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品 番 商 品 名 　税込価格（税抜） ＪＡＮコード 発注数

 ＤＲ　ベスト定規ｌｉｇｈｔ \880（800) 4940288425514

230207-1

詳しくは　https://www.drapas.jp

※ 新商品・改廃情報などは、弊社ホームページにも更新されております。

受注／本社ＦＡＸ： ０３-３９１６-５５３２　　大阪ＦＡＸ： ０６-６４５９-７１９４

42-551

42-550  ＵＨＯＬＡＢＯ ベスト定規　 \1,430（1,300) 4571570490042

は、『ドラパス株式会社』の登録商標です。

販売店様名：

配信：2023年2月DRAPAS  DRAWING  INSTRUMENTS   SINCE1916

NEWS Ｖｏｌ.1

使い方

イメージﾞ動画

「製造の一部を就労サポート施設に

ご協力を頂いております。」

①のﾌｯｸ部分を回転軸にして

円を描く。

目盛０部分にあるﾌｯｸを固定し

描きたい円の半径分の数字部

① 書き出しがスムーズになるようにフックになっている

② ①のフックを回転軸として30度・45度の角度がついた

線が簡単にかける

③ ①フックの回転軸として、円が描ける。

※目盛り数字下の穴をつかう。2の下の穴で半径2ｃｍの円が描ける。

④ 製図用矢印が描ける（オリジナルのみ）

⑤ 定規の端にあるＡとＡで7ｍｍ幅、ＢとＢで10ｍｍ幅、ＣとＣで15ｍ

ｍ

幅の平行線が描ける（オリジナルのみ）

⑥ ハートマークが描ける（オリジナルのみ）

⑦ 直角になっているのでノギスの代わりになる。

⑧ 両手利き対応

10度 15度（lightのみ） 18度

25度 30度 45度 60度

それぞれの線がきれいに描ける分度器機能

上下両方に目盛があるので利き手に関係なく同じよ

うに 使う事が出来ます。

※ご使用には0.5ｍｍ線幅以下の製図用シャープを推奨しています。 ※出荷ロット 1本

初期ご購入特典 DRベスト定規light・UHOLABOベスト定規を各10本（合計20本）ご発注でDRベスト定規light 1本サービス

2023年3月31日ご発注分まで

『ドラパス ベスト定規light』 新発売
「いいね！」と思わず言っちゃう定規のキャッチコピーにて絶賛発売中のウホラボ社ベスト定規の一部機能を省略した

『ドラパス ベスト定規light』を発売いたします。

直線を描く（定規）・円を描く（コンパス）・角度線を描く（分度器）・幅を測る（ノギス）の機能が1本にまとまった機能

性の高い商品です。その使い方は、直線を描くだけでも①描きたいところにシャープペンを置く②ベスト定規にひっか

ける③描きたいところにベスト定規を移動させる④線を描く・・・言葉で表すとなんのこっちゃ？となりますが、下記ＱＲ

コードから使い方を確認してみてください、きっと「目からうろこ！」の使い方です。角度線も「足す・引く」を駆使すると

1度刻みでの角度線が・・・右脳・左脳に刺激を与えて頭が良くなっちゃうかも・・・

使い方次第であらゆることが出来る機能的な定規を是非ご活用ください！

発売：2月7日（火） 出荷開始

本体材質：ポリカーボネート

厚み： 0.8MM

本体材質：アクリル

厚み： 2.0MM



NO

1

2

3

4

　　　

4940288425613

230201-2

詳しくは　https://www.drapas.jp

※ 新商品・改廃情報などは、弊社ホームページにも更新されております。

受注／本社ＦＡＸ： ０３-３９１６-５５３２　　大阪ＦＡＸ： ０６-６４５９-７１９４

42-561

42-562  ＤＲ マンボウⅢ　Ｍサイズ　（半径約35ｃｍ） \8,580（7,800) 4940288425620

-  ＵＨＯＬＡＢＯマンボウⅢ　Ｌサイズ　　（半径約40ｃｍ）

　みんなで楽しいコトに挑戦したい、ウホウホ・ワクワクする研究所

\9,680（8,800) 4571570490097

-  ＵＨＯＬＡＢＯマンボウⅢ　ＬＬサイズ　（半径約45ｃｍ） \10,780（9,800) 4571570490103

品 番 商 品 名 税込価格（税抜） ＪＡＮコード 発注数

 ＤＲ マンボウⅢ　Ｓサイズ 　（半径約30ｃｍ） \7,480（6,800)

は、『ドラパス株式会社』の登録商標です。

販売店様名：

配信：2023年２月DRAPAS  DRAWING  INSTRUMENTS   SINCE1916

NEWS Ｖｏｌ.2

シリーズ

黒板・ホワイトボード板書用サポート用品「マンボウⅢ」新発売！

世の中なんでも「映える！」が求められる時代！先生の板書だって・・・

そんな先生達の「美しい曲線を描きたい！」「きれいな角度線を描きたい！」等の声を反映し数年前まで学校の先生

だった開発者（UHOLABO中村氏）が直線（定規）・曲線（コンパス）・角度線（分度器）の要素を1つにまとめた

「マンボウⅢ」を開発いたしました。従来の商品よりも小さく・持ち運びにも便利（Ａ4サイズケースにも格納可能 →

Ｓサイズ）、更に磁石付きなので使用が終了したら黒板やホワイトボードの角に貼り付けておくことも可能です。

学校や塾は勿論のこと会議室のホワイトボードにも・・・ありそうで無かった板書サポート用品です。

※出荷ロット 各サイズ共 1本から ※出荷開始 2023年2月17日（金） 定規本体；ＭＤＦ・磁石・塩化ビニル・PET・フッ素樹脂加工

ドラパス マンボウⅢ

「製造の一部を就労サポート施設に

ご協力を頂いております。」

使い方

イメージﾞ動画



　ホビー製作に最適な 小型超音波カッター　ローコストモデル！ 
　　　※ 通常替刃・固定金具・取説書なし  

NO

1

2

　　　

ＤＲ　超音波カッター　DRZO-30プラⅡ \42,130（38,300) 4940288589919

230201-3

詳しくは　https://www.drapas.jp

※ 新商品・改廃情報などは、弊社ホームページにも更新されております。

受注／本社ＦＡＸ： ０３-３９１６-５５３２　　大阪ＦＡＸ： ０６-６４５９-７１９４

58-991

品 番 商 品 名 税込価格（税抜） ＪＡＮコード 発注数

・超音波カッター　ZO-30プラⅡ・薄刃1枚

・ＤＲオリジナルダイヤモンドコート電着ヤスリ刃1枚・ステンレス直定規15ｃｍ

42-837 ＤＲオリジナルＤ30連続黒刃　10枚入　（ＮＴ-ＢＤ2000使用） \550（500) 4940288428379

セット内容

は、『ドラパス株式会社』の登録商標です。

販売店様名：

配信：2023年２月DRAPAS  DRAWING  INSTRUMENTS   SINCE1916

NEWS Ｖｏｌ.3

※出荷ロット 1台 ※出荷開始 2023年2月10日（金）

品名･型名：

公称発振周波数：

電源：

消費電力：

使用温度範囲：

外形寸法(本体)：

ﾊﾝﾄﾞﾋﾟｰｽ

ｹｰﾌﾞﾙ長：

質量：

付属品：

切断可能素材

ＤＲ オリジナル超音波カッターセット ＤＲＺＯ-３０プラⅡ

４０ＫＨｚ

ＡＣ１００Ｖ ５０/６０Ｈｚ

最大 ４０ＶＡ

１０～３５℃（ただし結露しないこと）

１７３×８９×７６ＭＭ（突起部除く）

１.６Ｍ(ストレート)

本体：約３６０g

ハンドピース：約１００g(ケーブル含む)

六角レンチ(ＰＲＯ２： １本)／薄刃×１枚

薄刃用固定具(ＺＨ１５×１個)

レジンキャスト・プラスチック・エポキシパテ・紙 ダンボール

化学繊維 布・モリパテ・光造形・シリコーン・カーボン 他

一言メモ！

本体付属の替刃は『デザインＤ刃３０度（0.38ＭＭ厚）』の刃を使用しております。

通常のカッターを使用した頻度で刃先の切れ味は悪くなりますので、早めに刃先の

交換を行う事できれいな仕上がりと作業時間の短縮に繋がります。

その際には当社の『オリジナルデザイン黒刃３０度』のご使用も可能ですので、

お近くの販売店様へご用命ください！

品名：DRｵﾘｼﾞﾅﾙｶｯﾀｰ 黒替刃

30度刃 10枚入

品番： 42-837

税込価格：550円(500)

※ 刃先を折ってご利用いただけます。

ドラパス 超音波カッター 『ＤＲＺＯ-30プラⅡ』 新発売！

『プラスチックがバターのように切れる！』のキャッチコピーで模型業界では好評発売中の

『エコーテック社超音波カッター』をドラパス仕様として発売を開始いたします。

弊社仕様には細部磨きに便利な「ドラパスオリジナル ダイヤモンドコーティング電着やすり刃」と

「ステンレス直尺15ｃｍ」を付属いたします。

体験された方はプラスチックにアクリルに・・・こんな風に刃が入るなんて！となること請け合いです。

力を入れずに硬い物が切れていくので女性にも安全です。是非、新感覚カッターご体験ください！
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有

15-752

15-753

品 番 商 品 名 税込価格（税抜） ＪＡＮコード 在庫残

4940288157514ＤＲ　　ステンレス直尺 15ｃｍ \440（400)

4940288157729

0

230207-4

詳しくは　https://www.drapas.jp

※ 新商品・改廃情報などは、弊社ホームページにも更新されております。

受注／本社ＦＡＸ： ０３-３９１６-５５３２　　大阪ＦＡＸ： ０６-６４５９-７１９４

15-751

ＤＲ　　ステンレス直尺 30ｃｍ

ＤＲ　　ステンレス直尺 60ｃｍ

\902（820)

\2,310（2,100) 4940288157538

0

15-754 ＤＲ　　ステンレス直尺 100ｃｍ \4,400（4,000) 4940288157545 有

は、『ドラパス株式会社』の登録商標です。

販売店様名：

配信：2023年２月DRAPAS  DRAWING  INSTRUMENTS   SINCE1916

NEWS Ｖｏｌ.4

重要！廃番に伴う一部商品供給停止のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、この度は下記商品の廃番供給停止が決定しましたのでご連絡させていただきます。

当該商品においては、数十年間もの間、弊社ステンレス直尺を生産納入していただいていた

生産業者様が廃業され、新しい業者様と生産・納入できるよう業者様と試作・打ち合わせを重

ねて参りました。しかしながら、あらゆる面において生産業者様と弊社の間で折り合うことが出

来なかったため、やむを得ず先述の判断をさせていただくこととなりました。

弊社ステンレス直尺をお取り扱いいただいていたお取引先様には誠にご迷惑をお掛けいたし

ますが、何卒、ご理解のほどお願い申し上げます。

尚、他社代替品については弊社担当営業までお問い合わせください。

今後、後継品（新規）の準備ができましたら再度ご案内させていただきます。

この度はご面倒、ご不便をおかけし誠に申し訳ございません。

敬具

※1・2 の15ｃｍ・30ｃｍの商品が即日の供給停止となっております。

※3・4 の60ｃｍ・100ｃｍについては新規商品に切り替わってないため、在庫限りでの出荷は可能です。



2023 総合カタログ価格改定・訂正のお知らせ
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2022/12/21   2023 価格改定一覧表 VOL.1 2022-12-21
2023/01/01   2023 価格改定一覧表 VOL.1 2023-01-01
2023/01/05   2023 価格改定一覧表 VOL.1 2023-01-05
2023/01/21   2023 価格改定一覧表 VOL.1 2023-01-21
2023/02/01   2023 価格改定一覧表 VOL.1 2023-02-01
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2023/04/01   2023 価格改定一覧表 VOL.1 2023-04-01
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2023/04 発行 2023 価格改定一覧 VOL.2 >>  
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2023/06/01   2023 価格改定一覧表 VOL.2 2023-06-01
2023/06/21   2023 価格改定一覧表 VOL.2 2023-06-21
2023/07/03   2023 価格改定一覧表 VOL.2 2023-07-03
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カタログご利用の手引き
この総合カタログで商品をお探しになるには、目次・品名別
索引をご利用ください。品番が分かる商品につきましては、
巻末の品番別索引をお使いいただきますと、より速くご希望
の商品をお探しいただけます。
ご用命の際には、弊社品番と品名でご発注ください。品番の
ない商品につきましては、メーカー名とメーカー型番あるい
は品名でご注文をお願いします。
なお、本文で品番の左側の黒色の○番号は、掲載されている
写真と商品欄の対応番号です。
価格の右端の青色の○番号は、弊社からの最低出荷単位です。
赤色の 印は本年度の新製品、青色の 印は新規掲載品です。
JANコードに関しても弊社製品につきましては全品を、仕入
商品に関しましてもJANコードのある商品には極力記載して
おります。
また、カタログの価格欄の欄外に★（160㎝以上）★（200㎝
以上）★（220㎝以上）印のある商品は、大変恐縮ですがお買い
上げ金額にかかわらず、送料のご負担をお願いしております。
なお、このカタログに掲載できなかった優れた商品が多数ご
ざいます。ご希望の商品が見当たらない場合でも、是非お問
い合わせいただけますようお願い申し上げます。
カタログ内容は年々変わっております。
予告ない仕様変更で、掲載の画像と異なる商品の出荷となっ
たり、突然の廃番で商品が供給できない場合がございますこ
とを予めご了承ください。最新の情報は、弊社のホームペー
ジを、ご覧くださいますよう、お願い申し上げます。

2023年１月

DRAPAS  DRAWING  INSTRUMENTS　SINCE  1916

カタログ発刊に際して
毎度格別な御愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
皆様方のご支援をもちまして、2023 DRAPAS総合カタロ
グを発刊する運びとなりました。ここに厚くお礼申し上げ
ます。

弊社は皆様方のご要望に沿って、常に時代に即応した商品
をお手元にお届けするべく、商品の向上と新製品の開発・
研究を重ねております。オリジナルの設計製図用品の他、
製図機械・デザイン用品・版下用品・画材・コミック用
品・模型材料・製図用紙・測量用品など幅広い商品の充実
と、付加価値の高い製品の提供を目指し努力しております。

また、商品の整理統合により掲載内容と、一部の商品番号
を大幅に変更しておりますのでご注意ください。

消費税について
この総合カタログ表示価格は、消費税が含まれています。（内税）
なお、（　）内の価格は、本体価格を表示しております。
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英式製図器…双頭両線引烏口… …………………… 36
英式製図器…単曲線引烏口… ……………………… 36
英式製図器…超硬烏口（SKS21号鋼）…………… 36
英式製図器…超硬烏口（コバルト鋼）……………… 36
英式製図器…直線引烏口…E2… …………………… 36
英式製図器…直線引烏口…角柄……………………… 35
英式製図器…直線引烏口…ハイスピード… ………… 36
英式製図器…突針… ………………………………… 36
英式製図器…点線引烏口… ………………………… 36
英式製図器…引針式スプリングコンパス…………… 35
英式製図器…引針式大コンパス… ………………… 35
英式製図器…引針式中コンパス… ………………… 35
英式製図器…太線引烏口… ………………………… 36
ＨＯＣ（油絵具・ホルベイン）……………166～168
ＨＧＣ（ガッシュ・ホルベイン）… ……………… 146
ＨＷＣ（透明水彩絵具・ホルベイン）…………… 142
ＨＢＰ（デザイン平筆・名村大成堂）…………… 160
ＡＬデザイン用筆（筆工房）……………………… 159
Ａ画ブック（サンフラワーペーパー・ミューズ）…… 190
ＡＣパレットナイフ（ホルベイン）… …………… 173
ＡＣペインティングナイフ（ホルベイン）… …… 173
液墨（開明）……………………………………… 180
エクステンダーチューブ（テクノスタイル）…… 261
エコメディアファイル（桜井）…………………… 208
絵コンテ用紙（アートカラー）…………………… 232
Ｓ・Ｍ・Ｌ・ＳＱシリーズ…クロッキーブック（マルマン)…… 193
絵墨（えずみ・墨運堂）… ……………………… 238
エスロン巻尺（セキスイ）… …………………… 271
エスロンメジャー（セキスイ）…………………… 272
絵手紙用…隈取筆（筆工房）……………… 158・180
絵手紙用…長峰（筆工房）………………… 158・180
絵手紙用ポストカード（マルマン）……………… 181
エトール（アルテ）… …………………………… 240
江戸小染はな（ファンシーペーパー・エンボス）…… 198
絵膠（えにかわ）… ……………………………… 178
ＮＴカッター替刃… ……………………………… 105
ＮＴカッター替刃（ドラパス・オリジナルパック）…… 105
ＮＴカッター各種… ……………………… 104・105
ＮＴラシャ（ファンシーペーパー・無地）… …… 197
ＮＴラシャボード（ミューズ）… ………………… 187
絵刷毛（Ｂ印・名村大成堂）… ………………… 160
ＦＣスケール（ＦＡＸ/ＣＯＰＹスケール・ドラパス）…… 59
エフ水彩（ぺんてる）… ………………………… 144

エボニーペンシル（プリズマカラー）…………… 132
Ｍ画用紙ボード（ミューズ）……………………… 186
ＭＢＭ木炭紙（ミューズ）………………………… 195
ＬＥＤデスクライト…………………………………… 40
ＬＥＤ透写台（大平産業）…………………………… 41
ＬＥＤトレース台…調光式（マービー）…………… 233
ＬＥＤトレース台…調光プラス（バンコ）… ……… 233
LEDレジン液…ＮＥＷアクア（光栄堂）… ……… 226
ＬＫカラーＮ-ＦＳ（ファンシーペーパー・光沢）…… 201
エンジニアクロス（タジマ巻尺）………………… 271
エンジニヤスーパー（タジマ巻尺）… ………… 271
鉛筆削り（ステッドラー）…………………………… 87
鉛筆削り（ダーレー）… …………………………… 87
鉛筆削り（ファーバーカステル）…………………… 87
鉛筆（製図用・ステッドラー）……………… 89・134
鉛筆（製図用・トンボ鉛筆）… …………………… 88
鉛筆（製図用・ファーバーカステル）……… 89・134
鉛筆（製図用・三菱鉛筆）… ……………… 88・134
鉛筆部（コンパス部品・ドラパス）………………… 28

オ
オイルカラーブラシ（名村大成堂）… ………… 175
オイルストン（ドラパス）…………………………… 86
応援うちわ（ミューズ）………………………… 248
ＯＫカイゼル（ファンシーペーパー・模様）… … 200
ＯＫサンド（ファンシーペーパー・模様）… …… 200
オードラゾル（開明）… …………………………… 86
オーブン陶土（新日本造形）… ………………… 222
オープンフレーム（アートプリントジャパン)…… 252
オール・イン・ワン製図器（ドラパス）…………… 22
オールセット（学生用・ドラパス)… ……………… 23
おこめのクレヨンStandard（mizuiro）……… 131
オストップ（ヤマヨ）……………………………… 272
お試しペンセット（デリーター）………………… 236
オドレス筆洗液（ホルベイン）…………………… 169
オパール（ファンシーペーパー・模様）………… 200
オフメタル（ファンシーペーパー・光沢）……… 201
オフメタルＬＰ…ヘアーライン（ファンシーペーパー・光沢）…… 201
オペーク（開明）… ………………………………… 86
オペークホワイト（Ｔｏｏ）………………………… 243
オポジットスケール（ドラパス）…………………… 58
オムニクローム色鉛筆（ステッドラー）………… 123
おもしろザクザクナイフ（ドラパス）……… 11・102
おもしろザクザクナイフ…ディスプレイセット（ドラパス）…… 283
おもしろスケール（ドラパス）……………… 10・102
おもしろスケール…ディスプレイセット（ドラパス）…… 283
おもしろパンタくん（ドラパス・拡大/縮小器）…… 12・102
おやさいクレヨンStandard（mizuiro）……… 131
オリジナル（硬質芯水彩色鉛筆・スタビロ）…… 127
オリジナル製図器セット（ドラパス）… …………… 22
オリジナルボトル（アートカラー）……………… 140
折尺（シンワ測定）… …………………………… 274
オリーブシリーズ…スケッチブック（マルマン)…… 192
オレフィン…カッティングマット（ドラパス）…… 109・219・239
温湿度計………………………………………… 276
温度計…………………………………… 275・276

カ
カーブオテロ（パステル色鉛筆・スタビロ）…… 127
海綿（天然海綿・ホルベイン）… ……………… 163
替柄（コンパス部品・ドラパス）…………………… 29
学生用製図器（ドラパス）… ……………………… 23
カクテルクレヨン（ベステック）………………… 131
数取器（京北計器）……………………………… 275
画仙紙（書道用）………………………………… 184
画仙はがき（谷口松雄堂）……………………… 181
型取くん（武藤商事）… ………………………… 220
学校用スケッチブックシリーズ（ミューズ）… … 190
ガッシュ（ニッカー）……………………………… 146
ガッシュ（ホルベイン）…………………………… 146
カッターナイフ（ＮＴ）…………………… 104・105
カッターナイフ（オルファ）……………………… 105
カッターナイフ（コミック用）…………………… 239
カッターナイフ（ムラテックＫＤＳ）……………… 105
カッターナイフ（模型工作用・ＮＴ）… ………… 220
カッターマット（オルファ）… …………………… 109
カッティングスケール（ゴムすべり止め付・ＩＬＳ)…… 107
カッティングマット（ドラパス）…… 109・219・239
カッティング用アクリル板（ＩＬＳ）… …………… 108
カッティング三角定規（5mm方眼入・ドラパス）……50・107
カッティングシート（中川ケミカル）… ………… 250
カッティング…スーパースケール（ヤマヨ）……… 106
カッティングマット（バンコ）… ………………… 109
カッティング用方眼直定規（ステッドラー）…… 56・107
かどまる３（サンスター）………………………… 240
カネダイン（鐘工業）… ………………………… 212
カネライトフォーム・クリーム（光栄堂）… …… 211
カネライトフォーム…ブロック（光栄堂）………… 211
画用液（クサカベ）… …………………………… 172
画用液（ホルベイン）… ………………… 168・169
カラーエンビ板（光栄堂）… …………………… 215



品名別索引 5
コンパス針（補充用）… …………………………… 30
コンプシート（レター）…………………………… 115
コンベックスルール各種………………………… 272

