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大切な作品はニスで

しっかり保護しましょう！耐水性工作ニス

400ml  ￥1,100

1L　￥2,090

4L　￥7,480

400ml  ￥715

1L　￥1,650

工作ニス

低臭タイプ ハイスムーズ

◎長時間空気に触れ、工作ニスの粘度が高く
　なった時に調整しながら混ぜてお使いください。
◎固まった筆をうすめ液につけ、水洗いすると
　きれいになります。

一部化学繊維の種類によっては密着しづらいものもあります。
ドライクリーニング不可。布の種類によっては多少のゴワツキが出ます。

アイロンでの熱処理は不要なので手軽です。

綿、麻、ポリエステル、デニムなど
さまざまな布地に描けます。

塗り面積は布の種類によって異なりますが、
20mlチューブ1本でおよそA4サイズ1枚分です。

乾燥後はゴワツキがなく、洗濯が可能です。

布えのぐ 20ml チューブ入り専用メディウム 20ml
グラデーションがきれいに仕上がる

専用シルクスクリーンメディウム 100ml
シルクスクリーンに印刷するときに

ホワイト（濃） ホワイト レッド オレンジ イエロー リーフグリーン モスグリーン

グリーン ディープ
グリーン

ミントブルーアクアブルー ブルー ネイビー バイオレット

ライラック マゼンタ ピンク ローズピンク クリムソン ブラウン イエローオーカー

蛍光ピンク 蛍光レモン 蛍光グリーンフレッシュ グレイ ブラック
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〈ラメカラー〉

〈日本の伝統色〉

◇=  9色セット内容 ★=12色セット内容 ♡=18色セット内容

♠=  12色セット内容

※白と黒の下地の違いでも
　見える印象が変わります。
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ポリカップ付
小分けに便利な
ポリカップ付

全6色

1 オーク 2 ウォルナット 3 パイン 4 チーク 5 マホガニー 6 ホワイト

無塗装

1回塗り

ミニ棚
2回塗り木工作品のツヤ出し、着色、保護に。

チーク

パイン

木彫作品

●そのまま手軽に塗れる水溶性タイプ。

●イヤなニオイの少ない低臭タイプ。

●使いやすい全6色のカラー展開。

ツヤ出し仕上げ

木の上に塗ると、

透明感のあるツヤがでます。

速乾性（常温で約20～30分）で乾いた後は耐水性に
なります。2度塗りすると、さらに美しいツヤが出ます。

水彩絵具やポスターカラーの上に塗ると、
透明感のあるきれいなツヤがでます。

薄めずにそのまま塗れる、手軽な水溶性タイプ。
小分けに便利なポリカップ付き。

きれいなツヤ

薄めず使える
ポリカップ付

速乾性＆耐水

卒園・卒業制作にぴったり!

熱処理不要

さまざまな布地に

1本でA4サイズ

洗濯できます

耐水性工作ニス
ツヤ出し仕上げ

400ml  ￥1,375

低臭タイプ
工作カラーニス
耐水性

うすめ液

工作カラーニス
耐水性 水溶性

耐水性

水溶性

耐水性

屋内木部用

初めての方でも、簡単にきれいに
作品のツヤ出し・着色・保護ができます。

新世代の布専用絵具！

家庭科の授業にもおすすめです！

￥297

￥495

水 性

耐水性

半透明

単色 ￥297

9色セット ￥2,200
全45色 12色セット ￥3,190

18色セット ￥4,180

12色セット

（すべて税込価格）

https://www.turner.co.jp

532-0032 大阪市淀川区三津屋北2-15-7
Tel.06-6308-1212 Fax.06-6305-3018
171-0052 東京都豊島区南長崎6-1-3
Tel.06-6308-1212 Fax.06-6305-3018

■このカタログの内容は'19年12月現在のものです。変更することがありま
すので、ご了承ください。■サイズは突起物・ヒモなどを除く本体の外寸です。
■印刷物のため色調などは多少異なることがあります。 SYOHO-2

猩々緋（しょうじょうひ)

紅梅色（こうばいいろ)

棕櫚色（しゅろいろ)

黄丹（おうに)

狐色（きつねいろ)

砥の粉色（とのこいろ)

黄檗色（きはだいろ)

若草色（わかくさいろ)

千歳緑（せんざいみどり)

瑠璃色(るりいろ)

淡水色（うすみずいろ)

藤紫色（ふじむらさきいろ)

江戸紫（えどむらさき)

藍鼠（あいねず)

消炭色（けしずみいろ)

純白胡粉（じゅんぱくごふん)

