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また、
だれにでも使い易く、高品質な染料、薬品は
多くの愛好家やプロから高い支持を得ています。

brush

創造性あふれる美しい染色の世界を、
ぜひSEIWA からはじめてください。
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書籍

※価格には消費税額は含まれていません。※写真、色見本などは印刷のため実際の色とは異なります。

刷毛／筆

1941 年より染色教室を開講しています。

■酸性染料

dyeing tool

SEIWAは多くの方に染色を楽しんでいただくため、
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用具

毎日の生活はとっても楽しくなります。

■草木染め染料／薬品

chemical

それを、
自分の好きな色やデザインで染めれば、

6

薬品

染色はとても身近なものです。

■紺屋藍

dyestuff

着るもの、身につけるもの、部屋を飾るものなど、
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染料

染色を楽しむ

■ファブリエ

FABRIER（ファブリエ）

染料
dyestuff

描くだけで染まる

FABRIER はカンタンに染 色を楽しめるように
新しく開発したアクリル樹 脂 顔 料です。
絵の具で描くように着 色できて地 色が濃くても鮮 明に発 色し、
色数も多く、パール色やラメタイプも用意。
ラバータイプで割れにくく、柔軟性もあります。
絞り染めにも使えて、従来品を大きく改良しました。
既製品のカスタマイズにもぴったりなファブリエを
ぜひ作品創りにお役 立てください。
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染料
dyestuff

NEW!!

地色の影響を受けず、濃色の生地にもしっかりと発色する24 色の「 Regular 」、鮮やかな蛍光色の「 Neon 」4 色、キ

ラキラ輝くラメ入りの「 Glitter 」9 色、落ち着きのあるパール色の「 Pearl 」3 色、
ドライヤーでぷくっと膨らむ「 POP 」

12 色、染料に近い透明感のある「 Clear 」12 色を用意しました。木綿、レーヨン、麻、絹、ポリエステル、デニムなどの
生地、
ヌメ革に使用でき、染色後も生地の柔軟性を保ちます。※洗濯は単独で手洗いしてください。

L IN E UP

豊 富な6 4色、6タイプ

REGULAR レギュラー 24color

各 35ml

PEARL パール 3color

●下地の色に影響を受けずに鮮明に発色します

Yellow

Mandarin

Orange

Red

Salmon
Pink

Pink

Purple

Violet

Bordeaux

Brown

Ocher

Lime

Light
Green

Green

Dark
Green

Emerald
Green

Peacock

Sky Blue

Blue

Navy

White

Gray

Silver

Gold

GLITTER

GLITTER
Yellow

POP

ポップ

POP
Yellow

グリッター

9color

GLITTER
Red

12color

●乾燥後、
ドライヤーをかけるとプクッと膨らみます

POP
Orange

POP
Red

CLEAR クリア 12color

CLEAR
Yellow

NEON ネオン 4color

●ラメでキラキラします

GLITTER
Pink

CLEAR
Orange

TOOL

GLITTER
Purple

POP
Pink

GLITTER
Violet

POP
Light Green

GLITTER
Green

POP
Green

GLITTER
Blue

POP
Sky Blue

GLITTER
Silver

GLITTER
Rainbow

NEON
Yellow

NEON
Orange

PEARL
Blue

CLEAR
Pink

CLEAR
Light Green

CLEAR
Green

CLEAR
Sky Blue

PEARL
Green

PEARL
Pink

●蛍光の発色です

NEON
Pink

NEON
Green

DILUENT うすめ液

POP
Blue

POP
Violet

POP
Brown

POP
White

POP
Black

●透明色で下地の色の影響を受け、染料に近い発色です

CLEAR
Red

/ 560 円

CLEAR
Blue

CLEAR
Violet

CLEAR
Brown

CLEAR
White

CLEAR
Black

DILUENT
うすめ液

35ml ： 360円
100ml ： 600円
490ml ：1,600円

● REGULAR ・ NEON ・POP ： 不透明色
で、濃い地色でもそのままの色がでます ●
PEARL ： 地色の影響を受けます ● GLITTER
ラメ部分は摩擦で
: ラメ部分以外は透明です。
落ちることがあります。● CLEAR ： 透明色で、
地色が白や淡い色に適しています。

便 利な専用道具もあわせて販売中！

面相筆
320円（ 1 本）

ステンシル筆
440円（ 2 本入り）

ライナーセロハン
200円（ 10 枚入り）
〈 10 10cm 〉

ステンシルシート
240円（ 3 枚入り）
〈 A4サイズ〉

スキージ
100円

〈 10 7cm 〉

※価格には消費税額は含まれていません。※写真、色見本などは印刷のため実際の色とは異なります。

スクリーンメッシュ
S ： 600円〈枠内寸 11 17.5cm 〉
M：1000円 〈枠内寸 17 24cm 〉
L ：2200円 〈枠内寸 24 36cm 〉
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紺屋藍

染料

美しい藍染をだれにでも、
手軽に。

dyestuff

藍染だけがもつ、
独特な風合いと、
深い藍色の美しさは
いつの時代も人々の心を魅了し、
生活の中で愛されてきました。
「ジャパン・ブルー」
とも言われ、
これほど生活に深く溶け込んだ染はありません。
どなたにも手軽に親しんでいただくために、
SEIWAではこの藍染を、
藍染の染料「紺屋藍」
をつくりました。着るものから部屋を飾るものまで、
ぜひこの美しい、
藍染の世界を紺屋藍で楽しんでください。

紺屋藍パッケージ
1,800円
藍染の詳しいマニュアル付 12種類の技法も掲載
紺屋藍一箱で、Tシャツやブラウス程度のものが何度も染められます。染まる素材は綿、麻、
シルク、
レーヨン、
ウール。
※監修:埼玉県指定無形文化財技術保守者 武州中島紺屋四代目 中島安夫

紺屋藍の特徴

驚くほど簡単に、
藍染が楽しめます
驚くほど簡単に藍染ができます。
しかも一回の染色で十分濃く染まります。
紺
屋藍は、
専門家からも高い評価をいただいている藍染染料です。

藍染に必要なものはすべて入ってます
紺屋藍には、
必要な助剤類からゴム手袋、
紺屋藍マニュアルまで
入っています。
ご用意いただくのはポリバケツ2コと水、
新聞紙、
菜
箸、
湯沸かし器のお湯と、
染めるものだけです。
パッケージ内容

●紺屋藍 10g ●藍溶解剤 125g ●藍色止め剤 20g
●ゴム手袋 ●紺屋藍マニュアル

丁寧な解説と12種類の技法の入ったマニュアル付きです
染め方はもちろん、
アドバイスも丁寧に解説したマニュアルには、
身近にある輪ゴムや割
り箸などで、
様々な模様を表現できる12種類の技法も掲載しています。

収録技法 : 折り絞り／板締絞り／根巻絞り／巻き上げ絞り／カゴ染め／よろけ絞り／ボタン絞り／棒絞り／渦巻き絞り／しわしわ絞り／グラデーション染め／縫い絞り

紺屋藍の染め方
1

紺屋藍パッケージ英語版
2

3

4

パッケージ、
付属のマニュアルを英語に翻
訳しました。
日本語表記の製品に加え、
海
外の方にもお楽しみいただけるようになりま
した。
※「English version」
シールを貼付しています。

水に紺屋藍と藍溶解剤を入
れて藍液を作ります。

藍液につけて染めます。

空気にあてて藍色にします。

お湯でよく洗い、乾かして完
了です。

藍還元剤

藍液5ℓ用（約25g）
×2袋入 300円【成分】還元剤・アルカリ剤
紺屋藍の藍液を回復させる還元剤です。紺屋藍の藍液が数日経過して、濃い緑色に変色して染まらなくなった藍液を、元
の藍液に回復するものです。
※枚数を染めて染まる色が薄くなった藍液は、回復はしますが濃くは染まりません。

〔使い方〕
約5ℓの藍液に本品を１袋入れてかき混ぜます。30分以上経つと元の黄色や黄緑色になります。
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草木染め染料

染料

自然の優しい色

dyestuff

草木染めの穏やかで優しい色、
自然のつくりだす色彩を
どなたにも手軽に親しんでいただくために、
草木染め染料をつくりました。

アルミ媒染 すず媒染 クロム媒染 銅媒染
絹

A

木綿

B

木綿ディスポン処理

C

鉄媒染

紅花

矢車（やしゃ）

紅花には黄色と赤2種類の色素があり、それぞれを使った2つの染めが
あります。化粧の口紅として利用されていました。

オリーブやグレーに染まります。タンニンを多く含むカバノニ科の落葉
樹の実です。山野に多く自生しています。

100g 1,200円

アルミ媒染 すず媒染 クロム媒染 銅媒染

A：絹 B：木綿 C：木綿ディスポン処理

100g 1,000円

アルミ媒染 すず媒染 クロム媒染 銅媒染

鉄媒染

A

A

B

B

C

C

紫根（しこん）

西洋茜（せいようあかね） A：絹 B：木綿 C：木綿ディスポン処理

A：絹 B：木綿 C：木綿ディスポン処理

100g 1,200円

きれいな紫色に染まります。天然染料では、
めずらしい油性の染料でア
ルコールによく溶け、染料をアルコールで抽出すると濃く染まります。
漢方薬や化粧水としても用いられています。

アルミ媒染 すず媒染 クロム媒染 銅媒染

100g 1,200円

きれいな赤系に染まります。古くはペルシャ、
インド、エジプトなどで赤
を染める重要な染料でした。

鉄媒染

アルミ媒染 すず媒染 クロム媒染 銅媒染

A

A

B

B

C

C

蘇芳（すおう）

ももかわ

A：絹 B：木綿 C：木綿ディスポン処理

100g 800円

きれいな赤系に染まります。熱帯地方に生息するまめ科の小高木で
す。染色には、その芯材を使用します。

アルミ媒染 すず媒染 クロム媒染 銅媒染

100g 750円

鉄媒染

A：絹 B：木綿 C：木綿ディスポン処理

100g 700円

黄色や茶系の色に染まります。楊梅（やまもも）の樹皮です。楊梅は、本州
中部以南の比較的温暖な山地に自生する、
やまもも科の常緑高木です。

鉄媒染

アルミ媒染 すず媒染 クロム媒染 銅媒染

A

A

B

B

鉄媒染

C

C

五倍子（ふし）

鉄媒染

A：絹 B：木綿 C：木綿ディスポン処理

グレー系に染まります。
ヌルデという若葉にできた虫こぶです。

山梔子（くちなし） A：絹 B：木綿 C：木綿ディスポン処理
100g 750円

黄色系に染まります。主として静岡県以西に生育する常緑木です。栗き
んとんの着色など、食用色素としてよく知られています。

※価格には消費税額は含まれていません。※写真、色見本などは印刷のため実際の色とは異なります。
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染料

草木染め染料
アルミ媒染 すず媒染 クロム媒染 銅媒染

鉄媒染

アルミ媒染 すず媒染 クロム媒染 銅媒染

dyestuff

A

A

B

B

C

C

ウコン

黄蘗（きはだ）

A：絹 B：木綿 C：木綿ディスポン処理

100g 650円

コチニール

A：絹 B：木綿 C：木綿ディスポン処理

100g 800円

きれいな黄色に染まります。熱帯アジア原産の宿根草です。カレー粉の
原料、漢方薬として有名です。

アルミ媒染 すず媒染 クロム媒染 銅媒染

鉄媒染

樹皮で鮮明な黄色に染まります。日本の山地に自生する落葉高木で殺
菌や消炎などいろいろな薬効で知られています。

鉄媒染

アルミ媒染 すず媒染 クロム媒染 銅媒染

A

A

B

B

C

C

へマチン

A：絹 B：木綿 C：木綿ディスポン処理

30g 1,800円

鉄媒染

A：絹 B：木綿 C：木綿ディスポン処理

50g 900円

色落ちに強い鮮やかな赤色に染まります。コチニールとは中南米産の
サボテンに寄生するカイガラ虫で、動物染料として有名です。

深みのある黒に染まります。ログウッドは中南米原産の豆科の高木で
す。へマチンはログウッドの芯材から染料を煮出したものです。

草木染め染料の使い方（後媒染）

1

2

染料を煮出して、植物液をつくります。

3

4

植物液に染めるものを入れ、煮染めします。 媒染剤を溶かした液に染めたものを入
れ、発色と色止めをします。

流水でよく洗い、乾かして完成です。

※染料の種類により、使い方は異なります。詳しくは商品付属のマニュアルをご覧ください。

草木染め用薬品
チタン媒染液 ［植物染料チタン媒染剤］
250g 900円

【成分】硫酸チタン・水

植物染料をチタンで発色させます。黄色から茶色系の色に発色します。

〔使い方〕
染める物の重さに対して、濃色20% 中色 10% 淡色 5% を用意
します。染める物が浸る量の水に加え、
よくかき混ぜます。染めた
物を濡らしてから広げて入れ、
ムラにならないよう20〜30分間媒
染します。取り出してよく水洗します。

銅媒染液 ［植物染料銅媒染剤］
100g 450円／250g 750円

【成分】銅塩・水

植物染料を銅で発色させます。主に茶系の色に発色します。

〔使い方〕
染める物の重さに対して、濃色 20% 中色 10% 淡色 5% を用意
します。染める物が浸る量の水に加えてよくかき混ぜます。染めた
物を濡らしてから広げて入れ、
ムラにならないよう20〜30分間媒
染します。取り出してよく水洗します。

鉄媒染液 ［植物染料鉄媒染剤］
100g 450円

【成分】木醋酸鉄・水

植物染料を鉄で発色させる安定性のよい媒染剤です。グレー系の色に
発色します。

〔使い方〕
染める物の重さに対して、濃色20% 中色10% 淡色5% を用
意します。それらを染める物が浸る量の水に加えよくかき混ぜま
す。染めた物を濡らしてから広げて入れ、
ムラにならないよう20〜
30分間媒染します。取り出してよく水洗します。
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錫媒染液 ［植物染料錫媒染剤］
100g 450円／250g 750円

【成分】
スズ酸ナトリウム ・水

植物染料をスズで発色させます。黄色系や赤色系の明るい色に発色します。

〔使い方〕
染める物の重さに対して、濃色 20% 中色 10% 淡色 5% を用意
します。染める物が浸る量の水に加えてよくかき混ぜます。植物染
めした物を濡らしてから広げて入れ、
ムラにならないよう20〜30
分間媒染します。取り出してよく水洗します。

アルミ媒染液 ［植物染料アルミ媒染剤］
100g 450円／250g 750円

【成分】
アルミニウム塩・水

植物染料をアルミで発色させます。黄色系や赤色系の明るい色に発色
します。

〔使い方〕
染める物の重さに対して、濃色20% 中色10% 淡色5% を用
意します。それらを染める物が浸る量の水に加えよくかき混ぜま
す。染めた物を濡らしてから広げて入れ、
ムラにならないよう20〜
30分間媒染します。取り出してよく水洗します。

生明バン ［アルミ媒染剤］

焼明バン ［アルミ媒染剤］

200g 220円／1kg 650円

120g 200円／1Kg 1,100円

【成分】結晶硫酸アルミニウムカリウム

染料

草木染め用薬品

【成分】硫酸アルミニウムカリウム

植物染料をアルミで発色させます。黄色系や赤色系の明るい色に発色
します。濃度が生明バンの2倍あります。

〔使い方〕
染める物の重さに対して、濃色 6% 中色 2% 淡色 0.5% を用意
します。それらを少しの熱湯で溶いておきます。染める物が浸る量
の水を用意し、先に溶いたもの混ぜます。染めた物を濡らしてから
広げて入れ、
ムラにならないよう20〜30分間媒染します。取り出
してよく水洗します。

〔使い方〕
染めるものの重さに対して、濃色 3%中色 1% 淡色 0.3% を用意
します。それらを少しの熱湯で溶いておきます。染める物が浸る量
の水を用意し、先に溶いたもの混ぜます。染めた物を濡らしてから
広げて入れ、
ムラにならないよう20〜30分間媒染します。取り出し
てよく水洗します。

酒石酸カリナトリウム ［媒染剤安定剤］
50g 400円

【成分】酒石酸カリナトリウム

木酢酸鉄液 ［植物染料鉄媒染剤］
100g 350円／500g 1,000円

【成分】木酢酸・鉄

媒染剤の金属が酸化して沈殿するのを防ぎます。ウールの先媒染に使
用します。

植物染料を鉄で発色させる安定性のよい媒染剤です。グレー系の色に
発色します。

〔使い方〕
酒石酸カリナトリウムを、使用する媒染剤の半量用意します 。お湯
で溶いてから媒染剤の液に加えます。

〔使い方〕
上澄み液を使用します。染める物の重さに対して、濃色 4% 中色
2% 淡色0.5%を用意します。それらを染める物が浸る量の水に
加えてよくかき混ぜます。染めた物を濡らしてから広げて入れ、
ム
ラにならないように20〜30分間媒染します。取り出してよく水洗
します。

炭酸カリウム ［紅花抽出剤］

硫酸第一鉄 ［鉄媒染剤］

100g 300円

100g 180円

【成分】炭酸カリウム

【成分】硫酸第一鉄

植物染料を鉄で発色させます。グレー系や黒系のくすんだ色に発色します。

〔使い方〕
染めるものの重さに対して、濃色 2%中色 1% 淡色 0.3% を用
意し、適量の水に入れて溶きます。染めた物を濡らしてから広げて
入れ、
ムラにならないよう20〜30分間媒染します。取り出してよく
水洗します。※開封すると酸化して茶系色に変色しますので、早め
にご使用ください。