サ
サークルカッター（ドラパス・回転円切りカッター）……14・80・103
サークルカッター（コンパス部品・ドラパス）… … 29
サークル定規（ドラパス・回転円定規）……14・80・103
彩（水彩毛筆・あかしや）… …………………… 179
細工棒（パジコ）… ……………………………… 221
彩色（名村大成堂）……………………………… 160
彩色筆（筆工房）………………………………… 158
彩色筆…普及用（筆工房）………………………… 158
再生色画用紙（ファンシーペーパー・無地）…… 197
再生ペット定規（ＩＬＳ）……………………………… 56
サジペン（日光・タチカワ）…………………… 234
ザ・スケッチ（ミューズ）………………………… 191
擦筆（名村大成堂）……………………………… 135
サッピツ（ホルベイン）…………………………… 135
サンエックススチロン（ヤマヨ）………………… 270
サンエックスミリオン（ヤマヨ）………………… 270
三角回転スケール（アルミ製・シンワ）…………… 59
三角定規（15°赤線入）… ………………………… 49
三角定規（井上式）………………………………… 50
三角定規（インクエッジ・目盛付）………………… 49
三角定規（雲形抜き）……………………………… 49
三角定規（縮尺目盛付）…………………………… 50
三角定規（ステッドラー）…………………………… 50
三角定規（タクト）… ……………………………… 49
三角定規（ドラパス）… …………………… 48～50
三角定規（方眼）…………………………………… 49
三角定規（溝付）…………………………………… 49
三角定規（目盛付）………………………………… 48
三角定規（目盛なし）… …………………………… 48
三角定規（面取）…………………………………… 48
三角定規（面取目盛付）…………………………… 48
三角定規型テンプレート（バンコ）………………… 79
三角定規…ディスプレイセット（ドラパス）……… 282
三角定規用保護ケース（ドラパス）… …………… 51
三角スケール（アルミ製・ステッドラー）………… 59
三角スケール（一般用）…………………………… 58
三角スケール（建築士用）………………………… 58
三角スケール（土地家屋調査士用）……………… 58
三角スケール（ニュータイプ）… ………………… 58
三角スケールスリム（ステッドラー）……………… 59
三原色カラー（水彩絵具・ターナー）… ……… 142
三原色カラー（耐水性絵具・ターナー）… …… 151
三重筆洗（サクラ）… …………………………… 156
三千本膠（さんぜんほんにかわ）… …………… 178
サンドアートパウダー（光栄堂）………………… 226
サンドアートデザインボード（光栄堂）………… 226
サンドパウダー（光栄堂）… …………………… 214
サンフラワーペーパー (画学紙)………………… 195

シ
ＣＮクリスタル（名村大成堂）…………………… 161
シープスキン（ファンシーペーパー・模様）…… 200
Ｇペン（日光・タチカワ・ゼブラ）……………… 234
シールはがし（福岡工業）… …………………… 112
ジェッソ（クサカベ）……………………………… 172
シガスケール（ドラパス）…………………………… 58
色紙（谷口松雄堂）……………………………… 181
色紙パック（ミューズ）…………………………… 241
字消し（ステッドラー）……………………………… 85
字消板（コミック用・ドラパス）………………… 240
字消板（ステッドラー）……………………………… 82
字消板（ドラパス）… ……………………………… 82
字消板（バンコ）… ………………………………… 82
自在曲線定規（ステッドラー）……………………… 53
自在曲線定規（ドラパス）… ……………………… 53
自在勾配定規（ドラパス）… ……………………… 51
下敷（書道用）…………………………………… 184
シックネスゲージ（デジタルタイプ）…………… 273
室内用筆洗（文房堂）…………………………… 169
地塗り刷毛（名村大成堂）… …………………… 175
縞見ニュームルーペ……………………………… 114
シムロン巻尺（タジマ）… ……………………… 271
シャープ芯（製図用・ステッドラー）… …………… 94
シャープ芯（製図用・ドラパス）……………… 30・94
シャープ芯（製図用・ファーバーカステル）……… 94
シャープ芯（製図用・ぺんてる）…………………… 94
シャープ芯（製図用・三菱鉛筆）… ……………… 94
シャープ芯（製図用・ロットリング）… …………… 94
シャープペンシル（製図用・ステッドラー）… …… 92
シャープペンシル（製図用・ドラパス）……… 30・91
シャープペンシル（製図用・パイロット）… ……… 91
シャープペンシル（製図用・ファーバーカステル）…… 93
シャープペンシル（製図用・ぺんてる）…………… 91
シャープペンシル（製図用・三菱鉛筆）…………… 91
シャープペンシル（製図用・ロットリング）… …… 93
写経用紙………………………………………… 184

クリームマット（台紙）…………………………… 197
クリエイティブカラー（アサヒペン）…………… 155
クリスタルＣＮ（名村大成堂）…………………… 161
グリップ2001鉛筆（ファーバーカステル）……… 89
グリップクレヨン（ファーバーカステル）… …… 131
クリップコンパス（梅本デザイン）………………… 33
グルーブトリプルワン水彩色鉛筆（リラ）……… 126
グレー台紙（台紙）… …………………………… 197
クレパス（サクラクレパス）……………………… 130
くれよん（ぺんてる）… ………………………… 130
クレヨンホルダー（リラ）………………………… 133
クロッキーパッド（マルマン）…………………… 193
クロッキーブック（ミューズ）…………………… 190
クロマティコＡ-ＦＳ（ファンシーペーパー・半透明）…… 202

ケ
ＫＭＫケント（製図用紙)………………………… 196
ＫＭＫケントボード（ミューズ）… ……………… 186
蛍光うちわ（応援うちわ・ミューズ）…………… 248
蛍光ペン（テキストサーファー・ステッドラー）… 100
ケーキカラー（固形水彩絵具・ホルベイン）… 145
消しごむ（開明）… ………………………………… 85
消しゴム（エスト・コミック用・アイシー）……… 240
消しゴム（ステッドラー）…………………………… 85
消しゴム（ドラパス）………………………… 84・240
消しゴム（トンボ鉛筆）……………………………… 84
消しゴム（ぺんてる）… …………………………… 84
消しゴム（ロットリング）…………………………… 85
建築方眼（桜井）………………………………… 204
建築用間取図（SAKAEテクニカルペーパー）…… 207
ケント紙（桜井）… ……………………………… 205
ケント紙（ドラパス）……………………………… 205
ケントブロック（ミューズ）……………………… 191

コ
航海用三角定規（井上式）………………………… 50
工作丸棒（川合木工所）………………………… 218
工作用紙（ゴークラ）… ………………………… 203
硬質色鉛筆…7700（三菱鉛筆）………………… 121
工事用黒板（大平産業）………………………… 277
勾配三角定規（ステッドラー）……………………… 51
勾配定規…………………………………………… 51
ゴールデンボード（模型台紙)… ……………… 197
ゴールドファーバーアクア色鉛筆（ファーバーカステル）…… 124
ゴールドファーバー色鉛筆（ファーバーカステル）…… 124
固形水彩絵具（ヴァンゴッホ）…………………… 145
固形水彩絵具（ホルベイン）… ………………… 145
固形水彩絵具（ファーバーカステル）… ……… 145
こざと（ファンシーペーパー・模様）…………… 200
五重皿（セトリカ）……………………………… 156
コットマン…スケッチブック（Ｗ＆Ｎ）… ………… 193
コノエダブル（コノエ）…………………………… 277
コノエネイル（コノエ）… ……………………… 277
コピックインク（Ｔｏｏ）…………………………… 243
コピックウォレット（Ｔｏｏ）… …………………… 243
コピック…エアブラッシングセット（Ｔｏｏ）… …… 140
コピック…画箋筆（Ｔｏｏ）… ……………………… 245
コピック…カラーチャート（Ｔｏｏ）………………… 244
コピック…クラシック（Ｔｏｏ）……………………… 243
コピック…クラシック…オプショナルニブ（Ｔｏｏ）…… 243
コピック…スケッチ（Ｔｏｏ）………………………… 243
コピック…スケッチブック（Ｔｏｏ）………………… 241
コピック…チャオ（Ｔｏｏ）… ……………………… 243
コピック…マルチライナー（Ｔｏｏ）… …………… 245
コピック…マルチライナーＳＰ（Ｔｏｏ）…………… 245
胡紛（ごふん）… ………………………………… 178
五枚羽スケール（ドラパス）… …………………… 55
コミケシ（シード）………………………………… 240
コミックイラストキット（アイシー）……………… 231
コミックケントブック（ミューズ）… …………… 241
コミックケントボード（ミューズ）… …… 186・241
コミックスティック（マクソン）… ……………… 238
コミックペン（タチカワ・日光）………………… 235
コミックペン（マクソン）………………………… 237
コミックマスク（福岡工業）……………… 113・139
コミック用インク各種… ………………… 237・238
コミック用雲形定規（ドラパス）………………… 239
コミックシャープ＆替芯セット（ベステック）…… 236
コミック用修正液………………………………… 238
コミック用ふきだしテンプレート（マービー）…… 240
コミック用ブルーペンシリーズ（ベステック）…… 236
コミっくる…ガール・ボーイ（アイシー）………… 231
ゴムハンセット（道刃物）………………………… 226
ゴムハン彫刻刀（道刃物）… …………………… 226
コルクシート（光栄堂）… ……………………… 211
コルクパウダー（光栄堂）… …………………… 214
コルクフレーム（アートプリントジャパン)……… 255
コンクリートボールペン（ステッドラー）… ……… 96
コンパスオイル（ドラパス）………………………… 86
コンパスシャープ（コンパス部品・ドラパス）… … 29
コンパス芯（ドラパス）……………………………… 30

カラーグリップ色鉛筆（ファーバーカステル）…… 124
カラーケント（ファンシーペーパー・無地）…… 197
カラー工作用紙（ゴークラ）… ………………… 203
カラー三角スケール（ドラパス）…………………… 59
カラースプレー（アサヒペン）………………… 155
カラーセロファン………………………………… 215
カラーペン（ステッドラー）……… 100・136・137
カラーレスブレンダー（Ｔｏｏ）…………………… 243
烏口（コンパス部品・ドラパス）…………………… 29
ガラス棒（溝引用・ドラパス）……………………… 57
カラト…アクェレル水彩色鉛筆（ステッドラー）…… 122
カランダッシュ…スプラカラーソフト……………… 125
カランダッシュ…ネオカラーⅠ……………………… 128
カランダッシュ…ネオカラーⅡ… ………………… 128
カランダッシュ…ネオパステル… ………………… 129
カランダッシュ…パステルペンシル… …………… 125
カランダッシュ…パブロ…………………………… 125
カランダッシュ…ファンカラー… ………………… 125
カランダッシュ…プリズマロ… …………………… 125
カリスマ…カラーペンシル（油性色鉛筆・サンフォード）…… 126
かるい油ねんど（パジコ）… …………………… 221
かるがる（かるいかみねんど・パジコ）………… 221
カルトン（ホルベイン）………………………… 265
カルトン（マルマン）… ………………………… 265
カルトン（ミューズ）……………………………… 265
カルトンバッグ（文房堂）………………………… 266
カレーパステルNCT（ヌーベル）… …………… 130
顔彩（吉祥）……………………………………… 178
乾湿計…………………………………………… 275
関数電卓（カシオ計算器）… …………………… 280
関数電卓（シャープ）… ………………………… 280
カンパネ（ミューズ）… ………………………… 255

キ
キーコンベ（タジマ）… ………………………… 272
菊皿（セトリカ）………………………………… 156
黄ボール（台紙）………………………………… 197
キャムロンプラタ（アルテージュ）……………… 163
キャムロンプロ（アルテージュ）………………… 163
キャリーバッグ（ドラパス）………………………… 44
キャンソンケントボード（ミューズ）… ………… 186
キャンソンボード（ミューズ）…………………… 186
キャンソン…ミ･タント（ファンシーペーパー・エンボス）…… 198
キャンソン木炭紙（ミューズ）…………………… 195
キャンバスクリップ（文房堂）…………………… 176
キャンバスタックス（ホルベイン）……………… 176
キャンバスバッグ（文房堂）……………………… 266
キャンバス張器…………………………………… 176
キャンバスペーパー（画学紙)… ……………… 195
キャンバスボード（オリオン）…………………… 176
9000番鉛筆（ファーバーカステル）… … 89・134
9000番ジャンボ鉛筆（ファーバーカステル）…… 89
9000番パーフェクトペンシル（ファーバーカステル）…… 89
キュリアスＩＲ（ファンシーペーパー・無地）…… 198
教授用品（教師用アクリル製定規）… …………… 46
教授用品（教師用木製定規）……………………… 46
キラリッチ（ミューズ）…………………………… 248
キラリッチミニ（ミューズ）……………………… 249
木枠（桐材・クレサンジャパン）………………… 176
木枠（杉材・マルオカ）… ……………………… 176
金紙（つや付・ファンシーペーパー・光沢）…… 201
銀紙（つや付・ファンシーペーパー・光沢）…… 201
金銀大礼紙（ファンシーペーパー・その他）…… 202
金属板（模型用・光栄堂）… …………………… 216
金属棒（溝引用・ドラパス）……………………… 57
金大礼紙（ファンシーペーパー・その他）……… 202
金墨汁（開明）…………………………………… 182
銀墨汁（開明）…………………………………… 182

ク
クーピーペンシル（サクラクレパス）…………… 121
釘抜（キャンバス用・ホルベイン）……………… 176
隈取（名村大成堂）……………………………… 160
隈取筆（筆工房）………………………………… 158
雲形定規（ステッドラー）…………………………… 52
雲形定規（タクト）… ……………………………… 52
雲形定規（ドラパス）… …………………………… 52
グラシン（一般紙・包装用)… ………………… 196
グラファイト鉛筆（ファーバーカステル）… …… 133
グラファイトクレヨン（リラ）… ………………… 133
グラフィックス（クサカベ）……………………… 164
クラフト紙（一般紙・包装用)…………………… 196
クラフトペーパーデュプレＮ（ファンシーペーパー・無地)…… 198
グランツカッター（オリオン）…………………… 219
グランドマット（光栄堂）………………………… 215
グランドローラー（ターレンス）………………… 173
CREATIVE…STUDIO…オイルパステル（ファーバーカステル）…… 128
CREATIVE…STUDIO…ソフトパステル（ファーバーカステル）…… 128
クリア細工棒（パジコ）… ……………………… 221
クリアパック（デリーター）……………………… 230
クリア筆洗（ミッキー）…………………………… 156



品名別索引6
製図用シャープペンシル（ドラパス）………… 30・91
製図用シャープペンシル（パイロット）…………… 91
製図用シャープペンシル（ファーバーカステル）… 93
製図用シャープペンシル（ぺんてる）……………… 91
製図用シャープペンシル（三菱鉛筆）… ………… 91
製図用シャープペンシル（ロットリング）… ……… 93
製図用芯ホルダー（ステッドラー）………………… 90
製図用テープ（ドラパス）… ……………………… 84
製図用羽根箒（ドラパス)… ……………………… 82
製図用羽根箒（コミック用・ドラパス）………… 240
製図用ブラシ（コミック用・ドラパス）… ……… 240
製図用ブラシ（ステッドラー）……………………… 82
製図用ブラシ（ドラパス）…………………………… 82
製図用文鎮（ドラパス）… ………………………… 82
製図用ホルダー（ステッドラー）…………………… 90
製図用ホルダー（三菱鉛筆）……………………… 90
製図用ホルダー（ロットリング）…………………… 90
製図用ホルダー芯（ステッドラー）………………… 90
製図用ホルダー芯（ファーバーカステル）………… 90
製図用ホルダー芯（三菱鉛筆）…………………… 90
製図用ホルダー芯（ロットリング）………………… 90
青墨（開明）……………………………………… 180
青墨（玄林堂）…………………………………… 180
精密スケール（ドラパス）… ……………………… 54
セキスイ巻尺……………………………………… 271
石筆（天神）……………………………………… 278
セクションカッタースケールN（ドラパス）…… 55・107
セクションクロッキー（マルマン）……………… 193
セクションペーパー（ゴークラ）………………… 203
石こう（焼石こう・新日本造形）………………… 220
石こう容器（新日本造形）… …………………… 220
接着剤…………………………………………… 220
接着シート（レター )… ………………………… 114
セフティベース（ムラテックＫＤＳ）……………… 109
セラミックチョーク（天神）……………………… 278
線数カウンター (レター）………………………… 116
線巾ゲージ（レター）… ………………………… 116
線描筆…湖風（筆工房）…………………………… 158

ソ
ぞうさん（グルーガン・バンコ）………………… 212
草造くん（光栄堂）… …………………………… 212
測量野帳………………………………………… 279
ソフトパステル（レンブラント）………………… 129
ゾルコート（開明）… ……………………………… 86
ソルベント（福岡工業）… ……………………… 112
ソルベント…ディスペンサー（福岡工業）… …… 112

タ
ダーマトグラフ…7600（三菱鉛筆）… ………… 121
耐水黒板（大平産業）…………………………… 277
耐水黒板用水溶性マーカー（サクラ）… ……… 278
耐水紙（SAKAEテクニカルペーパー）… …… 206
ダイヤルシックネスゲージ（ピーコック）… …… 273
太陽の雫（ＵＶ-ＬＥＤレジン・パジコ）… ……… 224
大礼紙（ファンシーペーパー・その他）………… 202
楕円定規セット（ドラパス)………………………… 64
多機能スケール（ドラパス）… …………… 10・102
卓上イーゼル（ドラパス）… ……………… 16・256
卓上イーゼル（ターレンス）… ………………… 259
タクト雲形定規……………………………………… 52
タクト三角定規（目盛なし）………………………… 49
タクト三角定規（目盛付）… ……………………… 49
竹製直定規………………………………………… 58
竹製直定規（製図用）……………………………… 58
竹製ものさし………………………………………… 58
竹ひご（銀鳥産業）… …………………………… 219
タジマ巻尺…… …………………………………… 271
たたみシート（光栄堂）… ……………………… 217
タッチⅡ（水彩紙)………………………………… 194
タッチⅡボード（ミューズ）… …………………… 187
タップ（アニメ用・アートカラー）……………… 232
タフミックリール（巻尺・ムラテックＫＤＳ）…… 271
ダブルクリップ（Ｗクリップ・マンモス）……… 265
Ｗ筆洗（ミッキー）… …………………………… 156
玉しき（ファンシーペーパー・模様）…………… 200
タマペン（ゼブラ）… …………………………… 234
タンクマスター（タチカワ・日光）……………… 235
短冊（谷口松雄堂）……………………………… 181
タント（ファンシーペーパー・エンボス）……… 198
タントセレクトＴＳ-１（ファンシーペーパー・エンボス）…… 199
断熱材カッター（林刃物）… …………………… 212

チ
チタンＧペンプロ（ゼブラ）……………………… 234
チャコペーパー…………………………………… 180
チャコールペンシル（ゼネラル）………………… 132
チョークホルダー（ウチダ）………………………… 87
中心器（コンパス部品）… ………………………… 29
チューブケース（ドラパス）……………………… 260

写植級数表（レター）… ………………… 115・116
写植割付スケール（ＧＥＫ）……………………… 116
ジャバラ筆洗（ニッカー）………………………… 156
ジャンボグリップクレヨン（ファーバーカステル）…… 131
ジャンボロール画用紙（ゴークラ）……………… 203
修正ペン…………………………………………… 238
縮尺目盛付三角定規（ドラパス）… ……………… 50
朱墨汁（開明）…………………………………… 182
樹木の幹（光栄堂）……………………………… 213
純白ロール（一般紙・包装用)… ……………… 197
情景職人（光栄堂）……………………………… 214
証券用インク（パイロット）………………………… 86
上質紙ロール（ゴークラ）… …………………… 203
書道筆…………………………………………… 183
シリコンねんど（エジソン販売)………………… 223
シルエット模型（光栄堂）………………………… 217
シルバーポートフォリオ（オリオン）… ………… 264
白い絵本（ミューズ）… ………………………… 188
白セル縁Ｔ型定規（ドラパス）……………………… 46
白ボール（台紙）………………………………… 197
新アトモス（ファンシーペーパー・模様）……… 201
新草木染（ファンシーペーパー・模様）………… 200
新草木染・ハーブ（ファンシーペーパー・模様）…… 200
芯研器（ステッドラー）……………………………… 87
芯研器（ドラパス）… ……………………………… 86
芯研器（ファーバーカステル）… ………………… 87
新だん紙（ファンシーペーパー・エンボス）…… 198
新鳥の子紙（ファンシーペーパー・無地）……… 198
新配色カード（日本色研事業）… ……………… 118
新バフン紙（ファンシーペーパー・無地）……… 197
人物模型（光栄堂）……………………………… 217
新ペン先（タチカワ）… ………………………… 235
新・星物語（ファンシーペーパー・模様）……… 201

ス
図案シリーズ…スケッチパッド（マルマン)……… 192
図案シリーズ…スケッチブック（マルマン)……… 192
水彩絵具（クサカベ）… ………………………… 143
水彩パレット… …………………………………… 157
水彩筆ＳＷ（名村大成堂）… …………………… 161
水彩筆各種………………………………158～163
水彩毛筆（彩・あかしや）… …………………… 179
水滴（墨運堂）…………………………………… 182
水面シート（光栄堂）… ………………………… 216
スーパークリーナー（ターレンス）……………… 169
スーパーシザーズ（ダーレー）… ……………… 111
スーパーチャコペーパー………………………… 180
スーパーボブ（ファンシーペーパー・その他）…… 202
スクールセット（油絵具・クサカベ）…………… 170
スクールペン（日光・タチカワ）………………… 234
スクリーン各種…………………………………… 228
スクリーン…テクニカルギャラリー（アイシー）…… 232
スケールカッター・コンパス（ドラパス）… ……… 32
スケール…ディスプレイセット（ドラパス）… …… 282
スケールパスケ（桜井）… ………………………… 60
スケールパスケＦＣ（桜井）………………………… 60
スケッチセット（油絵具・クサカベ）… ………… 170
スケッチブック…図案シリーズ（マルマン）……… 242
スケッチブック（デリーター）…………………… 241
スケッチブック（ドラパス）……………… 188・242
スケッチングペンシル（ゼネラル）……………… 132
すけるくん（樹脂粘土）… ……………………… 222
スコヤ……………………………………… 219・274
硯（書道用）……………………………………… 182
硯（二面硯・墨運堂）… ………………………… 180
スタートレーパー（桜井）… …………………… 205
スタイロフォームＥＫ（光栄堂）………………… 211
スタイロフォーム…ブロック（光栄堂）…………… 211
スタンド製図台（ドラパス）………………………… 41
スチのり（光栄堂）… …………………………… 212
スチレン角棒（光栄堂）… ……………………… 211
スチレンペーパー（光栄堂）… ………………… 210
スチレンペーパーハード（光栄堂）… ………… 210
スチレンペーパーブラック（光栄堂）…………… 211
スチレンボード（光栄堂）… …………………… 210
スチレンボードオリジナルパック（ドラパス）…… 210
スチレン丸棒（光栄堂）… ……………………… 211
スチロール球（光栄堂）… ……………………… 211
スチロールボンド（福岡工業）… ……………… 212
スチロンリール（ヤマヨ）………………………… 270
ステインパネル（アートプリントジャパン)… … 253
ステインフレーム（アートプリントジャパン)…… 256
ステッドラー…Ａ２平行定規… ……………………… 44
ステッドラー…アートチューブ… ………………… 261
ステッドラー…アバンギャルド（多機能ペン）……… 95
ステッドラー…アバンギャルドライト（多機能ペン）…… 95
ステッドラー…色鉛筆……………………… 122・123
ステッドラー…ウォーターブラシ… ……………… 123
ステッドラー…鉛筆削り……………………………… 87
ステッドラー…オムニクローム色鉛筆… ………… 123
ステッドラー…カッティング方眼直定規……… 56・107
ステッドラー…カーボンホルダー芯… ……………… 90

