
お得意先名 お得意先様コード TEL
FAX

ご住所 〒
年 日

E-mail

単位

27-130 袋
2001 ｾｯﾄ 2068 ｾｯﾄ 2505 ｾｯﾄ

2025 ｾｯﾄ 2078 ｾｯﾄ 2506 ｾｯﾄ

2036 ｾｯﾄ 2401 ｾｯﾄ 2603 ｾｯﾄ

2038 ｾｯﾄ 2503 ｾｯﾄ 2604 ｾｯﾄ

スリランカ製のナイロン筆。品質は国産とほぼ 単位

□ ラウンド丸筆 同じですが、お値段はとってもお手頃です。 DZ025 本
単位 DZ025-3 徳用 ｾｯﾄ

970-0 0号 本
970-2 2号 本
970-4 4号 本
970-6 6号 本 ﾄﾞﾗｲ・ｳｪｯﾄどちらでも使えます。木製品や塗装品の研磨に便利です。
970-8 8号 本 NS006#600/400/320/240/180各1枚 袋

□ シェーダー平筆
965-0 0号 本
965-2 2号 本 □ ピグマグラフィックペン
965-4 4号 本 水性の顔料ｲﾝｷ使用、乾くと耐久性になります。布に描いてもにじみません。

965-6 6号 本 NS1002-B 0.05細 黒 本
965-8 8号 本 NS1002-R 0.05細 赤 本

NS1003-B 0.1細 黒 本
NS1003-R 0.1細 赤 本
NS1003-U 0.1細 茶 本

絵の具の小分けにとても便利！ふたも完全に □ マイクロパーム0.1
閉まります。16個入りでお得です。 布やｶﾞﾗｽ、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸなどに適した速乾性の油性ｲﾝｸを使用。

ｾｯﾄ ｾｯﾄ ｾｯﾄ HA226 袋 NS1001 本

¥130

¥150
5064 1本

5057 1本
5058 1本

¥160

5060 1本 ¥120
5061 1本

番号 入数
5055
5056 1本 ¥130

¥180

1本 ¥120

数量

特別価格 数量

¥150

品番・サイズ

番号 入数

＠

トールペイント注文書① FAX 06-6271-0059月
全枚数　　　　　のうち　　　　　枚目 ※お掛け間違いの無い様お願いいたします。

EARLY SUMMER SALE 申込 本状到着日より ▸ 6/30受付期間

1本 ¥126

5069 1本 ¥126
5070 1本 ¥126

5073 1本 ¥126

5068 5枚 ¥400

5071 1本 ¥126
5072

5040 EK6A 5041 EK6B 5042 EKS6B
エスピエ 中字 6色セット エスピエ 中字 ラメ6色セット エスピエ 細字 ラメ6色セット

参考小売価格　\1､800 参考小売価格　\1､800 参考小売価格　\1､800
5074 1本 ¥126卸価格　\1,170 卸価格　\1,170 卸価格　\1,170 5065 16個 ¥264

5063 1本
5062

5059 1本

数量

1本 ¥130

特別価格

¥210

5066 1本 ¥450
5067 3本 ¥1,290

数量
¥260 5043 5047 5051

品番・サイズ

色　番

5044 5048 5052

番号 品番・サイズ 入数
5039 1ｾｯﾄ

卸価格 数量

5049 5053

5046 5050 5054

色　番 数量 色　番

5045

月

6/30（月） （日） （月）6/15 6/30

本

袋

番号
5039

Tolepainting!

