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作：大西　かをり
GB1500-2695 

GB1500-3141
作：柏谷　秀子

GB1500-2703
GB1500-2694 

すべてトールペイント作品

作：大西　かをり

作：大西　かをり

★印は特注品です。

■プラーク・フレーム

2

12mmプラーク(ハート)小
HH1500-2011 本体価格 \350+税
13×13.5×1.2cm

12mmプラーク(ハート)大
HH1500-2010 本体価格 \750+税
21.5×21×1.2cm

12mmプラーク(ワイドサイン)小
HH1500-2013 本体価格 \350+税
18.5×9×1.2cm

12mmプラーク(ワイドサイン)大
HH1500-2012 本体価格 \750+税
26.5×13×1.2cm

12mmプラーク(ウォール)小
HH1500-2015 本体価格 \350+税
14×10×1.2cm

12mmプラーク(ウォール)大
HH1500-2014 本体価格 \750+税
21×16×1.2cm

12mmプラーク(ウェーブ)小
HH1500-2017 本体価格 \350+税
15×9.5×1.2cm

12mmプラーク(ウェーブ)大
HH1500-2016 本体価格 \750+税
22×15×1.2cm

12mmプラーク(カントリー)小
HH1500-2019 本体価格 \350+税
15×9×1.2cm

12mmプラーク(カントリー)大
HH1500-2018 本体価格 \750+税
22×15×1.2cm

12mmプラーク(フラワー)小
HH1500-2021 本体価格 \350+税
14.5×10×1.2cm

12mmプラーク(フラワー)大
HH1500-2020 本体価格 \750+税
22×15.5×1.2cm

12mmプラーク(エレガントA)小
HH1500-2023 本体価格 \350+税
15×10.5×1.2cm

12mmプラーク(エレガントA)大
HH1500-2022 本体価格 \750+税
22×15.5×1.2cm

12mmプラーク(エレガントB)小
HH1500-2025 本体価格 \350+税
15×10×1.2cm

12mmプラーク(エレガントB)大
HH1500-2024 本体価格 \750+税
22×14.5×1.2cm

チッペンデールプラーク S
GB1500-2691 本体価格 \520+税
14×10.5×1.2cm

チッペンデールプラーク M
GB1500-2692 本体価格 \1120+税
21.5×14.5×1.2cm

ハートプラーク S
GB1500-2693 本体価格 \520+税
13.5×13.5×1.2cm

ハートプラーク M
GB1500-2694 本体価格 \1120+税
21×21×1.2cm

ワイドサインプラーク S
GB1500-2695 本体価格 \520+税
18×9×1.2cm

ワイドサインプラーク M
GB1500-2696 本体価格 \1120+税
26.5×13×1.2cm

プロビンシャルプラーク S
GB1500-2697 本体価格 \520+税
17×10.5×1.2cm
プロビンシャルプラーク M
GB1500-2698 本体価格 \1120+税
25.5×16×1.2cm
プロビンシャルプラーク L
GB1500-3141 本体価格 \1600+税
29×17.5×1.4cm

ラウンドプラーク S
GB1500-2699 本体価格 \520+税
13×13×1.2cm
ラウンドプラーク M
GB1500-2700 本体価格 \1120+税
21×21×1.2cm
ラウンドプラーク L
GB1500-3142 本体価格 \1600+税
24.5×24.5×1.4cm

オーバルプラーク S
GB1500-2701 本体価格 \520+税
11.5×15×1.2cm
オーバルプラーク M
GB1500-2702 本体価格 \1120+税
16.5×22×1.2cm
オーバルプラーク L
GB1500-3143 本体価格 \1600+税
19×25.5×1.4cm

フレンチコーナープラーク S
GB1500-2703 本体価格 \520+税
10.5×14×1.2cm
フレンチコーナープラーク M
GB1500-2704 本体価格 \1120+税
16.5×22×1.2cm
フレンチコーナープラーク L
GB1500-3144 本体価格 \1600+税
22×27.5×1.4cm

エレガントプラーク S
GB1500-2705 本体価格 \520+税
14×10.5×1.2cm
エレガントプラーク M
GB1500-2706 本体価格 \1120+税
21.5×16×1.2cm
エレガントプラーク L
GB1500-3145 本体価格 \1600+税
25×18.5×1.4cm



HW1500-2265作：柏谷　秀子
GW1500-1636

作：柏谷　秀子
HW1500-2414 作：かみやま　裕子

作：大塚　ゆみ
GB1500-2712

HW1500-2489
HW1500-2766

作：かみやま　裕子 (上下 )

デコパージュ作品
トールペイント作品

トールペイント作品
トールペイント作品

トールペイント作品

トールペイント作品

★印は特注品です。

■プラーク・フレーム

HW1500-2822
作：かみやま　裕子

トールペイント作品

作：かみやま　裕子
HW1500-2501作：大塚　ゆみ

HW1500-2662
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プラークアーチ
GW1500-0787 本体価格 \1800+税
20.5×25.4×1.8cm

フレンチコーナーボード 10インチ(MDF)
HA1500-2765 本体価格 \920+税
26.7(25.5)×21.6(20.5)×1.6cm

ミディアムオーバルボード(MDF)
HW1500-0028 本体価格 \2250+税
43.6(42.3)×18(16.7)×1.6cm

12mmスカラップ(小)
GW1500-1635 本体価格 \630+税
21.5×21.5×1.2cm

12mmスカラップ(中)
GW1500-1636 本体価格 \1150+税
29.2×29.2×1.2cm

扇プラーク
HW1500-2414 本体価格 \1800+税
33.5×21.1×0.9cm

扇スタンド
HW1500-2489 本体価格 \1600+税
36×20×0.9cm 台座18×10cm

ビーチサンダルプレート
HW1500-2265 本体価格 \800+税
17.7×18×0.9cm

カントリープラーク S
GB1500-2711 本体価格 \520+税
15×9×1.2cm

カントリープラーク M
GB1500-2712 本体価格 \1120+税
22×15×1.2cm

フレンチプロビンシャルサイン S(MDF)
HA1500-2766 本体価格 \760+税
25.4(24.8)×15.2(14.7)×1.6cm

フレンチプロビンシャルサイン M(MDF)
HA1500-2767 本体価格 \1240+税
34.5（33.8）×20.5（19.9）×1.6cm

ウェーブプラーク S
GB1500-2707 本体価格 \520+税
15×9.5×1.2cm

ウェーブプラーク M
GB1500-2708 本体価格 \1120+税
22×15×1.2cm

スマートプラーク S
GB1500-2709 本体価格 \520+税
14.5×10×1.2cm
スマートプラーク M
GB1500-2710 本体価格 \1120+税
22×16×1.2cm
スマートプラーク L
GB1500-3146 本体価格 \1600+税
27.5×20×1.2cm

扇型ボード(S)
HW1500-3147 本体価格 \1200+税
29.5（13.5）×14.5×1.2cm

スクエアフレーム30（パネル4枚付）
HW1500-2501 本体価格 \2680+税
30×30×1.5cm　フレーム幅 3.5cm
パネル 11.5×11.5cm
背板は、外れます。