ステッドラー…カラト…アクェレル水彩色鉛筆… … 122
ステッドラー…雲形定規……………………………… 52
ステッドラー…消しゴム……………………………… 85
ステッドラー…コンクリートボールペン……………… 96
ステッドラー…三角定規……………………………… 50
ステッドラー…三角スケール………………………… 59
ステッドラー…字消し………………………………… 85
ステッドラー…字消板………………………………… 82
ステッドラー…自在曲線定規………………………… 53
ステッドラー…勾配三角定規………………………… 51
ステッドラー…シャープ芯… ………………………… 94
ステッドラー…シャープペンシル… ………………… 92
ステッドラー…芯研器………………………………… 87
ステッドラー…芯ホルダー…………………………… 90
ステッドラー…製図器…………………………… 33・34
ステッドラー…製図ペン……………………………… 99
ステッドラー…製図用ブラシ………………………… 82
ステッドラー…線引きペン（ピグメントライナー )…… 96・97
ステッドラー…多機能ペン替芯……………………… 95
ステッドラー…直線定規………………………… 55・56
ステッドラー…ディスプレィセット………………… 284
ステッドラー…テキストサーファーゲル（蛍光固形マーカー）…… 100
ステッドラー…テクニコ製図板……………………… 44
ステッドラー…デザインジャーニー…水彩クレヨン…… 131
ステッドラー…デザインジャーニー…油性色鉛筆…… 123
ステッドラー…テンプレート… ……………………… 73
ステッドラー…トリプラス…カラーペン… ………… 136
ステッドラー…トリプラス…テキストサーファー（蛍光ペン）…… 100
ステッドラー…トリプラス…ファインライナー……… 136
ステッドラー…ノリスカラー…色鉛筆……………… 122
ステッドラー…ノリスクラブ…消せる色鉛筆… …… 123
ステッドラー…ノリスクラブ…水彩色鉛筆………… 122
ステッドラー…ノリスジュニア…水彩色鉛筆… …… 123
ステッドラー…ピグメントライナー… ………… 96・97
ステッドラー…フィモ…エフェクト… ……………… 222
ステッドラー…フィモ…ソフト… …………………… 222
ステッドラー…フィモ…プロフェッショナル………… 222
ステッドラー…分度器………………………………… 60
ステッドラー…平行定規……………………………… 44
ステッドラー…ペンシルホルダー…………………… 89
ステッドラー…方眼直定規…………………… 55・107
ステッドラー…ホルダー芯…………………………… 90
ステッドラー…マルスグラフィックDUO… ……… 136
ステッドラー…マルスマチック製図ペン… ………… 99
ステッドラー…マルスライナー（平行定規）… …… 44
ステッドラー…メタリックカラーペン……………… 136
ステッドラー…ルモカラーホワイトボードマーカー…… 100
ステッドラー…ルモグラフ製図用鉛筆……… 89・134
ステッドラー…ルモグラフブラック製図用鉛筆… … 89
ステッドラー…ルモクロームホルダー色芯… ……… 90
ステッドラー…レザーペンケース…………………… 95
ステンレス直尺（シルバータイプ・ドラパス）…… 57・108
ステンレス直尺（シルバータイプ・ドラパス）…… 219・239
ステンレス直尺（シンワ）… ……………… 57・106
ステンレス直尺（ヤマヨ）… ……………… 57・106
ストーンヘンジ…アクア（水彩紙)… …………… 194
ストップウォッチ（セイコー）… ………………… 275
ストレートカッター40（ドラパス）……………… 108
スノーマット（版下用紙）………………………… 196
スプラカラーソフト（水溶性色鉛筆・カランダッシュ）…… 125
スプレークリーナー（３Ｍ）……………………… 113
スプレー定着液…………………………………… 164
スプレーのり（３Ｍ）……………………… 113・220
スプレーブース（３Ｍ）…………………………… 114
スプレー保護液…………………………………… 164
スペアパーツ（コンパス部品・ドラパス）…… 29・30
スポンジブラシ（ドラパス）……………………… 159
墨おとし（墨運堂）… …………………………… 182
墨の華（開明）…………………………………… 182
墨バサミ（墨運堂）……………………………… 182
墨（墨運堂）……………………………………… 182
図面筒整理棚（静岡コピーセンター）… ……… 262
図面筒ワゴン（静岡コピーセンター）… ……… 262
図面フォルダー（大平産業）… ………………… 267
図面レインコート（静岡コピーセンター）……… 267
スリムＬＥＤデスクライト… ………………………… 40

セ
製図器（ステッドラー）………………………… 33・34
製図台（ドラパス）… ……………………………… 41
製図板…各種… ……………………………………… 45
製図用インク（開明）… …………………………… 86
製図用インク（パイロット）………………………… 86
製図用消しゴム（ドラパス）………………………… 84
製図用シート（大平産業）… ……………………… 45
製図用シャープ芯（ステッドラー）………………… 94
製図用シャープ芯（ドラパス）………………… 30・94
製図用シャープ芯（ファーバーカステル）………… 94
製図用シャープ芯（ぺんてる）… ………………… 94
製図用シャープ芯（三菱鉛筆）… ………………… 94
製図用シャープ芯（ロットリング）… ……………… 94
製図用シャープペンシル（ステッドラー）………… 92



品名別索引 7
チューブしぼり器（ホルベイン）………………… 169
チュパック（長門屋商店）………………………… 261
チューブ入胡紛（吉祥）… ……………………… 178
彫刻刀（よしはる）… …………………………… 226
超速乾メディウム（クサカベ）…………………… 172
超透明テープＳ（3Ｍ)……………………………… 83
直定規（ゼロシリーズ・ＩＬＳ）……………………… 56
直定規（目盛付・ドラパス）………………………… 54
直定規（目盛付溝付・ドラパス）…………………… 54
直定規（目盛付溝付ＤＸ・ドラパス）……………… 54
直線定規（ステッドラー）…………………………… 56

ツ
ツイン定規（バンコ）… …………………………… 56
付立筆…長光（筆工房）…………………………… 158
つけペンセット（アニメ用・アートカラー）… … 232
つやがみ（ファンシーペーパー・光沢）………… 201

テ
ＤＩＣ…カラーガイド………………………………… 117
ＤＩＣ…カラーチャート……………………………… 117
ＤＩＣ…伝統色カラーガイド………………………… 117
ＴＭＫポスター（画学紙)………………………… 195
Ｔ型定規…各種（ドラパス）… ……………………… 46
Ｔ型定規用保護ケース（ドラパス）………………… 46
ｔカラペ（ファンシーペーパー・半透明）… …… 202
Ｄ・クラフト紙（ファンシーペーパー・エンボス）…… 199
Ｄスケール（ドラパス）…………………………… 135
Ｔチューブ（テクノスタイル）…………………… 261
ディコール（ドラパス・等分割デバイダー）…… 13・28
ディスコグリッター…ラメ（マービー）…………… 137
定着液（ホルベイン）… ………………………… 169
ティッキーローラーポイント（ロットリング）……… 96
テキストサーファーゲル（固形蛍光マーカー）…… 100
テクニコ製図板（ステッドラー）…………………… 44
デコカッターＥ-110（光栄堂）… ……………… 212
デコパーツ（ミューズ）… ……………………… 249
デコラージュ用品（パジコ）……………………… 225
デザイナースカラー（ニッカー）………………… 148
デザイナースケール（ドラパス）…………………… 54
デザインコート（ホルベイン）…………………… 164
デザインジャーニー…水彩クレヨン（ステッドラー）…… 131
デザインジャーニー油性色鉛筆（ステッドラー）…… 123
デザインセットＢケース（ターレンス）… ……… 267
デザインナイフ（ムラテックＫＤＳ）… ………… 106
デザインノート（タチカワ）……………………… 241
デザインバッグ（マービー）……………………… 263
デザインパレット… ……………………………… 157
デザイン筆各種……………………………158～163
デザインボンド（３Ｍ）…………………………… 113
デザイン用平筆（筆工房）… …………………… 159
デジタル上皿はかり……………………………… 276
デジタルテーブルスケール…………………………… 7
デジタルはかり…………………………………… 277
デジマチック…キャリパ（デジタルノギス）……… 273
デジマチック…マイクロメｰタ（ミツトヨ）… …… 273
テスタ組立キット（三和電気計器）……………… 280
テッキーグラフィック（ロットリング）……………… 97
手作り樹木（光栄堂）… ………………………… 214
デッサンイーゼル（クレサンジャパン）………… 257
デッサンイーゼル（ターレンス）………………… 259
デッサンスケール（ドラパス）…………………… 135
鉄道用カーブ定規（エッジ付・ドラパス）………… 53
鉄筆（バンコ）… ………………………………… 220
てまり（ファンシーペーパー・模様）…………… 200
デューラー水彩色鉛筆（ファーバーカステル）…… 124
ＤＸカラートレーシングペーパー（ファンシーペーパー・半透明）…… 202
ＤＸトレーシング（トレーシングペーパー）… … 196
デリータージュニアスクリーン… ……………… 228
デリータースクリーン… ………………………… 228
点線スケール（ドラパス）… ……………………… 55
電動イーゼル（ホルベイン）… ………………… 257
電動消しゴム替ゴム（ラビット）…………………… 86
電動消しゴム（ラビット）…………………………… 85
テンプレート（コミック用・ドラパス）… ……… 239
テンプレート（ステッドラー）… …………………… 73
テンプレート（ドラパス）…………………… 62～72
テンプレート（バンコ）……………………… 74～79
テンプレート（マービー・エッジなし）… ………… 79
テンプレートスタンド（バンコ）…………………… 78
テンプレート…ディスプレイセット（ドラパス）…… 282
テンプレートプラス（バンコ）……………………… 79

ト
Doアートベーパー（水彩紙）…………………… 194
透写台（ＬＥＤタイプ・大平産業）… ……………… 41
銅墨汁（開明）…………………………………… 182
透明アクリル棒（光栄堂）… …………………… 215
透明梱包用テープ（3Ｍ)… ……………………… 83
透明水彩絵具（ターナー）……………………… 143

透明水彩絵具（ホルベイン）… ………………… 142
透明両面テープ（3Ｍ)… ………………………… 83
トゥリーク（光栄堂）……………………………… 213
ドーサ液…………………………………………… 178
トーナルカラー（日本色研事業）… …………… 118
ＴＯＹＯ…カラーチャート…………………………… 117
ＴＯＹＯ…カラーファインダー……………………… 117
トーンイレーサー（コミック用消しゴム・アイシー）…… 240
トーンナイフ（デリーター）……………………… 239
トーンヘラ（デリーター）………………………… 238
溶き皿（セトリカ）………………………………… 156
独式Ｓ型製図器セット… …………………………… 31
独式Ｓ型製図器単品…スプリングコンパス………… 31
独式Ｓ型製図器単品…スライド式コンパス………… 31
独式Ｓ型製図器単品…大コンパス…………………… 31
独式Ｓ型製図器単品…デバイダー…………………… 31
独式製図器セット（プラスチックケース）… … 20・21
独式製図器セット（木製ケース）…………………… 18
独式製図器セット（ユニットケース）……………… 19
独式製図器単品…大型スプリングコンパス………… 27
独式製図器単品…海図用デバイダー… …………… 25
独式製図器単品…海図用デバイダー…Ｓ型… ……… 25
独式製図器単品…カッターコンパス………………… 27
独式製図器単品…小型スプリングコンパス………… 25
独式製図器単品…シャープコンパス…………… 27・28
独式製図器単品…スライド式大コンパス…………… 27
独式製図器単品…スライド式中コンパス…………… 27
独式製図器単品…製図ペンコンパス… …………… 28
独式製図器単品…双曲線引烏口… ………………… 26
独式製図器単品…大コンパス… …………………… 24
独式製図器単品…単曲線引烏口… ………………… 26
独式製図器単品…中型スプリングコンパス………… 25
独式製図器単品…中コンパス… …………………… 24
独式製図器単品…直線引烏口… …………………… 26
独式製図器単品…デザイン烏口… ………………… 26
独式製図器単品…デバイダー… …………………… 24
独式製図器単品…ドロップコンパス………………… 26
独式製図器単品…ビームコンパス（改良型）……… 26
独式製図器単品…ビームコンパス（棹ビーム）…… 26
独式製図器単品…ビームコンパス用定規（改良型用）…… 26
独式製図器単品…比例コンパス… ………………… 28
独式製図器単品…洋裁コンパス… ………………… 26
独式製図器…部品… …………………………… 28・29
独式直線引烏口（コミック用・ドラパス）……… 238
特殊カーブ定規…4枚組（ドラパス）… …………… 53
特殊雲形定規（ドラパス）… ……………………… 52
特殊スケール（ドラパス）… ……………………… 55
ドライバー（コンパス調整用・ドラパス）………… 29
トラックタイプ製図機械…替スケール（ドラパス）…… 40
トラバーピン（大平産業）… …………………… 278
ドラパステンプレート（Ｅ型）… …………… 62～70
ドラパステンプレート（Ｐ型）……………………… 71
ドラパステンプレート（Ｓ型）……………………… 72
ドラパステンプレート（学校教育用）……………… 71
ドラパスパラ2（簡易平行定規・ドラパス）… …… 39
ドラパスボード（オリジナル平行定規・ドラパス）…… 38・39
ドラフター（武藤工業）… ………………………… 43
ドラフティングテープ（3Ｍ)… …………………… 83
ドラフトボーイ（ドラパス）………………………… 42
ドラフトボーイ2（ドラパス）… …………………… 42
ドラボーイ・オールセット（ドラパス）… ………… 23
ドラボーイコンパス…ディスプレイセット（ドラパス）…… 282
ドラボーイ・コンパス（ドラパス）… ……………… 32
トランサー（マクソン）…………………………… 238
トリオ筆洗（ミッキー）…………………………… 156
トリコンエアブラシ用品（ホルベイン）………… 140
トリプラス…カラーペン（ステッドラー）………… 136
トリプラス…テキストサーファー・蛍光ペン（ステッドラー）…… 100
トリプラス…ファインライナー（ステッドラー）…… 136
トレーサーＬＥＤ（マクソン）… ………………… 233
トレーシングパッド（SAKAEテクニカルペーパー）…… 206
トレーシングペーパー（コミック用・デリーター）…… 230
トレーシングペーパー（SAKAEテクニカルペーパー）…… 206
トレーシングペーパー（ドラパス）……………… 204
トレーシングロール（ミューズ）………………… 204
トレース台各種…………………………………… 233
トレース台専用ＵＳＢ電源ケーブル（バンコ）…… 233
トレース台専用保護シート（バンコ）…………… 233
トレースターＺ（製図用フィルム・ソマール）… 205
トレスパッド（ミューズ）… ……………………… 191
ドローイングインク（ウインザー＆ニュートン）…… 140
ドローイングゾル（開明）…………………………… 86
ドローイングペン（パイロット）… ………………… 97

ナ
ナイススタック（ニチバン）……………………… 114
ナイロン筆…ＡＬ（筆工房）… …………………… 159
中継（コンパス部品・ドラパス）…………………… 28
なまえ王ファミリー（マービー）………………… 137

ニ
膠液（にかわえき）… …………………………… 178
ニッパー（ミネシマ）… ………………………… 219
日本字ペン（日光・タチカワ）… ……………… 234
ニューカラーＲ（ゴークラ）……………………… 203
ニューカラーボード（アルテ）…………………… 249
ニューキャンバスペーパー（画学紙)…………… 195
乳鉢（セトリカ）………………………………… 156
ニューブレダン（版画用紙)…………………… 195

ヌ
布えのぐ（ターナー）… ………………………… 154
布書きしましょⅡ（マービー）…………………… 137
布スプレーⅡ（マービー）………………………… 137

ネ
ネームペーパー（デリーター）… ……………… 229
ネオカラー（ターナー）… ……………………… 154
ネオカラーⅠ（油性パステル・カランダッシュ）…… 128
ネオカラーⅡ（水溶性パステル・カランダッシュ）…… 128
ネオトリオ筆洗（ミッキー）……………………… 156
ネオパステル（油性パステル・カランダッシュ）…… 129
ネオピコカラー（デリーター）…………………… 246
ネオピコライン-3（デリーター）………………… 236
ネオロック（ムラテックＫＤＳ）…………………… 272
ネガオペーク（開明）… …………………………… 86
ねりけし（開明）… ………………………………… 85
ねり消しゴム（ドラパス）…………… 84・135・240
ネリゴム（伊研）… ………………………… 84・135
練りゴム……………………………… 84・135・240
練りゴム（ニード・コミック用・アイシー）… … 240
ねり消しゴム（ヌーベル）…………………… 84・135
ネリゴム（ホルベイン）… ………………… 84・135
ネル（白）…………………………………………… 29
粘土（軽量樹脂粘土・新日本造形）… ………… 222
粘土（パジコ）… ………………………………… 221
粘土（パルプ・木粉・石粉・新日本造形）……… 222
粘土へら（パジコ）… …………………………… 221
粘土保存アルミパック（パジコ）………………… 221

ノ
能率図面立（日本化工機材）…………………… 262
ノートブック…テンプレート（バンコ）……………… 79
ノギス……………………………………………… 273
ノギス（ファイバー・カーボンファイバー製）…… 273
ノギス（ポリカーボネイト製）…………………… 273
ノックダウン式角筒（静岡コピーセンター）…… 262
のび～る紙ねんど…カルのび（パジコ）… ……… 221
ノリスカラー…色鉛筆（ステッドラー）…………… 122
ノリスクラブ…消せる色鉛筆（ステッドラー）…… 123
ノリスクラブ…水彩色鉛筆（ステッドラー）……… 122
ノリスジュニア…水彩色鉛筆（ステッドラー）…… 123
のり残りのないマスキングテープ（３Ｍ）……… 139
のりパネ（片面糊付パネル・アルテ）… ……… 255
のりピタJr.(片面糊付・光栄堂）………… 218・254

ハ
ハーティカラー（軽量粘土・パジコ）…………… 221
ハーティクレイ（軽量粘土・パジコ）…………… 221
ハーティソフト（軽量粘土・パジコ）…………… 221
パイクリー（タクト）………………………………… 80
配色カード（日本色研事業）… ………………… 118
ハイテックＣボールペン（パイロット）… … 96・236
ハイトレス（桜井）… …………………………… 204
パイプ製図台（ドラパス）… ……………………… 41
ハイブラック（ファンシーペーパー・無地）…… 198
ハイユニ製図用鉛筆（三菱鉛筆）………… 88・134
はかり各種………………………………… 276・277
はかり棒（アルテージュ）………………………… 135
白象画学紙（画学紙)…………………………… 195
バケツ筆洗（ミッキー）… ……………………… 156
パステル（ゴンドラ）…………………………… 129
パステル（ヌーベル）… ………………………… 135
パステルフィキサチーフ………………………… 164
パステルブラシ（ヌーベル）… ………………… 135
パステルペンシル（カランダッシュ）…………… 125
パステルマーメイドブック（ミューズ）… ……… 190
パックトレス（桜井）……………………………… 204
バックボード（ミューズ）………………………… 187
白桂（名村大成堂）……………………………… 160
はってはがせるテープ（3Ｍ)……………………… 83
はってはがせる両面テープ（3Ｍ)………………… 83
発泡スチロール板（光栄堂）… ………………… 211
羽根箒（製図用・ドラパス）……………………… 82
パネルカバー（アキレス）… …………………… 254
パネルバッグ（文房堂）… ……………………… 266
パネル袋（オリオン）… ………………………… 266



品名別索引8
ファーバーカステル…ゴールドファーバー色鉛筆…… 124
ファーバーカステル…ゴールドファーバーアクア色鉛筆…… 124
ファーバーカステル…シャープ芯…………………… 93
ファーバーカステル…ジャンボグリップクレヨン…… 131
ファーバーカステル…芯研器………………………… 87
ファーバーカステル…シャープペンシル… ………… 93
ファーバーカステル…製図用ホルダー……………… 90
ファーバーカステル…製図用ホルダー芯…………… 90
ファーバーカステル…デューラー水彩色鉛筆…… 124
ファーバーカステル…ピット鉛筆… ……………… 132
ファーバーカステル…ピットグラファイトマット鉛筆…… 132
ファーバーカステル…ピットチャコール………… 133
ファーバーカステル…ピットチャコール鉛筆…… 132
ファーバーカステル…ピットチョーク……………… 133
ファーバーカステル…ピットナチュラルチャコール鉛筆…… 132
ファーバーカステル…ピットパステル鉛筆… …… 127
ファーバーカステル…ポリクロモス色鉛筆……… 124
ファーバーカステル…ホルダー……………………… 90
ファインポイントシステム（タチカワ）… ………… 97
ファスナーケースＮ（ドラパス）…………… 35・268
ファブリックマーカー（マービー）……………… 137
ファン…アクリックガッシュ（ニッカー）… ……… 151
ファンカラー（水溶性色鉛筆・カランダッシュ）…… 125
ファンデーション絵具（クサカベ）……………… 172
ファン・ポスターカラー（ニッカー）…………… 147
フィキサチーフ（スプレー式）…………………… 164
フィックス（名村大成堂）………………………… 164
フィットフレーム（アートプリントジャパン)… … 252
フィモ…エフェクト（ステッドラー）… …………… 222
フィモ…ソフト（ステッドラー）…………………… 222
フィモ…プロフェッショナル（ステッドラー）……… 222
フィルムはがしらくらく（３Ｍ）… ……………… 113
フィルムルックス609…………………………… 111
フィルムルックス…グディローラードット………… 111
フィルムルックス…プラストＰ90………………… 111
フィルムルックス…補修テープシリーズ… ……… 111
フェイスファイブフレーム（アートプリントジャパン)…… 255
フェザーカルトン（ミューズ）…………………… 265
フォードローイング（マービー）………………… 236
フォトフレーム各種（アートプリントジャパン)…… 255・256
ふき布（コンパス部品）… ………………………… 29
プチカラー（サクラクレパス）…………………… 145
プチプレート（バンコ）……………………………… 76
プッシュ字消板（ドラパス）………………………… 82
筆（書道用）……………………………………… 183
筆筒……………………………………………… 159
筆風サインペン（呉竹）… ……………………… 182
筆ペン（ぺんてる）… …………………… 179・237
筆巻……………………………………………… 183
プライマスポートフォリオ（ホルベイン）… …… 263
プラ材（タミヤ）… ……………………………… 215
プラ軸アルミ棒（溝引用）… ……………………… 57
ブラシクリーナー（ホルベイン）………………… 169
ブラシ（製図用）… ………………………………… 82
プラスチック梅皿（セトリカ）…………………… 156
プラスチック重ね皿……………………………… 156
プラスチック筆洗器……………………………… 156
プラダン（光栄堂）… …………………………… 216
ブラックコア（光栄堂）………………………… 211
ブラックタック（光栄堂）………………… 218・254
ブラッシクリーナー（クサカベ）………………… 172
フラットイーゼル（アルテージュ）……………… 258
フラットイーゼルＧＸ（アルテージュ）… ……… 258
フラットスケッチングペンシル（ゼネラル）… … 132
プラバン（オリオンズ）…………………………… 215
プラリペア（武藤商事）… ……………………… 220
フラワーツリー（光栄堂）… …………………… 213
フリークラフトペーパー（SAKAEテクニカルペーパー）…… 207
フリーテープ（アイシー）……………………… 242
フリーバッグ（ターナー）………………………… 267
フリーペーパー（デリーター）…………………… 230
フリーポール（大平産業）… …………………… 278
プリズマロ（水溶性色鉛筆・カランダッシュ）… 125
ブレダン（版画用紙)… ………………………… 195
フレンチカーブ定規（ドラパス）…………………… 52
フレンチマーブル（ファンシーペーパー・模様）…… 200
フローティングディスク… ………………………… 51
フローラスケールＮ（ドラパス）…………………… 58
フローリングシート（光栄堂）…………………… 217
プロギア…カッター（アイシー）… ……………… 239
プロギア…スクリーンツール（アイシー）… …… 239
プロギア…バーニシャー２（アイシー）…………… 239
プロジェクトペーパー（オキナ）………………… 193
プロフェッショナルシザーズ（ダーレー）… …… 111
プロフォームカッター（Ｔｏｏ）…………………… 212
プロフォームカッターＬ（Ｔｏｏ）… ……………… 212
プロマート…コンベックス（原度器）…………… 272
文鎮（書道用）…………………………………… 183
文鎮（製図用・ドラパス）………………………… 82
分度器（ステッドラー）……………………………… 60
分度器（ドラパス）… ……………………………… 60

