-0187 ￥1,100
内径 5mm

フラットメタルクリップ （大）

商　品
コード PB3903-1074 ￥500
8.7×2.3cm

シャワーイヤリング （15mm） G （ペア）

商　品
コード PB3903-1077 ￥480
15mm シャワーカンなし

シャワーブローチ （30mm） ニッケル

商　品
コード PB3903-1080 ￥580
30mm シャワーカン付

シャワーリング （15mm） RC

商　品
コード PB3903-1081 ￥400
15mm シャワーカンなし

メモスタンド用クリップ５本組

商　品
コード P3903-1128 ￥350
10.5cm

デザートスプーン３本組

商　品
コード P1505-1004 ￥900
18×4.3cm　ステンレス製

デザートフォーク３本組

商　品
コード P1505-1006 ￥900
18.4×2.5cm　ステンレス製

ＢＩＣボールペン　１２本入

商　品
コード XF1103-2001 ￥880
芯の太さ:1.0mm （オーブンで焼成可能）

ステンレス　カードケース

商　品
コード P1505-1001 ￥1,000
9.3×6.1×0.9cm

ガラスプレート スクエア ２０．３ｃｍ角

商　品
コード QA4903-0003￥1,600
20.3×20.3×1.5cm

チャーム （ラウンド） コード付

商　品
コード P3902-8101 ￥1,000
直径 28mm ﾁｪｰﾝ通し付で35mm　ｺｰﾄ゙ 90cm

チャーム （ハート） コード付

商　品
コード P3902-8102 ￥1,000
26×24 ﾁｪｰﾝ通し付で35mm　ｺｰﾄ゙ 90cm

強化ワークガラス（約A4サイズ）

商　品
コード P3903-0300 ￥3,500
210×280mm　耐熱・強化ガラス

カフブレスレット
商品コード 色

XG4800-1099 コパー

XG4800-1100 シルバー

XG4800-1101 ゴールド
外直径 6.6×1.9cm

￥3,200
バングルブレスレット （太）

商品コード 色

XG4800-1102 ゴールド

XG4800-1103 シルバー
外直径 6.6×2.5cm

バングルブレスレット （細）
商品コード 色

XG4800-1104 ゴールド

XG4800-1105 シルバー
外直径 6.6×1.9cm

￥3,300 ￥1,600

ゴールド ゴールド ゴールド

コパーシルバー シルバー シルバー

＜作品例＞

とても薄い箔（リーフ）。モップブラシなどで扱います。箔 （リーフ）

縦14×横14cm ／６枚入

ゴールド

シルバーコッパー

商品コード 色 価格

G1102-0182 ゴールド

￥780G1102-0218 シルバー

G1102-0219 コッパ ー

M 3903-2031
シリコンモールド ローズブーケ

M 3903-2803
シリコンプレスモールド 
デイジー

M 3903-2801
シリコンプレスモールド 
ペチュニア

M 3903-2802
シリコンモールド 
フラワー

M 3903-2001
シリコンモールド ローズ4種

M 3903-2202
シリコンモールド 
コーナースクロール　

M 3903-2017
シリコンモールド 
フラワー＆リーフ

M 3903-2220
シリコンモールド  センタースクロール2サイズ

M 3903-2222
シリコンモールド 
センター・サイドスクロール各2種

M 3903-2212
シリコンモールド 
フラワーリーフレリーフ

M 3903-2214
シリコンモールド リーフレリーフ

M 3903-2210
シリコンモールド 
シェルスクロール

M 3903-2209
シリコンモールド 
フラワースクロール No.2

M 3903-2205
シリコンモールド 
フラワースクロール No.1

M 3903-2506
シリコンモールド 4人の妖精

M 3903-2524
シリコンモールド スクロールボーダー細3種

M 3903-2510
シリコンモールド ハート11種 M 3903-2217

シリコンモールド レリーフ5種

M 3903-2219
シリコンモールド 
フラワースクロール No.3

M 3903-2032
シリコンモールド ローズシークエンス

M 3903-2034
シリコンモールド ローズライン

M 3903-2023
シリコンモールド 
フラワーΦ45

M 3903-2024
シリコンモールド 
フラワーΦ54

M 3903-2025
シリコンモールド フラワーΦ55

M 3903-2002
シリコンモールド 
ローズΦ36

M 3903-2005
シリコンモールド ローズΦ47

M 3903-2006 M 3903-2014
シリコンモールド 
フラワーライン

シリコンモールド 
ミニフラワー3種

M 3903-2015
シリコンモールド ロータス

M 3903-2208
シリコンモールド ローズスクロール

クレイモールド
熱に強いシリコン製 特長：スカルピーⅢやリキッドスカルピーをクレイモール

ドに入れて、150度で30分(クリアの場合は160度)オーブ
ンで焼成するだけで簡単にパーツが制作できます。

リキッドスカルピーの場合

スカルピーⅢの場合

リキッドスカルピーをよく振って混
ぜます。リキッドスカルピーをモー
ルドの奥の方から順に注入します。
モールドの縁まで必ず注入してくだ
さい。注入が少ないと形が変形する
場合があります。

注入が終わったら、リキッドスカル
ピーがしっかりとモールドの底まで
入るように、モールドを写真のよう
に少しひねります。

オーブンに入れて 150℃で 30分焼
成します。
(クリアの場合は、160℃)

冷めたらオーブンから取り出し、モール
ドからクレイを取り出して完成です。

制作したい色のスカルピーⅢを選び
ます。選んだスカルピーⅢに対して
トランスルーセントを1/3ぐらいを
混ぜて、約1分間練ります。（トラ
ンスルーセントを混ぜることによっ
て、焼成した時の割れやひびを防ぐ
ことができます。）モールドの縁ま
で必ず詰めてください。

詰め終わったら、スライサーなどを
使って、モールドより出ている部分
をカットします。

オーブンに入れて 130℃で 15分焼
成します。 冷めたらオーブンから取り出し、モール

ドからクレイを取り出して完成です。

表示価格は全て税別です。V2019.2 （価格は2019年2月現在）表示価格は全て税別です。V2019.2 （価格は2019年2月現在）