※1 製品をEU加盟国へ輸出する際に、安全基準条件を満たすことを証明するマーク
※2 EU加盟国内において玩具を製造・販売する際に守らなければならない規格

16色セット ￥2,530

（本体価格￥1,000）

（本体価格￥1,900）

（本体価格￥6,800）

（本体価格￥650）

（本体価格￥1,500）

（本体価格￥1,250）

子どもだけでなく、大人にも楽しんでいただける
「おこめのクレヨン」です。

おこめのクレヨンは、国産の米ぬかからとれる
「米油」や「ライスワックス」をベースにつくられています。米ぬかベース

「ターナー アクリルガッシュ ジャパネスクカラー」から、色彩の基本
１６色をピックアップし、クレヨンで日本の伝統色を表現しました。伝統の16色

大人も楽しめる

【CEマーク】※1および【EN71 Part3:2013】※2を取得、
厳しい安全基準を満たした安心・安全なクレヨンです。安心・安全

おこめのクレヨン 日本の伝統色16色

子どもだけでなく

おとなも楽しめるクレヨンです！

食べ物ではありませんので、飲み込まない
ようにご注意ください。小さなお子様がお
使いになる際は、保護者のもとでご使用く
ださい。直射日光や高温になる場所に保管
しないでください。

お米からできたクレヨン

（本体価格￥270）

（本体価格￥270）

（本体価格￥2,200） （本体価格￥3,800）

（本体価格￥2,900）

（本体価格￥450）

（本体価格￥2,300）

教材10種類

ターナー色彩は全ての子どもたちのために、
安心で安全な絵具を作っています。

Paint forALLKIDS
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大切な作品はニスで

しっかり保護しましょう！耐水性工作ニス

400ml  ￥1,100

1L　￥2,090

4L　￥7,480

400ml  ￥715

1L　￥1,650

工作ニス

低臭タイプ ハイスムーズ

◎長時間空気に触れ、工作ニスの粘度が高く
　なった時に調整しながら混ぜてお使いください。
◎固まった筆をうすめ液につけ、水洗いすると
　きれいになります。

一部化学繊維の種類によっては密着しづらいものもあります。
ドライクリーニング不可。布の種類によっては多少のゴワツキが出ます。

アイロンでの熱処理は不要なので手軽です。

綿、麻、ポリエステル、デニムなど
さまざまな布地に描けます。

塗り面積は布の種類によって異なりますが、
20mlチューブ1本でおよそA4サイズ1枚分です。

乾燥後はゴワツキがなく、洗濯が可能です。

布えのぐ 20ml チューブ入り専用メディウム 20ml
グラデーションがきれいに仕上がる

専用シルクスクリーンメディウム 100ml
シルクスクリーンに印刷するときに
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1 オーク 2 ウォルナット 3 パイン 4 チーク 5 マホガニー 6 ホワイト

無塗装

1回塗り

ミニ棚
2回塗り木工作品のツヤ出し、着色、保護に。

チーク

パイン

木彫作品

●そのまま手軽に塗れる水溶性タイプ。

●イヤなニオイの少ない低臭タイプ。

●使いやすい全6色のカラー展開。

ツヤ出し仕上げ

木の上に塗ると、

透明感のあるツヤがでます。

速乾性（常温で約20～30分）で乾いた後は耐水性に
なります。2度塗りすると、さらに美しいツヤが出ます。

水彩絵具やポスターカラーの上に塗ると、
透明感のあるきれいなツヤがでます。

薄めずにそのまま塗れる、手軽な水溶性タイプ。
小分けに便利なポリカップ付き。

きれいなツヤ

薄めず使える
ポリカップ付

速乾性＆耐水

卒園・卒業制作にぴったり!

熱処理不要

さまざまな布地に

1本でA4サイズ

洗濯できます

耐水性工作ニス
ツヤ出し仕上げ

400ml  ￥1,375

低臭タイプ
工作カラーニス
耐水性

うすめ液

工作カラーニス
耐水性 水溶性

耐水性

水溶性

耐水性

屋内木部用

初めての方でも、簡単にきれいに
作品のツヤ出し・着色・保護ができます。

新世代の布専用絵具！

家庭科の授業にもおすすめです！

￥297

￥495

水 性

耐水性

半透明

単色 ￥297

9色セット ￥2,200
全45色 12色セット ￥3,190

18色セット ￥4,180

12色セット

（すべて税込価格）

https://www.turner.co.jp

532-0032 大阪市淀川区三津屋北2-15-7
Tel.06-6308-1212 Fax.06-6305-3018
171-0052 東京都豊島区南長崎6-1-3
Tel.06-6308-1212 Fax.06-6305-3018

■このカタログの内容は'19年12月現在のものです。変更することがありま
すので、ご了承ください。■サイズは突起物・ヒモなどを除く本体の外寸です。
■印刷物のため色調などは多少異なることがあります。 SYOHO-2

猩々緋（しょうじょうひ)

紅梅色（こうばいいろ)

棕櫚色（しゅろいろ)

黄丹（おうに)

狐色（きつねいろ)

砥の粉色（とのこいろ)

黄檗色（きはだいろ)

若草色（わかくさいろ)

千歳緑（せんざいみどり)

瑠璃色(るりいろ)

淡水色（うすみずいろ)

藤紫色（ふじむらさきいろ)

江戸紫（えどむらさき)

藍鼠（あいねず)

消炭色（けしずみいろ)

