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通常教材 ＝通常教材
特別教材 ＝特別教材

＝ カタログが届きしだい から 限定数販売終了まで ： 数量限定販売
＝ カタログが届きしだい から 2018年１月25日(木)までのご注文 ： 予約注文販売

予約マークの
説明

限定販売数000＋

お届け ： 随時発送　
＊ご注文は通常の注文書をご使用ください。

お届け ： 2018年３月13日(火)より順次発送
＊ご注文は同封の『復刻スペシャル限定教材カタログ‐グラスアート予約注文教材専用注文書』をご使用ください。

カタログが届きしだい から 2018年１月25日(木) まで

カタログが届きしだい から 限定数販売終了 まで数量限定販売

予約注文販売
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本誌掲載教材は、
１種類の教材につき
販売方法が２種類あります。
※詳細は別紙オーダーガイドをご覧ください

皆さまのお声にお応えして…
過去の限定教材や既存教材を
復刻限定教材としてご紹介します。

*182Y*
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土台と図案が
セットの
復刻教材

プルメリアを敷き詰めた
エレガントなハワイアンレイ

愛おしい犬の
横向き型ウエルカムボード

ベビーギフトに
愛くるしいうさぎのフォトスタンド

ベビーギフトに
愛くるしいベアーのフォトスタンド

・付属の図案には参考作品に使用したフィルム教材番
号は表記しておりません。
・参考作品に過去の限定フィルムを使用している場合が
ありますが、本カタログ6頁に掲載の限定フィルム以外
は販売をしておりません。
・基本的に掲載作品は参考作品です。フィルムやリード
線は自由に選んで作品制作を楽しんでください。

予約限定販売数100＋

教材番号 738K
内容：アクリル板×１、図案付き（写真作品）
サイズ：縦258㎜×横250㎜×厚さ３㎜
材質：透明アクリル
※吊下げ仕様

アクリル リース250・
プルメリア 通常教材

本体¥2,100+税

図案
付き

『2014春夏限定教材カタログ』掲載

デザイン／岡本幸世　図／付属図案
使用教材／「ミニチェーン・シルバー」
　　　　　教材番号564Ｋ　本体￥450＋税

予約限定販売数100＋

教材番号 739K
内容：アクリル板・フォトケース（サービス版）×各１、スタンド×２、

図案付き（写真作品）
サイズ：本体／縦320㎜×横280㎜×厚さ３㎜

スタンド／縦55㎜×横196㎜
フォトケース／132㎜×94㎜

材質：アクリル板・スタンド／透明アクリル
※スタンド仕様

アクリルフォトスタンド
くま・クローバー

本体¥2,700+税

『2010春夏限定教材カタログ』掲載

予約限定販売数100＋

教材番号 740K
内容：アクリル板・フォトケース（サービス版）×各１、スタン
ド×２、図案付き（写真作品）

サイズ：本体／縦228㎜×横342㎜×厚さ３㎜
スタンド／縦55㎜×横150㎜
フォトケース／132㎜×94㎜

材質：アクリル板・スタンド／透明アクリル
※スタンド仕様

アクリルフォトスタンド 
うさぎ・バラ 通常教材

本体¥2,600+税

図案
付き

『2010春夏限定教材カタログ』掲載
予約限定販売数100＋

教材番号 737K
内容：アクリル板×１
       図案付き（写真作品）
サイズ：縦397㎜×横375㎜×厚さ２㎜
材質：透明アクリル
※スタンド仕様

アクリル 犬・
Welcome(A) 通常教材

本体¥3,600+税

図案
付き

『グラスアートカタログ2010‐2012 Vol.７』掲載

デザイン／岡本幸世　図／付属図案
使用教材／「アクリル額立てＭ」教材番号450Ｋ　本体￥850＋税

デザイン／福島郁子　図／付属図案
使用教材／「オーナメント用チェーン」
　　　　　教材番号102Ｑ 本体￥700＋税

上品で優美な表情のオーナメント
予約限定販売数100＋

教材番号 736K
内容：アクリル板×１、図案付き（写真作品）
サイズ：480㎜×380㎜×厚さ３㎜
材質：透明アクリル
※縦横兼用、スタンド・吊下げ両仕様

アクリルオーナメント
長方 380・カラー 通常教材

本体¥2,400+税

図案
付き

図案『グラスアートカタログ2010‐2012 Vol.７』掲載

『グラスアートカタログ2016‐2018 
Vol.10』に掲載している教材番号と
異なります。本頁掲載教材番号は本
誌限定教材専用の教材番号です。
「アクリルオーナメント 長方380」は
2018年２月より販売終了です。