ロイヤルフレーム
HW1500-2662 本体価格 \3280+税
28(21)×34(26)×2cm

フォトフレーム
HW1500-3033 本体価格 \3270+税
21.4×28×1.5cm アクリル板付、背板は外れま
す。ブラカン付。

モンステラプレート
HW1500-2822 本体価格 \300+税
14.7×15×0.5cm

モンステラプレート ラージ
HW1500-2906 本体価格 \650+税
20.5×21×0.5cm



作：大西　かをり

作：大西　かをり作：大西　かをり

HA1500-2773

HA1500-2753 HA1500-2774

すべてトールペイント作品
★印は特注品です。

作：大塚　ゆみ
GW1500-0164作：くにおかまさよ

HH1500-2007 

作：大西　かをり
HH1500-2006

■プラーク・フレーム■ボックス
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ハウスプレート たて型2枚セット(MDF)
HA1500-2773 本体価格 \1000+税
10×20×0.4cm

ハウスプレート よこ型2枚セット(MDF)
HA1500-2774 本体価格 \1000+税
20×12.5×0.4cm

プラーク5枚セット (MDF)
HA1500-2753 本体価格 \750+税
19.8×11×0.3cm

飾りフレーム
HW1500-3046 本体価格 \1680+税
10.8×31×1.8cm　直径7.5×0.5cm

ヨーロピアンフレーム
H1500-3008 本体価格 \4400+税
53.5（42.5）×31（22.5）×1.8cm

鏡フレーム
HW1500-3036 本体価格 \7640+税
30×45.3×1.8cm (アクリル鏡付)

ミニフレーム(MDF)
HW1500-3035 本体価格 \1460+税
12.5×17.2×1.9cm

ミラクル スクエアフレーム(L)
HW1500-3148 本体価格 \1600+税
20（14）×20（14）×1cm 着脱可、中板（合板付）、
アクリル半透明板、スタンド金具付。

ウェーブフレームM
HW1500-3149 本体価格 \5200+税
50×40.5×2.5cm

ノーマルスクエアフレーム(22㎝)
HW1500-3150 本体価格 \1600+税
22（14）×22（14）×1.2cm 金具スタンド付 着脱可

ノーマルスクエアフレーム(25㎝)
HW1500-3151 本体価格 \1850+税
25（17）×25（17）×1.2cm 着脱可

アイアンオーバルプラーク
HW1500-3152 本体価格 \2300+税
32×24（14）×1.2cm アイアン

フラワーレクタングルサイン
HW1500-3153 本体価格 \5200+税
34(21)×43(29.5)cm アイアン

ピルボックス L
GW1500-0164 本体価格 \640+税
5.5×5.5×4cm

CDボックス(中)(MDF)
HH1500-2004 本体価格 \1350+税
20×14.6×13.7cm

ペイントラック10 (MDF)
HH1500-2005 本体価格 \1080+税
22×14×8.7cm

取っ手付き小物入れ (MDF)
HH1500-2006 本体価格 \1450+税
19.8×14.8×12cm

コーヒーフィルター入れ (MDF)
HH1500-2007 本体価格 \1700+税
19.3×20.4×7cm

綿棒立て (MDF)
HH1500-2008 本体価格 \500+税
7.1×7.1×6.3cm

ペン立て (MDF)
HH1500-2009 本体価格 \650+税
8.1×8.1×10.5cm

ペインター トレー (MDF)
GW1500-1332 本体価格 \1780+税
30×12.6×13.7cm

サークルプレートは外れます



作：滝　紀子作：藤井　幸枝

作：rika

HW1500-2818

HW1500-2417

作：平沢　恵子
HW1500-2731

すべてトールペイント作品
HW1500-2816

■ボックス

HH1500-2827

★印は特注品です。

作：越智　千文
HW1500-2732
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ダブルボックス(MDF)．
HW1500-2925 本体価格 \1800+税
12×5.2×12cm×2段

トレジャーボックス スモール(MDF)
HW1500-2827 本体価格 \1700+税
13×13×6cm

ティーストッカー
HW1500-3154 本体価格 \1600+税
17.5×9×8cm

レクタングルジュエリーボックス
H1500-3024 本体価格 \3080+税
20×13×10.5cm

ダブルハート マガジンラック (MDF)
HW1500-1362 本体価格 \3780+税
30×32×11.9cm

エレガントティッシュボックス (MDF)
HH1500-1996 本体価格 \1850+税
29.3×16.3×7.2cm

ウェーブティッシュボックス(MDF)
HW1500-2816 本体価格 \1600+税
27.5×14×10cm

アーチリモティッシュボックス
HW1500-3155 本体価格 \4400+税
28×17（15.5）×14.5cm

ミニティッシュボックス
HW1500-2167 本体価格 \850+税
13×9×5.5cm

バスケット 角(S)
HW1500-2176 本体価格 \1800+税
14×14×12.5cm

ラタン風ティッシュボックス
HW1500-2731 本体価格 \3000+税
27.5×15×8.2cm

ラタン風スクエアボックス
HW1500-2732 本体価格 \1650+税
12.5×12.5×9cm

ピアノボックス
HW1500-2417 本体価格 \1700+税
15.6×15.8×7cm

ペンスタンド(MDF)
HW1500-2818 本体価格 \1600+税
10×16.5×11.5cm

リビングスタンド(MDF)
HW1500-2819 本体価格 \1680+税
15×16.5×11.5cm

レタースタンド (MDF)
HW1500-2820 本体価格 \2000+税
14.5×22×11.5cm

HH1500-2827



★印は特注品です。

■ボックス■リビング

作：清水　のぶこ
HW1500-2825

トールペイント作品
HW1500-3045

デコパージュ作品
作：藤井　幸枝

HW1500-2113

トールペイント作品HW1500-2847
デコパージュ作品
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ラウンドコースター 5枚セット(MDF)
HW1500-2847 本体価格 \600+税
10×10×0.3cm

スマートトレー (MDF)
HW1500-2950 本体価格 \1200+税
35×26.9×5.4cm

スマートトレー(L) (MDF)
HW1500-3057 本体価格 \2600+税
38×31.8×4.5cm

モーニングトレイ
H 1500-3182 本体価格 \2060+税
28.5×18×2cm

ワインボトルボックス
HW1500-3045 本体価格 \6000+税
33.4×12.3×11.4cm

オーバルダストボックス
H1500-2998 本体価格 \5700+税
27×20.5×27.5cm

セクレタリーボックス
HW1500-3041 本体価格 \4400+税
25.5×20×10cm

ジュエリーボックス
HW1500-3044 本体価格 \2850+税
26×26×5.8cm

メガネ&フォンスタンド
HW1500-3156 本体価格 \1500+税
11.5×10.2（9.2）×5.8cm 白木天然木、合板、
スマホも入り、内側は保護シート付。