EARLY SUMMER SALE

特別価格 　\1,450

フリーボックス
約 W33×H20×D22cm
参考小売価格　\3,580

BK217

●●● ●●●

5001

特別価格 　\1,540

マガジンボックス
約 W32×H40×D14cm
参考小売価格　\3,850

BK2185004

特別価格 　\1,160

レクタングルトレイ
本体：約 W24×H38×D4cm

持ち手部分：約 6cm
参考小売価格　\2,900

BK2215002

特別価格 　\1,000

ブックボックス
約 W21.5×H5.9×D16.5cm

参考小売価格　\2,500

BK2225003

特別価格 　\1,280

3 レターボックス
約 W13.5×H55×D6cm
参考小売価格　\3,200

BK2205005

メールオーダー申込受付期間

出荷は 6/7（土）開始

店 頭 セ ー ル

日・祝も営業しております

こちらの点線で切り取って、DM と注文書に分けてご使用ください。
上部掲載商品のご注文は、注文書②の「その他商品ご注文欄」にご記入ください。

ならびに は

EARLY SUMMER SALE専用のセール番号です。

下部の注文書や弊社ホームページからの

ご注文の際にご記入・ご入力くださいませ。

ふたを開くと…

小物入れとしてはもちろん、
インテリアとして飾るのもオススメ☆

2001
ｱﾝﾃｨｰｸﾎﾜｲﾄ

2025
ﾊﾞｰﾝﾄｱﾝﾊﾞｰ

2068
ｸﾘｽﾏｽｸﾞﾘｰﾝ

2078
ストロー

2503
ﾌﾞﾗｲﾄﾚｯﾄﾞ

2036
アイボリー

2038
ｳﾙﾄﾗﾌﾞﾙｰ

2401
ﾗｲﾄｱｲﾎﾞﾘｰ

2505
ホワイト

2506
ブラック

2603
ﾒﾀﾘｯｸｼﾙﾊﾞｰ

2604
14Kゴールド

Tシャツ

ケータイ

カバン

ノート

カガミ

ポーチ

■エスピエ デコレーションペン　中字 ・細字

■ 自分だけの「まんげきょう」を作ろう !!

① 立体的に盛り上がり、ツヤのある筆跡が描けます。

② 紙・プラスチック・布など様々なものに描けます。

③ 化粧品感覚のデザインで、持ち運びに便利です。

④ 布に描いた場合、乾燥後は洗濯 OK です。

▼ 色見本：カラー 6色

▼ 特徴

作品例 ▼

▼ 色見本：ラメ 6色

セット内容
○ イエロー
○ オレンジ
○ レッド
○ ピンク
○ スカイブルー
○ イエローグリーン

セット内容
○ ラメクリア
○ ラメイエロー
○ ラメレッド
○ ラメピンク
○ ラメグリーン
○ ラメブルー

セット内容
○ ラメクリア
○ ラメイエロー
○ ラメレッド
○ ラメピンク
○ ラメグリーン
○ ラメブルー

トランスファーコートを
原液のまま２回ほど石けん
に塗って乾かします。

石けんに合わせて紙又は生地を
カットし、トランスファー
コートをボンドの代わりにして
貼ります。その上から更に
モトポジを塗って乾燥させます。
それを２～３回繰り返します。

出来上がった石けんは
使用可能ですが、
お部屋やタンスなどの
芳香剤としてのご使用
もオススメです。

① ② ③

厚手の生地や写真、厚紙等のデコパージュに
最適☆

下記人気の
12色限定!!

1. 厚紙や写真使用の際は、紙の表面に
　 「塗る⇔乾燥」を５回ほど 繰り返し
　 コーティングします。
2. 乾燥後台所用洗剤を２～３滴落とした
　 ぬるま湯に、20分程①を浸します。
3. ２～３分後紙を取り出して、裏側を
　 指先でこすりながら取り除きます。
4. 後は下記手順①～③を行います。