通常教材
図案
付き

土台
+
図案

人気の

デザイン／岡本
幸世  図／付属

図案

デザイン／岡本幸世  図／付属図案

デザイン／松林慶子  図／教材付属図案
使用教材／「ミニチェーン・シルバー」
教材番号564Ｋ 本体￥450＋税

大きさも形もラブリーなミニアクリルオーナメント

限定販売数100＋

教材番号
内容：アクリル板×１、
サイズ：縦115㎜×横135㎜×厚さ２㎜
材質：透明アクリル
※吊下げ仕様

ミニアクリル かたつむり
『2013春夏限定教材カタログ』掲載
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縁起のよい富士山を引き立てる瀟洒な額

デザインしやすく、飾りやすい横長縦長タイプのロマンティックな額

雑貨風のおしゃれな
小さなシャビーシックな額

湾曲したガラス板が上品で高級感をかもし出す
フォトフレーム

予約限定販売数100＋

教材番号 543Q
内容：フレーム・透明ガラス・中桟・乳半色アクリル裏板×

各１、図案付き（写真作品）
サイズ：外寸／426㎜×357㎜

ガラス板／355㎜×285㎜×厚さ３㎜
乳半色アクリル裏板／355㎜×285㎜×厚さ２㎜

フレーム：色／ブラウン×ゴールド、材質／樹脂

ゴールドキャメルフレーム285・富士山 特別教材

本体¥5,300+税

図案
付き

図案『2013秋冬限定教材カタログ』掲載

内容：アクリル板・フォトケース（サービス版）×各１、スタンド×２、
+税

参考作品は【復刻スペシャルフィルム】を使用
「和風 紅菊(くれないぎく)」教材番号869F 本体￥1,200＋税 ×２枚　「和風 海松色(みるいろ)」教材番号868F 本体￥1,200＋税 ×２枚

乳半色アクリル裏板にはグラスアートをすることは
できません。額の裏板として使用します。
『グラスアートカタログ2016‐2018 Vol.10』に掲
載している教材番号と異なります。本頁掲載教材
番号は本誌限定教材専用の教材番号です。

予約限定販売数100＋

教材番号 544Q
内容：フレーム・透明ガラス・中桟×各１、図案付き（写真作品）
サイズ：外寸／398㎜×228㎜

ガラス板／353㎜×183㎜×厚さ３㎜
フレーム：色／パールホワイト、材質／木製

フローラルアイボリーフレーム353・
雪景色メルヘン 特別教材

本体¥3,980+税

図案
付き

図案『2013秋冬限定教材カタログ』掲載

参考作品は【復刻スペシャルフィルム】を使用
「ホワイト ドット・ぼかし」教材番号866F 本体￥1,200＋税 ×２枚 「ホワイト ドイリー」教材番号867F 本体￥1,200＋税 ×1枚

『グラスアートカタログ2016‐2018 Vol.10』に掲載している教材番号と
異なります。本頁掲載教材番号は本誌限定教材専用の教材番号です。

予約限定販売数100＋

教材番号 741K
741K 742K内容：本体×１、図案付き（写真作品）

サイズ：本体／縦155㎜×横285㎜×厚さ５㎜
写真部分／縦87㎜×横125㎜

材質／透明ガラス
※写真横仕様

フォトフレーム 横型 通常教材

本体¥2,000+税

図案
付き

『グラスアートカタログ2008 Vol.５』掲載

ゴールドのフレーム部分に付着した保護フィルムをはがし
てご使用ください。

ゴールドのフレーム部分に付着した保護フィルムをはがし
てご使用ください。

予約限定販売数100＋

教材番号 742K
内容：本体×１、図案付き（写真作品）
サイズ：本体／縦177㎜×横230㎜×厚さ５㎜

写真部分／縦124㎜×横86㎜
材質／透明ガラス
※写真縦仕様

フォトフレーム タテ型・小 通常教材

本体¥2,000+税

図案
付き

『グラスアートカタログ2008 Vol.５』掲載

予約限定販売数100＋

教材番号 546Q
内容：フレーム・型板ガラス×各１、スタンド×２

図案付き（写真作品×デザイン２点）
サイズ：外寸／132㎜×132㎜

型板ガラス／80㎜×80㎜×厚さ３㎜
スタンド／幅15㎜×奥行57㎜×高さ28㎜

フレーム：色／白、材質／木製

アンティークスタンド正方80・
フラワー 特別教材

本体¥1,800+税

図案
付き

『グラスアートカタログ2016‐2018 Vol.10』掲載

木地の色、塗装の表情に固体差が
あります。
『グラスアートカタログ2016‐2018 
Vol.10』に掲載している教材番号と
異なります。本頁掲載教材番号は本
誌限定教材専用の教材番号です。