カジュアルスタンド
HW1500-3157 本体価格 \1000+税
14×8.7(10)×6.5cm

クロックボックス スクエア(MDF)
HW1500-2825 本体価格 \4600+税
19×19×6.5cm ムーブメント、針付

フレームボックス
HW1500-3043 本体価格 \5000+税
15×18×8.5cm

ペンボックス
HW1500-3038 本体価格 \3000+税
24×16×6.5cm

スマートボックス
HW1500-3040 本体価格 \2540+税
31×11×6.5cm



作：藤井　幸枝
HW1500-2720

作：大西　かをり
HW1500-0680

トールペイント作品
トールペイント作品

メタルエンボッシング作品

■リビング

BB イージーペイント
リムーバー
BA1240-5009

オイル、アクリル、水彩、
どんな絵具でも落ちる

液を塗って数分おき、
水で洗い流すだけの
簡単なリムーバー。
容量：118ml
筆のお手入れにも

★印は特注品です。

HW1500-3032
HW1500-3037

デコパージュ作品

ＭＤＦとは、Medium Density Fiberboard
（メディウム デンシティー ファイバーボー

ド）の略で、木材チップを蒸煮・解繊した
ものに合成樹脂を加え、板状に熱圧成形
したものです。

✿MDFとは ＜木材に比較しての特徴＞
①木材特有の反り、割れがなく、アクもでま
せん。

②表面・木口がきれいなので、ペイント前の
サンディングが不要。

③安価です。

作：はりのけいこ

完全にマットで、仕上が
りは無色透明、薄めずに
使え扱いやすいシーラー
です木の節を埋めること
もできる強力な被膜を作
ります。

便利な
BB メディウム

BB パーフェクト　シーラー
BA1240-5016　250ml
BA1240-5000　118ml
絵具や水と混ぜて下地を一度
に塗ることも可能です。
水性。速乾性。
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クッキートレイ
HW1500-3158 本体価格 \1380+税
20(13)×20(13)×6cm

カトラリートレイ
H 1500-3025 本体価格 \2100+税
28(24.5)×11×5.5cm

キッチンペーパーホルダー
HW1500-3159 本体価格 \1830+税
16.5 × 19.5 × 15cm 要組立 ポール部分にはリン
グが入っていて、ペーパーが回りやすくなっています。

キッチンペーパースタンド
HW1500-3030 本体価格 \3100+税
16×34×16cm

コーヒーフィルター&シュガーホルダー
HW1500-3031 本体価格 \3000+税
20×17×6.8cm

カット グラスボウル S
HW1500-0680 本体価格 \1300+税
直径12×5.6cm

ランチョンマット
HW1500-2720 本体価格 \980+税
37.5×0.5×28.8cm

フォトスタンド
HW1500-3160 本体価格 \1700+税
22×16×2.5/フレーム7.3×10.2cm 付属のアクリ
ル板２枚に写真を挟みます。スタンド金具付。

ハサミホルダー
HW1500-3032 本体価格 \1320+税
10×21.5×3cm

アーチ型置き時計
HW1500-3037 本体価格 \7800+税
19×22.8×6cm　台座は組立式で付属のネジで
取り付けます。時計付。

ウッドハンガー 大人用(MDF)
HW1500-2952 本体価格 \1360+税
37.8×13.5cm

ウッドハンガー 子供用(MDF)
HW1500-2953 本体価格 \1240+税
29.5×11.9cm

ウッドハンガー ペット用(MDF)
HW1500-2954 本体価格 \1240+税
21×15.5cm

リボンシェルフ
HW1500-3162 本体価格 \1050+税
20×12×8.5cm 棚板とリボンは一体になってお
り、取り外すことはできません。



作：平沢　恵子作：佐藤　陽子
HW1500-2832

K1500-2870 
リースを外すと、フレーム付きプレートに♪

←

作：平沢　恵子HA1500-2842　上
HA1500-2843　下

GW1500-0822
作：荒木　雪乃

GW1500-1467
作：かみやま　裕子

GW1500-1456
作：佐々木　静

GW1500-2487
作：島貫　尚美

作：佐藤　陽子
HW1500-2784

デコパージュ作品

作品K1500-2870 以外はすべてトールペイント作品

■季節の素材
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ミニミニツリー
HW1500-2727 本体価格 \300+税
9×7.2×1.5cm

ミニミニツリー 5個セット
HW1500-2728 本体価格 \1350+税
9×7.2×1.5cm

ミニもみの木
HW1500-2832 本体価格 \350+税
8.2×13.1cm

ミニもみの木 5個セット
HW1500-2833 本体価格 \1550+税
8.2×13.1cm

スタンドツリーS
HW1500-2486 本体価格 \1400+税
20×19.5×4cm

ウォールクリスマスツリー M(MDF)
V1500-2947 本体価格 \840+税
27.1×33.7×0.5cm

トールクリスマスツリー
HW1500-2831 本体価格 \1180+税
8×36×8cm

サークルツリー(MDF)
HW1500-2916 本体価格 \3920+税
27×27×26cm

トリプルリースフレーム(MDF)
K1500-2870 本体価格 \2200+税
30×30×1cm

クリスマスオーナメント A(MDF)
HA1500-2842 本体価格 \696+税
トナカイ6.5×7.7サンタ4.2×7.7ツリー4.5×7.2
スノーマン4.3×7.3×板厚0.4㎝

クリスマスオーナメント B(MDF)
HA1500-2843 本体価格 \696+税
リース5.5×6.3ブーツ3.8×6ベル4.8×6.1
結晶6.1×7.0×板厚0.4㎝

レーザーオーナメント(大)クリスマス(MDF)
HW1500-2913 本体価格 \840+税
7×7×0.2cm　4個入

レーザーオーナメント(小)クリスマス物語(MDF)
HW1500-2914 本体価格 \1000+税
3×3×0.2cm　10個入

マルチリース (MDF)
GW1500-0822 本体価格 \1200+税
30.9×30.9×0.6cm

マルチリースセット(MDF)
GW1500-1467 本体価格 \1520+税
30.9×30.9×0.6cm

羽子板のお飾り
HW1500-1456 本体価格 \1440+税
17×29×0.9cm

羽子板 M
HW1500-2487 本体価格 \1500+税
11.8×30×0.9cm

お内裏様とお雛様
HW1500-2784 本体価格 \2000+税
内裏:5.6x21.5 雛:5.2x19.5　台：8×1×8cm



作：阿部　雅子
H1501-0109 

作：荒木　雪乃H1100-0728 

HA1500-2791 
作：柏谷　秀子

HA1500-2789
作：大塚　ゆみ

HA1500-2797 
作：柏谷　秀子 HA1500-2795

作：小森　節子

HA1500-2799HA1500-2791
HA1500-2793

作：藤井　幸枝

トールペイント作品

トールペイント作品

デコパージュ作品

メタルエンボッシング作品

トールペイント作品

ステンシル作品

トールペイント作品

作：おおたやすよ

作：かみやま　裕子

GW1500-2392

GW1500-2392

作：かみやま　裕子
GW1500-0152

トールペイント作品

■MDFチャーム■ファブリックレザー■小物・雑貨
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キャンバストート(S)ナチュラル
H1501-0109 本体価格 \580+税
30×20×10cm