New

New

New

New

New

限定 180 袋

■ セラムコート

特別価格 1 セット \342

■ ナイロン筆

■ 16 ペイントカップ

■ 各種ペン

■ サンドペーパー５枚アソートパック

■ トランスファーコート
    （転写液）

限定 120 本

限定 120 本

限定 120 本

限定 120 本

限定 100 本

限定 150 本

限定 120 本

限定 200 本

限定 200 本

限定 150 本

1本あたり  \114
見え方の例

簡単デコパージュ簡単デコパージュ

粘土でデコレーションしたり、イラストを描いたりして、オリジナルのまんげきょう作り♪

のぞくとこんな感じ♪

中に入れるものによって、

見え方が変わるよ☆

〈セット内容〉
◆つつ ◆はんしゃばん

◆もようがみ ◆アクリルばん

◆スパンコール ◆キャップ

〈用意するもの〉
◆のり ◆はさみ ◆セロハンテープ

必要なものは全て揃っている

ので、お子様でもすぐに作る

ことができます☆夏休みの

宿題やお子様向けの講習など

にもぴったりです♪

同色３本セット

↑ 約 W3.7×H3.7×D4.9cm … 2 個
特別価格 　\320

ミニ 2 キャビネット 白木
約 W9.5×H4.9×D4.9cm

参考小売価格　\800

BK2125008

特別価格 　\440

ミニ 3 キャビネット 白木
約 W13.8×H4.9×D4.9cm

参考小売価格　\1,100

BK2115006

特別価格 　\352

ミニ 2 キャビネット 茶
約 W9.5×H4.9×D4.9cm

参考小売価格　\880

5009

特別価格 　\500

ミニ 3 キャビネット 茶
約 W13.8×H4.9×D4.9cm

参考小売価格　\1,250

※使用イメージ

5007

縦置きも Good ！

こちらは大きめキャビネット

特別価格 　\2,200

6 キャビネット
約 W27.8×H26.3×D14.8cm

参考小売価格　\5,300

BK2105010

CC1304

CC1305
【引き出しのサイズと個数】
約 W8×H7.2×D13.5cm 　  … 4 個
約 W16×H7.2×D13.5cm 　… 1 個
約 W24.1×H7.2×D13.5cm … 1 個

小物の整理に便利なサイズの

かわいいキャビネットです

２段重ねにしてもオシャレ★インテリアとしても最適です！

約 W3.8×H3.8×D4.9cm … 3 個　↑

参考作品
デザイン：アトリエ５５５ 吉川ひろ子



お得意先名 お得意先様コード TEL
FAX

ご住所 〒
年 日

E-mail

◆ トールペイント用溶剤 ◆ ペイント関連用品 ◆ その他商品注文欄
■ スポンジブラシ 本紙上の木製品や注文書に掲載のない商品等をご注文の際は
色のぼかしが簡単にできるキメの細かいスポンジ製ブラシです。 こちらに 「セール番号（セール商品の場合）、品番、商品名、

つや有りタイプの 塗ることによって 初心者にも扱い易い NS350-6 小 1.3×10cm 袋 サイズや色番、数量、単位」 をお書き下さいませ。
水性仕上げ用ニス 非常に強い表面に 水性つや消し仕上げ NS351-6 中 1.8×10cm 袋
です。黄変しにくく することができる ニスです。乾くと NS352-3 大 2.5×10.3cm 袋 注文例)
堅牢で摩耗に強い 水性のニスです。 堅牢になり磨耗に BK217 フリーボックス
表面仕上げが可能 適度な光沢感（半 強く、表面の黄変を ■ ペーパーパレット　ハーフサイズ 30.5×15cm
です。 つや）を出せます。 防止出来ます。 気軽にご使用いただける使い捨ての紙製パレットです。

NS053 25枚綴り 冊
本 本 本  (1冊あたり\150) 徳用 ｾｯﾄ

■ スタイラス
出来上がった作品の ｽﾃｲﾝﾍﾟｲﾝﾃｨﾝｸﾞや 布にﾍﾟｲﾝﾄする時の デザインを転写する際便利なツールです。
上に塗るとキラキラ 下塗りの際に混ぜる ﾒﾃﾞｨｳﾑです。乾燥 NS1353 太タイプ 本

します。絵の具と ﾒﾃﾞｨｳﾑです。水の させた後熱処理を NS1354 細タイプ 本

混ぜても、美しい 代わりに絵の具に すると、洗濯しても
オーロラ効果を出す 混ぜると透明感の 色が落ちにくくなり ■ グラファイトペーパー　同色3枚入 22×30cm
ことができます。 ある色が出せます。 ます。 水で消えないﾀｲﾌﾟです。消しｺﾞﾑまたはねり消しで消して下さい。