パブロ（油性色鉛筆・カランダッシュ）………… 125
ハヤマキ巻尺（セキスイ）… …………………… 271
張り上げキャンバス（クレサンジャパン）……… 176
貼り合せトレス（SAKAEテクニカルペーパー）…… 206
針先（コンパス部品・ドラパス）…………………… 29
バルサ材（川合木工所）………………………… 218
バルサパック（光栄堂）… ……………………… 219
パレットナイフ（クロス）………………………… 173
パレットナイフ（ホルベイン）…………………… 173
バロンケント(製図用紙)… ……………………… 196
はんけしくん（ヒノデワシ）……………………… 226
バンコテンプレート…202型………………………… 77
バンコテンプレート…80型… ……………………… 75
バンコテンプレート…Ａ・Ｃ…ＰＲＯ…………………… 78
バンコテンプレート…ＧＬ型… ……………………… 76
バンコテンプレート…Ｌ型… …………………… 74・75
バンコテンプレート…ＳＥ型… ……………………… 76
バンコテンプレート…Ｗ型…………………………… 77
バンコテンプレート…ＷＥ型… ……………………… 77
バンコテンプレート…スーパーユニオン…………… 78
バンコテンプレート…ノートブック…………………… 79
バンコテンプレート…美術定規……………………… 78
バンコテンプレート…プチプレート… ……………… 76
バンコテンプレート…ユニオン……………………… 78
バンコ…テンプレートスタンド… …………………… 78
バンコ…テンプレート用エッヂ… …………………… 78
半紙（書道用）…………………………………… 184
パンチコンパス（梅本デザイン）… ……………… 32
パンチングペーパー（光栄堂）… ……………… 216
ハンディ袋（ニッカー）…………………………… 267
ハンディペンポーチ（ハピラ）…………………… 268
ハンドナイフ（林刃物）… ……………………… 106
パントン色見本帳各種…………………………… 118
万能アタッチメント（コンパス部品・ドラパス）…… 29
万能大型コンパス（梅本デザイン）… …………… 33
万能雲形定規（極小エッジ付・ドラパス）………… 53
パンパステル（ホルベイン）… ………………… 129
ハンマー（キャンバス用・ホルベイン）…………1766

ヒ
ピアノ線（新日本造形）… ……………………… 219
Beアートベーパー（水彩紙）…………………… 194
Beアートペーパーボード（ミューズ）… ……… 186
ＢＦＫリーブ（版画用紙)… ……………………… 195
Ｂスケール（ドラパス）…………………………… 135
Ｂ…ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ（アイシー）………………… 232
ＰＭパッド（Too)………………………………… 193
ＰＣセーブル（名村大成堂）… ………………… 161
ＰＣＣＳハーモニックカラー（日本色研事業）…… 118
PDパッドシリーズ（ミューズ）………………… 191
ピグマ（サクラクレパス）… ……………………… 96
ピグメントライナー（ステッドラー）… …………… 96
ピグメントライナーカラー（ステッドラー）… …… 97
ビジュアル水彩筆（ヴァンゴッホ）……………… 163
ピタパネ（ミューズ）… ………………………… 254
ビッグ筆洗（ミッキー）…………………………… 156
筆洗液（ホルベイン）… ………………………… 169
筆洗器（セトリカ）……………………………… 156
ピット鉛筆（ファーバーカステル）……………… 132
ピットグラファイトマット鉛筆（ファーバーカステル）…… 132
ピットチャコール（ファーバーカステル）… …… 133
ピットチャコール鉛筆（ファーバーカステル）…… 132
ピットチョーク（ファーバーカステル）… ……… 133
ピットナチュラルチャコール鉛筆（ファーバーカステル）…… 132
ピットパステル鉛筆（パステル鉛筆・ファーバーカステル）…… 127
ビニールブクロ（ターレンス）………………… 267
ビニボード製図板（大平産業）… ………………… 45
桧角材（川合木工所）…………………………… 218
桧平材（川合木工所）…………………………… 218
百葉箱（大平産業）……………………………… 279
ピュアホワイト（タチカワ）……………………… 238
ピンセット（アレックス）… ……………………… 116
ピンセット（林刃物）……………………… 116・220
ピンセット（ミネシマ）…………………… 116・220
ピンポール（大平産業）… ……………………… 278
ピンポールスタンド（大平産業）………………… 278

フ
ファースト…ヴィンテージ(ファンシーペーパー・無地）…… 198
ファーバーカステル…9000番鉛筆………… 89・134
ファーバーカステル…9000番ジャンボ鉛筆……… 89
ファーバーカステル…9000番パーフェクトペンシル…… 89
ファーバーカステル…CREATIVE…STUDIO…オイルパステル…… 128
ファーバーカステル…CREATIVE…STUDIO…ソフトパステル…… 128
ファーバーカステル…アルブレヒトデューラー水彩色鉛筆…… 124
ファーバーカステル…ウォーターカラーパレット…… 145
ファーバーカステル…鉛筆削り……………………… 87
ファーバーカステル…カラーグリップ水彩色鉛筆…… 124
ファーバーカステル…グラファイト鉛筆… ……… 133
ファーバーカステル…グリップ2001鉛筆… ……… 89
ファーバーカステル…グリップクレヨン…………… 131

ヘ
平行定規（ドラパスボード）…………………… 38・39
平行定規キャリングバッグ（ドラパス）… …… 38・44
平行定規セット（ドラパス）………………………… 40
米式Ｔ型定規（ドラパス）…………………………… 46
平板測量セット（ヤマヨ）………………………… 279
ペインターズ…ガッシュ（ニッカー）……………… 146
ペインターブック（ミューズ）…………………… 190
ペインティングナイフ（クロス）………………… 173
ペーパーカッター（ダーレー）………………… 108
ペーパーカラー修正絵具（ミューズ)………… 194
ペーパーセメント…ＲＣコート（福岡工業）……… 112
ペーパーセメント…Ｓコート（福岡工業）………… 112
ペーパーセメント…Ｗコート（福岡工業）… …… 112
ペーパーセメント…ソルベント（福岡工業）… … 112
ペーパーパレット各種… ………………… 157・173
ベーベルスケール（ドラパス）… ………………… 58
ヘキサスケール（一般用）………………………… 59
ヘキサスケール（土地家屋調査士用）…………… 59
ベストパネル（アートプリントジャパン)………… 252
ベニヤ製図板（大平産業）………………………… 45
ベランアルシュ（版画用紙)… ………………… 195
ペン軸（デリーター）… ………………………… 236
ペン軸（日光・タチカワ)………………………… 236
ペンシルシャープナー（ステッドラー）… ………… 87
ペンシルシャープナー（ダーレー）………………… 87
ペンシルホルダー（ステッドラー）………………… 89
ペンセット（Ｒisa・ドラパス）…………………… 235
ペンセット…ディスプレイセット（ドラパス）……… 283
ペンタイプ…マップメーター（小泉測機）… …… 274
ペンチングナイフ（ホルベイン）……………… 173

ホ
ポインター（開明）… …………………………… 279
方位分度器（ＩＬＳ）… …………………………… 275
方眼カッティング定規（バンコ）………………… 107
方眼三角定規（ドラパス）… ……………………… 49
方眼紙各種（SAKAEテクニカルペーパー）…… 207
方眼スケールＦⅡ（レター）………………… 57・115
方眼スケールＦⅢ（レター）………… 57・107・115
方眼直定規（Ｓタイプ・ドラパス）………………… 54
方眼直定規（ステッドラー）………………………… 55
方眼直定規（ドラパス）… ………………………… 55
方眼直定規（ノングレアタイプ・ＩＬＳ）…………… 56
方眼直定規（バンコ）… …………………………… 56
方向コンパス（方位磁石・シンワ測定）………… 275
棒状温度計……………………………………… 276
宝石の雫（ＵＶ-ＬＥＤレジン用着色材・パジコ）…… 224
ボードスタンド（ミューズ）……………… 187・260
ポートフォリオ（ドラパス）… …………………… 263
ポートフォリオ（マルマン）……………………… 265
ポートフォリオ（ミューズ）……………………… 264
ボードフレーム（アートプリントジャパン)……… 255
ボカシ網（ミネシマ）… ………………………… 139
墨液……………………………………………… 182
墨汁（開明）……………………………………… 182
墨池（墨運堂）…………………………………… 182
ポケットクロッキーブック（マルマン）… ……… 193
ポケットスケール（ドラパス）……………………… 55
ポケットレベル（ムラテックＫＤＳ）……………… 272
星の雫（ＵＶ-ＬＥＤレジン・パジコ）… ………… 224
星の雫スターターセット（パジコ）……………… 225
星の雫トライアルセット（パジコ）……………… 225
ポスカ（三菱鉛筆）… …………………………… 138
ポスターカラー（ターナー）… ………………… 148
ポスターカラー（ニッカー）……………………… 147
ポスターハンガー（美工社）… ………………… 260
ポストカード（絵手紙用・マルマン）…………… 181
ポストカードパック（ミューズ）…… 181・191・241
ポストカードパック（PCPシリーズ・ミューズ）…… 191
細切り両面接着テープ（ドラパス)……… 114・220
ホモ…ドローイングブック（ミューズ）…………… 188
ポリエステルフィルム（SAKAEテクニカルペーパー）…… 206
ポリカラー7500（三菱鉛筆）………………… 120
ポリクロモス色鉛筆（ファーバーカステル）…… 124
ポリパネル袋（オリオン）………………………… 266
ホルダー（製図用・ステッドラー）………………… 90
ホルダー（製図用・ファーバーカステル）………… 90
ホルダー（製図用・三菱鉛筆）… ………………… 90
ホルダー（製図用・ロットリング）………………… 90
ホログラムシール（ミューズ）…………………… 249
ホワイトアンドブラックボード（ミューズ）……… 187
ホワイトチャコールペンシル（ゼネラル）……… 132
ホワイトピーチケント（製図用紙)……………… 196
ホワイトボードマーカー（ステッドラー）… …… 100
ホワイトワトソン（水彩紙)……………………… 194
ホワイトワトソンパッド（ミューズ）……………… 189
ホワイトワトソンブック（ミューズ）……………… 189
ホワイトワトソンブロック（ミューズ）…………… 189
ホワイトワトソンボード（ミューズ）… ………… 186



品名別索引 9
ルモカラーホワイトボードマーカー（ステッドラー）…… 100
ルモグラフ製図用鉛筆（ステッドラー）…… 89・134
ルモグラフブラック描画用鉛筆（ステッドラー）…… 89

レ
レイアウトシート（レター）……………………… 115
レイアウトストーン（光栄堂）…………………… 214
レイアウトパーツ（光栄堂）……………………… 217
レオン油土（瀬戸製土）… ……………………… 222
レザーペンケース（ステッドラー）………………… 95
レザック16（ファンシーペーパー・エンボス）…… 199
レザック66（ファンシーペーパー・エンボス）…… 199
レザック75（ファンシーペーパー・エンボス）…… 199
レザック80つむぎ（ファンシーペーパー・エンボス）…… 199
レザック82ろうけつ（ファンシーペーパー・エンボス）…… 199
レタリングゾル（開明）……………………………… 86
レンブラント…ポリカラー（リラ）………………… 126

ロ
ロータリーメジャー（原度器）…………………… 272
ローラーカッター（ダーレー）…………………… 108
ローラーボーイ（ヤマヨ）… …………………… 273
ロールキャンバス（クレサンジャパン）………… 176
ロールトレス（桜井）… ………………………… 204
ロッド（大平産業）……………………………… 278
ロットリング…イソグラフ… ………………………… 98
ロットリング…消しゴム… …………………………… 85
ロットリング…シャープ芯… ………………………… 93
ロットリング…製図ペン……………………………… 98
ロットリング…シャープペンシル… ………………… 93
ロットリング…製図用ホルダー… …………………… 90
ロットリング…製図用ホルダー芯… ………………… 90
ロットリング…ティッキー…グラフィック……………… 97
ロットリング…ティッキー…ローラーポイント………… 96
ロットリング…メカニカルペンシル… ……………… 93

ワ
ワイヤー式モデル人形（ラジカルアート）……… 234
ワトソン紙（水彩紙)……………………………… 194
ワトソンパッド（ミューズ）… …………………… 189
ワトソンブック（ミューズ）… …………………… 189
ワトソンブロック（ミューズ）… ………………… 189
ワトソンボード（ミューズ）……………………… 186

ボンドスターターセット（光栄堂）……………… 212

マ
マーカーパッド（ミューズ）……………………… 191
マーキングチョーク（ギター・天神）…………… 278
マーキングホルダー（トンボ鉛筆）……………… 121
マービー…カラーマーカー各種… ……… 137・138
マーブリング（墨運堂）… ……………………… 154
マーブリング・デコ（ニッカー）………………… 154
マーメイド（ファンシーペーパー・エンボス）…… 198
マーメイドボード（ミューズ）…………………… 187
マーメイドリップル（水彩紙)…………………… 194
マイコンベ（タジマ）… ………………………… 272
マイターボックス（内外金物）………………… 219
曲尺（シンワ測定）… …………………………… 274
マグネットシート（大平産業）……………………… 45
マグネット製図板（大平産業）……………………… 45
マグネットプレートセット（ドラパス）………… 38・45
マグネットプレート単品（ドラパス）… …………… 45
マスキングテープ（日東電工）… ……………… 139
マスキングフィルム（ホルベイン）……………… 139
マスケット（福岡工業）…………………… 113・139
マッキー（油性マーカー・ゼブラ）……………… 237
マット水彩（サクラクレパス）…………………… 144
マット水彩マルチ（サクラクレパス）…………… 144
マットテープ（アイシー）………………………… 242
マッハカラー（ファンシーペーパー・光沢）…… 201
マップメジャー（アナログ）……………………… 274
マップメーター…ペンタイプ（デジタル）… …… 274
まほうのしたじき（ドラパス）…………15・80・103
丸皿（セトリカ）………………………………… 156
マルスグラフィックDUO（ステッドラー）……… 136
マルス製図器（ステッドラー）………………… 33・34
マルステクニコ製図板（ステッドラー）…………… 44
マルスマチック製図ペン（ステッドラー）… ……… 99
マルスマチック製図インク（ステッドラー）… …… 99
マルスライナー（Ａ２平行定規・ステッドラー）… 44
マルチカラーイーゼル（アートプリントジャパン)…… 256
マルチコンパス（梅本デザイン）… ……………… 33
マルチデバイダー（ドラパス）……………………… 25
丸ペン（日光・タチカワ・ゼブラ）……………… 234
マルマン…クロッキーブック……………………… 193
マルマン…スケッチブック………………………… 192
漫画・カラーイラストの描き方（アイシー）…… 232
まんが雲形定規（アイシー）… ………………… 240
漫画原稿用紙（アートカラー）… ……………… 228
漫画原稿用紙（アイシー）… …………………… 229
漫画原稿用紙（デリーター）… ………………… 229
マンガ原稿用紙（マクソン）… ………………… 229
漫画原稿用紙（ミューズ）… …………………… 228
まんが工房ＰＲＯ（アイシー）…………………… 231
まんがツール（デリーター）… ………………… 231
マンガテクニック（デリーター）………………… 232
漫画背景素材集（リプレッド）…………………… 230
マンセル色見本帳………………………………… 117

ミ
水でおとせるクレヨン（サクラクレパス）……… 130
水貼りテープ（ミューズ）………………………… 253
みず筆（ぺんてる）……………………… 179・237
水筆ぺん（呉竹）………………………… 179・237
みつばちクレヨン（山田養蜂場）… …………… 130
ミニイーゼルミニキャンバスセット（ドラパス）… 260
ミニクロッキーブック（ミューズ）… …………… 190
ミニ歯送り・級数表(レター）… ………………… 116
ミューズコットン(ファンシーペーパー・エンボス）…… 199
ミューズ…ブック・パッド類各種……………188～191
ミューズホワイト版画用紙（版画用紙)………… 195
ミューズラフィーネＣ（ファンシーペーパー・エンボス）…… 199
明礬（みょうばん）… …………………………… 178
ミリオンオープン（ヤマヨ）……………………… 270
ミリオンカスタム（ヤマヨ）……………………… 270
ミリオンリール…サンソク（ヤマヨ）……………… 270

ム
虫ピン（マンモス）… …………………………… 219
ムラテックＫＤＳ巻尺……………………………… 271

メ
メジャーポール（伸縮式・宣真工業）…………… 278
目玉クリップ（マンモス）………………………… 265
メタリックカラーペン（ステッドラー）… ……… 136
メタルイーゼル（野外用・ターレンス）………… 259
メタルック（ファンシーペーパー・光沢）……… 201
メッシュ字消板（ドラパス）………………………… 82
メッシュポーチスリム（ハピラ）………………… 268
メディウム…（油絵具用・ホルベイン）…………… 169
面相筆…普及用（筆工房）………………………… 158
メンディングテープ（3Ｍ)………………………… 83

モ
木製コンパス（教授用品）… ……………………… 46
木製パネル（国沢パネル工芸）………… 218・253
木製パレット（油絵用）…………………………… 173
木製ポール（大平産業）………………………… 278
木炭（画用木炭・伊研）… ……………………… 133
木炭紙（ミューズ）… …………………………… 195
木炭芯抜き………………………………………… 135
木版画用紙N（版画用紙)… …………………… 195
模型用エンビ板（光栄堂）… …………………… 216
モダンクラフト（ファンシーペーパー・無地)…… 198
木工用ボンド（速乾・セメダイン）……………… 220
モデナ（樹脂粘土・パジコ）… ………………… 221
モデリング・ウォーター（光栄堂）……………… 216
モデル人形（ドラパス）… ……………………… 234
モデルパーツ（光栄堂）… ……………………… 216
モデルハンド（ドラパス）………………………… 234
モノ製図用鉛筆（トンボ鉛筆）… ………………… 88
盛上胡紛（もりあげごふん）… ………………… 178

ヤ
野外アルミイーゼル（ホルベイン）… ………… 257
屋根シート（光栄堂）… ………………………… 217
ヤマヨ巻尺………………………………………… 270
やわらかねんど使い切りパック（軽量粘土・パジコ）…… 221

ユ
U-35（アクリル絵具・ターナー）……………… 151
ＵＶ-ＬＥＤハンディライト（パジコ）……………… 225
ＵＶ-ＬＥＤレジン（パジコ）… …………………… 224
油彩用筆各種（筆工房）………………………… 174
油土（瀬戸陶土）………………………………… 222
ユニアーテレーズカラー（三菱鉛筆）… ……… 120
ユニウォーターカラー（三菱鉛筆）… ………… 120
ユニカーブ定規（ドラパス）… …………………… 52
ユニカラー（三菱鉛筆）… ……………………… 120
ユニスター製図用鉛筆（三菱鉛筆）… …… 88・134
ユニ製図用鉛筆（三菱鉛筆）……………… 88・134
ユニバーサルソー（内外金物）… ……………… 219

ヨ
用具収納バッグ（ドラパス）………………… 35・268
用具収納バッグ縦型（ドラパス）………………… 268
葉造くん（光栄堂）… …………………………… 212
羊皮紙（ファンシーペーパー・模様）…………… 201
４コＭＥＮ（４コマ漫画原稿用紙・アイシー）…… 230

ラ
ラ…ドール（石粉粘土・パジコ）… ……………… 221
ラ…ドール…プレミエ（石粉粘土・パジコ）… …… 221
ライトフレーム（アートプリントジャパン)……… 252
ラインスケール（罫線入・ドラパス）……………… 54
ラジオペンチ（ミネシマ）… …………………… 219
ラッカースプレー（アサヒペン）………………… 155
ラバークリーナー（福岡工業）… ……………… 113
ＬＡ-ＭＯＳＳ（ラモス・光栄堂）… ……………… 213
ランドスケープホワイトワトソンブック（ミューズ）…… 188
ランドスポンジ（光栄堂）………………………… 213
ランプライト(水彩紙)… ………………………… 194

リ
リウィ･スピードレタリング……………………… 248
リキテックスカラー（リキテックス）… ………… 153
リキテックス…メディウム（リキテックス）… …… 153
リクテックス…ガッシュプラス（リキテックス）…… 152
リクテックス…ベーシックス（リキテックス）… … 152
Ｒisaカッティングペンセット（ドラパス）… …… 235
Ｒisaコミックペンセット…ディスプレイセット（ドラパス）…… 283
Ｒisaペンセット（ドラパス）……………………… 235
Ｒisaモデル人形（ドラパス）… ………………… 234
リセーブル筆（水彩デザイン画筆・ホルベイン）…… 162
リセーブル筆（油彩画筆・ホルベイン）………… 175
立体製図用具総合セット（ドラパス)……………… 64
立体分度器（ドラパス）… …………………… 60・70
両面アート（版下用紙）… ……………………… 196
両面テープ（3Ｍ)… ……………………………… 83
両面テープ（ナイススタック・ニチバン)……… 114

ル
ルーラースリム（バンコ）… ……………………… 79
ルプルームⅡ（マービー）… …………………… 138
ルプルーム…パーマネント（マービー）… ……… 247
ルプルーム…ピグメント（マービー）… ………… 247
ルペン（マービー）… …………………………… 137
ルペンフレックス（マービー）…………………… 137 ※巻末に品番別索引がございますので、ご利用ください。

赤文字の商品は、昨年度の新製品です。
青文字の商品は、新製品ではありませ
んが、今年から新掲載した商品です。



●おもしろスケール･多機能スケール価格表

タテ･ヨコ･ナナメの平行線が引けます。
分度器付き､コンパスにもなります。

基本的な製図が簡単にでき､ コンパスの代用にもなる、しかも OAデータの読み
取りができる、便利でおもしろいスケールです。安価な価格設定も魅力です。

エッジ
ＯＡデータ読み取りライン

タテ線穴

ローラー
ボックス

ローラー目盛り
分度器

●ヨコ線を描く場合　   ●タテ線を描く場合　　●ナナメ線を描く場合　　●円を描く場合

■主な機能

エッジ

分度器
（1度ピッチ）

タテ線穴（5㎜間隔）

テンプレート
（直径1㎜～10㎜）

ローラー目盛り

ローラーボックス

本格的な製図ができるコンパクトなスケール

おもしろスケールと異なり、重量がありスリップしにくい金属ローラーを
採用しました。本体の四辺に目盛付。分度目盛も 1°ピッチと精密仕様です。
1〜10㎜φの円定規付｡

●おもしろスケールディスプレイセット内容（紙箱入）№ 42-000
　 おもしろスケール 16㎝/22㎝/30㎝ 各 4 本、台紙サイズ 207×750㎜

JAN 4940288 420007　　標準小売価格¥10,076(9,160)