純白胡粉（じゅんぱくごふん)

※1 製品をEU加盟国へ輸出する際に、安全基準条件を満たすことを証明するマーク
※2 EU加盟国内において玩具を製造・販売する際に守らなければならない規格

16色セット ￥2,530

（本体価格￥1,000）

（本体価格￥1,900）

（本体価格￥6,800）

（本体価格￥650）

（本体価格￥1,500）

（本体価格￥1,250）

子どもだけでなく、大人にも楽しんでいただける
「おこめのクレヨン」です。

おこめのクレヨンは、国産の米ぬかからとれる
「米油」や「ライスワックス」をベースにつくられています。米ぬかベース

「ターナー アクリルガッシュ ジャパネスクカラー」から、色彩の基本
１６色をピックアップし、クレヨンで日本の伝統色を表現しました。伝統の16色

大人も楽しめる

【CEマーク】※1および【EN71 Part3:2013】※2を取得、
厳しい安全基準を満たした安心・安全なクレヨンです。安心・安全

おこめのクレヨン 日本の伝統色16色

子どもだけでなく

おとなも楽しめるクレヨンです！

食べ物ではありませんので、飲み込まない
ようにご注意ください。小さなお子様がお
使いになる際は、保護者のもとでご使用く
ださい。直射日光や高温になる場所に保管
しないでください。

お米からできたクレヨン

（本体価格￥270）

（本体価格￥270）

（本体価格￥2,200） （本体価格￥3,800）

（本体価格￥2,900）

（本体価格￥450）

（本体価格￥2,300）

教材10種類

ターナー色彩は全ての子どもたちのために、
安心で安全な絵具を作っています。

Paint forALLKIDS
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全14色

全18色全6色

※1 軟質の塩化ビニール素材には、使用しないでください。
ビニール傘やレインコートには、軟質の塩化ビニール素材のものがありますのでご注意ください。

安全衛生に配慮した

幼児用絵具！

ビニール素材や

ポリ袋に塗れる

運動会・文化祭などの学級旗づくりに最適！

布にそのままかける！旗専用絵具！

全12色

筑波大付属小学校

エコロジーパックを採用
樹脂の使用量を抑え、
捨てる時もかさばりません。
長期保管もできます。

スパウトパック

いろいろなものにそのまま塗れる

工作用えのぐ！

※爪でこするとはがれます。

家にある容器を
カラフルに！

普通色12色  ￥1,210

きん、ぎん2色 ￥1,430

普通色12色セット ￥14,520

30ml  ￥253

のびがよく透けたりムラにならない。
水で溶いて描け、乾けば耐水性になり、重ね塗りが自由。

混色してもにごらず美しい発色性。美しい発色性

重ね塗りOK

水性でイヤなニオイもなく、手軽で安心です。
幼児、子どもにも安心です。安心・安全

水性なので安全でイヤなにおいも少なく、
扱いやすい絵具です。

ビニール傘（※1）やポリ袋、ペットボトルなど
様々な素材にそのまま塗れます。

そのまま塗れる

安心・安全

乾燥するとマットで、きれいに仕上がります。
重ね塗りや2度塗りをしても下の色がにじみません。仕上がりがキレイ

他の色との混色も簡単できれいにできます。

安全性に配慮した製品として認定されています。※29・30・32・201～207の蛍光色を除く。
（一社）日本塗料工業会登録：T02023 ホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆

※500㎖容器の紺・黄土・アンバー・イエローライト・肌・朱・朱赤・深緑・群青・ローズは2020年3月31日で販売終了いたします。

※折りたたみBOX：
　縦270×横370×高さ270㎜
※計量カップ12ケ
※色組みの変更はできません。

紙、木、布、石、スレート、発泡スチロール、アクリル、
水性キャンバス、モルタルなど様々な素材に描けます。様々な素材に

全ての顔料に、有害性のある重金属は一切使用していません。安心・安全

混色可能

白または淡色の綿、ポリエステルの布が最もきれいに描けます。適した布

薄めずそのまま描け、混色も自由にできます。
色ののびが良く、ゴワツキの少ない仕上がりになります。

充分に乾燥させてからアイロンをかけると、
さらに接着性が増します。

色のびがよく、なめらか。
色が美しく被覆力があります。被覆力

水性でイヤな臭いもなく安心。
有害成分(重金属等)を使用してい
ないので、安全です。

 安心・安全

工作くん

600ml ￥2,200

200ml ￥638

12色セット ￥7,656

ファンシーカラー フラッグカラー

グロスワニス

口や目に入らないように注意してください。使用後は、手を洗ってください。
子どもの手の届かないところに保管してください。

一部、化学繊維の種類によっては密着しづらいものもあります。吸い込みが少ない生地の
場合、べたつきが残る場合があります。紙や木に使用するとべたつきが残ります。

水 性

耐水性

不透明

水 性

耐水性

透 明

水 性

水溶性

不透明

水 性

耐水性

不透明

学校行事を楽しくする

短期イベント用絵具

水 性

耐水性

不透明

(大人の監督下でご使用ください)