紅花の赤色素の抽出に使用します。藁の灰汁の成分に最も近いアルカ
リ剤です。

〔使い方〕
①紅花を水が透明になるまで何回も水洗します。紅花の10倍の量
の水を用意します。用意した水1ℓに対して本品を5g入れて溶か
します。その中に水洗いした紅花を漬け、色素を抽出します。
②紅花の10倍の量の水を用意します。用意した水1ℓに対して本品を
3gを入れて溶かします。その中に再度、紅花を漬けて2回目の抽出
をします。

クエン酸 ［錫酸ナトリウム・紅花用有機酸］

錫酸ナトリウム ［錫媒染剤］

100g 450円

50g 700円

【成分】
クエン酸

【成分】
スズ酸ナトリウム

植物染料をスズで発色させます。黄色系や赤色系に発色します。

〔使い方〕
染める物の重さに対して、濃色 2% 中色 1% 淡色 0.5% の割合
の水で溶解します。その2倍量のクエン酸を1〜2カップの水で別
に溶いて加えます。これを染め物が浸る量の水に入れてよくかき
混ぜ、染め物を濡らしてから広げて入れ、
ムラにならないよう20〜
30分間媒染し、取り出してよく水洗します。

紅花染めで炭酸カリで赤色素抽出後の中和剤として、
また、錫酸ナトリ
ウムの安定剤として使用します。

〔使い方〕
▶紅花染めでは、使用した炭酸カリの 1.5倍量の本品をお湯で溶
き、
クエン酸液を作ります。炭酸カリで紅花を抽出した染色液に、
この液を3/4入れ、
かき混ぜて染めます。途中で残りの液を全部
入れ、更に染色します。
▶錫酸ナトリウムには、
2倍量加えて使用します。

酢酸アルミニウム ［アルミ媒染剤］
50g 400円

【成分】酢酸アルミニウム

植物染料をアルミで発色させます。黄色系や赤色系の明るい色に発色
します。生地に優しい媒染剤です。

〔使い方〕
染める物の重さに対して、
濃色3% 中色1% 淡色0.3% を用意し、
水で溶きます。
（溶解が悪いときは酢酸を少量入れて溶きます）
こ
れを染め物が浸る量の水に混ぜます。植物染めした物を濡らしてか
ら広げて入れ、
ムラにならないよう20〜30分間媒染し、取り出して
よく水洗します。

酢酸クロム ［植物染料クロム媒染剤］
30g 1,200円

【成分】酢酸クロム

植物染料をクロムで発色させます。主に茶系に発色します。

木綿や麻を濃く染める！
！

ディスポン ［濃染剤］

250g 750円／5kg 8,000円

【成分】
カチオン性高分子

草木染めの染まりを強くします。木綿や麻など、染まりにくい素
材を濃く染め上げます。

〔使い方〕
80〜90℃の熱湯を用意します。熱湯1ℓにディスポンを3〜
4㎖入れます。布や糸を広げて入れ15〜20分間よく動かし
ます。取り出して水洗してから染色します。型染は、型糊の
硬さを水で調整してからディスポンを2%加えて型置きしま
す。乾燥後30分間蒸しよく水洗してから染色すると、型模様
が濃く染まります。
※沈殿が生じる場合は、上澄みをご使用ください。

〔使い方〕
染め物の重さに対して0.5〜2% 用意し、水で溶いて使用します。
染め物が浸る量の水にのばしてから、植物染めした物を濡らして広
げて入れ、20〜30分間ムラにならないよう媒染し、取り出してよく
水洗します。

※価格には消費税額は含まれていません。※写真、色見本などは印刷のため実際の色とは異なります。
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植物染料をアルミで発色させます。黄色系や赤色系の明るい色に発色
します。また、紅型染めの色止めにも使います。

染料

染料と顔料 ・ 染料と繊維の関係
染料と顔料
染料は水に溶けて、
過熱したり薬品を加えることによって、
繊維分子と化学的に結合します。

dyestuff

顔料は水に溶けず、
顔料だけでは繊維に染まりません。
ニカワや大豆、
合成樹脂などの接着剤と混ぜて、
はじめて繊維に固着します。
つまり、
接着剤の種類によって様々な繊維を染めることが可能です。
だだし、
ファブリエなどの樹脂顔料は、
そのままで強力に染まるよう、
いろいろな助剤を調合してあります。

染料と繊維の関係
染めたい繊維の種類によって、
使う染料は違います。
もし、
適当でない染料をお使いになった場合、
まったく色がつかなかったり、
色落ちや変色をしたりします。
下の表をご利用いただき、
繊維にあった染料をお選びください。
また、
同じ繊維を染める場合でも、
色々な染料があります。
これは、
使い方や色、
使用する用途や堅牢度などの違いによるものです。
それぞれの染料の内容についてはご相談ください。
※繊維に糊や油分、
汚れや樹脂加工してありますと、
よく染まりません。
繊維は、
染める前に必ず糊抜きや精練をしてから染色してください。
★ローパス染料は､特に使いやすく丈夫に染まるように開発された、
初心者からプロまで､全国で愛用されている信頼のブランドです。

染料と繊維適合表
(繊維と合う染料を選んでください｡）
酸性染料

直接染料

反応性染料

染
料

分散染料

藍・合成藍

草木染め染料

顔料

繊維
木綿

麻

レーヨン

ナイロン

絹

毛

ローパス A カラー

●

●

●

シルクファストカラー

●

●

●

イルガラン

●

●

●

ローパス D カラー

●

●

●

●

シリヤス

●

●

●

●

ローパス F カラー

●

●

●

●

アイロンカラー

●

●

●

●

ローパス R リアクティブカラー

●

●

●

●

ローパスポリエステル

●

紺屋藍

●

●

●

●

●

伊達すくも

●

●

●

●

●

阿波すくも藍

●

●

●

●

●

インジゴピアー

●

●

●

●

●

草木染め染料

●

●

●

●

●

ファブリエ

●

●

●

●

顔料〈粉末〉

●

●

●

●

練りチタン

●

●

●

●

棒絵具

●

●

●

●

顔彩セット

●

●

●

●

アクリル

●

ポリエステル アセテート

●

●

●印：よく適合する
無印：染色できません
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酸性染料

染料

A-1 鮮黄 A-2 黄

A-3 金茶 A-4 橙

A-5 朱

A-6 赤

A-8 えんじ A-9 桃

イエロー5G イエローR オレンジGS スカーレットRS レッドBR レッドBB レッド3B ボルドーBS

バイオレットBS ブルーFRS ブルーG ブルーGR ネービーブルーRD ブリリアント グリーンGS オリーブ3G
ブルー5G

A-21 鶯 A-23 焦茶 A-24 赤茶 A-25 茶 A-27 銀鼠 A-28 鼠 A-29 青黒 A-30 黒

ブラウン3G ブラウンGR グレーRGS ブラックBR ブラックGN

ローパスAカラー ［全24色］

シルクファストカラー ［全21色］

（A-1〜3、5、6、11、15〜30）.................................................................... 450円
（A-4、8、9、12、14）................................................................................ 600円
150g（徳用ビン）

30g

高級酸性染料です。絹・羊毛・ナイロンのいずれにも適し、鮮明な色から渋い色までの幅広い色
調、高い堅牢度と溶解性を誇っています。あらゆる染色技法にお使いください。

10g

色調が鮮明な染料です。溶解がよくムラ染めになりにくい刷毛染め用染料です。友禅染めやロー
ケツ、更紗染めなどにお使いください。

（A-1〜3、5、6、11、15〜30）................................................................. 4,500円
（A-4、8、9、12、14）............................................................................. 6,000円

イエロー5G.................... 700円
イエローR ...................... 600円
オレンジGS .................... 700円
スカーレットRS ............... 700円
レッドBR ........................ 600円
レッドBB ........................ 700円
レッド3B ......................... 600円
ボルドーBS .................... 600円
バイオレットBS ............1,050円
ブルーFRS..................... 950円

ブルーGR ...................... 950円
ネービーブルーRD.......... 600円
ブリリアントブルー5G ...... 950円
グリーンGS .................... 700円
オリーブ3G .................... 950円
ブラウン3G .................... 700円
ブラウンGR .................... 700円
グレーRGS..................... 950円
ブラックBR..................... 700円
ブラックGN .................... 600円

ブルーG......................1,050円

ブリリアント イエロー イエロー オレンジ ブリリアント レッド2GL ブリリアント ボルドー
イエロー3GL 2GL
スカーレットRL
レッドBLS EL
GRL
RL

ボルドー ブルーFBL ブルー3GL ブリリアント ブリリアント ブリリアント ネービー グリーンGLN
ブルーGL ブルー7GSN グリーン3GLN ブルーRLN
3BLN

オリーブBGL カーキー ブラウンTLN ブラウン ブラウン ブラウン レッドブロン グレー

GLN

GRLS

2GLN

BLS

RLN

2GLN

グレー

ブラック ブラック

BL e.x.c BGL

2RS

イルガラン ［全27色］

イルガランは酸性含金染料、イルガノールは酸性染料です。溶解はあまりよくありませんが、渋
味の色調と堅牢度が高い事が特徴です。

10g

イルガノールブリリアントイエロー3GL

..................................... 300円
イエロー2GL
（250%）..... 300円
イエローGRL
（200%）.... 300円
オレンジRL（250%）....... 300円
ブリリアントスカーレットRL .......500円
レッド2GL
（200%）
.......... 400円
イルガノールブリリアントレッドBLS .
..................................... 350円
ボルドーEL
（200%）........ 350円
ボルドー3BLN
（115%）... 300円
ブルーFBL
（200%）........ 600円
ブルー3GL
（200%）........ 500円
ブリリアントブルーGL（150%）400円
イルガノールブリリアントブルー7GSN（200%）

..................................... 500円

ブリリアントグリーン3GLN... 500円
ネービーブルーRLN........ 300円
グリーンGLN .................. 400円
オリーブBGL .................. 300円
カーキーGLN ................. 500円
ブラウンTLN .................. 300円
ブラウンGRLS................ 350円
ブラウン2GLN ............... 350円
ブラウンBLS .................. 300円
レッドブロンRLN
（150%）400円
グレー2GLN................... 350円
グレーBL e.x.c ............... 300円
ブラックBGL
（200%）..... 450円
ブラック2RS ................... 350円

ローパスAカラー・シルクファストカラー・イルガラン（絹・羊毛・ナイロン用酸性染料）の使い方
［浸し染め］
①染める素材を糊抜きし、
すすぎをしたら濡れたままにしておきます。
②容器に素材の重さの30〜40倍（羊毛は40〜50倍）
のお湯
（約30℃）
を用意します。
③染める素材の重さに対して、染料 2%、均染剤C-20 1%、染色用硫安 2%、60％酢
酸 1%の割合で用意します。％は染める素材の重さに対する割合で、100 g の素材
の1％は1mℓまたは1gです。
④②で用意したお湯に薬品を入れて溶かします。
⑤別の容器で染料を熱湯で溶き、④で用意した液に加えます。
⑥よく濡らした素材を広げて入れます。中火で加熱し、90 ℃以上になったら弱火にし
て、
約30分染色します
（火にかけてから止めるまで、素材をよく動かしてください）。
⑦よく水洗いし、
軽く脱水して陰干しします。乾いたら完成です。

［刷毛染め］

①染料を2g用意し、100mℓの熱湯を加えて溶解します。
②その中に、染料と同量のソリュートSを加えます。
③染料のにじみ止めには布用にじみ止めを少量入れます。ムラを少なくするには引染
用均染剤を染料と同量入れます。
③布に刷毛引きして、乾燥させます。
④布を不織布等に重ねて巻き約40分蒸しをします。
⑤よく水洗いし、軽く脱水して陰干しします。乾いたら完成です。

［色止め］
染色後、
酸性フィックスコンクで色止めをすると洗濯や水濡れに対して丈夫になります。
※色止めすると、染め替えが出来なくなります。

使い方の説明では、染料の濃度を中色で説明しています。用途に応じて染料の量を調節してください。

※価格には消費税額は含まれていません。※写真、色見本などは印刷のため実際の色とは異なります。
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A-11 海老茶 A-12 紫 A-14 濃紺 A-15 藍 A-16 青 A-17 空 A-18 緑 A-19 オリーブ

直接染料

染料
dyestuff

D-1 鮮黄 D-2 黄

D-3 山吹 D-4 橙

D-10 赤紫 D-11

D-12 紫 D-13 紺 D-14 濃紺 D-15 藍 D-16 青 D-17 空

レッドF3B・ ボルドー
レッドバイオ バイオレット ブルー ブルー
赤味桃
BLLN・牡丹 レットRL・赤紫 BBN・紫
B2R・紺 GN・青

D-20 青緑 D-21 鶯 D-23 焦茶 D-25 茶 D-26 黄茶 D-28 鼠 D-30 黒

ターキスブルー グリーン
グリーン ブラウン ブラウン ブラウン ブラウン グレー
グレー
GL・水色
3GSN・若草 BTLS・緑 TA・焦茶 BRK・茶 GN・赤茶 5GS・黄茶 GGN・鼠 GX・鼠

海老茶

D-19

オリーブ

D-5 朱

D-6 赤

D-7 牡丹 D-9 桃

ローパスDカラー ［全24色］

煮染めや蒸しをして簡単に染まる染料です。いろいろな工芸染色からTシャツの染色にいたるま
で幅広く使われています。溶けやすく、渋味の色で、混色自由です。

10g .................................................................................................................... 450円
150g ............................................................................................................... 4,500円

イエロー イエロー イエロー オレンジ ベンゾスカー スカーレッ ピンク
レッド4B・赤
GC・鮮黄 GR-LL・黄 R・黄
GGL・橙 レットGS・朱 トBN・緋赤 BBN・桃

ブリリアント タ一キスブル
ブルー6B・青 一FB-LL・空

ブラック
L・黒

シリヤス ［全26色］

知名度の高い染料で、いろいろな工芸染色に使われています。

10g

イエローGC・鮮黄 ............ 250円
イエローGR-LL・黄 .......... 300円
イエローR・黄 .................. 200円
オレンジGGL・橙（125%）. 200円
ベンゾスカーレットGS・朱.. 200円
スカーレットBN・緋赤（182%）... 350円
ピンクBBN・桃 ................ 250円
レッド4B・赤..................... 200円
レッドF3B・赤味桃（140%）250円
ボルドーBLLN・牡丹 ........ 450円
レッドバイオレットRL・赤紫（200%）

..................................... 300円

バイオレットBBN・紫（200%）400円
ブルーBRR・紺 ................ 350円

ブルーGN・青（200%）..... 400円
ブリリアントブルー6B・青 ..250円
タ一キスブル一FB-LLN・空（400%）

..................................... 400円

ターキスブルーGL・水色... 250円
グリーン3GSN・若草 ........ 350円
グリーンBTLS・緑 ............ 300円
ブラウンTA・焦茶（167%）350円
ブラウンBRK・茶.............. 250円
ブラウンGN・赤茶 ............ 250円
ブラウン5GS・黄茶 .......... 250円
グレーGGN・鼠 ................ 300円
グレーGX・鼠 ................... 300円
ブラックL・黒（133%）...... 350円

ローパスDカラー・シリヤス（木綿・麻・レーヨン用直接染料）の使い方
［浸し染め］
①染める素材を糊抜きし、
すすぎをしたら濡れたままにしておきます。
②素材の重さの30〜40倍のお湯（約40℃）
を用意します。
③染める素材の重さに対して、染料 2%、無水芒硝 10%の割合で用意します。
％は染める素材の重さに対する割合で、
100gの素材の1％は1mℓまたは1gです。
④②で用意したお湯に薬品を入れて溶かします。
⑤別の容器で染料を熱湯で溶き、④で用意した液に加えます。
⑥よく濡らした素材を入れ、火にかけて加熱します
（火にかけてから止めるまで、素材を
よく動かしてください）
。
⑦80〜90℃以上にして、
さらに30分染色します。
⑧よく水洗いし、
軽く脱水して陰干しします。乾いたら完成です。

［刷毛染め］
①染料を2g 用意し、100mℓの熱湯を加えて溶解します。その中に、染料と同量のソ
リュートSを加えます。
②染料のにじみ止めには布用にじみ止めを少量入れます。ムラを少なくするには引染
用均染剤を染料と同量入れます。
③布に刷毛引きして、乾燥させます。その後、約40分蒸しをします。
④よく水洗いし、軽く脱水して陰干しします。乾いたら完成です。
［色止め］

染色後、MSポーダーかアミフィックスで色止めをすると洗濯や水濡れに対し丈夫になります。
※色止めすると、染め替えが出来なくなります。

反応染料

F-1 黄

F-2 紫赤 F-3 緑青 F-4 赤

F-10

F-11

オレンジ 淡緑

F-12 茶 F-13

F-5 青

F-14

明るい黄色 葉緑

F-6

F-7 鼠

F-9 燈黄

F-15

F-16

F-17

ローダミン

赤茶

明るい赤 赤味青

F-18 紺 F-19 紫

ローパスFカラー ［全18色］

水で簡単に溶け、簡単に染まる堅牢染めの染料です。鮮明な色調で、ローケツ染め、絞り染めな
ど各種染色にお使いください。

10g .................................................................................................................... 450円
150g ............................................................................................................... 4,500円