　 ※多機能スケールのセットはございません。

品　番 品　　　名 目盛長 本体サイズ JANコード 価　格
№42-581 おもしろスケール 16 160㎜ 58×169×21㎜ 4940288 425811 　  ¥ 693(630)   
№42-582 　　　 〃　　　   22 220㎜ 59×229×21㎜ 　　〃　　425828  　  ¥ 803(730)
№42-583 　　　 〃　　　   30 300㎜ 62×312×21㎜ 　　〃　　425835　 ¥1,023(930)
№42-591 多機能スケールML15 150㎜ 65×150×16㎜ 　　〃　　425910　 ¥1,870(1,700)

①
②
③
④

①

②

③

④

オリジナルおもしろグッズ（おもしろスケール）10

材質：本体＝PS、ローラー＝PVC、回転部＝POM

材質：本体＝PC、回転部＝真鍮



オリジナルおもしろグッズ（おもしろザクザクナイフ） 11

刃は丈夫なステンレス製で、段ボールなど紙類の外
プラスチックなど少々固い材料もカットできます。

●ディスプレイセット内容（紙箱入）

JAN49240288 429987

№42-841
品　番

№42-842
おもしろザクザクナイフ
おもしろザクザクナイフ

品　　名 カラー
ブルー
パープル

標準小売価格 ￥7,920(7,200)

●ハードなキャップ付きで安全です。
●両刃なので、どちらからでも使えます。
●握りやすく力の入れ易い大型ホルダー。
●スケルトンタイプなので、刃の位置が一目瞭然、安心です。
材質：本体・キャップ＝PS、刃＝ステンレス

全長186㎜/刃渡り83㎜/重量57ɡ
全長186㎜/刃渡り83㎜/重量57ɡ

本　体　規　格
幅90㎜/長さ219㎜/厚さ12㎜
幅90㎜/長さ219㎜/厚さ12㎜

パッケージサイズ
4940288 428416
      〃      428423

￥ 660(600)
￥ 660(600)

JANコード 価　格
●おもしろザクザクナイフ価格表・商品仕様 ディスプレイセット寸法 

№42-998

ブルー

パープル



ドラパス株式会社

アルミ製
拡大縮小器
No.42-835

5倍

倍15

※付属品：コンパス芯（2㎜φ・HB　6本入）

オリジナルおもしろグッズ（おもしろパンタくん）12

※材質：本体=アルミニューム（アルマイト処理）、部品=鉄（ニッケルメッキ）

■倍率穴と文字が印刷してあります。
■ご希望の倍率に設定してください。
■固定板で机などに固定し、トレーシングピンで
　拡大・縮小したい原図をトレースしますと、
　ご希望の倍率に文字・図形イラストが描けます。

※縮小の場合
■トレーシングピンとペンシル部を交換します。
■他の部品は、そのままいじらないでください。
■ワッシャーなど細かい部品がたくさんあります。
　部品を紛失しないようにご注意ください。

1.5 1.5

1.5 1.5

3

3 3

3

拡大・縮小倍率表
拡大

縮小

1.2 1.5 2.0 2.5 3.0

※原図の最大・最小寸法は、
　トレーシングピンの可動範囲内です。

3.5 4.0 4.5 5.0

A

固定板

原図

描かれた拡大図面

ペンシル部

B

6
5

3
2

2
1

5
2

3
1

7
2

4
1

9
2

5
1

トレーシングピン

六角ネジ 六角ネジ

ワッシャー

ワッシャー（大）

カラー小（長）

ワッシャー

トレーシングピン

ワッシャー

カラー

ワッシャー

ペンシル部

部品図

※交換時、部品の紛失にご注意ください。

縮小の場合はトレーシングピンと、
ペンシル部のみを交換し、他の
部品はいじらないでください。

※カラーを下から
　差し込んでください。

コンパス芯は、この方向
から入れてください。

●おもしろパンタくん価格表・商品仕様
品　番 品　　　名 拡大縮小倍率 バーの長さ 本体重量 パッケージサイズ JAN コード 価　格

№42-835 おもしろパンタくん 5.0倍〜0.2倍 360㎜×2・310㎜×2 138ɡ 86×425×37㎜ 4940288  428355 ￥3,850(3,500)

※倍率が低いと（3倍以下）、原図と描こうとする用紙が重なって
描きにくい場合があります。

　倍率3倍で描ける最大の原図サイズは120㎜角程度、5倍で
65㎜角程度です。



13オリジナルおもしろグッズ（ディコール）

これは便利！面倒な等分割の作業が、瞬時にできる。

一定の長さを一回の操作で簡単に等分割や拡大できるデバイダーです。
地図・測量・製図・デザイン・印刷・建築設計・天文・航空・船舶・地
理・照明デザインなどあらゆる分野で活用できます。
特に一定の間隔で、スペース内での分割を求められる用途に最適です。
区間の長さが決まれば、脚を開くだけで、10分割まで簡単に等分割でき
ます。もちろん2〜9の分割も可能です。

（DIEQUAL・等分割デバイダー）

※画像のディコール以外の商品は、価格に含まれません。

※画像の上が基準で0の刻印があります。1〜0（10）を刻印してあります。
●本体の長さ158㎜で、最大約200㎜開きます。（DR-S型）
●1.1㎜厚のステンレス材パーツ23ヶを37箇所で固定しました。
●長さを決めて分割することと、1箇所の間隔の長さを決めて、等間隔に
伸び縮みさせることができます。

●鋭利な先端部を落下などで変形させますと修理できません。ご注意ください。
●開閉時に指を挟まないように、ご注意ください。
※製品の構造上、等分の長さに0.3㎜前後の差が生じる場合もございます。予めご了承ください。③

①

②

❶

❸

①

❶

❸

DIEQUAL（ディコール・等分割デバイダー・ドラパス）
品　番 品　　　名 JANコード 価　格

№02-201 DIEQUAL（ディコール）DR-S型 プラケース入 4940288 022010 ￥33,000(30,000)
№02-204 　　　　　〃　　　　　DR-S型 メタルケース入 〃　　022041 ￥33,000(30,000)
№02-202 　　　　　〃　　　　　DR-L型 紙箱入 〃　　022027 ￥50,600(46,000)

①

③
②

※DR-S型/全長：158㎜、重量：45ｇ、計測範囲：35〜180（200）㎜を10分割（分割数が少ない場合は、計測範囲が少なくなります）
※DR-L型/全長：302㎜、重量：82ｇ、計測範囲：35〜330（420）㎜を10分割（分割数が少ない場合は、計測範囲が少なくなります）
※全開させますと（　）内の寸法まで開きますが、先端部がかなり斜めになります。
※№02-204は限定品です。メタルケースの在庫限りで終了します。

❸



（  　　 ）

（ 　　　）

コンパスよりも早く正確に　　 が描けるまる
1~110㎜φまで
1㎜単位で
円が描けます

紙や布を美しい円形にカット！紙や布を美しい円形にカット！紙や布を美しい円形にカット！
専用

カッティングナイフ
＆カッティング
マット付
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本体をしっかり固定し、線を引くように
カッティングナイフを360°回転させ
カットします。

ナイフの刃先をサークルプレートの
　  の中に差し込みフィットさせます。

付属のカッターマットの上にカットしたい
紙や布等を置き、その上にサークルカッター
をのせます。 力を抜いて、ゆっくり回転

させるのがコツです。

360°回転可能にするため、ペンボディーと
ペンホルダーの部分は一体型ではありません。

1 2 3
使用方法

❶直径25mm～150mmまでの円（サークル）を1mm
単位でカッティングできます。

❷サークル中央位置の部分はカッティングの際、より
精度がよくなるように拡大レンズになっています。

❸サークル上のクロスラインは円の中心点になります。

❹カッティングナイフは360°回転可能なので、より
スムーズなカッティング作業がおこなえます。

外側のサークルテンプレートは1～20mmの直径
まで使用出来ます。

回転サークル裏面は浮上式構造により円を描く
場合のインクのしみ、汚れを防ぎます。

高精度の回転サークルは20～110mm直径まで使用
できます。

回転サークル上の小さい穴径は、0.5mmシャープペン
シルや0.1～0.3mmのサインペンの使用が可能です。

回転サークル上の大きい穴径は、0.5mmのサインペン、
の使用が可能です。

サークル上のクロスラインは円の中心になります。

中心位置は拡大レンズになっています。

表面のアクリル板（黄色）は眼の疲れを防ぎライン
が見やすくなっています。

外側サークルが360°の分度器になっています。

 　サークルカッターは、
φ25mm～φ150mmまでの円を
1mm単位で安全に、 美しく
カッティングでき、工作や手芸等
に大変便利です。
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※  25mm用～  29mm用のホールではスムーズにカッティングできない場合があります。

❹

❶

❸
❷

オリジナルおもしろグッズ（サークル定規・サークルカッター）14

D-1102

D-1101

（1～10㎜は0.5㎜ピッチです）

サークル定規（ドラパス）
サークル定規は 1㎜〜110㎜までの円が、1㎜ピッチで（1〜9㎜までは 0.5㎜ピッ
チ）コンパスより早く、正確に簡単に描くことができます。
外側のサークルテンプレートは 1㎜〜 20㎜の直径までご使用いただけます。
内側のサークルは、 ベアリング機構によりスムーズに回転します。 中心位置
は拡大レンズ付です。裏面はインクエッジ付です。※0.5㎜シャープペンシル専用

①
① 品　番 型 番 品　　　名 JANコード 価　格

№33-041 D-1101 サークル定規 4940288 330412 ￥4,290(3,900)

サークルカッター（ドラパス）
φ 25㎜〜150㎜までの円を 1㎜単位で安全に､美しくカッティングできます。左右どちら
かでも回転できます｡ 工作や手芸等に大変便利です｡
※D-1102 は、サークルカッター本体、カッティングマット、専用カッティングナイフの 3 点です。
　D-1103 は、D-1102 の専用カッティングナイフで、単品使用には向きません。

②

②

③

③

④

④

品　番 型 番 品　　　名 JANコード 価　格
№33-042 D-1102 サークルカッター（セット） 4940288 330429 ￥4,620(4,200)
№33-043 D-1103 専用カッティングナイフ（替刃2本付） 〃　　330436 ￥1,155(1,050)
№33-044 D-1104 専用替刃（5本入） 〃　　330443 ￥ 682(620)　



ペンを立てて溝をなぞる様に直線を引き
ます。溝に沿って縦横自由に引けます。

紙の方向を変えると斜めの線も
簡単に引けます。

シートの上に紙をセットします。
紙であれば何でもＯＫです。

※シート部分：オーストリア製、バインダー・上質紙パッド・日本製

オリジナルおもしろグッズ（まほうのしたじき） 15

まほうのしたじき（ドラパス）
下敷きの表面に 0.5㎜間隔（1㎠に400ヶ）のピラミッドが刻まれています。簡単な地図・イ
ラスト・表組なら定規がなくとも、紙とペンだけで、きれいに描けます。筆記具はボールペン・
シャープペンなど何でもOKです。PVC 製、サイズは A4です。上質紙パッド付（10枚付）

品　番 型 番 品　　名 JANコード 価　格
№33-111 D-7704 まほうのしたじき（PVC製）4940288 331112 ￥3,080(2,800)

このような方には大変便利です。
●建築現場での打ち合わせに　●グラフィック、インテリアデザイナーの
ラフ制作に　●空調システムの配置図に…　●贈答品として最適です



卓上イーゼルTB-01（ドラパス）

オリジナル 卓上イーゼル16

描くためだけでなく、『飾る』機能を兼備するために一歩進化したイーゼル。
天然木にナチュラルブラウンで仕上げられたクラシックな本格派のフォルムが、オシャレなルームイン
テリア用、室内外のディスプレイ用から、実用的な黒板やコルクボードを使ったメニュー、ショップの
看板やPOP、パーティやウェルカムボードのスタンドまで広く活躍してくれる一品です。
軽量でコンパクトに折りたためるので、フラットな形で収納や持ち運びもお手軽にできます。

品　番 品　　　名 JANコード 価　格
№54-801 卓上イーゼルＴＢ-01 4940288 548015 ￥12,650(11,500)

※ TB-01 サイドの画像

※ TB-01 背面の画像

※ TB-01 最小の額をディスプレイした画像

※抑え棒を引き抜き、反対側に差し込むと、SM 程度の小さいサイズに対応します。
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18 コンパスの話・独式製図器セット（ドラパス）

弊社の製図器で最もヘビーデューティな製品です。主な製図器を全て収
めてあります。特に学校の備品としてご活用ください。

内容：大コンパス（TOS）2本組（針付･中継）、中コンパス 3 本組（鉛筆･中継･烏口）、
デバイダー大、デバイダー小、中型スプリングコンパス鉛筆（差替式）、
中型スプリングコンパス烏口、中型スプリングコンパス両針、

　　　ドロップコンパス（鉛筆･烏口）、比例コンパス17㎝、ビームコンパス3本組、
直線引烏口（中･2本）、単曲線引烏口、双曲線引烏口、

　　　コンパスシャープ中（0.3/0.5/0.7㎜）、替柄（白）、中心器、ドライバー、
コンパス芯（2㎜芯･0.3/0.5/0.7㎜コンパスシャープ芯）、スペアパーツ（N）、
半円分度器 15㎝、ステンレス字消板 A、ふき布、専用木製収納ケース

※画像の比例コンパスは廃番により、17㎝に変更いたしました。（掲載画像と異
なります）正しい画像はP28に掲載の、№02-210をご参照ください。

独式製図器セット

製図器械製造業の興り
　ペリー来航を 6 年後に控えた 1848 年（嘉永元年）、徳川幕府は国防の必要性を痛感し、野戦砲及び
鉄砲の需要が急増する。そこでカンザシ等を製造していたカザリ職人が鉄砲鍛冶となり、更にその一部
の人々が製図器械を作るようになった。日本で初めてフランス式（以下仏式）のコンパスができたのは
1869 年（明治 2 年）のことで、やはり鉄砲鍛冶の息子 ･ 和田貞一郎が作ったものが最初とされている。
　1875 年（明治 8 年）主に時計鎖を作っていたカザリ職人が舶来品を見本として、独力で仏式コンパス
を作り始め、その後比例コンパスを作り始める者やスプリングコンパスを作り始める者などが続出し、
種類ごとに専門の職人により製作され一時隆盛を極める。
　当時のコンパスはすべて打物であったが、1885 年（明治 18 年）頃から、鋳物師の手により鋳物コン
パスが作られ始める（烏口とスプリングコンパスは除く）。また 1916 年（大正 5 年）ドイツ式（以下独式）
リヒテル型コンパス国産化の折、初めて洋白の板と棒が使われ始めた。

名称の推移
　製図器械の呼び方は明治の前半は総称してコンパスといい、後半は図引、図引具、図引道具となり、大正以降は製図器また
は製図器械となった。
　1943 年（昭和 18 年）頃から機器という名称が流行し、業界の一部において製図機械という言い方が出始めた。

参考資料　片山三平著　日本製図器械工業史

ドラパス独式製図器の特長
　主軸の開閉部分に金属製の歯車（ギア式の中心装置として1965 年（昭和 40 年）にパ
テントを取得）を用いることにより、開閉は極めてスムーズになり、機械的にも耐久
性に優れています。他の中心装置のように摩擦することがなく、頭部のビスをドライ
バーで廻すことにより開閉具合の調整が容易にできます。
　蝶番部には化粧ビス（テーパービス）を採用しており、締め直しが可能で、脚の折り曲げはいつもスムーズです。
特殊真鍮圧延材を用い、環境に配慮したスズコバルト（代用クロム）メッキ･ヘアーライン仕上げをしてあります（S 型を除く）ので、
手入れの必要が殆どありません。目が疲れず、指紋がつきにくくなっております。
　弊社のコンパスは、スプリングコンパスの一部を除き全て差替式になっておりますので、一本で鉛筆コンパス、烏口コンパス、デ
バイダーとしてお使いいただけます。また、別売のコンパスシャープやサークルカッターをセットいたしますと、さらに用途が広が
ります。

日本における各型式の黎明
　1865年（慶応元年）駐日仏大使レオン･ロウシェの協力により横浜に仏語学校が開校され、第一期生が入
校する。この生徒が後に我が国陸軍の本格的成立の基礎となった。
　1867年（慶応3年）2月、仏から歩兵大尉シャノウネ、砲兵大尉ブリュネ、騎兵大尉ドゥ･シャルム、ドゥ･ブ
スケーの将校4名とその他下仕官総勢 9 名が来日し、仏語学校の第一期出身者を陸軍軍人として養成した。
　また、仏大使の協力により横須賀に造船所を設立し、レオンフランソワ ･ ベルニーの指導により造船を
始める。
　1868 年（明治元年）兵学寮において測量製図を始めるが、上記の内容からも推測出来る通り、測量製図、
造船設計製図いずれも仏式コンパス、製図用具を使用した。
　1872 年（明治 5 年）内務省の前身である工部省が全国測量計画を立て、英国人技師長マクウェンほか 5

名を招聘して、これらの人々がその指導に当り、測量製図を開始し、イギリス式（以下英式）コンパスが使用されるようになった。
　1880 年（明治 13 年）田坂兎之助大尉が普仏戦争により戦果を収
めた独 ･ オーストリアを視察し、帰国後陸軍の戦術装備は独式と
なった。従って測量も独式となり、製図器の一部も独式となったが、
大部分は依然として仏式が広く使用されていた。
　第二次世界大戦後、機械加工により大量生産の可能な独式コンパ
スが徐々に普及し、現在においてはコンパスの主流となっている。

品　番 品　　　名 JANコード 価　格
№01-010＠ 独式23本組 32品 製図器セット 4940288 010109 ¥115,500(105,000)
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製図器について・ユニットケース独式製図器セット（ドラパス） 19

品　番 品　　　名 JANコード 価　格
№05ｰ002 ユニットケース（トレー付） 4940288 050020 ¥3,960(3,600)
№05ｰ012 　　　〃　　　（トレーなし） 〃　　050129 ¥2,860(2,600)

製図器について（独式･英式）
製図器は独式（ドイツ式）と英式（イギリス式）に大別されます。
独式は、特殊真鍮圧延材を主材に用い、ヘアーライン加工の上、スズコ
バルト（代用クロム）メッキ仕上を施してあります。（弊社の一部の商品
はニッケルメッキ）機械加工で大量生産できるので、 現在の主流となって
います。便利なコンパスシャープ･サークルカッター･各種アタッチメント
等が取り付けられます。なお、使用後の特別な手入れは不要です。
一方英式は、職人が丹精込めて手作りしたもので、工芸品的な風格をも
ち、また独式にはない味わいがあり、その分大変高価です。
特に一本烏口では、独式にない超硬質の材料を使用したものもあり、ト

レース作業などのハンドワークの分野においては、圧倒的に多用されて
おります。 スプリングコンパス類も独式と比較して、 大変軽く使いや
すくできています。主材料は洋白（黄銅と銅の合金）鋳物と、鉄（スプリ
ングコンパス）、炭素鋼（烏口）などです。使用後はコンパスオイル塗布
などの手入れが必要です。
英式の針の固定方法には、抱針式（針の固定がより確実で、針先を自由
に伸縮できる）と引針式があります。抱針式製品はカタログには掲載し
てありませんが、 十分な在庫のある商品もございますので、ご必要な
場合は弊社営業部までお問い合わせください。

　　　  独式製図器セット（ユニットケース）

●烏口の研ぎ方
　①オイルストンにコンパスオイルを 2 〜 3 滴

落とします。
　②ネジを緩め、烏口の上刃と下刃を軽く接触

させます。
　③オイルストンに垂直に刃を立て、図 C の良

の形に刃先を整えてください。
　④次に烏口を図 A･B のように砥石に傾けなが

ら 8 の字を書く要領で上刃、下刃を均等に
研ぎ刃をつけます。

1．直線分割の場合（LINE）
任意の寸法の母線ＡＢを三等分する時、
まず遊標をＬ目盛の３に合わせて、長
剣を母線ＡＢに開けば、短剣に表れた
寸法ＡＣは、ＡＢの三分の一になりま
す。

3．面積分割の場合（PLANE）
任意の正方形の面積を二等分する時、
遊標をＰ目盛の２に合わせ長剣を一辺
のＡＢに合わせれば、二分の一の面積
をもつ、正方形の一辺（ＡＣ）が短剣
に表示されます。

4．立方分割の場合（SOLID）
任意の正立方形を二等分する時、まず
遊標をＳ目盛の２に合わせます。次に
底辺ＡＢに長剣を合せれば、短剣の表
わすＡＣが、二分の一の体積をもつ正
立方形の一辺になります。

2．円分割の場合（CIRCLE）
ある円の周囲を七等分する時、遊標を
Ｃ目盛の７に合わせ、長剣を半径ＡＢ

（Ｂは円周の任意の箇所）に合わせれば、
短剣の表わすＢＣは、円周を七等分し
て一周する寸法です。

※収納してある製図用具は別売です。

※上の写真はユニットケースの上
　・下段に製図用品をフル装備し
　た状態です。

※ユニットケースの下段にはＢ５
　サイズの教科書・関数電卓など
　も収納できます。
　用具のまとまりが良いので、と
　ても便利です。

※P23に、弊社の製図器の全長に
　ついて詳しく記述してあります。

製図器セットと製図用具携帯バッグを兼ね備えた全く新しいタイプの製図
器ケースです。上段には殆どの製図器に対応できる型が抜いてあります。
下段には、三角定規 ･ 直定規 ･ 製図用ブラシ ･ 雲形定規などの製図用具の
ほか、B５サイズ迄の教科書 ･ 関数電卓なども収納できます｡
本体は十分な肉厚を持たせたポリプロピレン製で、大変スマートなデザ
インです。内形寸法：W318×H200×D45㎜

●比例コンパス使用法

№01-004 ユニットケース独式製図器セット 10本組 21品…¥23,100(21,000)

№01-006 ユニットケース独式製図器セット 6本組 15品…¥18,700(17,000)№01-005 ユニットケース独式製図器セット 11本組 23品…¥35,200(32,000)

図A 図B

図C

良　　程良　　不良　 不良　 不良

●コンパスの最大半径の表示について

コンパスは両脚を用紙に対し垂直に
折り曲げた状態での寸法を表示して
あります。

※デバイダーは、両脚を90度に開い
た時の長さを表示してあります。

JAN4940288 010055（大コンパス）※写真の製図器とユニットケースの価格です。 JAN4940288 010062（大コンパス）※写真の製図器とユニットケースの価格です。

JAN4940288 010048（中コンパス）※写真の製図器とユニットケースの価格です。
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独式製図器セット（ドラパス）20

　　　 独式製図器セット

№01-016　独式 10本組 18品 ……………………¥30,800(28,000) №01-020　独式 9本組 17品 ………………………¥24,200(22,000)
JAN4940288 010161 JAN4940288 010208

№01-353　独式 8本組 16品 ………………………¥16,830(15,300)
JAN4940288 013537

№01-025　独式 8本組 16品 ………………………¥23,100(21,000)
JAN4940288 010253

№01-394　独式 10本組 18品 ……………………¥18,700(17,000) №01-410　独式 10本組 17品 ………………… ¥19,250(17,500)
JAN4940288 013940 JAN4940288 014107

№01-416　独式 7本組 15品 ………………………¥15,400(14,000) №01-429　独式 9本組 20品 …………………………¥18,700(17,000)
JAN4940288 014169 JAN4940288 014299