NS253 白 袋
本 本 本 NS254 黒 袋

リンス効果に優れた ■ トレーシングペーパー
特別にﾌﾞﾚﾝﾄﾞされた すぐれた洗浄力で 筆を長持ちさせる □ A4サイズ 21×29.7cm 50枚綴り
筆&ﾊﾝﾄﾞ用濃縮水性 多くのﾍﾟｲﾝﾀｰに愛用 液体クリーナー。 NS050 本
ｸﾘｰﾅｰ。ｱｸﾘﾙや水性 されている筆洗い液 コイン大を手に取り NS050-10 徳用 本
絵具から油絵具まで お求めやすい価格も 優しく洗って下さい 29.7×42cm 50枚綴り
まるでﾏｼﾞｯｸのよう 人気です。ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ NS051 本
にｷﾚｲに落とせます。 効果もあります。

■ 転写紙 44×30cm 水で消えるタイプです。
本 本 本 本 NS467 グレー 枚

NS467-5 徳用 ｾｯﾄ

NS468 ホワイト 枚
① きれいな透明感のあるﾂﾔを持つ作品に仕上がる!! 水溶性つやだしニス NS468-5 徳用 ｾｯﾄ

② 乾燥後は耐水性になり、濡れても白く濁らない! 専用のうすめ液。 NS469 ブルー 枚
③ 有害なﾍﾞﾝｾﾞﾝ･ﾄﾙｴﾝ･ｷｼﾚﾝを含まず、安全性が高い! こちらで薄めても NS469-5 徳用 ｾｯﾄ

④ 紙粘土･木工･一般工作用と幅広く使用可能! 耐水性や安全性は
変わらない逸品 ■ トレーシングペンシル 17cm　消しゴム付き
です!! 水で消える図案写し用ペンシル。消しゴムも付いています。