作品制作の際はクッ
ション材などを敷いた上
に教材を置き、動かな
いように固定して作業
をしましょう。

予約限定販売数100＋

教材番号 628K
内容：アクリル板×１、図案付き（写真作品）
サイズ：縦157㎜×横114㎜×厚さ２㎜
材質：透明アクリル
※吊下げ仕様

ミニアクリル トウシューズ 通常教材

本体¥700+税

図案
付き

『2015春夏限定教材カタログ』掲載

ガラス
285

ガラス
353

ガラス
正方80

図案
付き

How to use

NEW
図案

デザイン／松林慶子  図／教材付属図案
使用教材／「ミニチェーン・ゴールド」
教材番号565Ｋ 本体￥450＋税

大きさも形もラブリーなミニアクリルオーナメント

デザイン／山田みゆき　
図／教材付属図案

デザイン／松尾綾子　図／教材付属図案

制作／藤岡とみ子　図／教材付属図案

デザイン／筒井ゆかり　図／教材付属図案

予約限定販売数100＋

教材番号 266K
内容：アクリル板×１、図案付き（写真作品）
サイズ：縦115㎜×横135㎜×厚さ２㎜

透明アクリル
※吊下げ仕様

ミニアクリル かたつむり 通常教材

本体¥700+税

図案
付き

『2013春夏限定教材カタログ』掲載
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湾曲したガラス板が上品で高級感をかもし出す

デザイン ヴァリエ

ミラー効果で艶やかが
際立つミラーパネル

ガーリーなフラワーリースフェミニンなミニパネルスタンド

教材サイズに合わせた図案セットです。
表紙には図案を使用した参考作品と使用フィルム番号を紹介しています。

K

通常教材

本体¥940+税

図案
付き

『グラスアートカタログ2016‐2018 

表紙教材名に『標準カリキュラム課題６』用図案‐
4枚組と表記しておりますが、現行カリキュラムでは
ありません。

『グラスアートカタログ2016‐2018 
Vol.10』に掲載している教材番号と異な
ります。本頁掲載教材番号は本誌限定教
材専用の教材番号です。

デザイン／髙橋幸江 デザイン／髙橋幸江

予約限定販売数100＋

教材番号 014S
内容：表紙×１、図案×4
表紙サイズ：Ａ４判（297㎜×210㎜）

『ガラスシェード円錐』用図案Ｂ‐４枚組 特別教材

本体¥700+税

「ガラスシェード円錐」
（教材番号705Ｑ 本体￥4,000＋税）に対応した図案

予約限定販売数100＋

教材番号 026S
内容：表紙×１、図案×4
表紙サイズ：Ａ４判（297㎜×210㎜）

『アルミフレームミラー』用図案Ｂ‐４枚組 特別教材

本体¥700+税

「アルミフレームミラー」（教材番号570Ｋ 本体￥3,800＋税）、
「シルキーパールミラーＭ」（教材番号508Ｋ 本体￥3,000＋税）に
対応した図案

予約限定販売数100＋

教材番号 620S
内容：表紙×１、図案×4
表紙サイズ：Ａ４判（297㎜×210㎜）

『時計 正方241』用図案Ｂ‐４枚組 特別教材

本体¥700+税

「時計 正方241」（教材番号620Ｋ 本体￥3,000＋税）に
対応した図案

予約限定販売数100＋

教材番号 010S
内容：表紙×１、図案×5
表紙サイズ：Ａ４判（297㎜×210㎜）

『ポケットティッシュケース』用
図案Ａ‐５枚組 特別教材

本体¥700+税

「ポケットティッシュケース」(教材番号680Ｑ 本体￥400＋税)
に対応した図案

制作／藤岡とみ子
図／教材付属図案

デザイン／齊藤由香　制作／藤岡とみ子
図／教材付属図案

予約限定販売数100＋

教材番号 743K
内容：ミラー・スタンド粘着面付き（色／黒)×各１、図案付き（写真作品）

サイズ：ミラー／200㎜×150㎜×厚さ３㎜
スタンド／130㎜×70㎜

材質：ミラー／鏡、スタンド／ＰＳ樹脂
※スタンド仕様

スタンドミラー150・羽子板
図案『2012秋冬限定教材カタログ』掲載

通常教材

本体¥1,100+税

図案
付き

『グラスアートカタログ20 1 6‐2 0 1 8 
Vol.10』に掲載している教材番号と異な
ります。本頁掲載教材番号は本誌限定教
材専用の教材番号です。
「アクリル リース190」は2018年２月より
販売終了です。