300ml

普通色24色  ￥495

蛍光色6色  ￥990

金・銀2色 ￥1,320

6色セット（A）・（B） ￥2,970

普通色24色  ￥1,100

6色セット（A）・（B） ￥6,600

イベントカラー
170ml ポリ容器入り

170ml500ml550ml

12色セット

ファンシーカラー

イベントカラー

なめらかで
描きやすい

アイロンで
接着性アップ

※白以外の布に塗った場合、下の色が透ける場合があります。

※糊、防水加工、油気のある場合は接着しませんのでご注意ください。

スパウトパック入り

200ml ￥715

6色セット ￥4,290

ビニールカラー

F☆☆☆☆に認定

500ml ポリ容器入り

スパウトパック入り  ￥1,650

550ml ラメクリアコート

イベントカラーの上から塗ると
ラメが輝きます。

布などへの接着性が増します。

スパウトパック入り  ￥880

550ml 布用メディウム
普通色24色  ￥1,100

6色セット（A）・（B） ￥6,600

550ml スパウトパック入り

12色セット（A）+（B）  ￥14,850
550ml スパウトパックBOXセット

6色セット

全10色30mlセット

10色セット

200ml  ￥990

10色セット ￥9,350

手についた絵具は水で洗うと落ちます。
落ちにくい時はせっけんを使いましょう。

安全な材料でつくられているので、手や指でそのまま描け
ます。手ざわりはなめらかで、イヤなにおいがありません。

しろくまくんのカラーバリエーションは10色です。
とても発色が良く鮮やかなのが特徴です。

安全・安心

発色が良く
鮮やか

落ちやすい

しろくまくん
てのひらえのぐ

水 性

水溶性

半透明

幼児が使用するときには、必ず成人の方の付き添いのもと行
うようにしてください。描画以外に使用しないでください。傷
や発疹など、肌に異常のある時は使用を控えてください。目
や口に入らないよう注意してください。衣服に付いた場合、完
全には落ちない事がありますので十分に注意してください。
ボディペイントやフェイスペイントには使用できません。

安全な材料でつくられているので、

手や指でそのまま描けます。

フィンガーペインティングもできます。

Aセット・Bセット
30ml  ￥880

EUでは安全安心の為、手に触れる用途で使用される絵具（フィンガーペイント）に対して様々な要
求事項が定められています。（EN71-7：フィンガーペイント) また、誤って飲み込んだ際を想定して、
19種類（17元素）の重金属の溶出基準値が定められています。（EN71-3：特定元素の移行）

欧州玩具安全指令
EN71に認定

◆食品アレルギー物質は使用していません。（食品衛生法「特定原材料」「特定原材料に準ずるもの」）
◆パッチテストを行っていますが、すべての方に皮膚刺激が起きないわけではありません。
◆肌への影響が出ないかどうか確認してから使用してください。

パッチテスト済

雨の日だけじゃなく

イベントなどにも使えそう

雨の日のお出かけが楽しくなる！

（本体価格￥450）

（本体価格￥900）

（本体価格￥1,200）

（本体価格￥2,700）
（本体価格￥8,500）（本体価格￥230）

（本体価格￥3,900）

（本体価格￥650）

（本体価格￥13,200）

（本体価格￥1,300）

（本体価格￥1,100）

（本体価格￥2,000）

（本体価格￥800）

（本体価格￥900）

（本体価格￥6,960）

（本体価格￥580）

（本体価格￥6,000）

（本体価格￥13,500）

（本体価格￥1,500）

（本体価格￥800）

（本体価格￥1,000）

（本体価格￥6,000）

（本体価格￥1,000）



児童向け教育カタログ_裏面(内側)　A4判_巻三つ折り 2019.11.22

全14色

全18色全6色

※1 軟質の塩化ビニール素材には、使用しないでください。
ビニール傘やレインコートには、軟質の塩化ビニール素材のものがありますのでご注意ください。

安全衛生に配慮した

幼児用絵具！

ビニール素材や

ポリ袋に塗れる

運動会・文化祭などの学級旗づくりに最適！

布にそのままかける！旗専用絵具！

全12色

筑波大付属小学校

エコロジーパックを採用
樹脂の使用量を抑え、
捨てる時もかさばりません。
長期保管もできます。

スパウトパック

いろいろなものにそのまま塗れる

工作用えのぐ！

※爪でこするとはがれます。

家にある容器を
カラフルに！

普通色12色  ￥1,210

きん、ぎん2色 ￥1,430

普通色12色セット ￥14,520

30ml  ￥253

のびがよく透けたりムラにならない。
水で溶いて描け、乾けば耐水性になり、重ね塗りが自由。

混色してもにごらず美しい発色性。美しい発色性

重ね塗りOK

水性でイヤなニオイもなく、手軽で安心です。
幼児、子どもにも安心です。安心・安全

水性なので安全でイヤなにおいも少なく、
扱いやすい絵具です。

ビニール傘（※1）やポリ袋、ペットボトルなど
様々な素材にそのまま塗れます。

そのまま塗れる

安心・安全

乾燥するとマットで、きれいに仕上がります。
重ね塗りや2度塗りをしても下の色がにじみません。仕上がりがキレイ

他の色との混色も簡単できれいにできます。

安全性に配慮した製品として認定されています。※29・30・32・201～207の蛍光色を除く。
（一社）日本塗料工業会登録：T02023 ホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆

※500㎖容器の紺・黄土・アンバー・イエローライト・肌・朱・朱赤・深緑・群青・ローズは2020年3月31日で販売終了いたします。

※折りたたみBOX：
　縦270×横370×高さ270㎜
※計量カップ12ケ
※色組みの変更はできません。

紙、木、布、石、スレート、発泡スチロール、アクリル、
水性キャンバス、モルタルなど様々な素材に描けます。様々な素材に

全ての顔料に、有害性のある重金属は一切使用していません。安心・安全

混色可能

白または淡色の綿、ポリエステルの布が最もきれいに描けます。適した布

薄めずそのまま描け、混色も自由にできます。
色ののびが良く、ゴワツキの少ない仕上がりになります。

充分に乾燥させてからアイロンをかけると、
さらに接着性が増します。

色のびがよく、なめらか。
色が美しく被覆力があります。被覆力

水性でイヤな臭いもなく安心。
有害成分(重金属等)を使用してい
ないので、安全です。

 安心・安全

工作くん

600ml ￥2,200

200ml ￥638

12色セット ￥7,656

ファンシーカラー フラッグカラー

グロスワニス

口や目に入らないように注意してください。使用後は、手を洗ってください。
子どもの手の届かないところに保管してください。

一部、化学繊維の種類によっては密着しづらいものもあります。吸い込みが少ない生地の
場合、べたつきが残る場合があります。紙や木に使用するとべたつきが残ります。

水 性

耐水性

不透明

水 性

耐水性

透 明

水 性

水溶性

不透明

水 性

耐水性

不透明

学校行事を楽しくする

短期イベント用絵具

水 性

耐水性

不透明

(大人の監督下でご使用ください)

300ml

普通色24色  ￥495

蛍光色6色  ￥990

金・銀2色 ￥1,320

6色セット（A）・（B） ￥2,970

普通色24色  ￥1,100

6色セット（A）・（B） ￥6,600

イベントカラー
170ml ポリ容器入り

170ml500ml550ml

12色セット

ファンシーカラー

イベントカラー

なめらかで
描きやすい

アイロンで
接着性アップ

※白以外の布に塗った場合、下の色が透ける場合があります。

※糊、防水加工、油気のある場合は接着しませんのでご注意ください。

スパウトパック入り

200ml ￥715

6色セット ￥4,290

ビニールカラー

F☆☆☆☆に認定

500ml ポリ容器入り

スパウトパック入り  ￥1,650

550ml ラメクリアコート

イベントカラーの上から塗ると
ラメが輝きます。

布などへの接着性が増します。

スパウトパック入り  ￥880

550ml 布用メディウム
普通色24色  ￥1,100

6色セット（A）・（B） ￥6,600

550ml スパウトパック入り

12色セット（A）+（B）  ￥14,850
550ml スパウトパックBOXセット

6色セット

全10色30mlセット

10色セット

200ml  ￥990

10色セット ￥9,350

手についた絵具は水で洗うと落ちます。
落ちにくい時はせっけんを使いましょう。

安全な材料でつくられているので、手や指でそのまま描け
ます。手ざわりはなめらかで、イヤなにおいがありません。

しろくまくんのカラーバリエーションは10色です。
とても発色が良く鮮やかなのが特徴です。

安全・安心

発色が良く
鮮やか

落ちやすい

しろくまくん
てのひらえのぐ

水 性

水溶性

半透明

幼児が使用するときには、必ず成人の方の付き添いのもと行
うようにしてください。描画以外に使用しないでください。傷
や発疹など、肌に異常のある時は使用を控えてください。目
や口に入らないよう注意してください。衣服に付いた場合、完
全には落ちない事がありますので十分に注意してください。
ボディペイントやフェイスペイントには使用できません。

安全な材料でつくられているので、

手や指でそのまま描けます。

フィンガーペインティングもできます。

Aセット・Bセット
30ml  ￥880

EUでは安全安心の為、手に触れる用途で使用される絵具（フィンガーペイント）に対して様々な要
求事項が定められています。（EN71-7：フィンガーペイント) また、誤って飲み込んだ際を想定して、
19種類（17元素）の重金属の溶出基準値が定められています。（EN71-3：特定元素の移行）

欧州玩具安全指令
EN71に認定

◆食品アレルギー物質は使用していません。（食品衛生法「特定原材料」「特定原材料に準ずるもの」）
◆パッチテストを行っていますが、すべての方に皮膚刺激が起きないわけではありません。
◆肌への影響が出ないかどうか確認してから使用してください。

