て ん 刻 シ リー ズ
てん刻刀 (革巻き）

木柄てん刻刀

鋼付き

■平 型4mm
一般的な刃です。

■印 刀4mm
三層鋼なので長切れする。
砥石で簡単に研げます。

アウトラインを刻む
のに便利です。

■サラエ1.5mm
線と線の間の細かい隙
間をきれいにサラエます。

■針 型

■平 型 6mm
■平 型 12mm
■印 刀 6mm
■３本組 （桐箱入り）

￥2,200 (\2,000)
\2,750 (\2,500)
\2,200 (\2,000)
￥6,930 (\6,300)

鬼目ヤスリ

木柄なので手になじみ、
グリップが握りやすい。

・刃先：刃物鋼青紙1号
(三層鋼）
・グリップ：牛革
・全長
平6：約170ｍｍ
平12：約180ｍｍ
印6：約170ｍｍ

・刃先：SK材/ ・柄：ブナ材 /・保護キャップ付き
・全長１20～130ｍｍ

超硬てん刻刀

(2本組）

細部を刻むのに便利です。

(5mm）

￥1,155 (\1,050)
■4本組 \4,400 (\4,000)
各

糸巻き てん刻刀
￥726 (\660)

￥1,650 (\1,500)

￥770 (\700)
印材の彫刻に最適です。

丸 Φ3
超硬合金鋼使用。
刃先は鏡面仕上げ加工してるので、
切れ味抜群の上、 長切れします。
・刃先：超硬合金鋼（全鋼）/ ・グリップ：牛革
・全長：約145ｍｍ

半丸
8×3.5mm
丸 ・ 半丸 ( 全長 185mm）

普及型 初心者入門用として
・ サラエ 1.5mm/ 印刀型 4mm/ 平型 4mm
・ 刃先 ： バネ鋼 / ・ 柄 ： 糸巻き
・ 全長 ： 約 150 ～ 155ｍｍ

新陽石

柔らかくて彫りやすく、 初心者には最適な印材。
※天然素材のため色味などが一つ一つ違います。
※バラ売りは出来ませんのでご了承ください。

特選遼凍石

■12mm角
■15mm角
■20mm角
■24mm角
■30mm角
■35mm角

ケース付

高さ40mm 12個入
高さ40mm 10個入
高さ50mm 10個入
高さ60mm 12個入
高さ70mm 10個入
高さ80mm 10個入

￥2,376 (\2,160)
\2,420 (\2,200)
\2,860 (\2,600)
￥4,752 (\4,320)
\5,280 (\4,800)
\7,040 (\6,400)

巴林石

ケース付

密度が高く、しっかりとした印が刻めます。
比較的丈夫なので立体作品にも・・・・

※天然素材のため色味などが一つ一つ違います。
※バラ売りは出来ませんのでご了承ください。

■24mm角
■30mm角

高さ60mm 12個入
高さ70mm 10個入

￥4,752 (\4,320)
\5,280 (\4,800)

印材箱

厳選した遼凍石。
クッション付印材箱
入りなので欠けずに
保管できる。
試し押し用画仙紙
3枚付。

■12mm角
■20mm角
■24mm角
■30mm角

高さ40mm
高さ50mm
高さ60mm
高さ70mm

￥528 (\480)
\693 (\630)
￥803 (￥730)
￥968 (￥880）

程よい硬さでひび割れが少なく彫りやすい。
贈答用・保管に便利なケース付き
※ケースの模様・柄は写真と異なる場合があります。

■10mm角
■12mm角

高さ40mm
高さ40mm

￥352 (\320)
\396 (\360)

内側は印材を保護するクッションになっています。

■小
■中
■大

￥308 (\280)
\385 (\350)
35mm角以下 ￥462 (￥420)
15mm角以下
24mm角以下

プラバイス大

てん刻ばれん
￥825 (\750)
反対側平面なので、紙やすりを
使用し印面の平面出しにも便利。

大

小
・固定可能幅：印床として8～35mm / ・側款固定 20～35mm
・プラスチック製

・サイズ：85×95×17mm
・表面：竹皮 芯材：プラスチック

■小

\660 (\600)

ダイヤ印面削り台

使用動画

・サイズ：160×100×13mm
・表面：竹皮 芯材：木材

■大

\2,640 (\2,400)

スタンプ印泥角型 (プラケース)
￥6,820 (\6,200)

￥319 (\290)

平面研磨用。
プラバイスに平面を出したい印材をはさみ、削りたい
印面を約1mm出してから平面を研磨します。
印面削り用にてん刻プラバイス、掃除用の刷毛も付属。

35mm角までの
印材に対応。
鮮やかな色で
押印が綺麗！

【本体】
ダイヤ印面削り面サイズ：40×140mm
台サイズ：130×230×H23mm
ダイヤ面粗さ：#120
【付属品】
・プラバイス大（8mmから35mmまで固定可能）
・掃除刷毛（印面の粉の掃除に）

はじめてのてん刻セット

・42×42×12mm

ウジン

～雨人セレクション～
●木柄てん刻刀 平刀
●遼凍石 (12，20mm）
●プラバイス
●ペーパー４点セット
●ポスカ（橙）
●スタンプパッド
●印材袋
●てん刻ばれん（小）
●テキスト（雨人さん監修）

￥4,290 (\3,900)
【雨人さん】
篆刻家であり、Youtuberとして活躍中！
てん刻の楽しさ・奥深さを配信しています。
カンタンな説明書に動画情報を掲載。
てん刻の作り方を学びます！
セット内容も雨人さん選りすぐりのアイテ
ムで構成されております。

※予告なしに内容を変更
する場合があります。
※テキストイメージ
※桐箱入り

遊印てん刻セット

てん刻一文字印セット
￥2,310 (\2,100)
●てん刻刀 ２種
●遼凍石 (２０mm）
●巴林石 （12mm）
●プラバイスミニ
●ペーパー４点セット
●プラスタンプ印泥
●定規
●印材袋
●印押台
●もぐら庵テキスト
●篆書体 印例集

「遊びのハンコ」が存分に楽しめます！
やさしい取説テキストや豊富な印例集がついてます。

￥1,540 (\1,400)
●てん刻刀 （平刀）
●遼凍石 (12mm/１５mm）
●プラバイスミニ
●ペーパー４点セット
●プラスタンプ印泥
●定規
●印押台
●もぐら庵テキスト

ハガキサイズに最適なセットです。
てん刻作りに必要な道具が一通りそろっております。
初歩的、実用的な一文字印を手軽にお楽しみ頂けます。
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