ローパスFカラー（木綿・麻・絹・レーヨン用反応染料）の使い方
［浸し染め］
①染める素材を糊抜きし、
すすぎをしたら濡れたままにしておきます。
②素材の重さの30倍の水を用意します。
③水1ℓに対してDABOを30gの割合で用意します。DABOを5倍の量の熱湯で溶きます。
④素材の重さに対して染料を2%の割合で用意し、少量の水で溶きます。
⑤②③④を合わせ、
よくかき混ぜます。
⑥染液を作ってすぐに素材を入れ、約20〜40分間よく動かして染色します。
⑦染色後よく水洗いします。
⑧素材の重さの30〜40倍の熱湯を用意し、熱湯1ℓに対してエスポールを2mℓの
割合で入れます。火にかけて5分煮洗いします。
⑨再度よく水洗いします。軽く脱水して陰干しします。乾いたら完成です。
［刷毛染め
（引き染め）］
①染料を2g用意し、
100mℓの水で溶きます。
②染料のにじみ止めには布用にじみ止めを少量入れます。ムラを少なくするには引
染用均染剤を染料と同量入れます。
③生地に刷毛引きして、乾燥させます。
④DABO 10gを80mℓの熱湯で溶きます。その液を刷毛塗りし、乾燥させます。
⑤染色後よく水洗いします。
⑥素材の重さの30〜40倍の熱湯を用意し、熱湯1ℓに対してエスポールを2mℓの
割合で入れます。火にかけて5分煮洗いします。
⑦再度よく水洗いします。軽く脱水して陰干しします。乾いたら完成です。
［色止め］
染色後、MSポーダーで色止めすると洗濯や水濡れに対し丈夫になります。
※色止めをすると、染め替えが出来なくなります。
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反応染料

イエロー ワイン

スカイ

レッド

マゼンダ グレー

オリーブ プラム

サフラン

250mℓ 550円／500mℓ 900円

【成分】
アルカリ塩・界面活性剤・尿素

粉末のアイロンカラーを溶くために使用します。アイロンカラーと反応
し色を布に定着させます。
チェリー ブルー

インディゴ ブラック パープル

〔使い方〕
定着液5mℓに対して0.5gの割合で入れてよくかき混ぜます。溶い
た液は5〜6時間以内にご使用ください。淡い色は定着液の量を多
く加えて作ります。染色後は蒸気アイロンを丹念にかけて定着し
ます。

アイロンカラー ［全19色 ］

スチームアイロンをかけるだけで色を定着できる反応染料です。定着液または定着ジェルで溶いて
使用します。シルク、綿、麻、
レーヨンを染めるのに最適です。美しい発色に仕上がります。

10g ................................................................................................................ 各650円

アイロンカラー定着ジェル ［アイロンカラー溶解・染着剤］
250mℓ 650円／500mℓ 1,200円

【成分】
カリ塩・界面活性剤・尿素・アルギン酸ソーダ

粉末のアイロンカラーを溶くために使用します。定着液に、
にじみ止め
を加えた定着ジェルです。絵を描いたり、むら染めなどフリーペインテ
イングに使用します。定着液やにじみ止めでかたさを調節できます。
※ライナーペインティングには定着液をご使用ください。

〔使い方〕
使用する前に、
ボトルをよく振って混ぜてください。定着ジェル5m
ℓに対してアイロンカラーを0.5g の割合で入れ、よくかき混ぜま
す。溶いた液は 5 〜 6 時間以内にご使用ください。淡い色は定着
ジェルに原液を加えて作ります。染色後は蒸気アイロンをかけて
定着します。

アイロンカラーファブリックウォッシュ
250mℓ 850円／500mℓ 1,400円

【成分】特殊非イオン界面活性剤

アイロンカラーで染色した染めた物の定着後の洗いに使用する洗剤
です。必要以上にのった色を落とし、洗いの時の色移りを防ぎます。

〔使い方〕
①水1ℓに対してファブリックウォッシュを20mℓの割合で入れます。
広げた染めた物を端から入れ5〜10分放置したら、
中で振り洗い
します。
②染めた物取り出し、
流水で色が出なくなるまで洗い、
軽く絞ります。
③80℃以上の熱湯1ℓに対して、
ファブリックウオッシュを2mℓの割合
で入れます。布を浸し5〜 10分、
棒などを使って振り洗いします。
④取り出してよく流水洗いをします。

アイロンカラーにじみ止め
250g 750円

【成分】
アルギン酸ソーダ

アイロンカラーのにじみを防ぐために使う専用の糊剤です。シルク・綿・
レーヨンにフリーペインティングをするときにご使用ください。

〔使い方〕
地塗りする場合：綿・レーヨンにはにじみ止めと水を1:20の割合で、
シルクには1:5の割合で混ぜます。その中に染めるものを浸け、紙
の上に平らに広げて乾かします。
定着液に混ぜる場合：綿・レーヨンにはにじみ止めと定着液1:3の割
合で、
シルクには1:2の割合で混ぜます。その中にアイロンカラー
を入れ、
よくかき混ぜて溶解し、使用します。
※溶いた液は5〜6時間以内にご使用ください。

アイロンカラーの使い方
［アイロンカラーを溶く］
定着液または定着ジェル5mℓに対してアイロンカラーを0.5g加え、
よく混ぜます。
※ブラックはアイロンカラーを1g加えてください。
［フリーペインティング］
①布に青花ペンで下絵を描きます。
②シルクには定着液とにじみ止めを1:4の割合で、綿、麻には1:3の割合で混ぜます。
③ボール紙などに布を固定し、
筆で布にカラーがしっかりしみ込むように描きます。

［定着］
乾いたら、アイロンを使って定着させます。アイロンカラーは、蒸気と熱を加えることで定着し
ます。
①スチームアイロンを蒸気が最大に出るように設定します。
※水滴がつくとシミなるので注意してください。
②あて布を上下にはさんで、
アイロンをまんべんなくかけます。
③定着後ファブリックウォッシュで洗います。

※価格には消費税額は含まれていません。※写真、色見本などは印刷のため実際の色とは異なります。
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dyestuff

オレンジ グリーン ブロンズ レモン

ブルー
グレー

染料

アイロンカラー定着液 ［アイロンカラー溶解・染着剤］

染料

反応染料／分散染料
ローパスR リアクティブカラー ［全16色］
ピュア
イエロー オレンジ ゴールデン レッド
イエロー6G FG
イエロー3RS FGS
GS

レッド

3BS

バイオレット ブルーRS

2R

中温タイプの反応性染料で、特に堅牢度が高く、色調は鮮明です。アルカリフィックス液を使った
瞬間染色法は、
どなたでも簡単に手描きや型染めを楽しめます。

dyestuff

30g ................................................................................................................. 各850円

ブルーFBR ネイビー ターキス ブリリアント ブラウン ダーク
グレーRG ブラック
ブルーGS ブルーGN グリーンGGN GN
ブラウンBS
BRN

ローパスRリアクティブカラーの使い方（木綿・麻・絹・レーヨン用反応染料）
［浸し染め］
中温40〜60℃で染めます。

①染める素材を糊抜きし、
すすぎをしたら濡れたままにしておきます。
②素材の重さの30倍のお湯
（約30℃）
を用意します。
③用意したお湯1ℓに対して無水芒硝を50gの割合で用意し、熱湯で溶かします。
④染める素材の重さに対して染料を2%割合で用意し、熱湯で溶かします。％は染める
素材の重さに対する割合で、100 g の素材の1％は1mℓまたは1gです。
⑤②で用意したお湯の中に③と④で作った液を入れます。
⑥よく濡らした素材を広げて入れ、
10分間染色します。
⑦ソーダ灰を染液1ℓに対して20gの割合で用意します。用意したソーダ灰を熱湯で溶かします。
⑧染液から素材を取り出し、溶いたソーダ灰を入れます。素材を染液に広げて戻し、加
熱しながら染色します。
⑨染液を約60℃にし、
そのままの温度を保ち30〜40分染色します。
⑩染色後よく水洗いします。
⑪素材の重さの30〜40倍の熱湯を用意し、熱湯1ℓに対してエスポールを2mℓの割合
で入れます。火にかけて10分煮洗いします。
⑫再度よく水洗いします。軽く脱水して陰干しします。乾いたら完成です。

［刷毛染め-瞬間染色法］
①染料を2g用意し、100mℓの熱湯を加えて溶解します。
②染料のにじみ止めには布用にじみ止めを少量入れます。
③生地に刷毛染めし、乾燥します。
④新聞紙を厚く敷き、その上に素材を置き、アルカリフィックス液をアルカリ刷毛でたっぷり塗
ります。
⑤10〜20分間放置したら、
よく水洗いします。
⑥素材の重さの30〜40倍の熱湯を用意し、熱湯1ℓに対してエスポールを2mℓの割合
で入れます。火にかけて5分煮洗いします。
⑦再度よく水洗いします。軽く脱水して陰干しします。乾いたら完成です。
［色止め］
染色後、MSポーダーで色止めすると洗濯や水濡れに対し、いっそう丈夫になります。
※色止めをすると、染め替えが出来なくなります。

ポリエステルカラー浸染助剤 ［染着剤］
黄

山吹

赤

エンジ

紺

青

空N

若草N

100g 450円

【成分】芳香族系化合物

ポリエステル繊維を、染めやすくします。

深緑

焦茶

茶N

黒N

ローパスポリエステル ［全12色］

ポリエステルやアセテート、樹脂ボタンなどが家庭で簡単に染められる染料です。浸し染めや、手
描き染め、型染めなどにお使いください。

〔使い方〕
染浴1ℓに対して本品を2〜4gの割合で用意します。お湯で溶解し、
染浴に加えます。染めるものを入れ、加熱して90℃以上で20〜30
分染色します。取り出して、水洗、
ソーピングをします。
ご注意
※ポリエステルは、熱を加えると縮む場合がありますので、
ください。

10g .................................................................................................................... 400円

ポリエステルカラー手描糊 ［染着剤］
200g 350円

【成分】合成糊・芳香族系化合物

ポリエステル繊維に手描き染、捺染をするときのポリエステルカラー
用の糊です。蒸しをして染めます。

〔使い方〕
ポリエステルカラーをお湯で溶き、手描き糊を染料液と同量混ぜ合
わせます。捺染で糊がゆるい場合は、
型糊などを混ぜて硬さを調整し
てください。乾燥後30分蒸しをしてから水洗、
ソーピングをします。
ご注意ください。
※ポリエステルは、熱を加えると縮む場合がありますので、

ポリエステルカラーソーピング剤 ［後処理剤］
100g 350円

【成分】還元剤とアルカリ剤の混合物

ポリエステルカラーの染まってない染料分をきれいに洗い落とします。

〔使い方〕
70〜80℃の熱湯1ℓに対してソーピング剤を2gの割合で入れ、かき
混ぜます。水洗した、染めた物を入れ、15分間放置します。もう一度
かき混ぜ、取り出して水洗いをして仕上げます。
※強いアルカリ性の液です。素手で取り扱わないでください。皮膚に
付着した場合はすぐに水洗いしてください。

ローパスポリエステルの使い方
［浸し染め］
①染める素材を糊抜きし、
すすぎをしたら濡れたままにしておきます。
②素材の重さの30〜40倍の水を用意します。
③染める素材の重さに対して染料を2%割合で用意します。
％は染める素材の重さに対する割合で、
100gの素材の1％は1mℓまたは1gです。
④水1ℓに対してポリエステルカラー浸染助剤を4gの割合で用意します。
⑤染料とポリエステルカラー浸染助剤を混ぜ、熱湯で溶かします。
⑥②で用意した水に⑤で作った液を加え、
よく混ぜます。
⑦染める素材を入れ、
加熱します。
※容器の底につかないよう注意してください。
⑧沸騰させ30分染色します。
⑨染色後よく水洗いします。
⑩素材の重さの30〜40倍の熱湯を用意し、熱湯1ℓに対してポリエステルカラーソーピ
ング剤を2gの割合で入れます。火にかけて約80℃以上で10分煮洗いします。
⑪再度よく水洗いします。軽く脱水して陰干しします。乾いたら完成です。
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［刷毛染め］
①染料を2g用意し、100mℓの熱湯を加えて溶解します。その中に、染料と同量のポリ
エステルカラー手描き糊を加えます。
②布に刷毛引きして、乾燥させます。その後、約40分蒸しをします。
③よく水洗いします。
④素材の重さの30〜40倍の熱湯を用意し、熱湯1ℓに対してポリエステルカラーソーピ
ング剤を2gの割合で入れます。火にかけて約80℃以上で10分煮洗いします。
⑤再度よく水洗いします。軽く脱水して陰干しします。乾いたら完成です。

藍染染料

染料

紺屋藍パッケージ（ P4 参照）

紺屋藍

1,800円

必要なものはすべて含まれています。丁寧なマニュアルで、誰にでも
失敗無く、手軽に藍染が楽しめます。染まる素材は綿、麻、シルク、
レー
ヨン、
ウール。一箱で、Tシャツやブラウス程度のものが何度も染められ
ます。★12種類の技法も掲載しています。→P4参照
収録技法

水で溶け、水で染まる藍です。常温で簡単に染まり、失敗がありませ
ん。綿・麻・絹・レーヨンを染めることができます。

●紺屋藍 15g ●藍溶解剤 125g ●藍色止め剤 20g
●ゴム手袋 ●紺屋藍マニュアル
（12種類の技法付き）

藍還元剤
折り絞り

板締絞り

根巻絞り

巻き上げ絞り

カゴ染め

藍液5ℓ用（約25g）
×2袋入 300円【成分】還元剤・アルカリ剤

よろけ絞り

紺屋藍の藍液を回復させる還元剤。藍液が数日経過して染まらなく
なった藍液を、元の藍液に回復するものです。
ボタン絞り

棒絞り

渦巻き絞り

しわしわ絞り

グラデーション

〔使い方〕
約 5ℓの藍液に本品を１袋入れてかき混ぜます。30 分以上経つと
元の黄色や黄緑色になります。

縫い絞り

紺屋藍パッケージ英語版
パッケージ、付属のマニュアルを英語に翻訳しました。日本語表記の製
品に加え、海外の方にもお楽しみいただけるようになりました。
※黄色の「English version」シールを貼付しています。

藍染用色止仕上剤 ［後処理剤］

250g 750円／5kg 8,000円

藍のスレや色落ちを防ぎ、柔らかく仕上げます。洗濯でも色落ちせず、
手にもつかなくなります。

〔使い方〕
水1ℓに対して本品を10㎖の割合で溶かします。その中に藍染めを
して、
よく洗った生地を2〜3 分浸してから取り出し、
よく絞ってそ
のまま乾燥します。

紺屋藍の使い方 （紺屋藍パッケージとは異なります。パッケージ内のマニュアルをご参照ください）
［使用するもの］
紺屋藍 .................................... 30g
ハイドロコンク .......................50g
ソーダ灰 ............................... 200g
［紺屋藍の建て方（溶かし方）］
①素材の重さの30〜50倍の水を用意します。
②水1ℓに対して紺屋藍を3gの割合で用意します。
③紺屋藍を水に入れてよくかき混ぜます。
④ソーダ灰20gを入れてよくかき混ぜます。
⑤ハイドロコンクを水1ℓに対して5g用意します。④の液に混ぜながら入れます。
⑥約30分置くと藍が建ちます。液は若葉色になり、液面に藍の膜が張ります。
※冬場は、
20~30℃のぬるま湯を使用すると建ちがよくなります。

伊達すくも藍

［染め方］
①染める素材を糊抜きし、
よく濡らして置きます。
②ゴム手袋をして素材を藍液に広げていれます。ムラにならないよう液に沈めたまま動かし
ます。
③約3分染色したら素材を取り出します。軽く水に通し、脱水します。空気が均一にあた
るよう干します。空気で酸化され藍色になります。
④さらに濃くしたいときは、②と③の行程を繰り返します。
⑤お好みの色になったら、
よく水洗いします。
⑥水洗いの後、熱湯でよく洗い、再度水洗いします。
⑦軽く脱水して陰干しします。乾いたら完成です。

すくも藍専用溶解剤 ［アルカリ剤］

1kg 3,800円

北海道産のすくも藍を乾燥させたものです。綿・麻・
レーヨン・絹を染めることができます。

阿波すくも藍（季節限定商品）
1kg 5,500円（特別価格）

徳島特産のすくも藍を乾燥させたものです。発酵期
間が長く高品質です。綿・麻・レーヨン・絹を染めること
ができます。
※季節限定商品につき、
お問い合わせください。

500g 380円

【成分】糊分解酵素

すくも藍の専用溶解剤です。難しいすくも藍建てを手軽にできるよう
にしました。

〔使い方〕
すくも藍400〜500gをタンクに入れ少量の熱湯を加え、
泥状に練り
ます。本品1ビン(500g)を加え、
よくかき混ぜ、65〜70℃のお湯を4
〜5ℓ入れてかき混ぜて、
すぐにハイドロコンク40〜50gを入れてか
き混ぜます。55〜60℃で30〜60分間保つと藍が建ちます。冷まし
てから染色します。
※強いアルカリ性なので、素手で取り扱わないこと。皮膚に付いた
場合はすぐに水洗いすること。

すくも藍の使い方
［使用するもの］
すくも藍 ................................ 400g
すくも藍溶解剤 ...................... 500g

ハイドロコンク ....................... 40g
お湯
（約65〜70度）.................. 5ℓ

［すくも藍の建て方（溶かし方）］
①すくも藍に少量のお湯を加えて、
泥状になるまでよく練ります。
②すくも藍溶解剤を加えてかき混ぜます。
③お湯
（4．
5ℓ）を加えてかき混ぜます。
④ハイドロコンクを加え、
ゆっくりかき混ぜます。
⑤30〜60分置くと藍が建ちます。液は緑色になり、液面がギラギラとした紺色になります。

［染め方］
①藍が建った液が室温になるまで置きます。
②予め糊抜きし、
よく濡らした素材を広げて染液に入れます。表面に出ないようにしな
がらよく動かします。
③約3分染色して取り出します。軽く水洗いをして泥を落とします。
④空気にさらして発色させます。
⑤③④を好みの色になるまで数回繰り返します。
⑥流水でよく水洗いし、軽く脱水して陰干します。