パッチテスト済

雨の日だけじゃなく

イベントなどにも使えそう

雨の日のお出かけが楽しくなる！

（本体価格￥450）

（本体価格￥900）

（本体価格￥1,200）

（本体価格￥2,700）
（本体価格￥8,500）（本体価格￥230）

（本体価格￥3,900）

（本体価格￥650）

（本体価格￥13,200）

（本体価格￥1,300）

（本体価格￥1,100）

（本体価格￥2,000）

（本体価格￥800）

（本体価格￥900）

（本体価格￥6,960）

（本体価格￥580）

（本体価格￥6,000）

（本体価格￥13,500）

（本体価格￥1,500）

（本体価格￥800）

（本体価格￥1,000）

（本体価格￥6,000）

（本体価格￥1,000）



児童向け教育カタログ_裏面(内側)　A4判_巻三つ折り 2019.11.22

全14色

全18色全6色

※1 軟質の塩化ビニール素材には、使用しないでください。
ビニール傘やレインコートには、軟質の塩化ビニール素材のものがありますのでご注意ください。

安全衛生に配慮した

幼児用絵具！

ビニール素材や

ポリ袋に塗れる

運動会・文化祭などの学級旗づくりに最適！

布にそのままかける！旗専用絵具！

全12色

筑波大付属小学校

エコロジーパックを採用
樹脂の使用量を抑え、
捨てる時もかさばりません。
長期保管もできます。

スパウトパック

いろいろなものにそのまま塗れる

工作用えのぐ！

※爪でこするとはがれます。

家にある容器を
カラフルに！

普通色12色  ￥1,210

きん、ぎん2色 ￥1,430

普通色12色セット ￥14,520

30ml  ￥253

のびがよく透けたりムラにならない。
水で溶いて描け、乾けば耐水性になり、重ね塗りが自由。

混色してもにごらず美しい発色性。美しい発色性

重ね塗りOK

水性でイヤなニオイもなく、手軽で安心です。
幼児、子どもにも安心です。安心・安全

水性なので安全でイヤなにおいも少なく、
扱いやすい絵具です。

ビニール傘（※1）やポリ袋、ペットボトルなど
様々な素材にそのまま塗れます。

そのまま塗れる

安心・安全

乾燥するとマットで、きれいに仕上がります。
重ね塗りや2度塗りをしても下の色がにじみません。仕上がりがキレイ

他の色との混色も簡単できれいにできます。

安全性に配慮した製品として認定されています。※29・30・32・201～207の蛍光色を除く。
（一社）日本塗料工業会登録：T02023 ホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆

※500㎖容器の紺・黄土・アンバー・イエローライト・肌・朱・朱赤・深緑・群青・ローズは2020年3月31日で販売終了いたします。

※折りたたみBOX：
　縦270×横370×高さ270㎜
※計量カップ12ケ
※色組みの変更はできません。

紙、木、布、石、スレート、発泡スチロール、アクリル、
水性キャンバス、モルタルなど様々な素材に描けます。様々な素材に

全ての顔料に、有害性のある重金属は一切使用していません。安心・安全

混色可能

白または淡色の綿、ポリエステルの布が最もきれいに描けます。適した布

薄めずそのまま描け、混色も自由にできます。
色ののびが良く、ゴワツキの少ない仕上がりになります。

充分に乾燥させてからアイロンをかけると、
さらに接着性が増します。

色のびがよく、なめらか。
色が美しく被覆力があります。被覆力

水性でイヤな臭いもなく安心。
有害成分(重金属等)を使用してい
ないので、安全です。

 安心・安全

工作くん

600ml ￥2,200

200ml ￥638

12色セット ￥7,656

ファンシーカラー フラッグカラー

グロスワニス

口や目に入らないように注意してください。使用後は、手を洗ってください。
子どもの手の届かないところに保管してください。

一部、化学繊維の種類によっては密着しづらいものもあります。吸い込みが少ない生地の
場合、べたつきが残る場合があります。紙や木に使用するとべたつきが残ります。

水 性

耐水性

不透明

水 性

耐水性

透 明

水 性

水溶性

不透明

水 性

耐水性

不透明

学校行事を楽しくする

短期イベント用絵具

水 性

耐水性

不透明

(大人の監督下でご使用ください)