予約限定販売数100＋

教材番号 744K
内容：アクリル板×１、図案付き（写真作品）
サイズ：直径190㎜×厚さ２㎜
材質：透明アクリル　※吊下げ仕様

アクリル リース190・フラワー
『グラスアートカタログ2016‐2018　Vol.10』掲載

通常教材

本体¥500+税

図案
付き

『2016年グラスアート教室展・体験会応援キャンペーン』教材

5枚組

4枚組

4枚組

4枚組

復刻
図案

NEW
図案

デザイン／山田みゆき　

デザイン／松本美紀　デザインアレンジ／藤岡とみ子　図／教材付属図案

顔と胴は教材本体の
白を活用

デザイン／
後藤由美子

予約限定販売数200＋

内容：アクリル透明板・塩ビ乳半板（フック2個付き）・スタ
ンド×各１、図案付き（写真作品）

サイズ：全体／縦147㎜×横120㎜
デザイン面／120㎜×120㎜×厚さ２㎜

材質：アクリル、塩ビ
色：アクリル透明板／透明、塩ビ乳半板／白

体験会用ミニスタンド・正方120
マトリョーシカ
教材番号 745K
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こ
こ
か
ら
開
封
し
て
く
だ
さ
い
◀

写真①

写真③写真②

サイズ：297㎜×210㎜
総頁数68 
カリキュラムの参考作品（写真①）、「和」「トロピカル」「カントリー」「ウェディン
グ」「ライト」「ヴィトレイル」「インテリア」のヴァリエーション作品（写真②）やグ
ラスアートの基本的な作り方（写真③）を掲載。

・カリキュラムの参考作品には課題15は掲載しておりません。
・課題10の参考作品は旧カリキュラム（キラキラオーナメント、ベベルドグ
ラスのミラー）を掲載、新カリキュラムは掲載しておりません。
・作品のプロセスは掲載しておりません。
・ヴァリエーション作品の土台、図案は教材ではありません。

図案
付き

図案
付き

特別教材

特別教材

特別教材

特別教材

予約限定販売数200＋

予約限定販売数100＋

予約限定販売数100＋

予約限定販売数600＋

教材番号 545Q
内容：フレーム・透明ガラス・中桟×各１、図案付き（写真作品）
サイズ：外寸／306㎜×254㎜
　　　ガラス板／254㎜×202㎜×厚さ３㎜
フレーム：色／ブロンズ、材質／樹脂

ブロンズリヨンフレーム202・
メッセージバラ

本体¥4,200 +税

教材番号 459P
内容：本体（色／半透明）×１
サイズ：318㎜×217㎜×厚さ1.6㎜（Ａ４サイズ対
応）
材質：塩化ビニール
※無地片面
クリスタルサインの照明を透過する、半透過性のカッ
ター用マットです。無地面のためフィルムを形に写す際、
図案が確認しやすい。携行用としても使用できます。

カッティングマット
A４ 無地

本体¥900+税

教材番号 460P
内容：本体（色／半透明）×１
サイズ：420㎜×297㎜×厚さ0.5㎜(Ａ３サイズ対応)
材質：軟質塩ビ
クリスタルサインの上に敷いて使用します。
【こんなところが便利】
・作品の裏のフィルムやリード線を貼るときに、表のリ
ード線に傷がつきにくい。
・クリスタルサインの汚れを防ぐ。

クリスタルサイン 保護シート
透明A３用

本体¥700+税

 待望のグラスアートの本
『グラスアートブックⅡ』
展示会にお教室にグラスアートを

ご紹介するのに最適な一冊です。

『グラスアートブックⅡ』人気作品を
 デザインアレンジで紹介
ガラス板202サイズにデザインアレンジした図案付きです。

ガラス
202

デザインアレンジ／藤岡とみ子　図／教材付属図案

クリスタルサインを保護する
軟質透明シート

ポケットサイズのミラー

教材番号 548Q
内容：本体ミラー付き(色／乳半色)×１
サイズ：85㎜×53㎜×厚さ５㎜
材質：PS、ガラス
ポケットやポーチにちょっこと、しのばせておくのにちょうどよいコンパクトサイズのミ
ラーです。
本体表面は乳半色のため、図案を挟んで作品制作することができます。

ポケットミラー フロストホワイト・1711
本体¥160+税

【使用イメージ】

クリスタルサイン

作品

クリスタルサイン
保護シート 透明

復刻本

NEW

制作／藤岡とみ子

体験会に
最適

特別教材

教材番号 901A
グラスアートブックⅡ

本体¥2,200+税

限定販売数500
『グラスアートカタログ2008 Vol.５』掲載

『2016秋冬限定教材カタログ』掲載

A4サイズの
カッティングマット

カッティング面
表面が

ザラザラの方
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0120‐921‐448 ※24時間ご利用いただけます。
※FAX番号はお間違えのないようにお願いいたします。