※価格には消費税額は含まれていません。※写真、色見本などは印刷のため実際の色とは異なります。
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dyestuff

パッケージ内容

30g 1,500円／100g 4,000円

合成藍染料 ・ 柿渋染料

染料

インジゴピアー

無臭柿渋液

100g 1,500円

2ℓ 3,400円（特別価格）
におい成分を取り除いた、使いやすい染色用柿渋です。
※古くなるとゼリー状になり、使用できなくなります。ご購入後は、でき
るだけ早くご使用ください。

dyestuff

不純物を含まない合成藍で、鮮明な藍色に染まります。綿・麻・レーヨン・
絹を染めることができます。

インジゴピアーの使い方
［使用するもの］
インジゴピアー ........................10g
Aロード油 ............................ 10mℓ
すくも藍溶解剤 .................. 150mℓ

ハイドロコンク .................... 10g
熱湯
（80度）.................. 350mℓ

無臭柿渋の使い方
［浸し染め］
①染めるものが浸る程度の無臭柿渋を用意します。
②染めるものを、無臭柿渋に浸して染色します。
③染色したものを、
均一に絞ります。
④一週間ほど天日干しします。
⑤天日干ししたものを、再度無臭柿渋に浸し、染色します。
⑥均一に絞ってから、天日干しします。
※染めた生地や糸は硬くなりますが、
4~5分洗濯機で水洗いすると柔らかくなります。

［溶かし方］
①インジゴピアーを染料と同量のAロード油でよく練り、
すくも藍専用溶解剤を
加えてよくかき混ぜます。
②約80℃の熱湯を加えてかき混ぜ、完全に溶かします。
③ハイドロコンクを加え軽く混ぜます。
④約20〜30分すると、液が青から黄緑に変わり溶解が完了します。
［染め方］
すくも藍専用溶解剤 .............. 13mℓ
60％酢酸 ....................... 15mℓ
ハイドロコンク...........................2g
①約20℃の水3ℓにすくも藍専用溶解剤とハイドロコンクを溶かします。溶かし
たインジゴピアーを加え、
軽く混ぜます。
②予め糊抜きし、
よく濡らした素材を3〜4分浸けて染色します。
③素材を染液から取り出し、水通しして手早く絞り、広げて空気にさらし、発色させます。

④好みの色になるまで②と③の工程を数回繰り返します。
⑤染色後水洗いします。
⑥水3ℓに60％酢酸を溶かし、約5分間浸します。
⑦よく水洗いし、軽く脱水して陰干しします。

樹脂顔料
FABRIER ファブリエ ［全64色］

REGULAR

描くだけで丈夫に染まる水性アクリル樹脂顔料です。日光にと
ても強く、伸びる素材でも割れにくく、柔軟性に優れます。
綿、
レーヨン、
麻、
絹、
ポリエステルなどに使用できます。

不透明色／地
色の影響を受け
ずに発色します

................................. 各560円
成分：水性アクリル樹脂顔料

35ml

Yellow

Mandarin Orange

Bordeaux Brown

ファブリエうすめ液［顔料希釈剤］

Ocher

Red

Salmon
Pink

Pink

Purple

Violet

Lime

Light
Green

Green

Dark
Green

Emerald
Green

White

Gray

Silver

Gold

ファブリエの定着力をそのままに、にじまずに薄めるこ
とができます。※GLITTERは原液でお使いください。

35ml 360円／100ml 600円／490ml 1,600円
成分：水性アクリル樹脂

Peacock

Sky Blue Blue

Navy

NEON
Yellow

NEON
Orange

NEON
Pink

NEON
Green

PEARL
Blue

PEARL
Green

PEARL
Pink

NEON
蛍光色／
不透明

PEARL
パール色／
半透明

GLITTER

ファブリエ関連商品
（ 240 円 /A4-3 枚）→ P25
■ステンシルシート

（ 600 円〜2,200 円）→ P25
■スクリーンメッシュ

■スキージ（ 100 円）

ラメ／
ラメ以外透明

（200円/10枚）→P26 ■面相筆（320円）→P30 ■ステンシル筆（440円/2本）→P30
→P25 ■ライナーセロハン

POP

ファブリエの使い方
［生地に描く場合］
①各色をうすめ液で調節します。
（水でも薄めら
れますが、
にじむ場合があります。）
②筆でかいたり､型紙をあてて刷毛やスポン
ジで少しずつたたくように描いていきます。
③2〜3日置くか、乾いてから当て布をして
アイロンをかけてください。

［革に描く場合］
①各色をうすめ液で調節します。
②アイロンはかけずに、自然乾燥してくだ
さい。
※表面加工してある革には向きません。

各タイプの違い
REGULAR・NEON・POP：不透明色で、濃い地色でもそのままの色がでます。

PEARL：地色の影響を受けます。 GLITTER : ラメ部分以外は透明です。
CLEAR：透明の色調で重ね塗りが美しく、地色が白や淡い色に適しています。
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GLITTER GLITTER GLITTER GLITTER GLITTER GLITTER GLITTER GLITTER GLITTER
Yellow Pink
Red
Green Blue
Purple Violet
Silver
Rainbow

不透明色／乾
燥後ドライヤー
でぷくっと膨ら
みます

POP
Yellow

POP
Orange

POP
Red

POP
Pink

POP
Violet

POP
Brown

POP
White

POP
Black

CLEAR
Yellow

CLEAR
Orange

CLEAR
Red

CLEAR
Pink

CLEAR
Violet

CLEAR
Brown

CLEAR
White

CLEAR
Black

POP
POP
Light Green Green

POP
POP
Sky Blue Blue

CLEAR
CLEAR
Light Green Green

CLEAR CLEAR
Sky Blue Blue

CLEAR
透明色／重ね
塗りが美しい／
地色が白や淡
い色に適します

顔料

染料

練りチタン
パーマネント 黄土
イエロー

本朱
(黄口)

弁柄

黄茶

バーント バーント 本藍
アンバー シェンナ

青緑

若竹N

紫N

本朱
(赤口)

橙

洋紅N

金部呂

群青

空

140g 350円

使いやすいよう水で溶いたチタンホワイトです。友禅染や紅型染に使
用します。

dyestuff

レモン
石黄
イエロー

練りチタンの使い方
胡粉

顔料〈粉末〉［全22色］

チタン
松煙
ホワイト

紅型染めに使用します。豆汁やカゼインと混ぜて使用します。鮮明な色から深みのある色まで
揃っています。
※水には溶けません。
バーントシェンナ〈20g〉................. 300円
本藍〈10g〉.................................. 300円
金部呂〈20g〉............................... 300円
群青〈20g〉.................................. 300円
空〈20g〉...................................... 300円
青緑〈20g〉.................................. 300円
若竹N〈20g〉................................ 300円
紫N〈20g〉................................... 350円
胡粉〈20g〉.................................. 250円
チタンホワイト〈20g〉.................... 250円
松煙〈75g〉.................................. 350円

レモンイエロー〈20g〉................... 450円
石黄〈20g〉.................................. 450円
パーマネントイエロー〈20g〉.......... 500円
黄土〈20g〉.................................. 300円
本朱(黄口〈
) 10g〉.......................... 700円
本朱(赤口〈
) 10g〉.......................... 700円
橙〈20g〉...................................... 300円
洋紅N〈10g〉................................ 350円
弁柄〈20g〉.................................. 250円
黄茶〈20g〉.................................. 500円
バーントアンバー〈20g〉................. 300円

［友禅染］
①100mℓの水に対してカゼイン 10g、硼砂 0.5gの割合で用意しよく混ぜます。
②①で用意した液を湯煎して完全に溶解します。
③練りチタンに②で作った液を約2割混ぜます。
④刷り込み刷毛で色を差します。
［紅型染め］
①水100mℓに対して大豆粉を10gの割合で入れよくかき混ぜます。
②20分置き、薄い生地で漉し、豆汁を作ります。
③練りチタンに豆汁を加えよくかき混ぜます。
④刷り込み刷毛で色を差します。

顔料の使い方
①水100mℓに対して大豆粉を6~10gの割合で入れよくかき混ぜます。
②20分置き、
薄い生地で漉し、豆汁を作ります。
③顔料を乳鉢にとり、少量の豆汁でよく練ります。残った豆汁をすべて加えよくかき混ぜます。
④刷り込み刷毛で色を差します。

本藍棒

美藍棒

緑青棒

ケン棒黒

洋紅棒

本朱棒

群青棒

山吹棒

胡粉棒

岱赭棒

棒絵具 ［全10色］

絵皿などで豆汁で溶いてそのまま色差しします。
本藍棒 〈小〉.............................. 900円

〈中〉......................... 1,800円
〈大〉......................... 2,800円
美藍棒 〈小〉.............................. 750円
〈中〉......................... 1,100円
〈大〉......................... 1,700円
洋紅棒 〈中〉...........................2,200円

本朱棒 〈中〉...........................3,000円
群青棒 〈中〉...........................1,100円
山吹棒 〈中〉...........................1,500円
胡粉棒 〈中〉...........................1,000円
岱赭棒 〈中〉...........................1,400円
緑青棒 〈中〉...........................1,100円
ケン棒黒 ...................................2,500円

棒絵の具の使い方
①水100mℓに対して大豆粉を10gの割合で入れよくかき混ぜます。
②20分置き、薄い生地で漉し、豆汁を作ります。
③豆汁で棒絵具を溶きます。
④刷り込み刷毛で色を差します。

金銀粉
〈NO.700青口〉
金粉 〈NO.5OO赤口〉

本金箔（竹印）

〈TA-7青□〉
金粉 〈TA-5赤口〉

アルミ箔

LGR・ゴ一ルドNO.1OO

本銀箔

各25g 500円

各25g 750円

10g 1,800円

10枚 3,500円

100枚 3,000円
50枚 3,000円

〈 NO.1200〉
〈NO.120〉
銀粉（アルミ）
各25g 550円

金・銀粉の使い方
①エキステンダーをスプーン3杯に対して、金銀粉スプー
ン1杯の割合で混ぜます。
②刷毛や筆で色差しをします。

箔の使い方
エキステンダーを生地につけ、箔を置き乾燥させます。

※価格には消費税額は含まれていません。※写真、色見本などは印刷のため実際の色とは異なります。
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前処理剤
ノリチール ［万能 酵素糊抜き剤］

トリポリリン酸ソーダ ［金属封鎖剤］

【成分】糊分解酵素

【成分】
トリポリリン酸ソーダ

160g 400円／500g 800円

100g 250円

絹や麻、木綿など全ての繊維に使用できる万能糊抜き剤です。酵素の
ため、生地を傷めません。

精練・糊抜きに使用します。繊維や水に含まれている金属質を取り除
き、染まりをよくします。

〔使い方〕
お湯1ℓに対してノリチールを小さじ約1〜2杯（2〜5g）入れます。
その中に染めるものを30分浸してからよく水洗します。お湯の温
度は、糊抜きの場合50〜60℃、型染めの糊を落として生地を柔ら
かくしたい場合は30℃のぬるま湯が目安です。

〔使い方〕
木綿の精練・糊抜きには、水1ℓに対して本品を1〜2g、エスポール
1〜2㎖、ソーダ灰5gを入れます。染めるものを中に入れ30〜60
分間煮ます。取り出してよく水洗します。

ポリベックス ［木綿、合繊用精練・糊抜き剤］
500g 550円

薬品

【成分】特殊過酸化物

リキッドモノゲン ［精練・ソーピング剤］
500g 1,100円

【成分】高級アルコール系界面活性剤

chemical

繊維についた糊分と不純物を酸化分解除去し、生地や糸をきれいにし
て染まりをよくします。

リキッドモノゲンは繊維に優しい洗剤です。穏やかな洗浄作用で生地
を傷めません。

〔使い方〕
ぬるま湯1ℓに対して、
ポリベックス小さじ1
（2g）
、
エスポール小さじ1
（2g）、
ソーダ灰小さじ3（5g）の割合で入れ、
かきまぜて溶かします。
糊抜きをする物を入れ、
ムラにならないよう動かしながら火にかけて
90℃以上で30〜60分糊抜きします。取り出してよく水洗します。
※火傷に注意してください。

〔使い方〕
ウールの前処理には40℃のお湯を用意し、お湯1ℓに対してリキッ
ドモノゲンを1〜2㎖入れます。ウールを20〜30分間浸して取り出
し、流水で押し洗いします。その他の精錬や糊抜きにも、お湯1ℓに
1〜2㎖の割合でお使いください。

青花液 ［染色用下絵剤］
100g 450円

【成分】
ヨード・澱粉

蒸しをしたり、濡らすと消える色素です。友禅染やローケツ染めなどの
生地に下絵を描くときにお使いください。

〔使い方〕
青花液を絵皿にとります。面相筆に少量つけ、
にじみ具合を試して
から下絵を描きます。

青花ペン
280円

水洗いや蒸しでカンタンに消える下書き用のペンです。

〔使い方〕
普段お使いのペンと同じようにご使用ください。

染色助剤
ソリュートS ［全染料溶解剤］
100g 300円

【成分】非イオン性界面活性剤

全ての化学染料に使用できる染料溶解剤です。染料の沈殿、ゲル化を
防ぎ発色をよくします。引染、捺染、色挿しにご使用ください。

〔使い方〕
染料を少量の水で練ってから熱湯で溶き、
ソリュートSを染料と同
量加えます。

60% 酢酸 ［染色促進剤］
100g 250円／500g 450円

【成分】酢酸

100g 150円

【成分】尿素

すべての染料に使用できる溶解剤です。

〔使い方〕
染料に染料の倍量の尿素を入れ、染料にあわせて熱湯やぬるま湯
を入れて溶きます。
※本品を使用した染料液はお早めにご使用ください。

染色用硫安 ［染色促進均染剤（酸性・含金染料用）］
100g 150円

【成分】硫酸アンモニウム

酸性染料（Aカラー・シルクカラー）
や酸性含金染料（イルガラン）の染ま
りをよくする染色促進剤です。酸性染料やイルガラン染料で浸染する
とき、
またシルクの精練後の酸通しにご使用ください。

酸性・含金染料（Aカラー・イルガラン・シルクファストカラー）の浸染に
使用します。染色中に徐々に酸性度が高くなり、ムラを防ぎながら少し
ずつ染まります。

〔使い方〕
染める物の重さに対して、淡色のとき0.5 〜 1% 、濃色のとき3 〜
5% を染料液に入れてください。

〔使い方〕
染色用硫安を、染料液に1ℓに対して淡色1g〜濃色5g を入れて浸染し
ます。

無水芒硝（むすいぼうしょう）［木綿染色促進剤］
100g 150円／1kg 350円

【成分】無水硫酸ナトリウム
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尿素 ［全染料溶解剤］

エスポール［浸透・ソーピング剤］
100g 350円／500g 800円

【成分】
アニオン性界面活性剤

直接染料（Dカラー・シリアス）、反応染料（Rカラー・Fカラー）の浸染に使
用します。染まりを強くする染色促進剤です。

塩基性染料を除く全ての染料に使用できます。強力な洗浄力を持ち反
応染料（Fカラー・Rカラー）のソーピング剤に最適です。

〔使い方〕
直接染料の浸染は染めるものの重さに対して10〜20%、反応染
料はソーダ灰と併用して、染液 1ℓに対して20 〜 50gをお湯で溶
き、
染液に入れます。

〔使い方〕
▶浸透剤として染料液に1〜2滴加えて使用します。▶ソーピング
は、熱湯を用意し熱湯1ℓ当たり本品を2〜5㎖入れます。火にかけ
て5〜10分ソーピングし、
よく水洗します。
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染色助剤
浸透ジェル［強力浸透剤］

ネオパールN ［染料の浸透＆洗浄］
100g 250円／500g 500円

100g 350円／500g 800円

【成分】非イオン性界面活性剤

【成分】
アニオン性界面活性剤

染料を強力に浸透させます。染料が繊維の奥深く浸透し、美しく仕上が
ります。また、糊抜きにもご使用いただけます。藍染めにも最適です。

〔使い方〕
水や染料液1ℓに対して、
本品を小さじ約1/2〜2杯
（1〜5g）
を入れ
ます。よくかき混ぜてご使用ください。
★藍染も本品を入れた水に布を浸してから染めることで、藍の浸
透を高めてムラを防ぎます。

100g 250円／500g 600円

【成分】
ひまし油硫酸エステル塩

〔使い方〕
布の染色： 染料液に本品を2〜3滴入れます。染料の浸透がよくな
り、足が揃います。
革の染色： 染色前の革をぬらす水に本品を5〜6滴入れます。革の
表面の汚れ、油分を落として染まりをよくします。
刷毛や筆の洗浄: 水で洗ってから、本品を小さじ一杯位入れた水
の中にしばらく浸し、
よく洗います。
刷毛の抜け毛防止： 本品を少量入れた水に1時間程浸し、水洗、水
気を取ってから使います。

均染剤 C-20 ［酸性・含金染料用均染剤］

薬品

Aロード油 ［浸透・染料溶解剤］

すべての染料に使用できる万能型浸透剤です。染め付きが悪いときの
染料の浸透剤として、
また刷毛や筆の染料を落とす洗剤として、使用で
きます。

100g 250円

【成分】非イオン性界面活性剤

〔使い方〕
浸透剤として染料液に2〜3滴加えて使用します。藍染めでは、前
もって浸す水に少量入れて使用します。★浸透力は中程度。浸透
を少しよくしたい場合にご使用ください。