フルオープンポーチ
QA1501-0344 本体価格 \730+税
18×9.6×6cm

キャンバスブックカバー
QA1501-0345 本体価格 \608+税
31.5×17cm

ブラシホルダー ピンクゴールド
H1100-0728 本体価格 \3300+税
開いたサイズ縦25×幅28.5cm
三つ折時の幅約10cm  素材：表裏とも合成皮革

BOXY　カードケース　メタリック　クロ
H2300-0644 本体価格 \839+税
9.8×6.5×1.4cm

パフュームボトル3種セット(MDF)
HA1500-2789 本体価格 \520+税
a:6.2×8.8×0.4/b:5×10.1×0.4/C:5.2×8.8×0.4cm

エレガントハット 3枚セット(MDF)
HA1500-2791 本体価格 \520+税
7.8×6×0.4cm

エレガントブーツ 3枚セット(MDF)
HA1500-2793 本体価格 \520+税
7×6.8×0.4cm

エレガントバッグ 3枚セット(MDF)
HA1500-2795 本体価格 \520+税
6.6×7.5×0.4cm

エレガントトート 3枚セット(MDF)
HA1500-2797 本体価格 \520+税
7.7×8.2×0.4cm

エレガントバタフライ 3枚セット(MDF)
HA1500-2799 本体価格 \520+税
9.7×7.1×0.4cm

ヘンエッグ
GW1500-2392 本体価格 \320+税
4.4×6.3×4.4cm

ヘンエッグ(6個入)
GW1500-2393 本体価格 \1730+税
4.4×6.3×4.4cm

エッグカップ
GW1500-2397 本体価格 \360+税
5×4.1×5cm

ハートのマグネット(10個入)
GW1500-0152 本体価格 \1000+税
4.5×4.5×1.1cm

筆が最大25本収納　　　※ブラシは、含まれません。



H1505-0278 
メタルエンボッシング作品 HH1500-2849

作 ・左：平沢恵子
            右：かみやま　裕子

この角度までは
LED が点燈しません。

作：柏谷　秀子
H1505-0241作：萩原　郁子

UC1505-0228 トールペイント作品

★印は特注品です。

■小物・雑貨

トールペイント作品
トールペイント作品
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フラットパスケース ホワイト
UC1505-0293 本体価格 \700+税
10.1×6.1×0.5cm

スクエアミラー
QA1501-0343 本体価格 \486+税
9.2×11.5×0.6cm

カスタムデザインタンブラーFC
H1505-0278 本体価格 \740+税
直径8.2x18cm

ハンディーミラー
QA1505-0287 本体価格 \1000+税
12.5×16.5×0.7cm

エレガンスイーゼル
HW1500-3163 本体価格 \1600+税
26×34×22cm

チャームバッグハンガー モノブラック
H1505-0242 本体価格 \700+税
4×4×0.8cm

チャームバッグハンガー モノホワイト
H1505-0241 本体価格 \700+税
4×4×0.8cm

チャームバッグハンガー ラウンド
H1505-0269 本体価格 \740+税
4.5×4.5×0.8cm

ピルケース 鏡付き
H1505-0268 本体価格 \480+税
5.65×4.5×1.5cm

PWキーホルダー　ウッディ（角）
HW1500-1499 本体価格 \670+税
3×5.3×0.6cm

ビッグクリップ
HH1500-2849 本体価格 \600+税
15×3.4×2.8cm

LEDライト付スウィングルーペ(ブラック)
UC1505-0228 本体価格 \1500+税
7.9×4.4×1.2cm

スマートパス ブラック
UC1505-0251 本体価格 \1400+税
10×6.5×0.6cm

アクセサリーベース ラウンド ストラップ付（3個入）
HW1505-0257 本体価格 \440+税
3.2×3.2x0.3cm

アクセサリーベース スクエア キーホルダー付（3個入）
HW1505-0258 本体価格 \400+税
4.5×4.5×0.25cm

アクセサリーベース スクエア(5枚入)(MDF)
HW1505-0254 本体価格 \400+税
4.5×4.5×0.25cm

 ストラップ5個セット
G1102-0268 本体価格 \380+税
全長5.7cm

ハートのキーホルダー(12個入)
GW1500-0465 本体価格 \1480+税
4.5×4.5×0.6cm 金具付

ハートのストラップ(10個入)
GW1500-0937 本体価格 \1390+税
4.5×4.5×0.6cm 金具付

ミニミニハートのマグネット(10個入)
GW1500-2828 本体価格 \780+税
2.6×2.6×0.4cm

アクセサリーベース ラウンド(5枚入)
HW1505-0256 本体価格 \350+税
3.2×3.2x0.3cm



XG4800-1103、1102、1101

PB3903-1074

QA4903-0000
デコパージュ作品

メタルエンボッシング作品

ポリマークレイ作品
PB3903-1128

ポリマークレイ作品

P1505-1004

ポリマークレイ作品
P1505-1006

P1505-1001
デコパージュ作品

QA4903-0003

デコパージュ作品
作：松本多恵子

■小物・雑貨
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NVガラス瓶平角型
V1505-0296 本体価格 \440+税
7.5×10.2×5.3cm

メガネケース MP-15 アイボリー
HW1505-0555 本体価格 \460+税
16×7×3.5cm

ステンレス カードケース
P1505-1001 本体価格 \1000+税
9.3×6.1×0.9cm

メモスタンド用クリップ5本組
P3903-1128 本体価格 \350+税
10.5cm

フラットメタルクリップ(大）
PB3903-1074 本体価格 \500+税
8.7×2.3cm

ハートの石鹸
QA4903-0000 本体価格 \420+税
8×7×3cm

ガラスプレート スクエア 20.3cm角
QA4903-0003 本体価格 \1600+税
20.3×20.3×1.5cm

カフブレスレット コパー
XG4800-1099 本体価格 \3200+税
外直径6.6×幅1.9cm

カフブレスレット シルバー
XG4800-1100 本体価格 \3200+税
外直径6.6×幅1.9cm

カフブレスレット ゴールド
XG4800-1101 本体価格 \3200+税
外直径6.6×幅1.9cm

バングルブレスレット(太) ゴールド
XG4800-1102 本体価格 \3300+税
外直径6.8×幅2.5cm

バングルブレスレット(太) シルバー
XG4800-1103 本体価格 \3300+税
外直径6.8×幅2.5cm

バングルブレスレット(細) ゴールド
XG4800-1104 本体価格 \1600+税
外直径6.9×幅0.9cm

バングルブレスレット(細) シルバー
XG4800-1105 本体価格 \1600+税
外直径6.9×幅0.9cm

デザートスプーン3本組
P1505-1004 本体価格 \900+税
4.3×18cm

デザートフォーク3本組
P1505-1006 本体価格 \900+税
2.5×18.4cm



■マグネット・金具

額やボードなどの裏に釘で打ち
込んで使います。
　取り付け位置は作品の上から
約 1/3 のところがベストです。こ
の位置に取り付けると裏の紐も
見えなくなりきれいに展示がで
きます。
　紐は作品の後ろに隠れるよう
に長さを調整しましょう。