NS1006 グレー 本
本 本 本 NS1007 ホワイト 本

¥158

数量 単位

個5001 1

ｾｰﾙ番号 品番・商品名など
¥240

5092

トールペイント注文書② FAX 06-6271-0059月
全枚数　　　　　のうち　　　　　枚目 ※お掛け間違いの無い様お願いいたします。

5075 JO301G

5089

＠

受付期間

¥300
6本

★ トールペイント溶剤 ・ 用品　　定番品セール注文書 ★

HA2645083

スパークルグレーズ　59ml

特別価格　\575 特別価格　\575

1oz（29ml）

EARLY SUMMER SALE 申込 本状到着日より ▸ 6/30

5078 DT7012

参考小売価格　\1,150

ｸﾘｱｸﾞﾚｲｼﾞﾝｸﾞﾒﾃﾞｨｳﾑ　237ml
5080 JO305

特別価格　\120

ブラッシュプラス　2oz
ピンクソープ

参考小売価格　\1,150
特別価格　\575

特価
¥450

JO308

参考小売価格　\360

5088 6本

HA267

参考小売価格　\1,150
特別価格　\575

5084

ﾃﾞｺｱｰﾄ ﾃﾞｺﾏｼﾞｯｸ　59ml

5079
ﾃｷｽﾀｲﾙﾒﾃﾞｨｳﾑ　237ml

特別価格　\180
5081

10冊 ¥1,500

DS3-2 5082 PL20480

特別価格　\575

¥85

1本

1袋

参考小売価格　\1,150

¥85

ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝﾆｽ サテン  237ml

1冊

5095 1袋

ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝﾆｽ つや有り  237ml

1冊

3本

5077

¥250

¥390
5090

¥250
5094

ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝﾆｽ つや無し  237ml

参考小売価格　\1,150

JO301M

5091

5076 JO3856

5枚 ¥850

5枚 ¥850

¥261

5093 1本

5096

5098

5100 1枚

10冊
5097

5099

5107 1本 ¥140

5104 1枚 ¥180
5105

5106 1本 ¥140

5103 5枚 ¥850

1冊 ¥425

¥180
5101

¥2,200

5102 1枚 ¥180

特別価格　\1,668 特別価格　\420

つやだしﾆｽのうすめ液 250ml

参考小売価格　\2,780
特別価格　\948

水溶性つやだしニス

参考小売価格　\700参考小売価格　\1,580

5087

5085
1000ml

5086

特別価格　\180

4oz（118ml）

KV500
500ml

KVT250
¥200
特価

KV1000N

参考小売価格　\360 参考小売価格　\240

月

参考小売価格　\1,150

参考小売価格　\360

5083 HA267

参考小売価格　\240

参考小売価格　\1,150参考小売価格　\1,150

参考小売価格　\1,150 参考小売価格　\1,150

限定 50 個

限定 40 個

限定 120 本

限定 200 個

限定 200 個
限定 200 個

特別価格 \1,000

キャリー BOX　M
W30×H24×D12.5cm
参考小売価格　\2,500

BK203

特別価格 \1,440

キャリー BOX　L
W34×H29×D15cm

参考小売価格　\3,600

BK204

特別価格　\640

キャリー BOX　S
W25×H18×D10cm

参考小売価格　\1,580

BK202 5012 5013

特別価格　\390

フレームプラーク
W33×H16.3×D1.5cm
参考小売価格　\960

NB214

特別価格 \920

フレームプラーク　L
W40×H28×D1.8cm

参考小売価格　\2,300

KM1475027 5028

ワイドエッジオーバル Ｌ

ワイドエッジ

フレンチコーナー Ｌ

特別価格 　\780

W29.4×H36.8×D2cm
参考小売価格　\2,000

WH189115037

特別価格 　\780

W36.8×H29.4×D2cm
参考小売価格　\2,000

WH190115038

特別価格 　\1,280

2 段引出し小物入れ
W13×H30.5×D15.5cm
参考小売価格　\3,200

KM55026

特別価格 　\600

キャニスター
W12×H17×D12cm

参考小売価格　\1,500

NB2165029

特別価格 　\280

ふた付き小箱
W13.2×H7×D10.6cm
参考小売価格　\680

BK1285030

特別価格 　\600

スクエアフレーム
内径：W18×H18cm
外径：W28×H28cm

参考小売価格　\1,500

BK1855031

5011

特別価格 　\440

ハンディボックス
W16×H17×D10.8cm
参考小売価格 \1,100

NB217

特別価格 \1,000

ハンディボックス
W23×H20.5×D14cm
参考小売価格　\2,500

N2018

特別価格 　\320

波型小物入れ
W16×H14.5×D9cm
参考小売価格　\780

KM115 5015 5016

特別価格 \1,680

ペイントストッカー
W40.8×H11.5×D25cm
参考小売価格　\4,200

BK1795025

特別価格 　\980

八角トレイ
W44.5×H5×D34.8cm
参考小売価格　\2,500

BK1405024

特別価格 \2,080

ワインテーブル S
φ31.6×H53cm（組立式）
参考小売価格　\5,200

N20295023

5014

特別価格 　\720

リモコンストッカー
W21.8×H11.5×D10.7cm

参考小売価格 \1,800

KM1435022

特別価格 \1,000

マガジンラック
W29.5×H34×D6.5cm
参考小売価格 \2,500

BK2055018

特別価格 \300

ペンスタンド
W15×H12×D6cm
参考小売価格 \760

BK1295019

特別価格 \1,760

CD ラック
W37.5×H21.8×D14.2cm

参考小売価格 \4,400

CD ケース
約 30 枚

収納可能 !!

2oz ボトル
60 本

収納可能 !!

間仕切りは
取り外し

可能です☆

BK1545017

特別価格 　\880

ダストボックス
W18.4×H23×D18.4cm

参考小売価格 \2,200

BK1565021

特別価格 　\640

ティッシュボックス スリム
W26.5×H7.5×D14cm
参考小売価格 \1,600

BK1445020

特別価格 　\1,520

L サイズ
φ40.5cm（内寸φ28.5cm）

参考小売価格　\3,800

BK2015036

特別価格 　\960

S サイズ
φ30.5cm（内寸φ19cm）
参考小売価格　\2,400

BK1995034

特別価格 　\1,280

M サイズ
φ36cm（内寸φ24cm）
参考小売価格　\3,200

BK2005035

ダブルビード

特別価格 　\160

ワイヤー付フレーム　S
W15.2×H8.1×D1cm

ﾜｲﾔｰｻｲｽﾞ W15×H11cm
参考小売価格　\400

BK2065032

特別価格 　\200

ワイヤー付フレーム　L 
W20×H11×D1cm

ﾜｲﾔｰｻｲｽﾞ W15×H11cm
参考小売価格　\480

BK2075033

EARLY SUMMER SALE

つやだしﾆｽのうすめ液 250ml

参考小売価格　\700

5085
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