№01-442　独式 7本組 16品 ………………………¥17,050(15,500)
JAN4940288 014428

№01-476　独式 12本組 19品  ……………………¥23,650(21,500)
JAN4940288 014763



1
製
図
器

品名　　　　　　　　　　　 品番 №016 №020 №025 №353 №394 №410 №416 №429 №442 №476 №481 №501 №515 №518 №524 №525

大コンパス（差替式）
鉛筆 ● ● ● ● ●（本体） ●（TOS）
烏口 ● ● ●
針先 ● ●
中継 ● ● ● ● ●

中コンパス（差替式）
鉛筆 ● ● ● ●（本体） ●（本体） ●
烏口 ●
中継 ● ●

ロング中コンパス（差替式） ●（本体）
スライド大コンパス（TRK）
　　　（差替式）

鉛筆 ● ●（本体） ●
中継 ● ●

スライド中コンパス（差替式） 鉛筆 ● ● ●
デバイダー 大型 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

小型 ● ●
大型スプリングコンパス
　　　（差替式）

鉛筆･両針 ●
中継 ●

中型スプリングコンパス
　　　（差替式）

鉛筆 ● ● ● ● ● ●（本体） ● ● ● ● ● ●
烏口 ●

ロングスプリングコンパス（差替式） 鉛筆 ●
中型スプリングコンパス 鉛筆 ● ●

烏口 ● ●
小型スプリングコンパス 鉛筆 ●
直線引烏口　中（横開式） ● ●
0.3㎜コンパスシャープ ●（中）●（中）●（大）●（中）●（中）●（中）●（大･中） ●（中） ●（中）
0.5㎜コンパスシャープ ●（大）●（大）●（大）●（中）●（中）●（大）●（中）●（中）●（中）●（大･中） ●（中）●（中）●（中）●（中）●（中）
0.7㎜コンパスシャープ ●（中）●（大） ●（中）●（中）●（大･中）
0.3㎜シャープペンシル ●（D） ●（D） ●（D） ●（D） ◎（D） ◎（D） ●（D） ◎（D） ◎（D） ◎（D）
0.5㎜シャープペンシル ●（D） ●（D） ●（D） ●（D） ◎（D） ◎（D） ●（D） ◎（D） ●（D） ◎（D） ◎（D）
0.7㎜シャープペンシル ●（D） ●（D） ◎（D） ◎（D） ●（D）
ピグメントライナー（0.1/0.3/0.5㎜ 黒） ●
万能アタッチメント（N） 　 ●
替柄 ● ● ● ● ●
消しゴム ●（大） 　 ●（小） ●（大）
中心器 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
ドライバー ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
コンパス芯（コンパスシャープ芯） ● ● ● ●（2種）●（2種）●（2種）●（2種） ● ●（2種） ● ● ● ● ● ●
スペアパーツ（N） ● ● ● ● ● ● ● ●
半円分度器12㎝ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
ステンレス字消板A ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
ふき布 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

独式製図器セット（ドラパス） 21

■製図器セット内容表

№01-481  独式 5本組 12品 JAN4940288 014817  ……… ¥17,050(15,500)

№01-515  独式 9本組 16品 JAN4940288 015159  ……… ¥17,050(15,500) №01-518  独式 7本組 16品 JAN4940288 015180 ……… ¥15,950(14,500)

№01-524  独式 6本組 14品 JAN4940288 015241  ……… ¥14,850(13,500) №01-525  独式 3本組 9品 JAN4940288 015258  ……… ¥11,000(10,000)

※シャープペンシル／ D：ドラパス（DM-300シリーズ）､ ◎マークはシャープ芯をセットしてあります。

№01-501  独式 8本組 17品 JAN4940288 015012 ……… ¥17,050(15,500)
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オール･イン･ワン製図器（ドラパス）22

ご希望に添ったオリジナル製図器セットの製作を承っております。
製図器はもちろん、シャープペンシル・シャープ芯・消しゴム・製図ペン・
線引ペンなど、ご指定の製図用品でセット致します。
ケースはハードタイプのケース・ソフトタイプのケース・弊社オリジナルの
ユニットケースなどバラエティに富んだケースを揃えております。
学校納品などのご用命がございました際には、ぜひとも弊社のオリジナル
製図器をご検討ください。詳細は弊社営業部までお問い合わせください。

オール・イン・ワン製図器

オリジナル製図器セット

JAN4940288 053014

① №05-3001 オール・イン・ワン製図器 10本組 25品 ……¥23,100(21,000)
内容： 大コンパス鉛筆、スプリングコンパス鉛筆、デバイダー大、中継大、コンパスシャープ 0.3・0.5・0.7㎜

各1、シャープペンシル0.3・0.5・0.7㎜各1、シャープ芯 0.3・0.5・0.7㎜（HB）各1、自在曲線定規
30㎝、三角定規2㎜24㎝目盛なし、ミニブラシ、消しゴムSK-100S、テンプレートE101N、製図用テー
プ 12㎜×18m、半円分度器12㎝、ステンレス字消板A、コンパス芯（HB）、ドライバー、中心器、ふき布

② №05-3501 オール・イン・ワン製図器 5本組 15品 ……¥14,300(13,000)
内容： スライド式大コンパス0.5㎜付、 スライド式大コンパス用針先部、スプリングコンパス0.3㎜付、

シャープペンシル 0.3・0.5㎜各1、シャープ芯 0.3・0.5㎜（HB）各1、ミニブラシ、消しゴム SK-60S、
スクールテンプレート、ステンレス字消板 A、半円分度器12㎝、ドライバー、中心器、ふき布

JAN4940288 053540

JAN4940288 053519

④ №05-3504 オール・イン・ワン製図器 9本組 21品 ……¥24,200(22,000)
内容： 大型スプリングコンパス鉛筆、大型スプリングコンパス中継、スプリングコンパス鉛筆、デバイダー

大、コンパスシャープ 0.3・0.5㎜各 1、シャープペンシル 0.3・0.5㎜各 1、シャープ芯 0.3・0.5㎜（HB）
各1、万能アタッチメント、万能雲形定規中、テンプレートE103N、消しゴム SK-60S、ステンレス
字消板A、半円分度器12㎝、コンパス芯（HB）、ドライバー、中心器、ふき布

③ №05-3502 オール・イン・ワン製図器 7本組 18品 ……¥20,350(18,500)
内容： スライド式中コンパス鉛筆、スプリングコンパス鉛筆、デバイダー大、コンパスシャープ0.3・0.5㎜各1、

シャープペンシル0.3・0.5㎜各1、 シャープ芯0.3・0.5㎜（HB）各1、三角定規2㎜18㎝目盛なし、
三角スケール15㎝、テンプレートE103N、消しゴムSK-60S、ステンレス字消板A、半円分度器12㎝、
コンパス芯（HB）、ドライバー、中心器、ふき布

JAN4940288 053526

収納ケースに必要な製図器、製図用品を収納した便利なシリーズです。

① ②

④③
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●学生用オールセット単品価格表

№05-2000 スライドケース入 6品 JAN4940288 052000  ………¥6,160(5,600)
内容：製図器 2 本組、三角定規 2㎜×24㎝目盛なし、フローラスケールN30㎝、
　　　ステンレス字消板A、コンパス芯（HB）、ネームシール

№05-2500 チャックケース入 12品 JAN4940288 052505 ……¥8,580(7,800)

内容：製図器 2本組、三角定規2㎜×24㎝雲形抜き、フローラスケールN30㎝、
　　　製図用テープ12㎜×18m、鉛筆4本組（HB・F・H・2H）、芯研器（FC 184100）、
　　　プラスチック消しゴム SK-60S、半円分度器 9㎝、ステンレス字消板A、
　　　スクールテンプレートE911、コンパス芯（HB）、ネームカード

№05-2600 チャックケース入 10品 JAN4940288 052604 ……¥5,720(5,200)

内容：ドラボーイコンパス2本組、三角定規2㎜×24㎝雲形抜き、
　　　フローラスケールN30㎝、製図用テープ12㎜×18m、鉛筆4本組（HB・F・H・2H）、
　　　プラスチック消しゴムSK-60S、半円分度器 9㎝、ステンレス字消板A、
　　　スクールテンプレートE911、ネームカード

中心装置は上級機種同様に歯車を使用していますが、ヘアーライン加工は施してありませ
ん。弊社の製図器は、環境に配慮したスズコバルト（代用クロム）メッキ仕上げですが、こ
のシリーズとS 型製図器シリーズは、ニッケルメッキ仕上げとなっております。

コンパス・部品の全長は、左図・下図を基準にしております。（一部の特殊品で例外あります）
コンパスの段針の出っ張り部分は標準で4㎜です。デバイダーの針の出っ張りは標準で10㎜です。
つまみの先端部から、針先の先端までが全長です。
※コンパスシャープ・中継など各部品の全長は、差し替えて本体に潜る部分は含まれません。

　　　　　　内容：独式デバイダー､ 独式中コンパス鉛筆､ コンパス芯（HB）
　　　　　　※最大計測範囲：05-5001/145㎜、※製図半径：05-5501/130㎜

№05-2100 スライドケース入 5品 JAN4940288 052109 ………¥3,630(3,300)
内容：ドラボーイコンパス 2 本組、三角定規 2㎜×24㎝目盛なし、
　　　フローラスケールN30㎝、ステンレス字消板A、ネームシール

ドラボーイ･オールセット

学生用製図器

コンパスのサイズについて

学生用オールセット

品　番 品　　　　　名 JANコード 価　格
№05-5001 独式 デバイダー（全長143.4㎜） 4940288 055018 ¥1,760(1,600)
№05-5501 　〃　 中コンパス鉛筆（全長117.0㎜ 替芯付） 〃　　055513 ¥2,035(1,850)
№05-5502 　〃　 製図器2本組　3品（ハードケース） 〃　　055025 ¥3,740(3,400)

品　番 品　　　　　名 JANコード 価　格
№05-8003 独式学生用製図器2本組（シース入） 4940288 058309 　¥3,520(3,200)
№05-634 三角定規 2㎜×24㎝雲形抜き（ケースなし） 〃　　056343 　  ¥ 792(720)
№05-8900 鉛筆4本組（HB・F・H・2H）シース入 〃　　058903 　  ¥ 220(200)
№55-221 製図用テープ 12㎜×18m — 　  ¥ 143(130)
№05-3280 収納スライドケース 4940288 053281 　  ¥ 935(850)
№05-3290 収納チャックケース 〃　　053298 　¥2,145(1,950)

笙

笞

漓

潸
澁
澀

潯

澆

滷 潺

※鉛筆用コンパスは、コンパス芯2㎜HB（30㎜長・6本入）が付属しています。

澀

潯

全 長

コンパス

スプリングコンパス

デバイダー

全 長

全 長

4㎜

10㎜
4㎜

全 長 全 長

全 長 全 長 全 長

中継 コンパスシャープ

鉛筆部 針先部 烏口部

4㎜
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独式 差替大コンパス
ドラパス独式大コンパスは全て差替式ですから､ 1 本で鉛筆コンパス､ 烏口コンパ
ス､ シャープコンパス､ カッターコンパス､ デバイダー等の機能をもたすことがで
きます。

品　番 品　　　名 全長 JANコード 価　格
№02-030 差替大コンパス 4本組 151㎜ 4940288 020306 　¥7,700(7,000)

№02-031 　　　〃　　　 3本組 151㎜ 〃　　020313 　¥7,150(6,500)

№03-101 中継（大コンパス用） 90㎜ 〃　　031012 　  ¥ 880(800)

№03-102 差替用烏口（大） 47㎜ 〃　　031029 　¥1,650(1,500)

№03-103 差替用鉛筆部（大） 39㎜ 〃　　031036 　  ¥ 660(600)

№03-104 差替用針先（大） 43㎜ 〃　　031043 　  ¥ 550(500)

独式 差替大コンパス

※製図半径：130㎜
※OSタイプはコンパスシャープ大、TOSタイプはコンパスシャープ中をお使いください。

※製図半径：130㎜、中継使用時：220㎜

品　番 品　　　名 全長 JANコード 価　格
№02-032 差替大コンパス 烏口 159㎜ 4940288 020320 ¥5,445(4,950)

№02-033 差替大コンパス 鉛筆（OS） 151㎜ 〃　　020337 ¥4,620(4,200)

№02-044 差替大コンパス 鉛筆（TOS）151㎜ 〃　　020443 ¥4,620(4,200)

独式 差替両袋中コンパス

品　番 品　　　名 全長 JANコード 価　格
№02-034 差替両袋中コンパス 鉛筆 120㎜ 4940288 020344 ¥4,620(4,200)

両袋中コンパスは、両脚が差し替えられますので、鉛筆部や烏口部を両脚に付け替えて、
両線引きができます。鉛筆部の形状を工夫し、通常の中コンパスより小さい円を描けます。

※製図半径：95㎜

独式 差替中コンパス
ドラパス独式中コンパスは全て差替式ですから､ 1 本で鉛筆コンパス､ 烏口コンパ
ス､ シャープコンパス､ カッターコンパス､ デバイダー等の機能をもたすことがで
きます。

※製図半径：95㎜、中継使用時：170㎜

品　番 品　　　名 全長 JANコード 価　格
№02-035 差替中コンパス4本組 120㎜ 4940288 020351 　¥7,480(6,800)

№02-036 　　　〃　　　3本組 120㎜ 〃　　020368 　¥6,930(6,300)

№03-111 中継（中コンパス用） 74㎜ 〃　　031111 　  ¥ 880(800)

№03-112 差替用烏口（中） 34㎜ 〃　　031128 　¥1,650(1,500)

№03-113 差替用鉛筆部（中） 28㎜ 〃　　031135 　  ¥ 660(600)

№03-114 差替用針先（中） 32㎜ 〃　　031142 　  ¥ 550(500)

独式 差替中コンパス

※ロング中コンパスは、大コンパス用のコンパスシャープ、烏口等をご使用いただけます。
※製図半径：中コンパス /95㎜、ロング中コンパス /95㎜

※適正計測範囲：大型 /185㎜、中型 /165㎜、小型 /140㎜

品　番 品　　　名 全長 JANコード 価　格
№02-037 差替中コンパス 烏口 126㎜ 4940288 020375 ¥5,225(4,750)

№02-038 　　　 〃　　　鉛筆 120㎜ 〃　　020382 ¥4,400(4,000)

№02-039 差替ロング中コンパス 鉛筆 134㎜ 〃　　020399 ¥4,620(4,200)

独式 デバイダー
加減付デバイダーは､ ネジを調節することにより微調整ができます。

品　番 品　　　名 全長 JANコード 価　格
№02-040 デバイダー 大型 加減付 153㎜ 4940288 020405 ¥4,070(3,700)

№02-041 デバイダー 大型 153㎜ 〃　　020412 ¥3,300(3,000)

№02-042 デバイダー 小型 124㎜ 〃　　020429 ¥3,190(2,900)

№02-043 デバイダー 中型 爪掛付 138㎜ 〃　　020436 ¥3,300(3,000)

漓
滷
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※鉛筆用コンパスは、コンパス芯2㎜HB（30㎜長・6本入）が付属しています。
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独式 中型スプリングコンパス
品　番 品　　　名 全長 JANコード 価　格

№02-045 中型スプリングコンパス 烏口 93㎜ 4940288 020450 ¥3,630(3,300)
№02-046 　　　　　〃　　　　　 鉛筆 92㎜ 〃　　020467 ¥3,135(2,850)
№02-047 　　　　　〃　　　　　 両針 95㎜ 〃　　020474 ¥2,970(2,700)

このタイプはそれぞれの用途の専用品で、差替はできません。

独式 小型スプリングコンパス

品　番 品　　　名 全長 JANコード 価　格
№02-050 小型スプリングコンパス 烏口 85㎜ 4940288 020504 ¥3,575(3,250)
№02-051 　　　　　〃　　　　　 鉛筆 82㎜ 〃　　020511 ¥3,080(2,800)
№02-052 　　　　　〃　　　　　 両針 85㎜ 〃　　020528 ¥2,915(2,650)

一番小さいタイプの小型スプリングコンパスは、特に小円の作図に向いていま
す。それぞれの用途の専用品で、差替はできません。

独式 差替中型スプリングコンパス

品　番 品　　　名 全長 JANコード 価　格
№02-053 差替ロング中型スプリングコンパス鉛筆 108㎜ 4940288 020535 　¥4,290(3,900)
№02-054 差替中型スプリングコンパス鉛筆 97㎜ 〃　　020542 　¥3,850(3,500)
№02-055 差替中型スプリングコンパス3本組 97㎜ 〃　　020559 　¥6,050(5,500)
№03-112 差替用烏口スプリング用 34㎜ 〃　　031128 　¥1,650(1,500)
№03-123 差替用鉛筆部スプリング用 28㎜ 〃　　031234 　  ¥ 660(600)
№03-124 差替用針先スプリング用 32㎜ 〃　　031241 　  ¥ 550(500)
№03-173 差替用鉛筆部ロングスプリング用 40㎜ 〃　　031739 　  ¥ 660(600)
№03-174 差替用針先ロングスプリング用 43㎜ 〃　　031746 　  ¥ 550(500)

差替式ですから､ 1 本で鉛筆コンパス､ 烏口コンパス､ デバイダーとして使えま
す。別売のコンパスシャープやサークルカッターもご使用になれます。
ロングタイプは､ 大コンパス用のコンパスシャープ等を使用できます。

独式 差替中型スプリングコンパス（窓開き）

品　番 品　　　名 全長 JANコード 価　格
№02-057 差替窓開き中型スプリングコンパス 97㎜ 4940288 020573 ¥4,180(3,800)

針先の調整部分に窓開き加工を施しました。針先の長さの微調整が簡単にでき、
しかも針とダボが一体になっておりますので、針先が抜け落ちません。

マルチデバイダー

独式 海図用デバイダー（S型・両脚伸縮式）

独式 海図用デバイダー

品　番 品　　　名 全長 JANコード 価　格
№02-200 マルチデバイダー 128㎜ 4940288 022003 ¥2,640(2,400)

品　番 品　　　名 全長 JANコード 価　格
№02-048 海図用デバイダー（両脚スライド式） 170㎜ 4940288 020481 ¥3,850(3,500)

品　番 品　　　名 全長 JANコード 価　格
№02-049 海図用デバイダー 200㎜ 4940288 020498 ¥3,960(3,600)

プラ製の専用ケースに収納できますので、胸ポケットに差してお使いいた
だけます。中心装置は耐久性抜群の金属製ギアを使用しております。爪掛
が先端部についており、操作性が抜群です。

主に海図など長い距離の計測に最適です。全長は 170㎜ですが、両脚スライド式で、
両脚を伸ばすと、全長 225㎜にもなります。針は黒メッキが施してあり、針先は外れ
ない構造です。（※全長が大きいので特に伸長した場合、針先が揃いにくくなっております）

全長 200㎜で、脚はスライドしませんが、海図用としての長さを確保してあ
ります。爪掛式で使いやすい海図用デバイダーです。針は通常のデバイダー
と異なり、固定してあります。

※製図半径：烏口・鉛筆/35㎜、両針/30㎜まで

※製図半径：烏口 ･ 鉛筆 ･ 両針/20㎜まで

※適正計測範囲：0〜280㎜　※最大伸長時の全長：225㎜

※適正計測範囲：0〜190㎜

※適正計測範囲：0〜150㎜

※製図半径：差替中型スプリングコンパス/32㎜、差替ロング中型スプリングコンパス/35㎜

※製図半径：32㎜まで
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※鉛筆用コンパスは、コンパス芯2㎜HB（30㎜長・6本入）が付属しています。
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独式 直線引烏口（横開式）

品　番 品　　　名 全長 JANコード 価　格
№02-061 直線引烏口（横開式）中型 124㎜ 4940288 020610 ¥3,850(3,500)滷

羽根が横に開閉しますので、手入れがとても簡単です。

独式 デザイン烏口
品　番 品　　　名 全長 JANコード 価　格

№02-072 デザイン烏口 150㎜ 4940288 020726 ¥4,620(4,200)澆

インクを多く含めますので、太い線を長く描くのに適しております。

独式 単曲線引烏口･双曲線引烏口
品　番 品　　　名 全長 JANコード 価　格

№02-066 単曲線引烏口 120㎜ 4940288 020665  ¥7,920(7,200)

№02-067 双曲線引烏口 130㎜ 〃　　020672 ¥15,950(14,500)

潺
潸

地図製図には欠かせない烏口です。ストッパー付きで軸の回転を固定できます。

独式 ビームコンパス（棹ビーム）

品　番 品　　　名 全長 JANコード 価　格
№02-071 ビームコンパス 4本組 754㎜ 4940288 020719 ¥17,600(16,000)澁

ビームコンパスの定規を 3 本継ぎますと､ 半径 720㎜の円が描けます｡ 差替式で、
鉛筆コンパス､ 烏口コンパスとして使えます｡

※サークルカッター・コンパスシャープは中コンパス用をご使用ください。
※コンパス針は№03-066 をご使用ください。（P30 に掲載）
※製図半径：720㎜

筐

独式 洋裁コンパス（オリジナル）

品　番 品　　　名 全長 JANコード 価　格
№02-079 洋裁コンパス（両脚スライド式）163㎜ 4940288 020795 ¥4,290(3,900)濳

従来の金属板を折り曲げ加工したものとは異なり、弊社の製図器同様に無垢の真鍮
材を用いており、中心装置は金属製のギア仕様です。両脚を一杯に伸ばすと、半径
330㎜の円を描けます。仕上げは、S 型製図器と同じニッケルメッキ仕上げです。

※製図半径：330㎜　※最大伸長時の全長：219㎜

笊

独式 差替ドロップコンパス（製図半径15㎜まで）
極小円専用のコンパスです。差替式、鉛筆と烏口が使い分けできます。

品　番 品　　　名 全長 JANコード 価　格
№02-056 差替ドロップコンパス2本組 121㎜ 4940288 020566 ¥6,270(5,700)
№03-132 差替用烏口 ドロップ用 34㎜ 〃　　031326 ¥1,650(1,500)
№03-123 差替用鉛筆部 ドロップ用 28㎜ 〃　　031234     ¥ 660(600)

漓

●独式ビームコンパス使用例
上の写真のように、ビームコンパス用定規
か、ステンレス直定規にはさんでご使用く
ださい。澀

従来の英式ビームコンパスを基本に、独式加工に切り換え改良を加えました。
両差替式ですから、烏口･鉛筆がお使いになれます。微動装置の動きも一段と滑ら
かになりました。

独式 ビームコンパス（改良型）

品　番 品　　　名 全長 JANコード 価　格
№07-213 ビームコンパス 4本組 ─ 4940288 072138 ¥13,200(12,000)澀

潯

潛

独式 ビームコンパス用定規 ※№02-071には、適合しません。

品　番 品　　　名 全長 JANコード 価　格
№07-215 ビームコンパス用定規  40㎝ 40㎝ 4940288 072152 　  ¥ 605(550)

№07-216                〃              60㎝ 60㎝ 〃　　072169 　  ¥ 825(750)

№07-217                〃            100㎝ 100㎝ 〃　　072176 　¥1,210(1,100)

潯
潛

※洋裁筆コンパスは、2020年で廃番になりました。
※鉛筆用コンパスは、コンパス芯2㎜HB（30㎜長・6本入）が付属しています。
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独式 スライド式差替大コンパス