✿ブラカンの取り付け位置

DB1299-0008 
パーフェクトジェルグルー 
　250ml
定価￥1,250+税

DB1299-0049
パーフェクトジェルグルー 
　118ml
定価￥750+税

✿接着には 強力接着剤
　パーフェクトジェル。
異素材同士でも間単に
接着できます。
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マグネット 丸(8個入)
G1102-0009 本体価格 \280+税
直径18×厚5mm

超強力ミニマグネット(10個入)
H1102-0174 本体価格 \440+税
マグネットサイズ 5×1.5mm

超強力なミニサイズの磁石です。
1 個で A4 サイズのコピー用紙が 6 枚重ね
て留められます。
小物入れにも使える
プラカップに入れての
お届けです。

トンボ(20個入)ビス付
G1102-0012 本体価格 \200+税
21(長)×7（幅）mm

ブラカン(10個入)ビス付
DB1102-0020 本体価格 \300+税
24×12mm

のこぎり歯金具 小(6個入).釘付
DB1102-0231 本体価格 \280+税
4×0.7cm

木素材にねじ込んで使います。

アシーナ サンディングフォーム
G1100-0238 本体価格 \200+税
10×7×2.5cm ＃150、＃200

サンドペーパーがスポンジに付いているタイプです。
硬いスポンジに粗目と細目の 2 種の研磨剤がついて
います。手になじみ使いやすく力を均等に加える事
ができます。厚みがあり、立体のサンディングにも
最適です。そのままでも、水をつけても使用できます。

サンドペーパーセット 
DB1100-0017 本体価格 \360+税
14×11.5ｃｍ ＃240、＃320、＃400、＃600、＃800、
　　　　　　　　　　　　　　　各２枚入

タッククロス
DB1100-0723 本体価格 \320+税
46×91cm　綿100％

サンディング後、木の表面につい
たほこりや木くずをきれいにふ
きとることができる便利な布で
す。袋から出してそのままお使い
ください。木屑は良く払いかなり
汚れるまで何回も使用できます。
洗わないで使います。

クリア DECO 25g
UC1100-0676 本体価格 \1480+税
ＵＶライトや太陽光でスピード硬化します。
無色透明で匂いの少ない紫外線硬化樹脂。硬化
後は、接着力に優れ、クリヤーな仕上がりです。

キーホルダー2個セット ゴールド
G1102-0260 本体価格 \180+税
リング内径18×16mm　全長50mm
アクセサリーベース等に。

キーホルダー2個セット シルバー
G1102-0261 本体価格 \120+税
リング内径18×16mm　全長50mm
アクセサリーベース等に。

中　12個入
DB1102-0015 本体価格 \420+税
長さ25mm
大　12個入
DB1102-0016 本体価格 \540+税
長さ32mm
アクセサリーベース等に。

ヒートン ゴールド 10本入
G1102-0264 本体価格 \320+税
ヒートン シルバー 10本入
G1102-0266 本体価格 \200+税
全長約10×幅4.5㎜（カン(穴)内径2×線径φ1.2㎜
／ネジ部長さ5×線径φ1.4㎜）

■サンディングの道具

■UVレジン

額の背板をとめるのに
使います。
動くので背板の取り外しが
簡単です。

額やボードなどの裏に釘で打ち込んで
使います。 
取り付け位置は作品の上から
約 1/3 のところがベストです。
吊り下げた時、紐は作品の
後ろに隠れるように長さを
調整しましょう。

UV樹脂 リムーバー 2OZ
XG1100-0692 本体価格 ￥600+税
60ml　UV樹脂の付いた筆のお手入れに。
液を塗って数分おき、水で洗い流します。

ジュエリー シーラント 2OZ
XG4800-0048 本体価格 ￥600+税
60ml　コラージュシートの表面をコートし、トッ
プコートに使用するUV樹脂の浸み込みを防ぎま
す。

ジュエリー グルー 2OZ
XG4800-0049 本体価格 ￥500+税
60ml　ジュエリーメイキングで金属にコラー
ジュペーパーを貼るのに使います。

ネイリティ! UVライト36W ブラック
XB1100-0691 本体価格 ￥4600+税
本体サイズ23×8.5×24.5（内寸15×5.5×14）cm
ライト：9ｗ×4本使用
UVライト36W用交換ライト
XB1100-0717  本体価格 ￥480+税
9ｗ（1本）

■UVライト照射器 ■キーホルダー

サンドペーパーをきめの細かい
ものから粗いものまで
5 種類をセットに
しました。
トールペイント等で
下準備から仕上げまで
使えます。
＃の番号が大きいものほど
目が細かくなります。

UV 硬化樹脂クリア DECO を短時間で硬化
することができます。底板が外れるので、
トールペイント等、小物
以外にも照射できます。

ボードなどの裏に釘で打ち込んで使います。

■バーピン



■切り文字
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切り文字Welcome
GG1500-2041 本体価格 \270+税
18.8×3.2×0.3cm