300ml

普通色24色  ￥495

蛍光色6色  ￥990

金・銀2色 ￥1,320

6色セット（A）・（B） ￥2,970

普通色24色  ￥1,100

6色セット（A）・（B） ￥6,600

イベントカラー
170ml ポリ容器入り

170ml500ml550ml

12色セット

ファンシーカラー

イベントカラー

なめらかで
描きやすい

アイロンで
接着性アップ

※白以外の布に塗った場合、下の色が透ける場合があります。

※糊、防水加工、油気のある場合は接着しませんのでご注意ください。

スパウトパック入り

200ml ￥715

6色セット ￥4,290

ビニールカラー

F☆☆☆☆に認定

500ml ポリ容器入り

スパウトパック入り  ￥1,650

550ml ラメクリアコート

イベントカラーの上から塗ると
ラメが輝きます。

布などへの接着性が増します。

スパウトパック入り  ￥880

550ml 布用メディウム
普通色24色  ￥1,100

6色セット（A）・（B） ￥6,600

550ml スパウトパック入り

12色セット（A）+（B）  ￥14,850
550ml スパウトパックBOXセット

6色セット

全10色30mlセット

10色セット

200ml  ￥990

10色セット ￥9,350

手についた絵具は水で洗うと落ちます。
落ちにくい時はせっけんを使いましょう。

安全な材料でつくられているので、手や指でそのまま描け
ます。手ざわりはなめらかで、イヤなにおいがありません。

しろくまくんのカラーバリエーションは10色です。
とても発色が良く鮮やかなのが特徴です。

安全・安心

発色が良く
鮮やか

落ちやすい

しろくまくん
てのひらえのぐ

水 性

水溶性

半透明

幼児が使用するときには、必ず成人の方の付き添いのもと行
うようにしてください。描画以外に使用しないでください。傷
や発疹など、肌に異常のある時は使用を控えてください。目
や口に入らないよう注意してください。衣服に付いた場合、完
全には落ちない事がありますので十分に注意してください。
ボディペイントやフェイスペイントには使用できません。

安全な材料でつくられているので、

手や指でそのまま描けます。

フィンガーペインティングもできます。

Aセット・Bセット
30ml  ￥880

EUでは安全安心の為、手に触れる用途で使用される絵具（フィンガーペイント）に対して様々な要
求事項が定められています。（EN71-7：フィンガーペイント) また、誤って飲み込んだ際を想定して、
19種類（17元素）の重金属の溶出基準値が定められています。（EN71-3：特定元素の移行）

欧州玩具安全指令
EN71に認定

◆食品アレルギー物質は使用していません。（食品衛生法「特定原材料」「特定原材料に準ずるもの」）
◆パッチテストを行っていますが、すべての方に皮膚刺激が起きないわけではありません。
◆肌への影響が出ないかどうか確認してから使用してください。

パッチテスト済

雨の日だけじゃなく

イベントなどにも使えそう

雨の日のお出かけが楽しくなる！

（本体価格￥450）

（本体価格￥900）

（本体価格￥1,200）

（本体価格￥2,700）
（本体価格￥8,500）（本体価格￥230）

（本体価格￥3,900）

（本体価格￥650）

（本体価格￥13,200）

（本体価格￥1,300）

（本体価格￥1,100）

（本体価格￥2,000）

（本体価格￥800）

（本体価格￥900）

（本体価格￥6,960）

（本体価格￥580）

（本体価格￥6,000）

（本体価格￥13,500）

（本体価格￥1,500）

（本体価格￥800）

（本体価格￥1,000）

（本体価格￥6,000）

（本体価格￥1,000）
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大切な作品はニスで

しっかり保護しましょう！耐水性工作ニス

400ml  ￥1,100

1L　￥2,090

4L　￥7,480

400ml  ￥715

1L　￥1,650

工作ニス

低臭タイプ ハイスムーズ

◎長時間空気に触れ、工作ニスの粘度が高く
　なった時に調整しながら混ぜてお使いください。
◎固まった筆をうすめ液につけ、水洗いすると
　きれいになります。

一部化学繊維の種類によっては密着しづらいものもあります。
ドライクリーニング不可。布の種類によっては多少のゴワツキが出ます。

アイロンでの熱処理は不要なので手軽です。

綿、麻、ポリエステル、デニムなど
さまざまな布地に描けます。

塗り面積は布の種類によって異なりますが、
20mlチューブ1本でおよそA4サイズ1枚分です。

乾燥後はゴワツキがなく、洗濯が可能です。

布えのぐ 20ml チューブ入り専用メディウム 20ml
グラデーションがきれいに仕上がる

専用シルクスクリーンメディウム 100ml
シルクスクリーンに印刷するときに

ホワイト（濃） ホワイト レッド オレンジ イエロー リーフグリーン モスグリーン

グリーン ディープ
グリーン

ミントブルーアクアブルー ブルー ネイビー バイオレット

ライラック マゼンタ ピンク ローズピンク クリムソン ブラウン イエローオーカー

蛍光ピンク 蛍光レモン 蛍光グリーンフレッシュ グレイ ブラック
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1
★♡
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◇★♡
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★
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◇★♡
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◇★♡
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49 52
♡