オーダー専用FAX 

オーダー専用FAX受信の確認

0120‐157‐167 0120‐166‐861
在庫、入荷状況、不良品、破損品などの
お問い合わせやご連絡

※営業時間／9:00～17:00（土日・祝日・夏季休業・年末年始除く） 
※フリーダイヤル番号はお間違えのないようにお願いいたします。

※カタログの写真、イラストおよび記事の無断転載を禁止いたします。
撮影＊眞野慶太(作品)、森谷則秋　　デザイン＊C.C

●本カタログに掲載している写真は印刷物のため、フィルムや教材の色など実際と異なる場
合があります。

●本カタログに掲載されている教材は形態、価格など予告なく変更する場合があります。ご了
承ください。

●在庫に限りがある教材もございます。品切れ、および完売の際はご容赦ください。
●発送手数料として、数量限定教材、予約注文教材ともに本体￥800＋税がかかります。

How to Order  Information

特別教材

予約各種 限定販売数60＋

【フィルムの透過度】 全種  　＝

印刷物のため、フィルムの色が写真と異なる場合があります。ご了承ください。

教材番号 938H

透明・グラデーション 
イエロー

教材番号 939H

透明・グラデーション 
グリーン

教材番号 940H

透明・グラデーション 
ブルー

教材番号 941H

透明・グラデーション 
ホワイト

教材番号 942H

透明・グラデーション 
ブラック

教材番号 866F
ホワイト ドット・ぼかし

教材番号 936H

透明・グラデーション 
レッド

教材番号 937H

透明・グラデーション 
ピンク

通常教材

各種 本体¥6,900 +税
大判サイズフィルム

【全種共通】 内容：1枚　サイズ：645㎜×450㎜　
材質：ポリエステル樹脂、アクリル系接着剤

【フィルムの透過度】 　 ＝透過しない
　 ＝部分的に透過する

通常教材

各種 本体¥1,200 +税
通常サイズフィルム

【全種共通】 内容：1枚　
サイズ：225㎜×215㎜　
材質：ポリエステル樹脂、アクリル系接着剤

重 要 教材発送手数料改定のお知らせ（2018年4月1日～）
このたび、弊社が教材配送をお願いしております宅配業者の配送料値上げが発表されました。弊社においても、大幅な値上げ要請があり、皆様には大
変心苦しいお願いとなりますが、教材発送手数料の改定をさせていただくことになりました。
これまでにも送料、資材等の値上げがありましたが、弊社では皆様の教室運営にご負担がかからぬよう、できる限りの価格維持に努めて参りましたが、更
なる大幅値上げの要請を受け、現状のサービスをご提供することが大変困難な状況となってしまいました。
つきましては、2018年4月1日より料金改定をさせていただきたく存じます。発送手数料及び宅配業者の変更などの詳細につきましては、次回のダイレク
トメールにてお知らせ申し上げます。
このたびはお客様のご負担が大きくなってしまいます事、心よりお詫び申し上げます。
今後も皆様にご愛顧いただけますよう、スタッフ一同、サービス向上に一層尽力してまいります。どうぞよろしくお願い申し上げます。

『2013秋冬限定教材カタログ』掲載

●本カタログに掲載
の大判サイズフィ
ルムに限り、大判
フィルム用の別途
発送手数料はか
かりません。

※通常サイズフィルムが６枚組み合わせた大判です。
　フィルムには６箇所<表>(＝○印)と印刷してあります。

「第11回グラスアートコンクール」
受賞作品集

透明・グラデーションフィルムの
大判サイズフィルム

教材番号 835A
サイズ：297㎜×210㎜
総頁数24
「第11回グラスアートコンクール」受賞作品60点と特別出展５点
を掲載。上位入賞作品から佳作まで作品のコメント付きです。作品
作りの参考にも活用できます。

第11回グラスアートコンクール受賞作品集
本体¥1,200+税

フィルム

NEW

本
定番教材

表 表 表

表 表 表

大判見本 ※以下、色見本です。

透過する

※透明地に白い柄
教材番号 867F
ホワイト ドイリー

※透明地に白い柄
教材番号 868F
和風 海松色（みるいろ）

教材番号 869F
和風 紅菊（くれないぎく）

予約限定販売数300＋ 予約限定販売数300＋ 予約限定販売数480＋ 予約限定販売数480＋

表
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