切り文字Welcome (小)
GG1500-2091 本体価格 \260+税
13.4×2.4×0.4cm

切り文字Open
GG1500-2049 本体価格 \260+税
12.3×4.5×0.3cm

切り文字Close
GG1500-2050 本体価格 \260+税
12.2×3.7×0.3cm

切文字 A
HW1500-2963 本体価格 \180+税
7.7×5.8×0.9cm

切文字 B
HW1500-2964 本体価格 \180+税
6×5.8×0.9cm

切文字 C
HW1500-2965 本体価格 \180+税
5.5×5.8×0.9cm

切文字 D
HW1500-2966 本体価格 \180+税
6×5.8×0.9cm

切文字 E
HW1500-2967 本体価格 \180+税
4.8×5.8×0.9cm

切文字 F
HW1500-2968 本体価格 \180+税
4.8×5.8×0.9cm

切文字 G
HW1500-2969 本体価格 \180+税
5.2×5.8×0.9cm

切文字 H
HW1500-2970 本体価格 \180+税
6.5×5.8×0.9cm

切文字 I
HW1500-2971 本体価格 \180+税
4.2×5.8×0.9cm

切文字 J
HW1500-2972 本体価格 \180+税
5.3×5.8×0.9cm

切文字 K
HW1500-2973 本体価格 \180+税
6.6×5.8×0.9cm

切文字 L
HW1500-2974 本体価格 \180+税
5.8×5.8×0.9cm

切文字 M
HW1500-2975 本体価格 \180+税
7.1×5.8×0.9cm

切文字 N
HW1500-2976 本体価格 \180+税
5.8×5.8×0.9cm

切文字 O
HW1500-2977 本体価格 \180+税
5.8×5.8×0.9cm

切文字 P
HW1500-2978 本体価格 \180+税
6×5.8×0.9cm

切文字 Q
HW1500-2979 本体価格 \180+税
6.2×5.8×0.9cm

切文字 R
HW1500-2980 本体価格 \180+税
6.3×5.8×0.9cm

切文字 S
HW1500-2981 本体価格 \180+税
5.4×5.8×0.9cm

切文字 T
HW1500-2982 本体価格 \180+税
5.1×5.8×0.9cm

切文字 U
HW1500-2983 本体価格 \180+税
6×5.8×0.9cm

切文字 V
HW1500-2984 本体価格 \180+税
7.5×5.8×0.9cm

切文字 W
HW1500-2985 本体価格 \180+税
7.4×5.8×0.9cm

切文字 X
HW1500-2986 本体価格 \180+税
7×5.8×0.9cm

切文字 Y
HW1500-2987 本体価格 \180+税
7×5.8×0.9cm

切文字 Z
HW1500-2988 本体価格 \180+税
6×5.8×0.9cm

切文字 &
HW1500-2989 本体価格 \180+税
5.5×5.8×0.9cm

切文字 ハート
HW1500-2990 本体価格 \180+税
6.6×5.8×0.9cm

切文字用プレート(MDF)3文字用
HW1500-2993 本体価格 \600+税
23×8×0.9cm チェーン20cm/ブラカン/ビス各2個付

切文字用プレート(MDF)5文字用
HW1500-2994 本体価格 \740+税
35×8×0.9cm チェーン20cm/ブラカン/ビス各2個付

切文字用プレート(MDF)7文字用
HW1500-2995 本体価格 \860+税
46.5×8×0.9cm チェーン20cm/ブラカン/ビス各2個付



作：藤井　幸枝
HW1500-2905
HW1500-2894

机の上のTODOリスト

フォトスタンドに！

家族のメッセージ
ボードに！

MDF（サンディングが要らない木材繊維
を成型熱圧した木質素材）です。板面が
とても滑らかで表面塗装に最適です。
トールペイントはもちろん、デコパージュ
してもかわいいインテリアになるカード
スタンドです。

作：武井　まゆみ

HW1500-2900
HW1500-2904

上部に名刺やハガキ等を

 はさめる切込み付き。

すべてトールペイント作品

■カードスタンド

カードスタンド キャット(MDF)
HW1500-2880 本体価格 \500+税
7.8×6×2.1cm

カードスタンド アップル(MDF)
HW1500-2881 本体価格 \500+税
5.8×5×2.1cm

カードスタンド ハート(MDF)
HW1500-2883 本体価格 \500+税
7.5×6×2.1cm

カードスタンド クリスマスツリー(MDF)
HW1500-2884 本体価格 \500+税
8.8×7×2.1cm

カードスタンド ハウス(MDF)
HW1500-2885 本体価格 \500+税
6.8×6.5×2.1cm

カードスタンド ベア(MDF)
HW1500-2888 本体価格 \500+税
5.8×6.5×2.1cm

カードスタンド バード(MDF)
HW1500-2889 本体価格 \500+税
7.3×5.5×2.1cm

カードスタンド ブーツ(MDF)
HW1500-2890 本体価格 \500+税
7×6×2.1cm

カードスタンド コテージ(MDF)
HW1500-2891 本体価格 \500+税
6.5×5.9×2.1cm

カードスタンド カー(MDF)
HW1500-2892 本体価格 \500+税
7.5×5×2.1cm

カードスタンド ツリー(MDF)
HW1500-2893 本体価格 \500+税
5.8×6.7×2.1cm

カードスタンド アルファベット A　(MDF)
HW1500-2894 本体価格 \500+税
7.7×5.8×2.1cm

カードスタンド アルファベット C　(MDF)
HW1500-2895 本体価格 \500+税
5.5×5.8×2.1cm

カードスタンド アルファベット E　(MDF)
HW1500-2896 本体価格 \500+税
4.8×5.8×2.1cm

カードスタンド アルファベット H　(MDF)
HW1500-2897 本体価格 \500+税
6.5×5.8×2.1cm

カードスタンド アルファベット J　(MDF)
HW1500-2898 本体価格 \500+税
5.3×5.8×2.1cm

カードスタンド アルファベット K　(MDF)
HW1500-2899 本体価格 \500+税
6.6×5.8×2.1cm

カードスタンド アルファベット M　(MDF)
HW1500-2900 本体価格 \500+税
7.1×5.8×2.1cm

カードスタンド アルファベット N　(MDF)
HW1500-2901 本体価格 \500+税
5.8×5.8×2.1cm

カードスタンド アルファベット R　(MDF)
HW1500-2902 本体価格 \500+税
6.3×5.8×2.1cm

カードスタンド アルファベット S　(MDF)
HW1500-2903 本体価格 \500+税
5.4×5.8×2.1cm

カードスタンド アルファベット T　(MDF)
HW1500-2904 本体価格 \500+税
5.1×5.8×2.1cm

カードスタンド アルファベット Y　(MDF)
HW1500-2905 本体価格 \500+税
7×5.8×2.1cm

カードスタンド アルファベット B　(MDF)
HW1500-2907 本体価格 \500+税
6×5.8×2.1cm

カードスタンド アルファベット F　(MDF)
HW1500-2908 本体価格 \500+税
4.8×5.8×2.1cm

カードスタンド アルファベット I　(MDF)
HW1500-2909 本体価格 \500+税
4.2×5.8×2.1cm

カードスタンド アルファベット O　(MDF)
HW1500-2910 本体価格 \500+税
5.8×5.8×2.1cm

カードスタンド アルファベット W　(MDF)
HW1500-2911 本体価格 \500+税
7.4×5.8×2.1cm



HW1500-3121
デコパージュ作品

HW1500-3124
デコパージュ作品

HW1500-3123 HW1500-3133HW1500-3127

HW1500-3139 HW1500-3138

HW1500-3136
デコパージュ作品

トールペイント作品
トールペイント作品

トールペイント作品 トールペイント作品

ハート：トールペイント作品
ボード：デコパージュ作品

※切文字の
　「Welcome」（小）
　「Open」
　「Close」は別売り
P.13 にあります

HW1500-3170
デコパージュ作品

HW1500-3174
デコパージュ作品HW1500-3172

トールペイント作品

■クロック・サインボード(MDF)
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クロック　スクエア
HW1500-3121 本体価格 \850+税
23.5 x 23.5 x 0.55cm （時計ムーブメントと針は別売り)

クロック　サークル
HW1500-3122 本体価格 \850+税
23.5 x 23.5 x 0.55cm （時計ムーブメントと針は別売り)

クロック　8アングル
HW1500-3123 本体価格 \850+税
23.5 x 23.5 x 0.55cm （時計ムーブメントと針は別売り)