引染用均染剤 ［刷毛染め用均染剤］
100g 300円

【成分】非イオン性界面活性剤・アルギン酸ソーダ

塩基性染料を除く全ての化学染料の引染用均染剤です。混色した染料
のムラ染めも防ぎます。
〔使い方〕

引染用均染剤を、染料液に対して淡色で3% 、濃色で1〜2%混ぜ
てから引染してください。ぼかしなどで前もって生地をぬらすとき
は、
その水に5%溶いて使用します。
※植物染料には使用できません。

ハイドロコンク［脱色剤／藍染め還元剤］
100g 300円／500g 700円

【成分】
ハイドロサルファイト

酸性染料・酸性含金染料（Aカラー・イルガラン・シルクカラー）の浸染用
均染剤です。ムラ染めを防ぎます。

〔使い方〕
浸染のとき、品物の1〜2%を染液に加えて染色してください。

ポリミンL

［染料還元防止剤］

80g 250円

【成分】弱酸化剤

直接染料（Dカラー、
シリアス）、酸性染料（Aカラー、
イルガラン）等で型
染めをしたとき、型糊や地入れ剤で染料が還元するのを防ぎます。発
色がよくなり、濃度も上がります。
〔使い方〕

型糊や染料液に対して1%使用します。少量の水、
または微温湯で
溶いてから混ぜ合わせます。
※熱湯を使用すると効果が無くなりますので注意してください。

クロルライト［藍抜染剤］
500g 800円

【成分】亜塩素酸ソーダ・水の混合物

強力な還元剤です。染料の脱色や藍染めに使用します。空気酸化して
変質しやすいので、
ビンの蓋をすぐに閉めるようにし、なるべく早く使
用してください。

藍染めした生地を白く脱色するときに用います。CMCや型糊にクロルラ
イトを混ぜて捺染や手描きし、糊が乾かないうちに日に干すと白く脱色
します。
〔使い方〕

〔使い方〕

▶染料の脱色は、水1ℓに対してハイドロコンクを5g入れ、加熱して
行います。シルクとウールはハイドロコンクだけで、
木綿は水1ℓに対
してソーダ灰を2g加えて行います。▶紺屋藍の溶解は水1ℓに対し
てソーダ灰20gとハイドロコンク5gの割合で使用してください。

CMC糊や型糊に、糊の重さの5％（薄く抜ける）〜20％（白く抜け
る）
を混ぜて糊置きします。日光脱色の場合は、糊が乾かないうち
に外に出し3〜4時間日に干した後、
よく水洗してください。
※混ぜた糊はすぐに使用してください。

固着剤（にじみ止め）
DABO（ダボ） [Fカラー染着剤］
160g 200円／1kg 400円

【成分】無水炭酸ナトリウム・無水硫酸ナトリウム

ローパスFカラー
（反応染料）
の染着剤です。浸染や引染で使用します。
〔使い方〕
浸染: ダボを染色液1ℓに対して30g取り、
1カップのお湯で溶きま

す。染める直前に水で溶いた染料液に加え、
ムラにならないよう、
かき混ぜながら20〜40分染めます。
引染: Fカラーで引染し、
乾燥した生地にダボ10gをお湯90gで溶
いて上掛けし乾燥します。
仕上: 浸染、
引染いずれも水洗、
ソーピングして仕上げます。
すぐに染色を始めてください。
※Fカラーとダボを混ぜたら、

ソーダ灰 ［反応染料固着・藍溶解・精練剤］
100g 150円／1kg 350円

【成分】無水炭酸ナトリウム

紺屋藍の溶解剤／反応染料の固着、木綿の精練に使用します。
〔使い方〕
紺屋藍: ハイドロコンクと併用して藍液5ℓに対して100gの割合で

使用します。

反応染料の浸染: 無水芒硝と併用します: Fカラーは水1ℓに対して
ソーダ灰 5gをお湯で溶き、染料液の中に入れて使用します。Rカ
ラーは水1ℓに対してソーダ灰20gをお湯で溶き、染料液の中に入
れて使用します。
木綿の精練: 水に1ℓに対してソーダ灰を2〜5g入れます。1〜2時
間火にかけて煮てから、
よく水洗します。

※価格には消費税額は含まれていません。※写真、色見本などは印刷のため実際の色とは異なります。
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定番の浸透剤。あらゆる染色の浸透剤として使用します。比較的弱い
浸透力です。

固着剤（にじみ止め）
アルカリフィックス ［反応染料用瞬間染着剤］
700g 1,200円

【成分】
リン酸カリウム・水酸化カリウム・水の混合物

【成分】重炭酸ソーダ・炭酸水素ナトリウム

Rカラー用染料固着剤です。乾いた染料の上から塗るだけで、瞬時に染

FカラーやRカラーの手描き染め／捺染の時の定着剤、またシルクの精

〔使い方〕
Rカラーで引染や手描き染めをして乾燥させます。厚く敷いた新
聞紙の上に染めた物を置き、専用刷毛でたっぷり塗ります。10〜
15分放置後流水でよく洗い、ソーピングして仕上げます。
※強いアルカリ性の液です。素手で取り扱わないでください。皮膚
に付着した場合はすぐに水洗いしてください。

〔使い方〕
FカラーとRカラーの手描き染め、捺染の時に、重ソーを色糊の2%
取り、少量の水で溶いて混ぜ合わせます。染色、乾燥後、20分蒸し
て染料を定着させます。水洗い、
ソーピングをして仕上げます。
シルクの精練には、お湯に10~15%溶かしてます。シルクを入れ、
1~2時間煮洗いし、取り出してお湯で洗います。

まります。

薬品

リアクティブソルト［Rカラー蒸し用染着剤］
100g 200円

【成分】特殊有機配合物

練剤として使用します。

大豆粉 ［にじみ防止固着剤］
100g 250円／1kg 1,600円

【成分】大豆

chemical

Rカラーの蒸しをする時の染着剤です。熱を加えると中性からアルカリ
性に変化し、Rカラーが染まります。

生地の地入れと、紅型染めの顔料の固着に使います。大豆をひく手間
が省け簡単に豆汁が作れます。

〔使い方〕
色糊に対して5〜10% のリアクティブソルトを用意します。
リアク
ティブソルトを同量の水で溶いてから、色糊に混ぜます。手描き、
捺染をして乾燥させ、15〜20分間強火で蒸します。取り出して水
洗、
ソーピングして仕上げます。

〔使い方〕
▶地入れの時は水100㎖に大豆粉を1〜2g、▶紅型の顔料用には
水100ccに大豆粉を6〜10g入れてよくかき混ぜます。20〜30分
放置後、薄い生地で漉し、豆汁を作ります。
※作った豆汁は腐敗しやすいので、当日にご使用ください。

アルブミン［固着剤］
100g 500円

【成分】卵白

エキステンダー ［金・銀固着剤］
100g 300円／500g 1,000円

【成分】水性アクリル樹脂

顔料や金粉、および染料の固着を助けます。挿し色した上から塗って使
用します。

防錆剤が入っている変色の少ない金粉や銀粉の固着剤です。あらかじ
め生地に塗り箔を置くこともあります。

〔使い方〕
アルブミンと同量の水で溶かして使用します。顔料や金粉を混ぜ
て布に描き、乾燥させます。蒸しをするか、当て布をして蒸気アイ
ロンを丹念に当ててアルブミンを固め定着させます。保存すると
きはローパスカビ止めを1%加えて早めにご使用ください。

〔使い方〕
エキスタンダー スプーン 3に対して、
金粉、
銀粉をスプーン 1の割合
でよく混ぜ合わせ、筆などで布や革に着色します。箔置きの場合は、
エキステンダーを前もって布地につけて箔を置き、
乾燥させます。

紅型更紗バインダー［豆汁強化剤］
100g 250円

【成分】水性アクリル樹脂

紅型染で水元の時の色落ちを防ぎ、顔料の耐摩擦性が向上します。ま
た、更紗染めの染料に加えて染料の定着を助けます。

〔使い方〕
豆汁に2〜5％混ぜて使用します。

金糊うすめ液 ［金糊用溶剤］
500mℓ1,300円

【成分】酢酸ブチル・酢酸エチル

金糊が硬いとき、薄めるのに使用する溶剤です。

〔使い方〕
金糊が硬いとき、金糊うすめ液を1〜2割ほど混ぜてください。

硼砂（ほうしゃ）［カゼイン溶解剤］
100g 150円

【成分】硼酸ソーダ

20

重ソー ［固着剤］

500g 150円

金糊 ［金線糊］
180g 800円

【成分】
ビニル樹脂・溶剤

金線を描くときに使用します。

〔使い方〕
金糊スプーン 3に対して金粉をスプーン 1の割合でよく混ぜセロ
ハン筒に入れて線描きします。薄めるときは、金糊うすめ液で薄め
ます。

ミルクカゼイン［友禅染用にじみ止め］
100g 300円

【成分】
カゼイン

染料液にまぜて使用し、
にじみを防ぎ染めつきを高めます。主に友禅染
のとき、染料や胡粉に混ぜて使用します。牛乳から作られたタンパク質
の糊です。

〔使い方〕
カゼインに硼砂を3〜5% 加え水で溶き、湯煎して煮溶かします。
硬さは水で調整します。

ふのり［地入れ糊・にじみ止め］
50g 800円

【成分】
アルギン酸ソーダ

カゼインの溶解に使用します。カゼインの溶解を促進する弱アルカリ
性の薬品です。

地入れや染料に混ぜてにじみ止めとして使用します。また、布や糸のノ
リ付けに使用します。

〔使い方〕
カゼインに硼砂（ほうしゃ）
を3〜5%加え水で溶き、湯煎して溶かし
ます。

〔使い方〕
約5cm四方のふのりに対して水200㎖の割合で用意します。用意
した水にふのりを砕いて入れ、少しふやかします。火にかけて煮溶
かし、布でこして使用します。硬さは用途に応じて、水で薄めて調節
してください。
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固着剤（にじみ止め）
布用にじみ止め ［にじみ止め剤］
100g 280円／500g 900円

【成分】
アルギン酸ソーダ・トリポリリン酸ソーダ

ローパスガム ［にじみ止め・捺染糊］
60g 480円

【成分】
アルギン酸ソーダ

染料のにじみを防ぐときに使用します。染色後の落ちもよく、生地の風
合いをそのままに、発色をよくします。

溶けやすい小顆粒状のにじみ止めです。刷毛染めや筆挿しなどに最適
な、低粘度の使いやすい糊です。

〔使い方〕
布用にじみ止めを染料液の1/10〜1/5 取り、染料液に混ぜて使用し
ます。型染めでは本品をうすめて裏面より刷毛引きすると、さらに効
果的です。

〔使い方〕
80〜90℃の熱湯100㎖に対してローパスガム2〜5gをかき混ぜ
ながら入れます。
しばらく放置し完全溶かします。冷ましてから地入
れや染料液に混ぜて使用します。

100g 400円／1kg 3,000円

【成分】
カルボキシメチルセルロース

メイプロガム ［捺染糊・手描糊］
100g 300円

【成分】
ローカスト・グアーガム

皮革の床面やコバの仕上、マーブル染のベース糊に使用します。また、
染料のにじみ止や、
クロルライトを混ぜて藍の抜染にも使用します。

〔使い方〕
水80㎖に対してメイプロガムを20g用意します。水をかき混ぜな
がらメイプロガムを入れて、溶かします。よく溶けない場合は、
ラッ
プをしてしばらく放置してから混ぜます。これに、手描きの時は同
量の染料液、捺染の時は半量の染料液を混ぜて使用します。

アラビヤゴム ［にじみ止め］

プリントガム［捺染用糊］

100g 750円

200g 600円

【成分】
アラビヤゴム

【成分】
モンモリロナイト・アルギン酸ソーダ

模様際がシャープに出る捺染糊。反応性染料や直接染料、酸性染料等
ほとんどの染料捺染に使用できます。

〔使い方〕
10〜20gのプリントガムに熱湯を90〜80㎖加えて、ダマが無くな
るまでよく練って使用します。

木版を使用した更紗染めや手描更紗のにじみ止めに使用します。水に
溶けやすく粘りの強いのが特徴です。アフリカ原産アラビヤゴムの木
から取った樹脂です。

〔使い方〕
アラビヤゴムに同量〜2倍量の水を入れ、湯煎して溶かします。染
料液に混ぜて使用します。

後処理剤
アミフィックス［直接染料色止め剤］
100g 450円／500g 900円

【成分】
カチオン性高分子

酸性フィックスコンク［酸性染料色止め剤］
250g 350円

【成分】
カチオン性高分子

直接染料（Dカラー・シリヤス）の色止め剤です。濡れたときの色落ちを
防ぎます。

酸性染料（ Aカラー・シルクファストカラー・イルガラン）の色止め剤で
す。洗濯やぬれたときの色落ちを防ぎます。

〔使い方〕
アミフィックスを水1ℓに4〜10㎖の割合で入れます。染めたもの
を入れ、
ときどき動かして15 〜 20 分浸します。取り出してよく絞
り、
そのまま乾燥させます。
※沈殿が生じる場合がありますので上澄みをご使用ください。

〔使い方〕
水1ℓに対して酸性フィックスコンクを1〜4g入れます。染めたもの
を入れ、
ときどき動かして15〜20分浸します。取り出してよく絞り、
そのまま乾燥します。
※沈殿が生じる場合がありますので上澄みをご使用ください。

※価格には消費税額は含まれていません。※写真、色見本などは印刷のため実際の色とは異なります。
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〔使い方〕
熱湯100㎖に対してCMCを6gの割合で入れ、
よくかき混ぜます。
ラップなどして一晩おき、
再度よくかき混ぜます。硬さは水を入れて
調整します。▶皮革のマーブル染めにはCMC100gを6ℓのお湯で
溶き、
しばらく置いて完全に溶けてからよくかき混ぜて使用します。

豆科の木の実から作った植物系の糊です。捺染、手描きのとき、模様の
際のにじみを防ぎ、
シャープにします。反応性染料以外の全ての染料に
使用できます。

薬品

CMC ［皮革用目止め剤・にじみ止剤/マーブル染用糊］

後処理剤
MSポーダー ［直接染料・反応染料色止め剤］
350g 1,000円

【成分】
カチオン性高分子

粉末状の直接染料・反応染料（Dカラー・シリヤス・Fカラー・Rカラー）の
色止め剤です。洗濯や水洗いに強い、色止めの効果を発揮します。
（ア
ミフィックスよりも効果があります。）

〔使い方〕
色止め用の水を用意します。水1ℓに対して2〜5gのMSポーダー
を用意し、少量のお湯で溶かします。色止め用の水に溶かしたMS
ポーダーを加えます。染めたものを15〜20分浸し、取り出してよく
絞り、
そのまま乾燥します。

薬品

NewネオパールQ ［強力脱ロー乳化分散剤］
500g 1,200円

【成分】特殊アニオン乳化分散剤

あらゆるローを乳化分散して脱ローします。熱湯洗い（ソーピング）ので
きる染料（Fカラー・Rカラー）のローケツ染めの脱ローにご使用ください。

chemical

〔使い方〕
タンクなどにお湯を沸かし、お湯1ℓに対してNewネオパールQを
5〜6㎖入れます。よく水洗した染め物を入れ火にかけながら10分
ほどよく動かして煮洗いします。取り出して水洗します。
※直接染料・酸性染料には使用できません。

ホワイトクリン ［白場汚染防止剤］
500g 650円

【成分】特殊非イオン界面活性剤

直接染料・酸性染料で、水元のときに流れ出た染料が布を汚すのを防
ぎます。また過剰に付着した染料を洗い出し堅牢度を高めます。

〔使い方〕
水1ℓに対して20㎖の割合でホワイトクリンを入れます。その中に
蒸しの終わった染め物を広げて10 分ほど浸します。浸したまま中
でよく振り洗いします。取り出して、流水で洗います。

布用柔軟仕上剤 ［吸水性柔軟剤］
250g 750円／5kg 8,000円

【成分】水性シリコン

生地の風合いを向上させ、シワになりにくくします。非イオン性で敏感
な肌にも安全で、汗の吸収を妨げません。アイロンがけもスムーズに
なります。

〔使い方〕
水1ℓに対して本品を2〜5㎖入れます。脱水した布地を浸して、2〜
3分後に取り出します。そのまま軽く脱水して乾燥します。

退色防止剤 ［日焼け緩和剤］
250g 750円／5kg 8,000円

【成分】
カチオン性高分子

染色した作品を、日光や蛍光灯等の紫外線から守り、染色後の変色を
少なくします。

〔使い方〕
染めた物が浸る程度の量の水を用意します。水1ℓに対して10㎖の
割合で本品を入れ、
かき混ぜます。その中に、水洗いをした染めた
ものを15〜20分浸します。取り出してそのまま脱水、乾燥します。
イルガラン）、直接染料（Dカラー、
シリアス）
※酸性染料（Aカラー、
で染色したものは、色止めをした後に、本品を使用してください。

防染
SEIWA 特選型糊
1kg 550円

【成分】糯粉・糠

防染糊や捺染糊に使用します。糯粉と糠を炊きあげて作った高品質の
型糊です。

〔使い方〕
▶防染糊は型糊100に対して水70、石灰0.5、亜鉛末3〜5を用意
します。はじめに石灰を用意した水の半量で溶き、上澄み液を型糊
が黄味をおびるまで混ぜ込みます。次に亜鉛末を少量の水と混ぜ
合わせて加えます。最後に残った水で糊の硬さを調整します。▶
捺染には、型糊100に対して染料液を60の割合で混ぜて使用しま
す。ポリミンLを加えると発色がよくなります。