50
★♡

55
◇★♡
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♡

62
★♡

60 27 23
◇★♡

25 29 35
◇★♡

32

105
♡

102
♡

108
♡

30 5 9
◇★♡

淡水色
うすみずいろ

露草色
つゆくさいろ

紫  苑
しおん

364
♠

蒸栗色
むしくりいろ

311 
♠ 

302
♠
藍  鼠
あいねず

鬱金色
うこんいろ

真  朱
しんしゅ

紅梅色
こうばいいろ

若芽色
わかめいろ

渋  茶
しぶちゃ

薄紅藤
うすべにふじ

柴  色
ふしいろ

ラメ
ダイアモンド

222

ラメ ゴールドラメ ピンク ラメ シルバーラメ ブルーラメ イエロー

223

〈ラメカラー〉

〈日本の伝統色〉

◇=  9色セット内容 ★=12色セット内容 ♡=18色セット内容

♠=  12色セット内容

※白と黒の下地の違いでも
　見える印象が変わります。

225 226 232 233

312 
♠

326
♠

327
♠

330
♠

336
♠

341
♠

350
♠

351
♠

359
♠小分けに便利な

ポリカップ付
小分けに便利な
ポリカップ付

全6色

1 オーク 2 ウォルナット 3 パイン 4 チーク 5 マホガニー 6 ホワイト

無塗装

1回塗り

ミニ棚
2回塗り木工作品のツヤ出し、着色、保護に。

チーク

パイン

木彫作品

●そのまま手軽に塗れる水溶性タイプ。

●イヤなニオイの少ない低臭タイプ。

●使いやすい全6色のカラー展開。

ツヤ出し仕上げ

木の上に塗ると、

透明感のあるツヤがでます。

速乾性（常温で約20～30分）で乾いた後は耐水性に
なります。2度塗りすると、さらに美しいツヤが出ます。

水彩絵具やポスターカラーの上に塗ると、
透明感のあるきれいなツヤがでます。

薄めずにそのまま塗れる、手軽な水溶性タイプ。
小分けに便利なポリカップ付き。

きれいなツヤ

薄めず使える
ポリカップ付

速乾性＆耐水

卒園・卒業制作にぴったり!

熱処理不要

さまざまな布地に

1本でA4サイズ

洗濯できます

耐水性工作ニス
ツヤ出し仕上げ

400ml  ￥1,375

低臭タイプ
工作カラーニス
耐水性

うすめ液

工作カラーニス
耐水性 水溶性

耐水性

水溶性

耐水性

屋内木部用

初めての方でも、簡単にきれいに
作品のツヤ出し・着色・保護ができます。

新世代の布専用絵具！

家庭科の授業にもおすすめです！

￥297

￥495

水 性

耐水性

半透明

単色 ￥297

9色セット ￥2,200
全45色 12色セット ￥3,190

18色セット ￥4,180

12色セット

（すべて税込価格）

https://www.turner.co.jp

532-0032 大阪市淀川区三津屋北2-15-7
Tel.06-6308-1212 Fax.06-6305-3018
171-0052 東京都豊島区南長崎6-1-3
Tel.06-6308-1212 Fax.06-6305-3018

■このカタログの内容は'19年12月現在のものです。変更することがありま
すので、ご了承ください。■サイズは突起物・ヒモなどを除く本体の外寸です。
■印刷物のため色調などは多少異なることがあります。 SYOHO-2

猩々緋（しょうじょうひ)

紅梅色（こうばいいろ)

棕櫚色（しゅろいろ)

黄丹（おうに)

狐色（きつねいろ)

砥の粉色（とのこいろ)

黄檗色（きはだいろ)

若草色（わかくさいろ)

千歳緑（せんざいみどり)

瑠璃色(るりいろ)

淡水色（うすみずいろ)

藤紫色（ふじむらさきいろ)

江戸紫（えどむらさき)

藍鼠（あいねず)

消炭色（けしずみいろ)

純白胡粉（じゅんぱくごふん)

※1 製品をEU加盟国へ輸出する際に、安全基準条件を満たすことを証明するマーク
※2 EU加盟国内において玩具を製造・販売する際に守らなければならない規格

16色セット ￥2,530

（本体価格￥1,000）

（本体価格￥1,900）

（本体価格￥6,800）

（本体価格￥650）

（本体価格￥1,500）

（本体価格￥1,250）

子どもだけでなく、大人にも楽しんでいただける
「おこめのクレヨン」です。

おこめのクレヨンは、国産の米ぬかからとれる
「米油」や「ライスワックス」をベースにつくられています。米ぬかベース

「ターナー アクリルガッシュ ジャパネスクカラー」から、色彩の基本
１６色をピックアップし、クレヨンで日本の伝統色を表現しました。伝統の16色

大人も楽しめる

【CEマーク】※1および【EN71 Part3:2013】※2を取得、
厳しい安全基準を満たした安心・安全なクレヨンです。安心・安全

おこめのクレヨン 日本の伝統色16色

子どもだけでなく

おとなも楽しめるクレヨンです！

食べ物ではありませんので、飲み込まない
ようにご注意ください。小さなお子様がお
使いになる際は、保護者のもとでご使用く
ださい。直射日光や高温になる場所に保管
しないでください。

お米からできたクレヨン

（本体価格￥270）

（本体価格￥270）

（本体価格￥2,200） （本体価格￥3,800）

（本体価格￥2,900）

（本体価格￥450）

（本体価格￥2,300）

教材10種類

ターナー色彩は全ての子どもたちのために、
安心で安全な絵具を作っています。

Paint forALLKIDS