独式 差替シャープコンパス

独式 スライド式差替中コンパス

独式 差替カッターコンパス

品　番 品　　　名 全長 JANコード 価　格
№02-084 スライド式大コンパス鉛筆（TRK）156㎜ 4940288 020849 　¥5,445(4,950)
№02-085 スライド式大コンパス2本組（RK）156㎜ 〃　　020856 　¥7,095(6,450)
№02-086 スライド式大コンパス鉛筆（RK）156㎜ 〃　　020863 　¥5,445(4,950)
№03-151 中継（TRK・RK用）大 90㎜ 〃　　031517 　  ¥ 880(800)
№03-102 烏口（RK用）大 47㎜ 〃　　031029 　¥1,650(1,500)
№03-153 鉛筆（RK用）大 39㎜ 〃　　031531 　  ¥ 660(600)
№03-154 針先（RK用）大 43㎜ 〃　　031548 　  ¥ 550(500)

品　番 品　　　名 全長 JANコード 価　格
№02-090 大コンパス0.5㎜シャープ付 151㎜ 4940288 020900 ¥5,005(4,550)
№02-091 大コンパス0.3㎜シャープ付 151㎜ 〃　　020917 ¥5,005(4,550)
№02-092 中コンパス0.5㎜シャープ付 120㎜ 〃　　020924 ¥4,730(4,300)
№02-093 中コンパス0.3㎜シャープ付 120㎜ 〃　　020931 ¥4,730(4,300)
№02-075 大コンパス0.9㎜シャープ付 151㎜ 〃　　020757 ¥5,115(4,650)
№02-076 大コンパス0.7㎜シャープ付 151㎜ 〃　　020764 ¥5,005(4,550)
№02-077 中コンパス0.9㎜シャープ付 120㎜ 〃　　020771 ¥4,840(4,400)
№02-078 中コンパス0.7㎜シャープ付 120㎜ 〃　　020788 ¥4,730(4,300)
№02-094 スプリングコンパス0.5㎜シャープ付 97㎜ 〃　　020948 ¥4,180(3,800)
№02-095 スプリングコンパス0.3㎜シャープ付 97㎜ 〃　　020955 ¥4,180(3,800)

品　番 品　　　名 全長 JANコード 価　格
№02-087 スライド式中コンパス2本組（KRK）120㎜ 4940288 020870 　¥6,875(6,250)
№02-088 スライド式中コンパス鉛筆（KRK）120㎜ 〃　　020887 　¥5,225(4,750)
№03-161 中継（KRK用）中 73㎜ 〃　　031616 　  ¥ 880(800)
№03-112 烏口（KRK・TRK用）中 34㎜ 〃　　031128 　¥1,650(1,500)
№03-163 鉛筆（KRK・TRK用）中 28㎜ 〃　　031630 　  ¥ 660(600)
№03-164 針先（KRK・TRK用）中 32㎜ 〃　　031647 　  ¥ 550(500)

品　番 品　　　名 全長 JANコード 価　格
№02-097 大コンパスサークルカッター付 151㎜ 4940288 020979 ¥5,665(5,150)
№02-098 中コンパスサークルカッター付 120㎜ 〃　　020986 ¥5,445(4,950)
№02-099 スプリングコンパスサークルカッター付 97㎜ 〃　　020993 ¥4,895(4,450)

※製図半径：RK/170 〜 215㎜、TRK/180 〜 225㎜、KRK/120 〜 145㎜

※製図半径：大コンパス /130㎜、中コンパス /95㎜、スプリングコンパス /33㎜
※替刃は、NT BDC-200Pをご利用ください。

※製図半径：大コンパス /130㎜、中コンパス /95㎜、スプリングコンパス /33㎜

伸縮自在の中継が本体に内蔵されていますので､中継が不要です。

シャープペンシルとコンパスが一体になっていますので､ 芯を研ぐ必要がな
く､ スピーディに製図できます｡ 差替式ですから異なる線幅のコンパスシャー
プと差し替えることが可能です。

サークルカッターをコンパスにセットしてありますので､ カッターで円を切るこ
とができます。（替刃・10 枚付属）
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※鉛筆用コンパスは、コンパス芯2㎜HB（30㎜長・6本入）が付属しています。
※シャープコンパスは、シャープ芯HB（30㎜長・20本入）が付属しています。

独式 差替大型スプリングコンパス

品　番 品　　　名 全長 JANコード 価　格
№02-080 差替大型スプリングコンパス鉛筆 160㎜ 4940288 020801 　¥7,700(7,000)
№02-081 〃　　　　　3本組 160㎜ 〃　　020818   ¥10,890(9,900)
№03-141 中継 大型スプリング用 160㎜ 〃　　031418 　¥1,540(1,400)
№03-112 烏口 　　　〃 34㎜ 〃　　031128 　¥1,650(1,500)
№03-146 鉛筆部（針先）　〃 32㎜ 〃　　031463 　  ¥ 770(700)

笊

笆

漓
滷

中車に特殊ネジ（三条ネジ）を使用、中車を回さずに両脚を持ってスピーディに開閉
できます。接合部の直径は 3.5㎜φで弊社の他のコンパスと共通です。
針の直径が 2.0㎜φなので鉛筆と両針を使い分けできます｡ 中継をご使用いただけ
ますと､ 半径 250㎜の大円が描けます。
コンパスシャープは 3.5㎜φ中（0.3 〜 0.9㎜の 4 種類）を使用します。P29 に掲載。

※製図半径：100㎜、中継使用時：250㎜



1
製
図
器

品　番 品　　　名 全長 JANコード 価　格
№02-201 DIEQUAL DR-S型 プラケース入 158㎜ 4940288 022010 ¥33,000(30,000)
№02-204 　　〃　　DR-S型 メタルケース入 158㎜ 〃　　022041 ¥33,000(30,000)
№02-202 　　〃　　DR-L型 紙箱入 302㎜ 〃　　022027 ¥50,600(46,000)

DIEQUAL（ディコール・等分割デバイダー）
一定の長さを簡単に等分割・拡大できるデバイダーです。複雑な分割や拡大
も一回の操作でできます。地図・測量・製図・デザイン・印刷・建築設計・天文・
航空・船舶・地理などあらゆる分野でご利用になれます。

※DR-S型/重量：45ｇ、計測範囲：35〜180（200）㎜を10分割（分割数が少ない場合は、計測範囲が少なくなります）
※DR-L型/重量：82ｇ、計測範囲：35〜350（420）㎜を10分割（分割数が少ない場合は、計測範囲が少なくなります）
※全開させますと（　）内の寸法まで開きますが、先端部がかなり斜めになります。
●開閉時に指を挟まないように、ご注意ください。
※№02-204は限定品です。メタルケースの在庫限り（2022年12月現在、限定100個）で終了します。

潯

潛

品　番 品　　　名 全長 JANコード 価　格
№03-103 大コンパス･ロング中コンパス用 39㎜ 4940288 031036 ¥ 660(600)
№03-113 中コンパス用 28㎜ 〃　　031135 ¥ 660(600)
№03-123 スプリング･ドロップコンパス用 28㎜ 〃　　031234 ¥ 660(600)
№03-146 大型スプリングコンパス用（針先兼用） 32㎜ 〃　　031463 ¥ 770(700)
№03-153 スライド大コンパス（RK）用 39㎜ 〃　　031531 ¥ 660(600)
№03-163 スライドコンパス（TRK・KRK）用 28㎜ 〃　　031630 ¥ 660(600)
№03-173 ロングスプリングコンパス用 39㎜ 〃　　031739 ¥ 660(600)
№03-193 両袋中コンパス用 28㎜ 〃　　031937 ¥ 660(600)

独式 製図器部品（鉛筆部）
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独式 差替シャープコンパス

独式 差替シャープコンパス（スライド式）

品　番 品　　　名 全長 JANコード 価　格
№02-103 大コンパス0.3㎜･0.5㎜･0.7㎜シャープ付 151㎜ 4940288 021037 ¥7,260(6,600)
№02-104 中コンパス0.3㎜･0.5㎜･0.7㎜シャープ付 120㎜ 〃　　021044 ¥6,875(6,250)

品　番 品　　　名 全長 JANコード 価　格
№02-106 スライド式大コンパス（RK）シャープ付 156㎜ 4940288 021068 ¥6,875(6,250)
№02-108 スライド式大コンパス（TRK）シャープ付 156㎜ 〃　　021082 ¥6,765(6,150)
№02-109 スライド式中コンパス（KRK）シャープ付 120㎜ 〃　　021099 ¥6,545(5,950)

※製図半径：大コンパス /130㎜、中コンパス /95㎜
※シャープ芯0.3㎜HB・0.7㎜HB（30㎜長・各10本入）と0.5㎜HB（30㎜長・20本入）が付属しています。

※製図半径：RK/170 〜 215㎜、TRK/180 〜 225㎜、KRK/120 〜 145㎜
※シャープ芯0.3㎜HB・0.5㎜HB（30㎜長・各10本入）が付属しています。

差替式大コンパス･中コンパスに 0.3㎜､0.5㎜､0.7㎜のコンパスシャープをセッ
トした便利なコンパスです。

中継の内蔵されたスライド式コンパスに 0.3㎜・0.5㎜のコンパスシャープ
をセットした便利なコンパスです。
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品　番 品　　　名 全長 JANコード 価　格
№02-105 製図ペンコンパス 2本組 155㎜ 4940288 021051 ¥7,700(7,000)

独式 製図ペンコンパス
製図ペン専用アタッチメントと伸縮自在のスライド機構の採用により､ どの
製図ペンでも手軽に円を描けます。

※製図半径：240㎜　※鉛筆用コンパスには、コンパス芯2㎜HB（30㎜長・6本入）が付属しています。
澁

笞

笵

面倒な計算なしで直線・円・平方・立方の等分割寸法が求められます。
cos θ（軸測投影図の縮み寸法が求められる）や黄金分割比目盛り付きです。

※アルミニューム製　※使用方法はP19をご覧ください。

独式 比例コンパス

品　番 品　　　名 全長 JANコード 価　格
№02-210 比例コンパス 17㎝ 170㎜ 4940288 022102 ¥14,520(13,200)澀

独式製図器単品・部品（ドラパス）28

品　番 品　　　名 全長 JANコード 価　格
№03-101 大コンパス用 90㎜ 4940288 031012 　 ¥ 880(800)
№03-111 中コンパス用 74㎜ 〃　　031111 　 ¥ 880(800)
№03-141 大型スプリング用 160㎜ 〃　　031418 ¥1,540(1,400)
№03-151 スライド大コンパス用 90㎜ 〃　　031517 　 ¥ 880(800)
№03-161 スライド中コンパス用 74㎜ 〃　　031616 　 ¥ 880(800)

独式 製図器部品（中継）

濳
潭
澂
潼

より大きい円を描きたいときに使用する延長棒です。差替式に使用できます。

潘

澤
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箝 箘

箟 箍

箜 箚
箋

品　番 品　　　名 全長 JANコード 価　格
№03-031 替柄（白ラクト柄） 78㎜ 4940288 030312 　  ¥ 770(700)
№03-033  〃 （　  〃  　 ）締具付 〃 〃　　030336 ¥1,045(950)
№03-041 ドライバー（蝶ネジ） 25×14㎜ 〃　　030411 　  ¥ 198(180)
№03-052 中心器（プラスチック製） 16㎜φ 〃　　030527 　  ¥ 187(170)
№03-059 スペアパーツ（N）（補修用部品入）31×11㎜ 〃　　030596 　  ¥ 770(700)
№03-058 S型スペアパーツ（N）（　　　〃　　　） 〃 〃　　030589 　  ¥ 792(720)
№03-090 ふき布 105×70㎜ 〃　　030909 　  ¥ 110(100)
№03-089 ネル（白）約300×300㎜ ─ 〃　　030893 　  ¥ 385(350)

独式 製図器部品

コンパスシャープのご使用方法

※スペアパーツ（N）：1.3㎜段針・1.0㎜段針・7φ段鋲・7φ鉛筆鋲・1.3㎜ダボ・カギネジ各1
※S型スペアパーツ（N）：1.3㎜黒段針・1.0㎜黒段針・7φ段鋲・7φ鉛筆鋲・ダボ2種・テーパーピンの7種
※ふき布は製図器、ネルは定規類・テンプレートなどの拭き取りに便利です。

澪
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品　番 品　　　名 全長 JANコード 価　格
№03-102 大コンパス用（3.5㎜φ） 47㎜ 4940288 031029 ¥1,650(1,500)
№03-112 中コンパス用（3.5㎜φ） 34㎜ 〃　　031128 ¥1,650(1,500)
№03-132 ドロップコンパス用（3.5㎜φ） 34㎜ 〃　　031326 ¥1,650(1,500)
№03-142 ドイツコンパス用（4.0㎜φ） 47㎜ 〃　　031425 ¥1,650(1,500)

独式 製図器部品（烏口）

※スプリングコンパスは中コンパス用、ロングスプリングコンパスは、大コンパス用をご使用ください。
※№03-142は、ステッドラー社等のドイツ製大型スプリングコンパスや、国産他メーカーの差し込み径が
4.0㎜φのコンパスに適合します。弊社製品は大型スプリングコンパスを含め全て3.5㎜φで適合しません。

漓
滷
澆
潺

笊 笆

笳
笘

品　番 品　　　名 全長 JANコード 価　格
№03-104 大コンパス用･ロング中コンパス用 43㎜ 4940288 031043 ¥ 550(500)
№03-114 中コンパス用 32㎜ 〃　　031142 ¥ 550(500)
№03-124 スプリングコンパス用 32㎜ 〃　　031241 ¥ 550(500)
№03-154 スライド大コンパス（RK）用 43㎜ 〃　　031548 ¥ 550(500)
№03-164 スライドコンパス（TRK・KRK）用 32㎜ 〃　　031647 ¥ 550(500)
№03-174 ロングスプリングコンパス用 43㎜ 〃　　031746 ¥ 550(500)

独式 製図器部品（針先）
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品　番 品　　　名 全長 JANコード 価　格
№03-261 0.3㎜大コンパス用（替芯付） 41㎜ 4940288 032613 ¥1,210(1,100)
№03-262 0.5㎜　　　〃　　（　〃　） 〃 〃　　032620 ¥1,210(1,100)
№03-263 0.7㎜　　　〃　　（　〃　） 〃 〃　　032637 ¥1,210(1,100)
№03-264 0.9㎜　　　〃　　（　〃　） 〃 〃　　032644 ¥1,320(1,200)
№03-265 0.3㎜中コンパス用（替芯付） 31㎜ 〃　　032651 ¥1,155(1,050)
№03-266 0.5㎜　　　〃　　（　〃　） 〃 〃　　032668 ¥1,155(1,050)
№03-267 0.7㎜　　　〃　　（　〃　） 〃 〃　　032675 ¥1,155(1,050)
№03-268 0.9㎜　　　〃　　（　〃　） 〃 〃　　032682 ¥1,265(1,150)

コンパスシャープ（ノック式）接続部  3.5㎜φ
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品　番 品　　　名 JANコード 価　格
№03-012 製図ペン用アタッチメント（金属製） 4940288 030121 ¥1,265(1,150)
№03-015 製図ペン用アタッチメント（プラスチック製） 〃　　030152 　  ¥ 660(600)
№03-013 万能アタッチメント（N）（3.5・4.0㎜φ） 〃　　030138 　¥1,540(1,400)
№03-021 サークルカッター 大コンパス用（3.5㎜φ） 〃　　030213 　¥1,870(1,700)
№03-022 サークルカッター 中コンパス用（　 〃　 ） 〃　　030220 　¥1,870(1,700)
№03-023 サークルカッター ドイツコンパス用（4㎜φ） 〃　　030237 　¥1,870(1,700)

アタッチメント（接続部3.5㎜φ）･サークルカッター

※万能アタッチメントは､ 直径 11㎜までのペン､ カッターなどが取り付け可能です。
※サークルカッターは、替刃（BDC刃・10枚入）が付属しています。ハードケース入、フック掛けできます。
※替刃は、NT BDC-200Pをご利用ください。

※シャープ芯HB（30㎜長・20本入）が付属しています。ハードケース入、フック掛けできます。

コンパスシャープのご使用方法
●コンパスに差し込み、ネジを締めて固定し、ボディ可動部をノックすると、芯が繰り出され

ます。
●芯が短くなると、内部のチャックが芯をホールドできず、筆圧を加えると芯が引っ込み、出

てきません。下記の手順により、芯を補充してください。

芯の補充方法
●コンパスシャープの後部から、新しい芯を 1 本補充し、ボディ可動部を数回ノックしますと、

本体に残った芯が送り出されて出てきます。残った短い芯が本体から排出された事を確認し
てから製図を開始してください。※替芯の補充は1本のみで、複数の補充はできません。

●チャックホールドできない芯が、先端パイプに残った場合は、先端パイプを外して残った芯
を取り除いてから、ご使用ください。

●先端パイプから、芯を補充しないでください。芯は１本しか補充できません。
●短くなった残芯は、必ず排出してからご使用ください。故障の原因になります。
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コンパスシャープの各部

芯を入れる

●先端パイプ（ネジ込み式で回転します） ●差し込み部（この部分をコンパスの
　差し替え部に入れて固定します）

●ボディ固定部（この部分は動きません）

●ボディ可動部（この部分を前後に動かすと、芯が繰り出されます）

※Ｐ28～Ｐ29に掲載の製図器部品の全長は、差し込み部(中に潜る部分)を含みません。

全　長
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品　番 品　　　名 入数 JANコード 価　格
№03-075 HB 6本 4940288 030756 ¥ 176(160)
№03-076 H 6本 〃　　030763 ¥ 176(160)
№03-077 B 6本 〃　　030770 ¥ 176(160)
№03-080 2B 6本 〃　　030800 ¥ 176(160)
№03-070 2㎜ HB（6本）+0.5㎜ HB（10本）6本+10本 〃　　030701 ¥ 187(170)

品　番 品　　　名 入数 JANコード 価　格
№03-085 0.3㎜　HB 20本 4940288 030855 ¥ 165(150)
№03-086 0.5㎜　HB 20本 〃　　030862 ¥ 165(150)
№03-087 0.7㎜　HB 20本 〃　　030879 ¥ 165(150)
№03-088 0.9㎜　HB 20本 〃　　030886 ¥ 165(150)
№03-092 0.3/0.5㎜ HB 各10本 20本 〃　　030923 ¥ 165(150)
№03-093 0.3/0.7㎜ HB 各10本 20本 〃　　030930 ¥ 165(150)
№03-094 0.3/0.5/0.7㎜ HB 各10本 30本 〃　　030947 ¥ 198(180)

品　番 品　　　名 入数 JANコード 価　格
№03-043 0.3㎜　B 20本 4940288 030435 ¥ 165(150)
№03-044 0.5㎜　B 20本 〃　　030442 ¥ 165(150)
№03-045 0.7㎜　B 20本 〃　　030459 ¥ 165(150)
№03-046 0.9㎜　B 20本 〃　　030466 ¥ 165(150)
№03-047 0.3㎜　H 20本 〃　　030473 ¥ 165(150)
№03-048 0.5㎜　H 20本 〃　　030480 ¥ 165(150)
№03-049 0.7㎜　H 20本 〃　　030497 ¥ 165(150)
№03-050 0.9㎜　H 20本 〃　　030503 ¥ 165(150)

品　番 型 番 品　　　名 JANコード 価　格
№03-303 DR3-300 DRシャープペンシル0.3㎜ 4940288 033030 ¥ 385(350)
№03-305 DR5-300 　　　　〃　　　　0.5㎜ 〃　　033054 ¥ 385(350)
№03-307 DR7-300 　　　　〃　　　　0.7㎜ 〃　　033078 ¥ 385(350)
№03-309 DR9-300 　　　　〃　　　　0.9㎜ 〃　　033092 ¥ 385(350)

品　番 線 幅 本数 2B B HB F H 2H 価　格
№03-230〜 0.3㎜ 12本 ●（230）●（231）●（232） ●（234）●（235） ¥ 220(200)
№03-250〜 0.5㎜ 16本 ●（250）●（251）●（252）●（253）●（254）●（255） ¥ 110(100)
№03-270〜 0.7㎜ 20本 ●（270）●（271）●（272） ●（274） ¥ 110(100)
№03-291〜 0.9㎜ 12本 ●（291）●（292） ●（294） ¥ 110(100)

品　番 品　　　名 入数 JANコード 価　格
№03-062 段針（1.3φ×30㎜） 5本 4940288 030626 ¥ 990(900)
№03-063 段針（1.0φ×25㎜）スプリング用 5本 〃　　030633 ¥ 880(800)
№03-064 段針（1.3φ×18㎜）KRK専用 5本 〃　　030640 ¥ 990(900)
№03-066 段針（2.0φ×25㎜）大型スプリング用 3本 〃　　030664 ¥ 770(700)

品　番 品　　　名 JANコード 価　格
№03-201 大コンパス・中コンパス・スライドコンパス（ＫＲＫを除く） 4940288 032019 ¥ 715(650)
№03-202 スライド中コンパス用（KRK専用） 〃　　032026 ¥ 715(650)
№03-203 スプリングコンパス用（小型・中型） 〃　　032033 ¥ 660(600)
№03-204 大型スプリングコンパス用 〃　　032040 ¥ 770(700)
№03-205 デバイダー用 〃　　032057 ¥ 605(550)

コンパス芯（2㎜芯・長さ30㎜）

コンパス芯（コンパスシャープ芯・長さ30㎜）

コンパス芯（コンパスシャープ芯・長さ30㎜）

シャープペンシル（オリジナル）

シャープ芯（ポリマー芯･オリジナル）※ご注文の際は、必ず芯の硬度をご指定下さい。

独式 補充用コンパス針（段針・ケース入）

コンパス スペアパーツ（ケース入）

※大コンパス・中コンパス・スライドコンパス（KRK を除く）の補充は、№ 03-062をご利
用ください。
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黒鉛に樹脂を混合して焼き上げた強度のあるオリジナルシャープ芯のシリーズです。

筆圧を掛けても芯がもぐりにくい、オリジナルシャープペンシルです。
各サイズ共にクリーニングピンが付属。安価ですが、クオリティの高い製品です。

従来の汎用のスペアパーツと異なり、そのコンパスのパーツをすべて網羅したシリーズです。
該当するコンパス・デバイダーの、針・鋲・ダボ・カギネジなどがプラケースに入っております。
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■独式 Ｓ型製図器セット内容

№01ｰ528  独式Ｓ型製図器 10本組 19品 ……………… ¥14,850(13,500) №01ｰ530  独式Ｓ型製図器 5本組 12品 ……………… ¥11,770(10,700)

№01ｰ522  独式Ｓ型製図器 3本組 8品 …………………… ¥9,900(9,000)

JAN4940288 015289

JAN4940288 015227

JAN4940288 015302

№01ｰ523  独式Ｓ型製図器 8本組 16品 ……………… ¥11,000(10,000)
JAN4940288 015234

品名　　　　　　　　　　　品番 №528 №530 №523 №522
  差替大コンパス鉛筆 ● ●
  差替スライド式大コンパス鉛筆 ●（本体） ●
  差替大コンパス中継 ● ●
  差替大コンパス用針先 ●
  デバイダー ● ● ●
  差替スプリングコンパス鉛筆 ● ●（本体） ● ●
  コンパスシャープ0.3㎜  中 ● ● ●
  コンパスシャープ0.5㎜  中 ● ● ●
  コンパスシャープ0.7㎜  中 ●
  シャープペンシル0.3㎜  替芯付 ● ● ●
  シャープペンシル0.5㎜  替芯付 ● ● ●
  シャープペンシル0.7㎜  替芯付 ●
  消しゴム（オリジナル品） ●（大） ●（小） ●（小）
  コンパス芯（HB・6本入） ● ● ●
  中心器 ● ● ● ●
  ステンレス字消板A ● ● ● ●
  半円分度器12㎝ ● ● ● ●
  拭き布 ● ● ● ●