クロック　しゃがみ猫
HW1500-3124 本体価格 \1,050+税
29.5 x 20.0 x 0.55cm （時計ムーブメントと針は別売り)

クロック　犬
HW1500-3125 本体価格 \1,050+税
29 x 23 x 0.55cm （時計ムーブメントと針は別売り)

クロック　ホヌ（亀）
HW1500-3126 本体価格 \1,050+税
25 x 27 x 0.55cm （時計ムーブメントと針は別売り)

クロック　モンステラ
HW1500-3127 本体価格 \1,050+税
23.5 x 23 x 0.55cm （時計ムーブメントと針は別売り)

クロック　はりねずみ
HW1500-3128 本体価格 \1,050+税
30 x 21.5 x 0.55cm （時計ムーブメントと針は別売り)

クロック　ハート
HW1500-3129 本体価格 \1,050+税
22.5 x 23.5 x 0.55cm （時計ムーブメントと針は別売り)

クロック　ハウス
HW1500-3130 本体価格 \1,050+税
24 x 24 x 0.55cm （時計ムーブメントと針は別売り)

スタンドクロック　お座り猫
HW1500-3131 本体価格 \750+税
14 x 14 x 0.8cm （時計ムーブメントと針は別売り)

スタンドクロック　はりねずみ
HW1500-3132 本体価格 \750+税
14 x 14 x 0.8cm （時計ムーブメントと針は別売り)

スタンドクロック　ホヌ（亀）
HW1500-3133 本体価格 \750+税
14 x 14 x 0.8cm （時計ムーブメントと針は別売り)

スタンドクロック　モンステラ
HW1500-3134 本体価格 \750+税
14 x 14 x 0.8cm （時計ムーブメントと針は別売り)

スタンドクロック　葉っぱ
HW1500-3135 本体価格 \750+税
14 x 14 x 0.8cm （時計ムーブメントと針は別売り)

スタンドクロック　ハート
HW1500-3136 本体価格 \750+税
14 x 14 x 0.8cm       （時計ムーブメントと針は別売り）

スタンドクロック　カブト虫
HW1500-3137 本体価格 \750+税
14 x 14 x 0.8cm （時計ムーブメントと針は別売り)

スタンドクロック　スクエア
HW1500-3185 本体価格 \530+税
14 x 14 x 0.55cm （時計ムーブメントと針は別売り)

スタンドクロック　恐竜
HW1500-3138 本体価格 \750+税
14 x 14 x 0.8cm （時計ムーブメントと針は別売り)

スタンドクロック　抜き文字スクエア
HW1500-3139 本体価格 \750+税
14 x 14 x 0.55cm （時計ムーブメントと針は別売り)

スタンドクロック　抜き文字サークル
HW1500-3140 本体価格 \750+税
14 x 14 x 0.55cm （時計ムーブメントと針は別売り)

ムーブメント SP-300
H1102-0275 本体価格 \1500+税
厚さ最大7mmに対応。（本ページのクロックに対応できます）

時計針 SH-2G
H1102-0273 本体価格 \350+税
時針 28, 分針 38, 秒針 38mm  スタンドクロック用

時計針 SH-15BK
H1102-0274 本体価格 \350+税
時針 37, 分針 48, 秒針 74mm　クロック用

サインボード　矢印
HW1500-3170 本体価格 \800+税
ボード21x 9 x 0.9cm
ヒートン2個、ワイヤー38cm付

サインボード　オーバル
HW1500-3171 本体価格 \700+税
ボード21  x 10 x 0.9cm
ヒートン2個、ワイヤー38cm付

サインボード　リーフ
HW1500-3172 本体価格 \800+税
ボード21 x 9 x 0.9cm
ヒートン2個、ワイヤー38cm付

サインボード　ハート
HW1500-3173 本体価格 \700+税
ボード20 x 13.8 x 0.9cm
ヒートン2個、ワイヤー38cm付

サインボード　半円
HW1500-3174 本体価格 \800+税
ボード21 x 10.5 x 0.9cm
ヒートン2個、ワイヤー38cm付

サインボード　スクエア
HW1500-3175 本体価格 \500+税
ボード21 x 9 x 0.9cm
ヒートン2個、ワイヤー38cm付



株式会社アシーナ　〒277-0005  千葉県柏市柏5-8-5　
TEL:04-7168-7100　 FAX:04-7168-7200　URL  http://www.athena-inc.co.jp/ 
●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。●価格は税抜表示です。
●色見本は印刷のため実際の色と異なることがあります。●★印は特注品、ご注文後出荷まで約 7 ～ 10 日間かかります。●サイズ：ヨコ×タテ×厚（高さ）
●価格は 2019 年１月　現在 v.4.5　

定価各￥240＋税

■スモールウッド
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※ウッドは実寸大ではありません。

GG1500-1840
GG1500-1841
GG1500-1842
GG1500-1843
GG1500-1844
GG1500-1845
GG1500-1846
GG1500-1847
GG1500-1848
GG1500-1849
GG1500-1850
GG1500-1851
GG1500-1852
GG1500-1853
GG1500-1854
GG1500-1855
GG1500-1856
GG1500-1857
GG1500-1858
GG1500-1859
GG1500-1860
GG1500-1861
GG1500-1862
GG1500-1863
GG1500-1864
GG1500-1865
GG1500-1867
GG1500-1868

ミニビーンポットカップ（6個入）
ハートペグ（8個入）
ミニシェイカーペグ（6個入）
スタンダードペグ（2個入）
タイペグ（4個入）
スタンダードアクスルペグ（8個入）.
トスリング（2個入）
リトルピープルベイビィ（5個入）
トレインベル（3個入）.
サークルカットアウト3/4（7個入）
サークルカットアウト1（6個入）
サークルカットアウト1-1/2（4個入）
サークルカットアウト1-3/4（3個入）
ドームドデスク1（4個入）
ドーム&ティアドロップカットアウト（6個入）.
オーバル（小）（6個入）
オーバル（4個入）
サイン5/8（6個入）.
サイン1-1/4（2個入）.
ブロックスモール3/8（8個入）
ブロックスモール3/4（5個入）
スクエアカットアウト1（6個入）
スクエアカットアウト1-1/2（3個入）.
レクタングルカットアウト1（6個入）.
レクタングルカットアウト1-1/2（3個入）.
レクタングルカットアウト1-1/4（2個入）.
チューリップ（6個入）.
トライアングル（ボディ）（2個入）.
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直径1.6×高1.6㎝ 穴の直径：0.7㎝