糸目ゴム糊［溶剤性防染剤］
200g 1,100円

【成分】天然ゴム・顔料

友禅染の糸目防染剤です。溶剤タイプで防染力と水元に強く、水
元後に色挿しもできます。
〔使い方〕
ロウ落とし剤で硬さを調整します。筒（セロハン筒等）
に入れて線
（糸目）描きをします。裏からロウ落とし剤などの溶剤で裏引きし
ます。
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白型糊 ［型染用糊］
1kg 550円

【成分】糯粉・白糠

生地に糠の黄ばみがつかず、糊置き部分が真っ白に仕上がります。溶
けにくいので、藍型染めに最適です。また、捺染では染料の発色がよく
なります。糯粉と白糠で炊きあげた高品質の丈夫な糊です。

〔使い方〕
防染糊は、石灰の効き目が強いので石灰の量を型糊の半分にしま
す。白型糊100に対して水60、
石灰0.2、
亜鉛末3〜5を用意します。
はじめに石灰を用意した水の半量で溶き、
上澄液を混ぜ込みます。
糊が少し黄味を帯びたらば石灰の混ぜ込みをやめ、
次に亜鉛末を水
と混ぜながら混ぜ込みます。最後に糊の硬さを水で調整します。
※型糊に同量混ぜると黄ばみを防ぎます。
捺染には、白型糊100に対して染料液を60の割合で混ぜて使用します。

もち粉 ［ねば糊、型糊用］
800g 850円

【成分】
もち粉

型糊や糸目糊をつくるときに使用します。

〔使い方〕
糸目糊をつくるときは、
もち粉に少量の水を少しずつ入れながら、
手でこねてまとめます。
ドーナツ状にして熱湯の中に入れ、焦げつ
かないように煮ます。煮上がるとドーナツ状の糯糊が水面に浮かび
ます。熱い内にボールに入れ、少し煮汁を加えながら、すりこぎ棒
などでよくついて粘りが出たらねば糊の完成です。

防染
ぬか ［型糊用］

極上亜鉛末 ［防染］

800g 450円

100g 400円

【成分】ぬか

型糊をつくるときに、もち粉に加えます。

〔使い方〕
型糊をつくるには、
もち粉に同量のぬかを加え、少量の水を少しず
つ入れながら手でこねてまとめます。
ドーナツ状にして熱湯の中に
入れ、焦げつかないように煮上げます。煮上がるとドーナツ状の糯
糊が水面に浮かび上がります。熱い内にボールに入れ、少し煮汁を
加えながらすりこぎ棒などでよくついて粘りを出したら型糊の完
成です。

【成分】糊分解酵素

微粒子で糊に混ぜやすく、防染効果の高い亜鉛末です。

〔使い方〕
型糊を2〜5%の少量の水で湿らせてから混ぜ込みます。

グリセリン［型糊保湿剤］
D．

かび止め ［防腐かび止め剤］

100g 230円

【成分】
グリセリン

【成分】有機窒素硫黄系合成物

型糊やふのりなど糊類の腐敗とカビを防ぎます。型置き後の生地のカ
ビ発生を抑えます。低毒性ですが、濃厚液を皮膚につけないよう注意
してください。

型染用鋸屑（おがくず）［型染用］
500g 450円

chemical

〔使い方〕
糊類1kgに対してかび止めを3〜10㎖入れ、
よくかき混ぜます。

型糊の乾燥による割れを防ぎます。乾燥する季節にお使いください。

〔使い方〕
型糊が乾燥してひび割れしやすいとき、型糊に0.2〜0.5%混ぜ込
みます。

石灰 ［型糊用助剤／アルカリ媒染剤］
200g 150円／1kg 350円

【成分】消石灰

【成分】木くず

型糊や捺染糊のべたつきをおさえ、布どうしがつかないようにします。

型糊など糯粉でできた糊に少量加えることで糊を溶けにくく、丈夫にします。

〔使い方〕
糊置きしてすぐに、鋸屑をふるいで均一にかけます。余分な鋸屑を
生地をたたいて落とします。

〔使い方〕
石灰を水で溶き、上澄み液を少し黄味をおびるまで型糊に混ぜま
す。石灰の使用目安は型糊に対して0.2〜0.5%ですが、型糊の色
を見て混ぜてください。

白ロウ［植物性ロウ］

木ロウ［植物性ロウ］

60g 450円／400g 2,300円

60g 800円／200g 2,300円

【成分】木ロウ

【成分】木ロウ

木ロウに比べて硬く、もろいのが特徴で、
ろうけつ染めでは木ロウより
も細かいヒビが入ります。木ロウを白く精製した高品質の白ロウです。

〔使い方〕
ろうけつ染めでは、ロウ容器の中温（130℃）位の温度で溶かして
使用します。

クイックマスク［水溶性液体ロウ］
100g 400円

【成分】
ロウ・界面活性剤・水

粘りのある柔らかいロウで、
ろうけつ染めに使うと大きい模様のヒビが
細い線で入ります。融点は43〜46℃ぐらいです。日本特産のハゼの実
から取った植物系のロウです。

〔使い方〕
ろうけつ染めでは、
ロウ容器の中温
（130℃）
位の温度で溶かして使
用します。

パラフィン 135 °
F（ 57 ℃）［石油系ロウ］
450g 700円

【成分】
パラフィンワックス

水溶性の液体ロウで、そのまま筆描きできます。ロウ溶器で溶かす必
要がなく、ロウケツのヒビやボカシもできます。ロウは熱湯洗いで落と
せます。

〔使い方〕
本品を筆でやや厚めに描き、乾燥後、染色します。模様を白く残し
たいときは2度塗りします。ロウケツのヒビは、冷蔵庫で冷やしてか
らヒビ入れをします。
クイックマスクの落とし方: 藍染では染色後水洗いしてから熱湯洗
いでクイックマスクを落とします。ソーピングできる染料はソーピ
ングでクイックマスクを落とします。革染めの場合は、染色後ぬる
ま湯を当て、
擦り落とします。
割りばし等でゆっくりかき混ぜてからご使用ください。
※ご使用前に、

石油系の粘りが少ない防染力の強いロウです。融点は使いやすい
57℃です。

〔使い方〕
ろうけつ染めでは白ロウを2割〜4割ほど混ぜると、粘りが出て描
きやすくなります。
パラフィンの落とし方 : ▶直接染料や酸性染料の場合、蒸しの後、
溶剤性のロウ落とし剤で洗い、乾燥後水元してください。▶ソーピ
ングのできる染料（Fカラー・Rカラー）で染めた場合は、Newネオ
パールQで煮洗いして落とします。

マイクロワックス ［石油系ロウ］

メルトロン［湯溶性ロウ］

100g 400円／1kg 2,000円

120g 500円／1kg 2,500円

【成分】
マイクロワックス

【成分】
パラフィンワックス・界面活性剤

藍染めやFカラー、Rカラーの防染に最適のロウです。他のロウに比べ
て防染力が弱いので、模様を白くしたいときは二度塗りしてください。
熱湯で洗うとロウが乳化して落とせます。

〔使い方〕
メルポットを使用し、溶かしてお使いください。染色後はよく水洗を
してください。藍染めは熱湯で洗います。ソーピングのできる染料
（Fカラー・Rカラー）
は中性洗剤で煮洗いをして落としてください。

薬品

100g 300円

防染力の強い柔らかいロウです。ヒビが入りにくく、伏せロウにも使わ
れています。

〔使い方〕
伏せロウなどヒビを入れたくない場合は、そのまま使用します。ジャ
ワ更紗のロウとして使用する場合は、マイクロワックス1：蜜蝋2：松
脂1の割合で混ぜて使用します。

※価格には消費税額は含まれていません。※写真、色見本などは印刷のため実際の色とは異なります。
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防染
カルナバロー ［植物性硬化ロウ］
100g 600円

【成分】
カルナバロウ

カルナバヤシの葉から取る非常に硬いロウです。はっきりした直線的
なヒビがはいります。融点は93℃以上です。

〔使い方〕
融点が高いので、
ろうけつでは高温で溶かして使用します。

薬品

ろう落とし剤 ［ロウ溶解剤］
600g 800円／5kg 4,000円

【成分】有機塩素化合物

直接染料、酸性染料のロウ落としに使用します。

chemical

seiwa-net.jp
〔使い方〕
フタつきのステンレス容器にろう落とし剤を入れます。蒸して染め
た生地を浸し、
フタをして30〜60分放置します。菜箸等で生地を
動かしロウが落ちていることを確かめてから、取り出します。外で
乾燥させ流水で洗いをして仕上げます。
※不燃性で揮発しやすい溶剤性です。換気に注意して、厚手のビ
ニール手袋を使用してください。

マスキンググルー［手描防染剤］
100g 480円

【成分】
フッ素系エマルジョン樹脂・アルギン酸ソーダ

200g 300円

【成分】
ステアリン酸

ろうけつ染めで細かいヒビを入れるとき少量加えます。融点は70℃で、
比較的やわらかいロウです。ロウソクの原料にも使用します。

〔使い方〕
ろうけつ染めで細かいヒビを入れるときは、
元のロウに対して1〜2
割混ぜてください。ロウソクを作るときは、
パラフィンに対して1/20
位入れると、
ロウソクにひびが入りにくくなり、
綺麗にできます。

松脂［ロウ粘り剤］
100g 250円

【成分】
ロジン

松に含まれる樹脂酸です。ロウに粘りをつけます。

〔使い方〕
ロウに少量混ぜて粘りを出し、食いつきをよくします。パラフィンなど
石油系のロウには直接混ざらないので、木ロウや蜜蝋などを加えて
混ぜます。アルコールに溶かす場合は、細かく砕いて一晩漬け込ん
で溶かします。

マスキングリキッド ［手描防染剤］
100g 450円

【成分】
フッ素系エマルジョン樹脂

引染専用の手描き防染剤です。アイロンで加熱するだけで、手軽に防
染ができます。

引染用の防染剤。ぼかし染めをするときはそのままで、白抜きするとき
はマスキンググルーに混ぜて手描きします。

〔使い方〕
染料液に同量を混ぜ、筆につけて手描きします。布の裏までとおる
ように描いてください。乾燥後にあて布をして中高温のアイロン
をゆっくり当ててください。裏から引染をして、表面を空刷毛しま
す。乾燥後、染料を定着して仕上げます。

〔使い方〕
ぼかしのときはそのまま、
または水と混ぜて筆などでぼかし込みま
す。白抜きのときは、
マスキンググルーに同量混ぜて布の裏にしみ
とおるように筆描きします。乾燥後あて布をして中高温のアイロン
をゆっくり当ててください。裏から引染をして、表面を空刷毛しま
す。乾燥後、染料を定着して仕上げます。

その他
95%IPA 変性アルコール
500mℓ700円

【成分】
エチルアルコール・イソプロピルアルコール

植物染料紫根の色素の抽出に使用します。毒性の無い安心して使える
アルコールです。火気に注意してください。

〔使い方〕
本品を紫根が浸るくらい入れます。一晩放置して色素を抽出します。
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型染道具類

NTカッター D-400

替刃各 5 枚付き
（ 30 度・45 度）
【材質】本体：PP樹脂 チャック:亜鉛 カ
ラー：真鍮
（ニッケルメッキ）

400円

デザインナイフの定番です。刃は端のネ
ジをゆるめて差し込み、固定するだけで
ぐらつくかず、安定します。

NTカッター D-400 替刃

【材質】鋼

NTカッター D-400の替刃です。図柄

によって刃を使い分けます。

〈30度〉.......................... 200円
〈45度〉.......................... 200円

型彫刀

【材質】本体：孟宗竹

刃：鋼

700円

渋紙を彫る
（切り抜く）ための刀で
す。切れ味が鈍ったら砥石で研い
で使用します。

丸キリ

【材質】本体：外材

刃:鋼
型紙に垂直に刃をあて、手で回転
させて穴をあけます。

〈 1 号〉
〈 2 号〉
〈 3 号〉
〈 4 号〉
〈 5 号〉
〈6号〉
〈7号〉
〈8号〉
〈9号〉
〈10号〉
〈 11 号〉
〈 12 号〉
〈 13 号〉
〈 14 号〉
〈 15 号〉
〈 16 号〉
〈 17 号〉
〈 18 号〉
〈19号〉
〈20号〉

.............................. 各3,000円

スクリューポンチ
3.0mm 替刃付き

【材質】本体：木・真鍮・鉄 刃：鉄

4,300円

1.

型紙に押し当てると刃が回転し、音を
出さずにきれいな穴が開けられます。

2.

下絵用うす美濃紙

スクリューポンチ替刃

【材質】和紙

型を彫るときに下に敷きます。刃
を傷めにくい適度な硬さです。

45cm×60cm 2,000円

ポリックス208

［仮止め用スプレーのり］
【主成分】
スチレンブタジエン系接着剤

430mℓ1,800円

ステンシルでの型紙のズレ防止、捺染
における簡易地張に使用できます。

型染め、
ステンシル用の渋紙です。
補強する場合は紗張りをします。
〈＃10〉
〈約55×90cm〉2,300円
〈＃12〉
〈約55×90cm〉2,400円
〈＃14〉
〈約55×90cm〉2,700円

ポリエステル紗
【材質】
ポリエステル

型彫りした渋紙の補強（紗張り）
に
使用します。
〈130cm巾×1m〉........... 650円

2. 合成型紙

dyeing tool

型彫用ビニール板
【材質】
ビニール樹脂

約55×80cm 650円（10枚入）
型染めしたい図柄を本品に描きま
す。型紙に貼り付け、本品ごと彫っ
ていきます。薄い紙なので、
トレー
スする場合にも使えます。

1. 渋紙
【材質】柿渋

【材質】
ポリエステル

渋紙よりも強く下絵が透けて、細か
くない図柄は直接写しとれます。
〈#10〉
〈約50×90cm〉 1,200円

ファブリエステンシルシート
【材質】合成紙

彫りやすく、耐水性に優れた、ステ
ンシル専用のシートです。
〈A4・29.7×21cm 3枚〉..... 240円

カシュー 透

【成分】
カシュー樹脂

150g 650円

本品を同量のカシューうすめ液で
薄めて、紗張りに使用します。

ファブリエスクリーンメッシュ
【材質】
ポリエステル

ス キ ー ジ と ス クリー ン メッシュで
FABRIERを均一に塗ることができます。
S〈枠内寸11×17.5cm〉.. 600円
M〈枠内寸17×24cm〉..1,000円
L〈枠内寸24×36cm〉...2,200円

カシュー 黒

【成分】
カシュー樹脂

150g 650円

本品を同量のカシューうすめ液で
薄めて、紗張りに使用します。

※価格には消費税額は含まれていません。※写真、色見本などは印刷のため実際の色とは異なります。

用具

〈1．
0mm〉..................... 980円
〈1．
2mm〉..................... 700円
〈1．
5mm〉..................... 700円
〈1．
8mm〉..................... 700円
〈2．
0mm〉..................... 700円
〈2．
5mm〉..................... 700円
〈3．
0mm〉..................... 700円
〈3．
5mm〉..................... 700円
〈4．
0mm〉..................... 700円
〈4．
5mm〉..................... 700円
〈5．
0mm〉..................... 700円

スキージ
【材質】樹脂製

〈10×7cm〉.................... 100円

カシューうすめ液

【成分】有機溶剤

500g 850円
カシューを薄めるのに使用します。
また、カシューを使った筆や刷毛、
取り皿の洗浄にも使用します。
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型染道具類

1.ウメ

2.サクラ

3.ツクシ

4.スミレ

5.ハナミズキ

6.コイノボリ

7.カーネーション

8.バラ

9.ツルバラ

10.ビワ

11.ユリ

12.ムギ

13.アサガオ

14.ナデシコ

15.ブドウ

16.ノギク

17.ドングリ

18.カブ

19.ユズ

20.バンジー

用具

彫り型紙

【成分】柿渋・和紙

職人による手彫りの彫り型紙です。そのままステンシルに使用できます。
14．
5×18．
5cm
〈1.ウメ〉.............................................................................................................................................................................. 800円
〈2.サクラ／3.ツクシ／4.スミレ／5.ハナミズキ／6.コイノボリ／7.カーネーション／8.バラ／9.ツルバラ／10.ビワ／11.ユリ／

dyeing tool

12.ムギ／13.アサガオ／14.ナデシコ／15.ブドウ／16.ノギク／17.ドングリ／18.カブ／19.ユズ／20.パンジー〉............................. 600円

出羽ベラ

【材質】木曽檜

型染めでの糊置きに使うへらです。サイズは型紙の大きさに応じて選んでください。
〈豆〉
〈55mm巾〉............................... 1,700円
〈3番〉
〈65mm巾〉............................ 2,100円

〈2番〉
〈80mm巾〉............................ 2,500円
〈1番〉
〈95mm巾〉............................ 2,700円

〈大一〉
〈105mm巾〉......................... 2,900円
〈大々〉
〈120mm巾〉......................... 3,100円

糊筒
糊筒

【材質】柿渋 和紙

先金

【材質】真鍮

水に浸して柔らかくしてから使用します。中金や先金の
サイズに合わせて先端をカットしてください。

糊筒の先に取り付けます。先端は砥石や紙やすりで角
が出ないように削って穴を開けて使用します。

〈5号〉
〈小 15cm〉...................................... 450円
〈6号〉
〈中 18cm〉...................................... 700円
〈7号〉
〈大 21cm〉...................................... 800円
〈8号〉
〈00cm〉........................................... 900円
〈9号〉
〈00cm〉........................................ 1,050円
〈10号〉
〈00cm〉...................................... 1,200円

〈小〉
〈5号〉................................................. 750円
〈中〉
〈6号〉................................................. 750円
〈大〉
〈7号〉................................................. 850円