独式 S型製図器セット

品　番 品　　　名 全長 JANコード 価　格
№02-132 独式 S型大コンパス鉛筆 137㎜ 4940288 021327 　¥3,520(3,200)
№03-121  〃　S型大コンパス用中継 69㎜ 〃　　031210 　 ¥ 880(800)
№03-133  〃　S型大コンパス用鉛筆部 28㎜ 〃　　031333 　 ¥ 660(600)
№03-134  〃　S型大コンパス用針先部 32㎜ 〃　　031340 　 ¥ 550(500)

品　番 品　　　名 全長 JANコード 価　格
№02-136 独式 S型スライド式大コンパス鉛筆 138㎜ 4940288 021365 ¥4,070(3,700)

品　番 品　　　名 全長 JANコード 価　格
№02-142 独式 S型デバイダー 143㎜ 4940288 021426 ¥2,640(2,400)

品　番 品　　　名 全長 JANコード 価　格
№02-146 独式 S型スプリングコンパス鉛筆 91㎜ 4940288 021464 　¥2,860(2,600)
№03-143   〃  S型スプリングコンパス用鉛筆部 28㎜ 〃　　031432 　 ¥ 660(600)
№03-144   〃  S型スプリングコンパス用針先部 32㎜ 〃　　031449 　 ¥ 550(500)

独式 S型差替大コンパス

独式 S型差替スライド式大コンパス

独式 S型デバイダー

独式 S型差替スプリングコンパス

※製図半径：165㎜（中継使用時：230㎜）

※製図半径：165 〜 215㎜（中継使用時230 〜 285㎜）

※適正計測範囲：0〜165㎜

※製図半径：35㎜
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従来の製図器とは別展開の独式製図器です。
一部の細かい箇所を省略し､お求めやすい価格を実現しました｡
従来の弊社の独式製図器は､ 仕上げにスズコバルトメッキを施してある

のに対し､ 独式S型製図器はニッケルメッキ仕上げとなっています。
従来品より価格の設定を抑えてありますが、製品の強度･使い勝手は何
ら遜色なく､ 安心してご使用いただけます。
主材に黄銅圧延材を使用。中心装置には歯車を使用しています。

※鉛筆用コンパスは、コンパス芯2㎜HB（30㎜長・6本入）が付属しています。
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ドラボーイコンパス・スケールカッターコンパス・パンチコンパス32

№05-801
縡　シャープコンパス 0.5mm

№05-801B

№05-803
縱　デバイダー

TYPE･縱
デバイダー

TYPE･縡
シャープコンパス 0.5㎜

TYPE･縒
鉛筆コンパス

TYPE･縟
コンパス ･ デバイダー 2本組（縡と縱のセット）

カッターコンパス･鉛筆コンパス･デバイダーの機能をもっています。
カッターコンパス：キャップを外して半径をご希望の数値に合わせ、裏面ロック
で針を固定してお使いください。
鉛筆コンパス：固定ネジを緩めカッターの刃を外し、クサビ状に研いだ2㎜鉛
筆芯を差込みネジを締めます。針を固定して使用します。
デバイダー：カッターの刃と固定針で計測したい寸法をとり、スケールで値を
読み取ります。0.5㎝〜 7.5㎝の計測目盛があります。 MADE IN TAIWAN

誰にでも使える新しいコンパスの決定版です。｢コンパスは高い、安い
ものは精度がでない」というイメージを一掃しました。きれいな円が誰
にでも描けます。シャープコンパス縡は、シャープが一体化しています。
鉛筆コンパス縒は、鉛筆を挟み学童でも簡単に取扱えます。（鉛筆削り
付属）デバイダー縱は、プロにも用いられる精度が得られます。2本組
縟は、縡と縱のセットで、デザイナー、学生等にもご利用いただけます。
ダイカスト製で適度な重量感があります。新たにシャープコンパスにシ
ルバー色が加わりました。 MADE IN TAIWAN

スケールカッター・コンパス（ドラパス）

ドラボーイ･コンパス（ドラパス）

品　番 品　　　名 JANコード 価　格
№05-831 スケールカッター・コンパス 4940288 058316 ¥ 770(700)
№05-832 専用替刃（10枚入） 〃　　058323 ¥ 330(300)

品　番 品　　名 型 式 カラー JANコード 価　格
№05-801 シャープコンパス0.5㎜ TYPE-縡 ブラック 4940288 058019    ¥ 660(600)
№05-801B 〃　　 〃 ブルー 〃　　058118    ¥ 660(600)
№05-801S 〃　　 〃 シルバー 〃　　058415    ¥ 660(600)
№05-802 鉛筆コンパス TYPE-縒 ブラック 〃　　058026    ¥ 550(500)
№05-802B 〃　　 〃 ブルー 〃　　058125    ¥ 550(500)
№05-802S 〃　　 〃 シルバー 〃　　058422    ¥ 550(500)
№05-803 デバイダー TYPE-縱 ブラック 〃　　058033    ¥ 550(500)
№05-804 コンパス･デバイダー2本組 TYPE-縟 〃 〃　　058040 ¥1,210(1,100)

漓

漓
漓

※全長：シャープコンパス・鉛筆コンパス・デバイダー＝122㎜
※製図半径：シャープコンパス＝130㎜・鉛筆コンパス＝130㎜、※デバイダー計測範囲：125㎜

※№05-801P・№05-802P（ピンク）は、2019年で廃番になりました。

※直径 1.5㎜から最大 10㎝まで、切ることができます。

※ドラボーイコンパス・ピンクは、2019 年で廃番になりました。

図案･日曜大工･手芸などの型紙作りが簡単正確にできます。お好きな位置に
お好きな大きさで穴が開けられますので、オリジナルノートなどどんなバイ
ンダーにも挟めます。パッケージの台紙の目盛を利用して、標準2ホールの
パンチ穴が、機械がなくてもできます。厚い紙は、表側からと裏側から切っ
てください。市販のA刃が使えます。 MADE IN JAPAN

パンチコンパス（梅本デザイン）

品　番 品　　　　　名 JANコード 価　格
№05-913 パンチコンパス 4940288 059139 ¥1,100(1,000)滷

滷

№05-804
縟　コンパス ･ デバイダー 2 本組

№05-802
縒　鉛筆コンパス

№05-802B №05-801S №05-802S



1
製
図
器

クリップコンパス･マルチコンパス・万能大型コンパス・ステッドラー製図器 33

吸盤中心

針中心

クリップコンパスは単体で最大 240㎜φまでの円が描けます。30㎜φまで
の筆記具を挟めます。円の大きさの調節は本体のスライド部分を任意の箇
所で固定します。延長バーを取り付けますと一本だけでも最大 600㎜φま
での円が描けます。延長バーは何本でも接続できます。鉛筆･マーカー･ペ
ン･カッターなどクリップで挟むだけで、いろいろな使い分けができる安価
でおもしろい商品です。

クリップコンパスの姉妹品です。クリップ部分はクリップコンパスより小
さめですが、20㎜φまでの筆記具を挟めます。大きさの調整は一般のコン
パスのように脚の開閉でします。図画工作･日曜大工･デザインに便利で、
いろいろな使い分けができる安価でおもしろい商品です。おろしたての鉛
筆を使いますと 600㎜φの円が描けます。※本品に延長バーは接続できません。

※クリップ部分が金属からプラスチック製に変更になりました。

※画像のクリップコンパス・アイボリーは、2022年で廃番になりました。ブラックのみの出荷になります。

木製の万能大型コンパスです。学校の黒板･白板用としては、吸盤をご使用
ください。クリップ式なのでチョークはもちろん、ホワイトボードマーカー
などあらゆる筆記具を挟めます。
日曜大工･図工･デザイン用でご使用になるのには、吸盤の逆側が針になっ
ておりますので、回転させて固定してください。小円用にはクリップ部分
を内側に回転させていただくと小円が描けます。
最大直径 1.2m までの円が描けます。全長 37.7㎝

クリップコンパス（梅本デザイン）

マルチコンパス（梅本デザイン）

万能大型コンパス（梅本デザイン）

品　番 品　　　　　名 JANコード 価　格
№05-901 クリップコンパス ブラック 4940288 059016 ¥1,650(1,500)
№05-903 　　　 〃　　　  延長バー（ブラックのみ） 〃　　059030 ¥1,100(1,000)

品　番 品　　　　　名 JANコード 価　格
№05-911 マルチコンパス ブラック 4940288 059115 ¥ 990(900)

品　番 品　　　　　名 JANコード 価　格
№11-305 万能大型コンパス 4940288 113053 ¥6,820(6,200)
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PROFESSIONAL Mars 553（ステッドラー）
●メタル製の精巧な中車式コンパス。
●両脚を開閉、完全固定できる特許ロック機構でいつでも正確な円が描けます。
●両脚式

●精巧な中車式コンパス。
●ワンタッチ式のクイック機構で両脚を開閉、固定できます。
●両脚式

●穂替部　φ4㎜
●最大円　φ約350㎜（継足棒使用時φ570㎜）
●全　長　170㎜

●穂替部　φ4㎜
●最大円　φ約350㎜（継足棒使用時φ570㎜）
●全　長　170㎜

COMFORT Mars 552（ステッドラー）

ST 553 01　　　　　　　¥5,830(5,300)
●サイズ：220×105×22㎜　 4007817 553008
●内容：大コンパス　553　01（部品ケース付）

ST 552 01　　　　　　　¥4,840(4,400)
●サイズ：220×105×22㎜　 4007817 552001
●内容：大コンパス　552　01（部品ケース付）

ST 553 01R　　　　　　 ¥9,075(8,250)
●サイズ：220×105×22㎜　 4955414 553047
●内容：大コンパス　553　01（部品ケース付）・継足棒 557 80LS-J
 烏口（大）　556 87 C2・烏口柄 956 945

ST 552 02  　　　　　　 ¥6,160(5,600)
●サイズ：220×105×22㎜　 4955414 552032
●内容：大コンパス　552　01（部品ケース付）・継足棒 557 80LS-J

製図器（ステッドラー）
ステッドラーではコンパスを次の3つのカテゴリーに分けました。
●スペシャリスト向けのPROFESSIONAL（プロフェッショナル）
●テクニカル志向に最適なCOMFORT（コンフォート）
●教育現場やホビーユーザー向けのBASIC & School（ベーシック&スクール）

ワンタッチ式のクイック機構 テレスコピック（延長棒） グリップゾーンエクステンション・バー（継足棒）

※コンパス以外の筆記用具は、価格に含まれません

※コンパス以外の筆記用具は、価格に含まれません
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ステッドラー製図器34
COMFORT Mars 551（ステッドラー）
●金属製のスプリングコンパス。
●精巧な円が描ける中車式。
●両脚式

●穂替部　φ4㎜
●最大円　φ約264㎜（継足棒使用時φ484㎜）
●全　長　154㎜

ST 551 01　　　　　 ¥4,400(4,000)
●サイズ：200×78×20㎜　 4007817 551011
●内容：大コンパス　551　01（部品ケース付）

ST 551 02　　　　　　　¥5,720(5,200)
●サイズ：220×105×22㎜　 4007817 551028
●内容：大コンパス　551　01（部品ケース付）・継足棒 557 80LS-J

BASIC Mars 554（ステッドラー）
●狂いの少ないギア式コンパス。
●延長棒（テレスコピック）付きの脚で大きな円にも素早く対応。
●両脚式

●穂替部　φ3.5㎜
●最大円　φ約380㎜（テレスコピック使用時φ480㎜）
●全　長　155㎜

ST 554 T01SK　　　 ¥3,520(3,200)
●サイズ：200×78×20㎜　 4955414 554204
●内容：大コンパス　554　T01SK（部品ケース付）

ST 554 T01SKR　　 ¥5,335(4,850)
●サイズ：200×78×20㎜　 4955414 554228
●内容：大コンパス　554　T01SK（部品ケース付）
 烏口(小)  556 88 C2・烏口柄 556 935

BASIC Mars 558（ステッドラー）
●低価格ながら精巧な円が描けるギア式コンパス。
●両脚式

●穂替部　φ3.5㎜
●最大円　φ約380㎜
●全　長　155㎜

ST 558 01SK　　　　¥2,530(2,300)
●サイズ：200×78×20㎜　 4955414 558202
●内容：大コンパス　558　01SK（部品ケース付）

ST 558 05HSJ　　　 ¥6,160(5,600)
●サイズ：200×78×20㎜　 4955414 558325
●内容：大コンパス　558　01SK（部品ケース付）・ディバイダー559 55SK-J
 コンパスシャープ0.3㎜ 956 33・0.5㎜ 956 35・0.7㎜ 956 37

漓
滷
澆
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スクールコンパス 550（ステッドラー）
狂いの少ないギア式コンパスです。550 01・550 02・550 60は、鉛筆サインペンなどを
挟んでご使用いただける専用アダプタが付属しております。

品　番 呼　称 最大円 全 長 バーコード 価　格
ST 550 01 中車式 φ350㎜ 155㎜ 4007817 550007 　¥1,980(1,800)
ST 550 02 延長棒付セット φ450㎜ 155㎜ 〃　　550014 　¥2,200(2,000)
ST 550 60 プレーン式 φ300㎜ 124.2㎜ 〃　　550045 　 ¥ 968(880)
ST 550 50 　　〃 φ300㎜ 124.2㎜ 〃　　550021 　 ¥ 726(660)
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ST 557 60SK-J（中車式小コンパス） ……… ¥2,970(2,700)

ST 559 55SK-J（ディバイダー） ……… ¥1,320(1,200)

ST 559 WP00（ベーシック559コンパス） ……… ¥1,100(1,000)

ST 557 57SK（ディバイダー） …………… ¥2,200(2,000)

ST 557 62（スプリング小コンパス） ………… ¥2,640(2,400)

ST 557 80LS-J（継足棒） ……………… ¥1,320(1,200)

製図器単品（ステッドラー）

品　番 内　容 バーコード 価　格
ST 956 23 コンパスシャープ部0.3㎜（4.0㎜φ） 4955414 956091 ¥ 770(700)
ST 956 25 コンパスシャープ部0.5㎜（4.0㎜φ） 〃　　956114 ¥ 770(700)
ST 956 27 コンパスシャープ部0.7㎜（4.0㎜φ） 〃　　956190 ¥ 770(700)
ST 553G 中心器 〃　　553207 ¥ 165(150)

品　番 内　容 バーコード 価　格
ST 956 33 コンパスシャープ部0.3㎜（3.5㎜φ） 4955414 956220 ¥ 770(700)
ST 956 35 コンパスシャープ部0.5㎜（3.5㎜φ） 〃　　956244 ¥ 770(700)
ST 956 37 コンパスシャープ部0.7㎜（3.5㎜φ） 〃　　956268 ¥ 770(700)
ST 557M2-25 部品ケース（HB芯×２・段針×１） 4007817 557150 ¥ 110(100)

製図器付属品（ステッドラー）※956 23〜956 27は、553・552・551用、956 33〜956 37は、554・558・55760SK-J・55762用です。
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澀

※差込径：3.5㎜φ

※差込径：4.0㎜φ

※差込径：3.5㎜φ

4007817 557013 

4955414 559001

4007817 559130

4955414 557571

4955414 557649

4955414 557816 
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収納バッグ・英式製図器単品（ドラパス） 35

筐

英式 引針式差替大コンパス
品　番 品　　　名 全長 JANコード 価　格

№07-160 引針式 差替大コンパス4本組 135㎜ 4940288 071605 ¥17,050(15,500)

品　番 品　　　名 全長 JANコード 価　格
№07-161 引針式 大コンパス 烏口 150㎜ 4940288 071612 ¥9,900(9,000)
№07-162  　　　 〃　　　　鉛筆 145㎜ 〃　　071629 ¥7,700(7,000)

品　番 品　　　名 全長 JANコード 価　格
№07-163 引針式 中コンパス 烏口 105㎜ 4940288 071636 ¥8,800(8,000)
№07-164 　　　 〃　　　　 鉛筆 100㎜ 〃　　071643 ¥7,150(6,500)

品　番 品　　　名 全長 JANコード 価　格
№07-168 引針式 スプリングコンパス 烏口 72㎜ 4940288 071681 ¥9,900(9,000)
№07-169  　〃　 　　　　〃　　　 鉛筆 〃 〃　　071698 ¥7,700(7,000)
№07-170  　〃　 　　　　〃　　　 両針 〃 〃　　071704 ¥7,150(6,500)

品　番 品　　　名 全長 JANコード 価　格
№07-181 直線引烏口 角柄 大型 150㎜ 4940288 071810 ¥6,600(6,000)
№07-182        　〃          中型 140㎜ 〃　　071827 ¥6,600(6,000)
№07-183        　〃          小型 125㎜ 〃　　071834 ¥6,600(6,000)

※製図半径：150㎜、中継使用時：230㎜

※製図半径：130㎜

英式 引針式大コンパス

英式 引針式中コンパス

※製図半径：65㎜
※№ 07-164は、在庫僅少です。

英式 引針式スプリングコンパス（中車式）

英式 直線引烏口 角柄
特殊鋼製のスタンダードな直線引烏口です。

※№ 07-182・№ 07-183 は、在庫僅少です。在庫限りで終了となります。
※英式烏口は、在庫僅少です。柄の色・材質が写真と異なる場合がありますが、烏口先は同一です。

※製図半径：15㎜
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※鉛筆用コンパスは、コンパス芯2㎜HB（30㎜長・6本入）が付属しています。

※収納してある製図用具は別売です。

※収納してある製図用具は別売です。
※サイズ／A4（内寸）：335×230×35㎜、A4（外寸）：350×250×40㎜、板厚0.7㎜・PP製
※サイズ／B4（内寸）：395×290×35㎜、B4（外寸）：412×310×40㎜、板厚0.7㎜・PP製

製図器･製図用具･電卓･教科書等をまとめて収納できます。
三角定規のポケットや、仕切り、筆などを差し込めるポケットがあります。
※内装材にターポリンを使用。従来のPVC材に比べ、強度が大きく向上しました。
外形寸法：360×530㎜、 収納時：250×360×35㎜　日本製

ファスナーケースＮは、ダブルファスナー・ポケット付（２ケ所）のオリジナル品です。従来品の
中国生産から台湾生産に変更、板厚を厚くし丈夫な作りになりました。３色ありますので、学年
で色分けできます。サイズはＡ４（３色）・Ｂ４（ブルー）があります。台湾製

用具収納バッグ（オリジナル）

ファスナーケースＮ（ダブルファスナー・オリジナル）

品　番 品　　　　　名 JANコード 価　格
№05-011 用具収納バッグ（黒） 4940288 050112 ¥3,520(3,200)

品　番 品　　　名 カラー JANコード 価　格
№05-031 ファスナーケースN A4（ポケット付） ブルー 4940288 050310 　¥1,100(1,000)
№05-032 　〃　　　　　〃　 グリーン 〃　　050327 　¥1,100(1,000)
№05-033 　〃　　　　　〃　 レッド 〃　　050334 　¥1,100(1,000)
№05-034 ファスナーケースN B4（ポケット付） ブルー 〃　　050341 　¥1,540(1,400)
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英式製図器単品（ドラパス）36

※SKS21号鋼は、EX26号鋼と同等以上の材質を使用しております。ストッパー付。
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E2はSKS-2鋼を使用していますので、対摩耗性に優れています。

コバルト鋼は現在使われている烏口の材質では、最高の硬度と耐摩耗性があり、
フィルム製図に最適です。スプリングコンパスの針の固定は特製引針式で、抱針式よ
りさらにガタが少なくなっています。野村芳雄作。

フィルム製図用の烏口です。穂先に超硬チップSKS21号鋼を使用していますので、
耐摩耗性が極めてよい専門家用の最高級烏口です。普通のオイルストンでは砥げま
せんので、専用のダイヤモンド砥石とアルカンサスを併用して研磨してください。

英式 極細線引烏口

英式 超硬烏口（コバルト鋼）

英式 超硬烏口（SKS21号鋼）

英式 特殊烏口

品　番 品　　　名 全長 JANコード 価　格
№07-200 極細線引烏口  角柄 115㎜ 4940288 072008 ¥9,130(8,300)

№07-201 極細線引烏口  Ｅ2 115㎜ 〃　　072015 ¥9,350(8,500)

品　番 品　　　名 全長 JANコード 価　格
№07-311 コバルト鋼  超硬直線引烏口 中型 135㎜ 4940288 073111 ¥28,600(26,000)

№07-351        〃       超硬極細線引烏口 115㎜ 〃　　073517 ¥27,500(25,000)

№07-352        〃       スプリングコンパス烏口 78㎜ 〃　　073524 ¥35,200(32,000)

品　番 品　　　名 全長 JANコード 価　格
№07-323 SKS21 単曲線引烏口 小型 N1 116㎜ 4940288 073234 ¥15,400(14,000)

№07-324    〃            〃         中型 N2 118㎜ 〃　　073241 ¥15,400(14,000)

№07-325    〃            〃         大型 N3 121㎜ 〃　　073258 ¥16,500(15,000)

№07-326    〃     双曲線引烏口 133㎜ 〃　　073265 ¥53,900(49,000)

品　番 品　　　名 全長 JANコード 価　格
№07-202 突針 115㎜ 4940288 072022  ¥1,650(1,500)

№07-203 単曲線引烏口 105㎜ 〃　　072039  ¥8,250(7,500)

№07-204 双曲線引烏口 120㎜ 〃　　072046 ¥23,100(21,000)

№07-205 双頭両線引烏口 135㎜ 〃　　072053 ¥23,100(21,000)

№07-206 点線引烏口（歯車4ヶ付） 150㎜ 〃　　072060  ¥9,900(9,000)

№07-207 太線引烏口 150㎜ 〃　　072077 ¥10,450(9,500)
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品　番 品　　　名 全長 JANコード 価　格
№07-184 直線引烏口 E2 大型 150㎜ 4940288 071841 ¥7,150(6,500)
№07-185        〃　        中型 140㎜ 〃　　071858 ¥7,150(6,500)
№07-186        〃　        小型 125㎜ 〃　　071865 ¥7,150(6,500)

品　番 品　　　名 全長 JANコード 価　格
№07-195 直線引烏口 ハイスピード 特大型 155㎜ 4940288 071957 ¥13,750(12,500)
№07-196 　　　　〃　　　　　　大型 150㎜ 〃　　071964 ¥13,200(12,000)
№07-197 　　　　〃　　　　　　中型 140㎜ 〃　　071971 ¥12,650(11,500)
№07-198 　　　　〃　　　　　　小型 125㎜ 〃　　071988 ¥12,650(11,500)

英式 直線引烏口 E2

英式 直線引烏口 ハイスピード

烏口の材質にイーグル2号を使っていますので、耐摩耗性に優れています。

材質にハイスピード鋼（SKH ｰ 9）を用いていますので、摩耗が少なく、安定した美
しい線を描くことができます。

※№07-185・№07-186は、在庫僅少です。在庫限りで終了となります。
※英式烏口は、在庫僅少です。柄の色・材質が写真と異なる場合がありますが、烏口先は同一です。

※№07-198は、在庫僅少です。在庫限りで終了となります。
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