長2.9×幅1.2㎝ ほぞの直径：0.7㎝

長4.5×幅1.3㎝ ほぞの直径：0.7㎝

長8.6×幅2.3㎝ ほぞの直径：1.3㎝

長6.2×幅1㎝ ほぞの直径：0.5㎝

長3.5×幅1㎝ ほぞの直径0.6㎝

外径4.5×内径2.6×厚1㎝

直径1.6×高2.9㎝

直径1.6㎝ ほぞの長さ0.7㎝

直径2×厚0.4㎝

直径2.6×厚0.4㎝

直径3.9×厚0.4㎝

直径4.5×厚0.5㎝

直径2.6×厚0.5㎝

縦2.6×横2.9×厚0.5㎝

縦3.2×横2.6×厚0.5㎝

縦7×横4.5×厚0.4㎝

縦1.6×横3.9×厚0.5㎝

縦3.2×横7.4×厚0.5㎝

一辺1㎝

一辺2㎝

一辺2.6×厚0.4㎝

一辺3.9×厚0.4㎝

縦2.6×横3.5×厚0.5㎝

縦3.9×横5.8×厚0.5㎝

縦3.2×横7.7×厚0.7㎝

縦2.6×横2.6×厚0.5㎝

縦6×横4.7×厚0.6㎝

スプール3/8（12個入）
スプール1/2（12個入）
スプール7/8（SP8000）（4個入）
スプール7/8（SP8200）（4個入）
ボール3/8（12個入）
ボール3/4（7個入）
ボール1（4個入）.
スプリットボール（小）1（4個入）
スプリットボール（小）1-1/2（2個入）
プレミアムビーズ5/16（15個入）.
プレミアムビーズ3/8（15個入）
プレミアムビーズ1/2（12個入）
オーバルビーズ9/16（12個入）.
オーバルビーズ3/4（7個入）
オーバルビーズ1（5個入）
スクエアラウンド（4個入）.
ビーハイブ（5個入）.
レンエッグ（4個入）
ピジョンエッグ（2個入）
レンスプリットエッグ（3個入）
ヘンスプリットエッグ（1個入）.
ローリングピンマイクロ（5個入）.
ボール（中）（4個入）
シンブル（2個入）.
フラワーポット5/8（4個入）
フラワーポット1-1/16（3個入）
スタンダードハート1/2（8個入）.
スタンダードハート3/4（7個入）

スタンダードハート1（6個入）
スタンダードハート1-1/2（4個入）
スタンダードハート2（2個入）.
ダブルハート（6個入）.
プリミィティブハート1-1/2（4個入）.
カントリーハート7/8（4個入）.
カントリーハート1-1/8（3個入）.
スタンダードスター5/8（薄）（8個入）
プリミティブスター1-1/4（8個入）.
クリスマスツリー2-1/4（2個入）
フラワーポットガーデン（6個入）.
フラットクロスピン1（12個入）
フラットクロスピン1-3/4（5個入）
バードハウスモスキート（3個入）.
スクールハウス（小）（10個入）
ボーイスタンダード（4個入）
ボーイクッキー1-3/4（4個入）.
クラフトボタン1/2（4個入）.
スノーマンスタンダード1-3/4（3個入）.
クラフトボタン3/4（4個入）.

GG1500-1869
GG1500-1870
GG1500-1871
GG1500-1872
GG1500-1873
GG1500-1874
GG1500-1875
GG1500-1876
GG1500-1877
GG1500-1878
GG1500-1879
GG1500-1880
GG1500-1881
GG1500-1882
GG1500-1883
GG1500-1884
GG1500-1885
GG1500-1886
GG1500-1887
GG1500-1888
GG1500-1889
GG1500-1891
GG1500-1892
GG1500-1897
GG1500-1898
GG1500-1899
GG1500-1900
GG1500-1901

直径1×高さ1.3：穴の直径0.4㎝

直径1.3×高1.6：穴の直径0.6㎝

直径2.3×高3.1：穴の直径0.7㎝

直径2.3×高2.9：穴の直径0.8㎝

直径1㎝

直径2㎝

直径2.6㎝

横2.6×厚1.3㎝

横3.9×厚2㎝

直径0.8㎝ 穴の直径0.3㎝

直径1㎝ 穴の直径0.4㎝

直径1.3㎝ 穴の直径0.4㎝

直径1×長1.5㎝ 穴の直径0.4㎝

直径1.3×長2㎝ 穴の直径0.4㎝

直径1.5×長2.6㎝ 穴の直径0.5㎝

直径1.3×高1.3㎝ 穴の直径0.4㎝

直径1.6×高1.6㎝ 穴の直径0.5㎝

直径1.6×高2.3㎝

直径2.9×高さ4.2㎝

縦2.3×厚0.8㎝

縦6.4×厚2.3㎝

直径1×高4.2㎝

直径2×高1㎝

直径2.4×高2.9㎝

直径1.5×高1.6㎝

直径2.6×高2.7㎝

縦1.3×横1.3×厚0.4㎝

縦2×横2×厚0.4㎝

GG1500-1902
GG1500-1903
GG1500-1904
GG1500-1905
GG1500-1907
GG1500-1908
GG1500-1909
GG1500-1910
GG1500-1913
GG1500-1915
GG1500-1919
GG1500-1922
GG1500-1923
GG1500-1927
GG1500-1929
GG1500-1934
GG1500-1935
GG1500-1936
GG1500-1938
GG1500-1939

縦2.6×横2.6×厚0.4㎝

縦3.8×横3.8×厚0.4㎝

縦5.1×横5.1×厚0.7㎝

縦1.6×横2.9×厚0.5㎝

縦3.9×横2×厚0.4㎝

縦2.3×横3.2×厚0.5㎝

縦2.9×横4×厚0.5㎝

縦1.6×横1.6×厚0.4㎝

縦2.8×横2×厚0.4㎝

縦5.8×横5.1×厚0.7㎝

縦2.7×横2.6×厚0.4㎝

長さ2.6㎝

長さ4.6㎝

縦3.9×横1.3×厚1.3㎝

縦3.1×横2×厚0.5㎝

縦4.5×横3.2×厚0.5㎝

縦4.5×横3.5×厚0.4㎝

直径1.3㎝

縦4.3×横3×厚0.5㎝

直径1.9㎝

ミニビーンポットカップ

ハートペグ

ミニシェイカーペグ

スタンダードペグ タイペグ

スタンダード
アクスルペグ トスリング リトルピープル

ベイビィ

トレインベル

サークルカットアウト

ドームドデスク 1

オーバル
サイン

ブロックスモール

ドーム & ティアド
ロップカットアウト

スクエアカットアウト

レクタングルカットアウト

チューリップ トライアングル（ボディ）

スプール ボール
スプリットボール

プレミアムビーズ
オーバルビーズ

スクエアラウンド ビーハイブ

スプール7/8（SP8000）スプール7/8（SP8200）

レンエッグ ピジョンエッグ レンスプリットエッグ ヘンスプリットエッグ
ボール（中）

シンブル フラワーポット
ローリングピン
マイクロ

スタンダードハート

ダブルハート
プリミィティブ
ハート カントリーハート

スタンダードスター プリミティブスター
クリスマスツリー フラワーポット

ガーデン

バードハウスモスキート

スクールハウス（小） ボーイスタンダード ボーイクッキー1-3/4 クラフトボタン1/2 スノーマン
スタンダード

クラフトボタン 3/4

フラットクロスピン
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