中金

【材質】真鍮

糊筒の中に入れて使用します。細い糸目を引く場合は
先金と組み合わせてください。
〈小〉
〈5号〉................................................. 700円
〈中〉
〈6号〉................................................. 700円
〈大〉
〈7号〉................................................. 800円

先中金セット

ファブリエライナーセロハン

【材質】
セロハン

ファブリエで細い線を描くための専用セロハンです。セ
ロハンを円錐状にして使用します。

10枚〈10×10cm〉..................................... 200円
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【材質】真鍮

便利な先金と中金のセットです。
〈小〉
〈5号〉.............................................. 1,450円
〈中〉
〈6号〉.............................................. 1,450円
〈大〉
〈7号〉.............................................. 1,650円

ろうつけ染め道具類
金網

メルポット（自動温度調節機能付）

【材質】
スチール製針金材

【材質】
アルミ

400円

12,800円
ローを溶かす際に使用します。設定温度は 70 〜
180℃までで、使うローの種類に合わせる事ができ
ます。セットされているロー容器（アルミボール）は
交換可能です
（別売り）。
※交流100V〜250W
※6ヶ月の保証書付でアフターケアも万全です。

丸刷毛

【材質】木・豚毛

450円

金網ブラシセット

850円
ブラシに絵の具をつけ金網にこすり、絵の具を霧状
に飛ばすスパッタリングという技法で使用します。

メルポット用交換アルミボール

【材質】
アルミ

1,100円
メルポットにセットして使用します。ローを使い分け
るときにご使用ください。

アルミロー切りカバー

【材質】
アルミ

850円

内側に溝をきり、
ロー筆をしごきやすくし、
さらに外
側にローが垂れない様ヘリを高く作ってあります。

張手・伸子
張手 一組（ロープ別売り）

【材質】朴の木

伸子

針：ステンレス

【材質】竹

刷毛染めの時に生地を空中に張るための道具です。伸
子、
ロープとセットで使用します。

針：ステンレス

〈衿巾伸子（20cm・10本入り）〉..................... 250円
〈前巾伸子（26cm・10本入り）〉..................... 250円
〈絹張伸子（40cm・10本入り）〉..................... 350円
〈絹張伸子（40cm・100本入り）〉............... 2,400円
〈紬伸子（42cm・10本入り）〉........................ 450円
〈紬伸子（42cm・100本入り）〉................... 3,000円
〈染ぐり伸子（44cm・10本入り）〉.................. 550円
〈ネクタイ伸子（51cm・10本入り）〉........... 1,100円
〈ネクタイ伸子長（62cm・10本入り）〉......... 1,300円
〈中巾伸子 中太（68cm・10本入り）〉......... 1,400円
〈大巾伸子 中太（83cm・10本入り）〉......... 1,500円
〈ヤール巾伸子 中太（102cm・10本入り）〉 1,600円
〈三巾伸子 中太（120cm・10本入り）〉....... 1,900円

張手用綿ロープ

【材質】綿

10m 700円

張手をポールに引っ掛けるときに使います。扱いやす
いロープです。

張手用麻縄

【材質】麻

10m 1,000円

張手をポールに引っ掛けるときに使います。締まりが
いいロープです。

絞り器

みやこ絞り器

【材質】鉄・木

3,300円

本体を机に固定します。付属の針
棒に生地をかけ、鹿の子絞りや匹
田絞り、角絞り
（貝絞り）、柳絞り等
の様々な絞り染めができます。

板締め絞り器セット

【材質】木

4,500円

村雲絞り器

【材質】木

浸染のとき、板と板で生地をはさ
んで防染し、模様をだします。

4,200円

中心の棒に生地を巻きつけます。
上下の丸板で生地を押さえてクサ
ビを打ち込みます。そのまま浸染
をします。布に変化に富んだ雲形
の模様を出す事ができます。

※価格には消費税額は含まれていません。※写真、色見本などは印刷のため実際の色とは異なります。

絞り用カタン糸

【材質】綿

20番手1000m 1,400円

絞り染めをするときのくくり糸とし
て使用します。
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〈衿巾張手（生地巾16cmまで対応）〉.......... 2,500円
〈前巾張手（生地巾22cmまで対応）〉.......... 2,600円
〈並巾張手（生地巾39cmまで対応）〉.......... 3,800円
〈中巾張手（生地巾63cmまで対応）〉.......... 7,000円
〈大巾張手（生地巾80cmまで対応）〉.......... 9,000円
〈ヤール巾張手（生地巾93cmまで対応）〉.. 10,000円

用具

刷毛染めの時に生地がたわまない様に張るための道
具です。
※先端に針が付いているので注意してください。

容器

ステンレスタンク（フタ付）

【材質】
ステンレス
（18-8）

耐熱性に優れており、草木染で使
用しても色を変色させません。

〈20ℓ
（28.5cm×30cm）〉

.................................10,500円

ステンレスミキシング

【材質】
ステンレス
（18-8）

40cm×13．
5cm 7,500円

液体を入れやすい安定感のある
形。草木染で使用しても色を変色
させません。

〈36ℓ
（36cm×36cm）〉

.................................15,500円

〈45ℓ
（39cm×39cm）〉

ホーローカップ

【材質】
ホーロー

300cc 900円
とってが付いてるので持ちやすく、
耐熱性に優れています。従来品よ
りホーローが厚くなりました。
※衝撃を与えると、ホーローが欠
けて金属が露出し錆びが出てしま
います。

.................................17,000円

乳鉢（乳棒付き）

【材質】陶器

用具

材料をすり潰したり、混ぜ合わせる
為に使用します。
〈約9cm〉....................... 450円
〈約12cm〉..................... 800円
〈約15cm〉..................1,100円

梅皿（フタ付き）

【材質】陶器

小12cm 550円
フタが付いているので作業中の乾
燥や、ほこりの混入を防ぐことがで
きます。

梅皿（フタなし）
【材質】陶器

大15cm 650円
白いので色の具合を見やすいです。

8.5cm用 50円

作業中の乾燥や、埃の混入を防ぐ
のに使用します。

ポリ水差し

【材質】
ポリエチレン

染料液の保存に使用します。倒れて
もこぼれにくい設計です。
※熱湯や溶剤を入れると変形します。
〈100㎖〉........................ 120円

ポリ容器
【材質】
ポリエチレン

粉末染料や、染色助剤の保存に使
用します。
※熱湯や溶剤を入れると変形します。
〈50㎖〉.......................... 100円
〈100㎖〉........................ 100円
〈500㎖〉........................ 200円

計量器

ガラス棒

【材質】
ガラス

7mm径 ........................ 400円

溶液の攪拌（かくはん）に使用します。
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ガラスビーカー

【材質】
ガラス

耐熱ガラスですので、液体の計量
だけでなく、薬品を熱湯で溶かす
場合にも便利です。
〈50mℓ〉........................ 550円
〈100mℓ〉...................... 550円
〈200mℓ〉...................... 600円
〈300mℓ〉...................... 750円
〈500mℓ〉...................1,100円

白い容器なので液体の色が分かり
やすく、耐熱性に優れています。
※衝撃を与えると、ホーローが欠
けて金属が露出し錆びが出てしま
います。
〈10cm〉........................ 800円
〈12cm〉........................ 900円
〈14cm〉.....................1,050円
〈16cm〉.....................1,100円
〈18cm〉.....................1,200円
〈20cm〉.....................1,400円
〈24cm〉.....................1,800円
〈28cm〉.....................2,700円
〈30cm〉.....................3,200円

溶き皿

【材質】陶器

白いので色の具合を見やすく、個
別に色を作るのに適しています。
〈8．
5cm（12枚入り）〉....1,300円
〈11cm
（6枚入り）〉.......... 900円
〈11cm
（12枚入り）〉.....1,800円

dyeing tool

溶き皿用プラフタ

【材質】
プラスチック

ホーローボール

【材質】
ホーロー

ステンレスさじ（ 3 本組）

【材質】
ステンレス

550円

粉末の染料や薬品をすくい取るた
めのさじです。その他に、溶液の攪
拌（かくはん）や糊を練るなど幅広
くお使い頂けます。

計量器
計量スプーン・ミクロスパーテル

【材質】
ステンレス

170円

薬品を少量扱うときに使用します。

計量スプーン

【材質】鉄素材・真鍮メッキ

薬包紙

少量の溶液を計量するときに使用します。

3

1.〈1.0mℓ〉............................................... 500円
2.〈1.5mℓ〉............................................... 500円
3.〈2.0mℓ〉............................................... 500円

2

【材質】
パラフィン紙

1

約10×10cm 500枚入り 750円
粉末の染料や薬品を本品に乗せ
て、計量します。

スポイト

【材質】
ポリエチレン

5mℓ150円

液体を少量吸い上げ、他の容器へ
はかり取るときに使う道具です。

デジタルスケール
ハンディミニ 100g

温度計 0度-200度

（アルコール）

【材質】
ポリスチレン

【材質】
ガラス アルコール

15,000円

1,400円

最大計量100g、最小表示0.1gの高
精度スケールです。

水などの液体の温度を測る事がで
きます。

その他

1,200円

振筒（中目）

【材質】竹・黄銅線

1,200円

箔ばさみ

染色用サイバシ（ 45cm ）

【材質】竹

【材質】竹

600円

200円

崩した金箔を生地に細かく散らす
ときに使用します。

カチンペン（黒色）

ph試験紙1−11

ph試験紙0−14

レジュラン

生地の印付けや、仕上げの線描き
に使用します。

試験紙を必要な長さだけ切って使
用できるロールタイプです。ph1．
0
〜11．
0の測定が可能です。

試験紙を必要な長さだけ切って使
用できるロールタイプです。ph0．
0
〜14．
0の測定が可能です。

【材質】
くるみ殻パウダー・界面活性剤

500円

噴霧器

【材質】真鍮

加圧式の噴霧器です。細かい均一
の霧がでます。
〈小（400cc）〉............15,500円
〈中（700cc）〉............21,500円

9mm×5．
5m 1,700円

染色用ゴム手袋

【材質】天然ゴム

染色時の手の保護に使用します。
熱湯に使用する場合は軍手を重ね
てください。
一双 2,000円

静電気を起こさずに箔をつかめます。

9mm×5．
5m 1,500円

和紙はがき

【材質】和紙

染料の染み込みがよく、ステンシ
ルがしやすい和紙です。
〈10枚入り〉.................... 650円
〈100枚入り
（箱入り）〉... 6,000円

※価格には消費税額は含まれていません。※写真、色見本などは印刷のため実際の色とは異なります。

調理用菜箸よりも長く、染色時の
攪拌（かくはん）
に便利です。

250mℓ 4,000円
・ハイドロサルファイト

手の染料汚れ等を落とします。軽
く濡らしてから、汚れの付いた部分
に少量のレジュランを塗ります。水
を少しずつ加えながら汚れが落ち
るまで洗ってください。

染色用和紙

【材質】和紙

染料の染み込みのよい和紙です。
〈薄手 約60×90cm〉....... 650円
〈厚手 約70×100cm〉.. 1,300円
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崩した金箔を生地に荒く散らすと
きに使用します。

用具

振筒（荒目）

【材質】竹・銅線

刷 毛

特選鹿毛引刷毛

【原材料】鹿毛

腰が強く染料の含みがよいので、
地染め引染に使用します。毛が痛み
やすいので、使用後はよく水洗して
から乾燥し、冷蔵庫で保管します。
〈3寸〉
〈約9cm〉.......... 3,500円
〈4寸〉
〈約12cm〉........ 4,000円
〈5寸〉
〈約15cm〉...... 4,500円
〈6寸〉
〈約18cm〉....... 5,200円

夏毛すり込刷毛

【原材料】鹿毛

厚みのある刷毛で、腰が強くしっか
りした刷り込み染めができます。紅
型染めやぼかし染めに使用します。
〈0.5号〉
〈1.5mm〉.........320円
〈1.0号〉
〈3.0mm〉.........330円
〈1.5号〉
〈4.5mm〉.........360円
〈2.0号〉
〈6.0mm〉.........400円
〈3.0号〉
〈 9.0mm〉........540円
〈4.0号〉
〈12.0mm〉.......640円
〈5.0号〉
〈15.0mm〉.......770円
〈6.0号〉
〈18.0mm〉.......980円
〈8.0号〉
〈 24.0mm〉. 1,350円
〈10.0号〉
〈30.0mm〉. 1,700円
〈12.0号〉
〈36.0mm〉. 2,000円

白筋違刷毛（水刷毛）

【原材料】山羊毛

金巻刷毛

【原材料】馬毛

柔らかく使いやすい刷毛です。小
物の引染やろうけつ染めでろうを
広い面積に塗るとき使用します。

適度に腰があり、低粘度の仕上げ
剤、特にカシューなどの溶剤性塗
料を塗るのに適しています。

〈10号〉
〈30mm〉............650円
〈15号〉
〈42mm〉............750円
〈20号〉
〈55mm〉............800円
〈25号〉
〈66mm〉............900円
〈30号〉
〈85mm〉........ 1,000円
〈35号〉
〈100mm〉..... 1,550円
〈40号〉
〈115mm〉.... 1,800円
〈50号〉
〈145mm〉.... 2,600円

〈3号〉
〈10mm〉..............200円
〈5号〉
〈15mm〉..............200円
〈8号〉
〈25mm〉............ 260円
〈10号〉
〈30mm〉........... 310円
〈12号〉
〈36mm〉............340円
〈15号〉
〈42mm〉............400円
〈20号〉
〈55mm〉............570円

紅型用すり込刷毛

【原材料】鹿毛

細い良質の毛を使用して、柔らか
く弾力性に優れた厚みのある刷毛
です。紅型染めや細かい模様の刷
り込み染色に最適です。
〈0.5号〉
〈1.5mm〉.........360円
〈1.0号〉
〈3.0mm〉.........400円
〈1.5号〉
〈4.5mm〉.........450円
〈2.0号〉
〈6.0mm〉.........500円
〈2.5号〉
〈7.5mm〉.........530円
〈3.0号〉
〈 9.0mm〉........680円
〈4.0号〉
〈12.0mm〉.......760円
〈5.0号〉
〈15.0mm〉...... 940円
〈6.0号〉
〈18.0mm〉.. 1,300円

すり込平刷毛

【原材料】馬毛

腰の強い平刷毛です。色挿しに使
用します。
〈1.0号〉
〈3.0mm〉.........450円
〈2.0号〉
〈6.0mm〉.........500円
〈3.0号〉
〈9.0mm〉.........590円
〈4.0号〉
〈12.0mm〉.......680円
〈5.0号〉
〈15.0mm〉.......780円
〈6.0号〉
〈18.0mm〉.......960円
〈8.0号〉
〈24.0mm〉... 1,350円
〈10.0号〉
〈30.0mm〉. 1,600円
〈12.0号〉
〈36.0mm〉. 1,900円

馬毛すり込刷毛

【原材料】馬毛・鹿毛

厚みのある刷毛で、柔らかく弾力
性があります。ステンシルや紅型
染めの刷り込み染色やぼかし染め
に使用します。
〈0.5号〉
〈1.5mm〉.........320円
〈1.0号〉
〈3.0mm〉.........330円
〈1.5号〉
〈4.5mm〉.........360円
〈2.0号〉
〈6.0mm〉.........400円
〈2.5号〉
〈7.5mm〉.........440円
〈3.0号〉
〈9.0mm〉.........540円
〈4.0号〉
〈12.0mm〉.......640円
〈5.0号〉
〈15.0 mm〉......770円
〈6.0号〉
〈18.0mm〉.......980円
〈8.0号〉
〈24.0mm〉... 1,350円
〈10.0号〉
〈30.0mm〉. 1,700円
〈12.0号〉
〈36.0mm〉. 2,000円
〈15.0号〉
〈45.0mm〉. 3,600円
〈20.0号〉
〈60.0mm〉. 4,600円
〈25.0号〉
〈75.0mm〉. 7,000円

すり込刷毛（片羽）

【原材料】馬毛

腰の強い刷毛です。色挿し、ぼかし
染めに使用します。
〈1.0号〉
〈3.0mm〉.........450円
〈2.0号〉
〈6.0mm〉.........500円
〈3.0号〉
〈9.0mm〉.........590円
〈4.0号〉
〈12.0mm〉.......680円
〈5.0号〉
〈15.0mm〉.......780円
〈6.0号〉
〈18.0mm〉.......960円
〈8.0号〉
〈24.0mm〉... 1,350円
〈10.0号〉
〈30.0mm〉. 1,600円
〈12.0号〉
〈36.0mm〉. 1,900円

刷毛／筆

筆

brush

ナイロン刷毛

【原材料】ナイロン

アルカリなどの薬品に強い刷毛で
す。
Ｒカラー染色のアルカリフィッ
クス液や藍染めに使用します。
〈50mm〉.......................700円
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カシュー刷毛

【原材料】羊毛

カシュー塗り専用の柔らかい刷毛です。
〈15号〉
〈42mm〉............760円
〈20号〉
〈55mm〉............900円

ファブリエ面相筆

【原材料】ナイロン

ファブリエに適した弾力のあるナイ
ロン筆で、
フリーハンドに使います。

......................................320円

ファブリエステンシル筆
【原材料】豚毛

先が平で、硬い毛を使用している
ので、
ステンシルに最適な筆です。
〈2本入り〉.......................440円

筆

初心者用ロー筆

【原材料】羊毛・鹿毛

一般用ロー筆

【原材料】羊毛・鹿毛

初心者向きのろう筆です。太い線
や面を描くのに適しています。

一般向けのろう筆です。太い線や
面を描くのに適しています。

〈小〉...............................360円
〈中〉...............................380円
〈大〉.............................. 440円

〈4号〉.............................490円
〈6号〉.............................540円
〈8号〉.............................620円
〈10号〉..........................720円
〈12号〉..........................870円
〈14号〉...................... 1,080円

特選ロ一筆

極品ロ一筆

【原材料】羊毛・鹿毛毛

【原材料】羊毛

穂の先が整っていて使いやすく、
細い線描きに適しています。
〈小々〉........................... 850円
〈小〉............................... 920円
〈中〉............................1,000円
〈大〉............................1,300円

厳選した羊毛のみを使用し、柔らか
くろうの含みのいい使いやすい筆で
す。細い線描きにも適しています。
〈4号〉............................ 900円
〈6号〉.........................1,000円
〈8号〉.........................1,100円
〈10号〉.......................1,400円
〈12号〉.......................1,600円
〈14号〉.......................1,700円

新しいロー筆を使うときの注意
穂先の整ったろう筆は、
毛をさばくか水洗後よく乾かしてから使用してください。
新しい筆を高温のろうにつけると、
ちりちりにカールして使用できなくなります。
新しいろう筆は、
使用済みの古いろう筆で少しずつ溶けたろうを塗り、新しい毛がろうに馴染んでからご使用ください。

誠和彩色筆

【原材料】馬毛

柔らかいタッチです。色挿しに使用
します。
〈小〉...............................320円
〈中〉...............................360円
〈大〉...............................420円

腰があり、美しい線を描けます。花
鳥、動物、植物などを描くのに使用
します。
〈小〉........................... 1,200円
〈中〉........................... 1,400円
〈大〉........................... 1,600円

毛が柔らかく、染料の通りがよい、
色挿しに適した筆です。
〈小々〉...........................350円
〈小〉...............................740円
〈中〉...............................780円
〈大〉...............................950円

白毛岸派彩色筆

【原材料】黒狸・羊毛・鹿毛

輪郭や図柄の線描きに最適です。
面相筆よりも少し太く描けます。
〈小〉........................... 2,000円
〈中〉........................... 2,300円
〈大〉........................... 2,600円

別品彩色筆

【原材料】
イタチ・黒狸・羊毛・鹿毛

柔らかく弾性があり染料の含み、
通りに優れています。細かい部分
の色挿しに最適で線描きにも使用
します。
〈小々 〉...................... 1,100円
〈小〉........................... 1,250円
〈中〉........................... 1,300円
〈大〉........................... 1,400円
〈大々〉....................... 1,500円
〈極大〉....................... 1,850円

如水彩色筆

極品夏毛彩色筆

【原材料】馬毛・鹿毛

腰があり、色挿しに最適です。
〈小〉...............................820円
〈中〉...............................900円
〈大〉........................... 1,000円
〈大々〉....................... 1,300円

極品長流彩色筆

【原材料】羊毛

【原材料】狸・羊毛・鹿毛

柔らかく染料の含みのよい筆で
す。線描きだけでなく全体の彩色
も使用します。

適度な腰があり穂先の戻りがよい
筆です。染料の含みがよく線描き
と面の彩色お使いください。

〈小〉........................... 2,900円
〈中〉........................... 3,600円
〈大〉........................... 4,200円

〈小〉........................... 2,300円
〈中〉........................... 2,700円
〈大〉.......................... 3,200円

刷毛／筆

円山派彩色筆

【原材料】黒狸・羊毛・鹿毛・馬毛

特製彩色筆

【原材料】羊毛・鹿毛・馬毛

brush

ナイロン彩色筆

【原材料】ナイロン

狸面相筆

【原材料】狸

菊花面相筆

白狸面相筆

【原材料】
イタチ・狸

【原材料】狸

薬品に強く、ペイントテックスなど
樹脂顔料やアイロンカラーに使用
します。

細い線を描くのに使用します。菊
花面相筆に比べ、少し腰が弱い筆
です。

しっかりした腰のある筆で、ほどよ
い柔らかさと弾力で細線がきれい
に描けます。

〈6号〉.............................380円
〈8号〉.............................460円
〈10号〉..........................580円

〈小〉...............................280円
〈大〉...............................320円

〈小〉...............................580円
〈中〉...............................620円
〈大〉...............................700円

柔らかいタッチで、ハネやトメ、ハラ
イなどきれいな線描きができます。
〈小〉...............................800円
〈中〉...............................900円
〈大〉........................... 1,000円

写真は縮尺の関係で実際の大きさとは異なります。 参考程度としてください
※価格には消費税額は含まれていません。※写真、色見本などは印刷のため実際の色とは異なります。
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筆

極品清玩面相筆

【原材料】
イタチ

イタチ長峰

【原材料】
イタチ

イタチ金線毛書

【原材料】
イタチ

ナイロン面相筆

【原材料】ナイロン

面相筆の中では、穂が短く腰の強
い筆です。穂先がよくきくので細
線描きに向いています。

穂が長くまた腰のある筆です。特
に細かい図案に適しています。

穂の長さが調節できます。人物の
毛のような細い線が描けます。

薬品に強く、ペイントテックスのよ
うな樹脂顔料やアイロンカラーに
適しています。

〈小々〉...........................550円
〈小〉...............................750円
〈中〉...............................800円
〈大〉........................... 1,200円

........................................ 1,330円

〈小〉...............................650円
〈大〉...............................850円

〈小〉...............................300円
〈中〉...............................330円
〈大〉...............................350円

削用筆

【原材料】
イタチ・羊毛・鹿毛

染料などの含みがよく、輪郭線や
図柄全体の長い線を描くときや、
色挿しに使用します。
〈小〉.......................... 1,700円
〈中〉........................... 1,900円
〈大〉........................... 2,100円

夏毛骨書筆

【原材料】黒狸・馬毛・羊毛・鹿毛

下絵線描き用です。図柄全体を描
くのに適しています。切れ味がよ
くすっきりとした線になります。

刷毛／筆

......................................750円

極品削用筆

【原材料】
イタチ・羊毛・鹿毛

特に毛質のよい削用筆です。長い
線や色挿しに最適です。
〈小〉........................... 1,600円
〈大〉........................... 2,200円

鹿骨書筆

【原材料】
イタチ

柔らかいが弾性に富んでいます。
線描きから色挿しまで幅広く使用
します。
〈小〉........................... 2,050円
〈大 〉.......................... 2,360円

隈取り筆

【原材料】馬毛・鹿毛

弾力性の強い含みのよい筆です。
ぼかし筆ともいい、水を含ませて
ぼかすのに使用します。
〈小〉...............................360円
〈大〉...............................430円

ボカシ筆

【原材料】鹿毛

すべりがよく弾性のある刷毛で、染料
の含みがよく使いやすい刷毛です。
〈5号〉.............................630円
〈6号〉.............................760円
〈8号〉......................... 1,400円
〈10号〉...................... 1,700円
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デザイン刷毛
【原材料】羊毛

すべりがよくなめらかな 筆 感 で
す。弾性があり染料の含みもよく
広い面塗りにご使用ください。
〈15号〉...................... 1,500円
〈20号〉..................... 1,850円

※号数の巾は馬毛すり込み刷毛
に準じます

厳選した毛を使用した腰の強い筆
です。彩色筆でおいた染料を、水を
含ませてぼかすのに使用します。
〈小〉........................... 1,600円
〈中〉........................... 1,800円
〈大〉........................... 2,000円
〈大々〉....................... 2,300円

タタキ筆

【原材料】鹿毛

やや硬めの筆で、かすれを出した
りぼかしに使用します。

ぼかしやかすれを出すのに使用し
ます。かたい筆なので特に強くす
り込む事もできます。

〈小 No.1〉.....................330円
〈中 No.2〉.....................380円
〈大 No.3〉.....................520円

......................................780円

brush

デザイン平筆

【原材料】羊毛

極品隈取筆

【原材料】羊毛

山馬平筆

【原材料】鹿毛

硬い平筆で、染料やろうの独特の
かすれを出すのにご使用ください。
〈5号〉......................... 1,200円
〈6号〉......................... 1,300円
〈7号〉......................... 1,600円
〈8号〉......................... 1,900円
〈10号〉...................... 2,500円
〈12号〉...................... 3,200円
〈15号〉...................... 3,700円
〈20号〉...................... 4,900円

草木染め
藍で染めるカンタン絞り染め

スタジオタッククリエイティブ刊

1,900円

家庭で出来る藍染めのキットを利用して、初めての方でも手軽に出
来る絞り染めの技法をカラー写真でわかりやすく解説しています。

自然の色を染める 家庭でできる植物染
吉岡幸雄・福田伝士 監修／紫紅社刊

7,282円

カラー写真で、それぞれの植物の特徴から様々な染色方法、仕上げ
までを示した草木染めマニュアルの決定版です。

続・藍で染めるカンタン絞り染め

スタジオタッククリエイティブ刊

1,900円

「紺屋藍」を使った手軽に実践できる絞り染めの手順を解説していま
す。いずれも一般家庭にある道具だけで作れるので、後は染めたい
布地を用意するだけ。前作とは異なる11 種類の染めを楽しめます。
藍色一色に染めるときのポイントやクイックマスクの使い方も紹介
しています。

柿渋クラフト 柿渋染めの技法
寺田昌道 著／木魂社刊

2,856円

柿渋の文化や柿渋の科学的特性、家庭で出来る柿渋染めの技法など
を多数のイラストや写真を交えて解説しています。

柿渋クラフトをたのしむ 型染めと筒描き染め
寺田昌道 著／木魂社刊

2,200円

新装版 草木染 染料植物図鑑 1

基本の染料植物 120

これから柿渋をはじめる方の為に、柿渋染めの特徴と注意点、実際に
染色する場合の工程を写真を交えてわかりやすく解説しています。

新装版 草木染 染料植物図鑑 2 日本の身近な染料植物 120
新装版 草木染 染料植物図鑑 3

新しい染料植物の研究 113

山崎青樹 著／美術出版社刊

各 2,900円

草木染めの染色見本や染色方法、植物の特徴から染色の由来まで、詳しく解説している草木染め
に必須の参考書です。

藍染の絵本

山崎和樹 編・白芽ハヤト 絵／農文協刊

1,800円

藍染の歴史や藍の染まる仕組みや使い方など、藍に関する様々な情
報をイラストでやさしく紹介しています。

草木染の絵本

山崎和樹 編・川上和生絵／農文協刊

1,800円

草木染めの歴史や身近な植物を使った使い方をイラストでやさしく
紹介しています。

楽しんでナチュラル染色
松本道子 著／文化出版局刊

おうちで草木染め 身近な素材で楽しむ

箕輪直子 ・ 著日本余暇文化振興会監修 ・ 日本生涯学習協議会監修
パッチワーク通信社刊

952円

1,600円

花びら染めと煮染めを中心に、基本的な使い方えをマスターできる8
つのレッスンを紹介しています。キッチンにある道具と気軽に買える
材料で簡単にできる草木染めの入門書です。

草木染め大全

誰でもできる草木染めレッスン

2,800円

1,600円

箕輪直子 著／誠文堂新光社刊

書籍

輪ゴムや荷造りひもを使った絞り染め、蓮根スタンプのロウケツな
ど、主婦の発想で考え出したアイデア溢れる草木染めの本です。

箕輪直子 著／誠文堂新光社刊

染めるまえの下準備から使い方の基本までカラー写真で細かく解説
しています。その他様々な染めの技法、染色の材料、色見本帳、染色
例なども紹介したわかりやすい入門書です。

※価格には消費税額は含まれていません。※写真、色見本などは印刷のため実際の色とは異なります。
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book

染料植物270余種の染色の色見本と、煮初め、藍染め、花びら染めな
どの染色技法をまとめた草木染めの決定版です。色見本は、1つの植
物に付き素材（シルク、ウール、
コットンなど）
に、媒染剤3種を使用し
た、計12パターンで紹介しています。

草木染め
草木染ハンドブック ウール染めの植物図鑑
山崎和樹 著／文一総合出版刊

1,600円

日本の伝統的な染色法「草木染」。野山の草木から台所の野菜まで、
身近な素材100種の草木染を解説。よく使われる絹に加え、近年注目
の羊毛の染色見本を全種掲載。素材採集に役立つ情報も収録。

母と子のたのしい草木ぞめ1
1,330円

母と子のたのしい草木ぞめ2
1,243円

母と子のたのしい草木ぞめ3
1,243円

林泣童 著／さ・え・ら書房刊
身近な植物の使い方や身の回りの小物の作り方などをイラストを交えて小学生向けにわかりや
すくまとめた本です。

更紗染
インドの更紗手帖 世界で愛される美しいテキスタイルデザイン

更紗 美しいテキスタイルデザインとその染色技法

1,800円

3,200円

田中 敦子 編著／誠文堂新光社刊

現代に伝わるインドの木版更紗を中心に、
テキスタイル図案からそれ
らを使った服飾小物、
さらにインドの手仕事の風景まで、更紗の世界を
余すことなく取材。
テキスタイル、布好きなら見ているだけで楽しめる1冊として、
また、
こ
れまで知られてこなかった「更紗」
をわかりやすく解説した資料価値の
高い内容で構成しています。

ジャワ更紗の美とその技法
ウィ
・スー・チェン工房のバティックアート
ピテカントロプス 編／誠文堂新光社刊

3,800円

本書はバティック(インドネシア更紗)愛好家のあいだで垂涎の的とさ
れるバティック作家ウィ・スー・チュンとそのファミリーが作り出すバ
ティック作品の美の世界を、現地での緻密な密着取材をもとに、詳細
な解説と豊富な写真をふんだんに取り入れながら解りやすく紹介し
たバティック関連書籍の決定版である。

書籍
book
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田中 敦子 編著／誠文堂新光社刊

源流であるインド更紗をはじめ、シャム更紗、ペルシャ更紗、
ジャワ更
紗(バティック)、
ヨーロッパ更紗、和更紗といった世界の更紗の文様デ
ザインを余すことなく収録。これまであまり知られてこなかった、時
代背景や文化、歴史にまつわる解説が、著者ならではの視点で語ら
れています。さらに、現代インドに受け継がれている更紗技法から、
バティック、和更紗の技法もわかりやすく紹介し、デザイナーが活用
しやすい木版図案も多数収録。

絞り染めなど
日本伝統絞りの技

絞り染め大全

7,500円

7,500円

榊原あさ子 著／紫紅社刊

安藤 宏子／誠文堂新光社刊

様々な絞りの種類とその工程を具体的な写真や図でわかりやすくま
とめた絞り染めの決定版です。

本書は、日本の絞り染めをテーマに、杢目絞り、折り縫い絞り、日の出
絞りなど、様々な絞り染めの技法を紹介した技法書です。また、絞り
染めの歴史や、江戸〜昭和の全国各地の絞り染めの着物、藍染めに
ついてなど、絞り染めに関わる資料的な価値の高い情報も盛りだく
さん紹介している、
まさに決定版的な書籍といえます。

染色一般及び図案集

1

2

1 日本の文様図案
芸艸堂編集部刊

3

4

すぐに使える花の丸文様

4 日本の文様図案
芸艸堂編集部刊

1,600円

朝顔・紫陽花・菖蒲・南瓜など草花100点を精密な線描で円形の中に描いた図案集です。

日本の文様図案
芸艸堂編集部刊

すぐに使える幾何学文様

芸艸堂編集部刊

すぐに使える波水文様

1,600円

芸艸堂編集部刊

1,600円

すぐに使える松菊文様

日本柄の代表・松と菊の文様を280余点を収録した図案集です。

すぐに使える鳥文様

1,600円

鶴・鳳凰・孔雀から尾長、千鳥などの文様200点を収録した図案集です。

5 日本の文様図案
芸艸堂編集部刊

渦巻き・細波・大波・波頭・流れや水滴など波と水の文様300余点を収録した図案集です。

3 日本の文様図案

伝統的な松竹梅をから、草花・動物・石灯籠やおもちゃまで様々な文様120点を収録した図案集です。

日本の文様図案

鳳凰、鶴亀などの伝統文様から文字・農具・
・草花や動物まで様々な文様500点を収録した図案集です。

すぐに使えるきもの文様

1,600円

芸艸堂編集部刊

1,600円

2 日本の文様図案

5

すぐに使える型染めの文様

1,600円

菊・笹・絣・縞・水玉・波文様など小紋や長板中形等の染織に使われる型染の文様200点を収録した
図案集です。

日本の文様図案
芸艸堂編集部刊

すぐに使える草花文様

1,600円

桜・菊・紅葉・松竹梅・唐草などのよく使う草花文様300点を収録した図案集です。

書籍
book

※価格には消費税額は含まれていません。※写真、色見本などは印刷のため実際の色とは異なります。
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SEIWA Web Store OPEN!
SEIWAウェブストアをオープンしました。
ウェブストアでは、
どこよりも詳しく、
丁寧な説明と、
見やすい商品写真、
色
見本を掲載しております。
いつでも、
どこでもご購入ができ、
クレジットカード
でのご購入も可能。
お買上げ6,000円以上は送料無料です。
また、
SEIWAホームページでは最新の商品、新製品情報や各種講習
会、
ワークショップの情報なども掲載しております。
ぜひご覧ください。

・本カタログに記載の価格は、
すべて消費税額が含まれていません。
・掲載の写真、
色見本などは印刷のため、
実際の色と異なる場合があります。
・記載内容は2017年7月時点のものです。
・商品の内容、
形状、
価格は、
変更、
中止することがあります。
・本カタログの訂正、
商品の最新情報、
新製品情報は、
弊社ホームページをご覧ください。

SEIWA corporation
1-1-1, Shimo-ochiai, Shinjuku-ku, Tokyo 161-8552
Phone 03-3364-2112 Fax 03-3364-2115
SEIWA Web Store : http://seiwa-net.jp
1707G

