
歴代最優秀中学/高校
その他の受賞作品は当社ホームページ内、 からご覧いただけます。事業概要 イベントアート甲子園

高槻市立第二中学校美術部（大阪府）

てのひらえのぐしろくまくん

（Aセット）きいろ・あかいろ・あおいろ
（Bセット）ももいろ・きみどりいろ・そらいろ

●30ml 3色セット

創作の幅が広がる

み
ん
な
と
一
緒
に
何
描
こ
う

ターナー
イベント
　カ ラ ー

■このカタログの内容は’20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。■印刷色のため色調などは多少異なることがあります。■EV-20

〒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.(03)3953-5161 FAX.(03)3953-5153

ターナー色彩ホームページ　https://www.turner.co.jp/

各色・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥990
10色セット　　　　　　　　　　　　　・・・￥9,350

●200mlボトル入り

（おうち型箱付、トートバッグ入り）

EN71-7
EN71-3

パッチ
テスト済

欧州玩具規格に適合した絵具です。
EN71-7（フィンガーペイント）・EN71-3（特定元素の移行）適合

●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」）●すべての方に皮膚刺激が
起きないわけではありません。確認してから使用してください。

1 しろいろ 3 きいろ 4 だいだいいろ 6 あかいろ
7 ももいろ 10 ちゃいろ 12 きみどりいろ 13 みどりいろ
14 そらいろ 15 あおいろ

全10色手や指で描ける安心えのぐ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥880

ライオン

ぞう

わに

手や足の形を
使って描こう！

取扱店

布えのぐ ステッチカラー

各色・・・・・・・・・・・・・￥297
9色セット・・・・￥2,200
12色セット・・・￥3,190
12色セット・・・￥3,190

●20mlラミネートチューブ入り

Tシャツやお揃いの布製グッズに描ける絵具
・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

18色セット・・・￥4,180
（日本の伝統色）

12色セット（スタンダードカラー）

手ぬぐい

Tシャツ

普通色・・・￥418
金銀色・・・￥495

●20mlボトル入り

 綿、ポリエステル、麻、レーヨン、デニムなど 使用できる布

筆なしで刺繍のように描ける絵具です。
布えのぐと一緒に使えます。

12色セット（日本の伝統色）

1しろ
7ぴんく
17ちゃいろ

3きいろ
9 むらさき
20くろ

4おれんじ
12 あお
22きん

6あか
14 みどり
24 ぎん

イベント向き商品のご案内

ブランドサイト

ブランドサイトブランドサイト

全12色全45色

EVENT COLOR

イベントカラー
ホームページ

中学生の部 高校生の部

（本体価格￥   270）

（本体価格￥380）
（本体価格￥450）

（本体価格￥2,000）

（本体価格￥   900）
（本体価格￥8,500）

（本体価格￥   800）

（本体価格￥2,900）
（本体価格￥2,900）

（本体価格￥3,800）

 巾着袋

学校行事でつくった
過去受賞作品をご覧ください。

詳しくは
ホームページを
ご覧ください。

ターナー　学級旗
イベントカラー・フラッグカラー　専用

裏抜けが少なく、
発色の良い
きれいな仕上がりに！

●大サイズ
（2,300mm×1,600mm）
￥3,014（本体価格￥2,740）

●小サイズ
（1,250mm×900mm）
￥1,067（本体価格￥ 970）

選べる
2サイズ

4隅ハトメ・
紐4本付き

フラッグカラー

1 白

18 黒

6 赤5 うすもも 9 ピンク4オレンジ3 黄

12 黄緑 13 緑 15 青14 空10 茶

各色・・・・・・・・・・・・￥715
12色セット・・・￥8,580

●200mlスパウトパック入り

布に描ける旗専用絵具

運動会・文化祭などの学級旗づくりに最適！

 綿、ポリエステル、麻、デニムなど
 使用できる布

ブランドサイト

全12色

（本体価格￥   650）

（本体価格￥7,800）

日本女子大学附属高等学校アトリエ（神奈川県） 
Pirates

最優秀賞
2019年学校祭のアーチ

最優秀賞
2019年

最優秀賞
2018年

最優秀賞
2018年

最優秀賞
2017年 最優秀賞

2017年



T U R N E R E V E N T C O L O R

みんなで
描くのが

、

    なによ
りのイベ

ント！
●6色セット（Aセット）

エコロジーパック採用

お値段すえおきで
容量10%UP

500mlポリ容器入りには、混色や
小分けに便利なポリカップが付い
ています。

さまざまな効果を活かせる蛍光色＆メディウム！

カンタンにきれい！ イベントカラーラインナップ

●特別価格・・・・・・・￥15,950

◆イベントカラー550ml
　Aセット＋Bセット（全12色）

◆折りたたみ式BOX
　（縦270×横370×高さ270mm）

◆計量カップ12ケ　

※色組みの変更はできません。

それぞれの季節に訪れる、さまざまな行事 ・催し物を盛り上げるイベントカラー。

そのまま描けます。

いろんなモノに描けます。

安全です。

550ml
スパウトパック入り

●普通色（24色）・・・・・・・

・・・・・・・・￥7,260
●6色セット（Aセット）

500ml
ポリ容器入り

●普通色（14色）・・・・・・・￥1,265

・・・・・・・￥7,656
●蛍光色（6色）・・・・・・・・￥1,045

170ml
ポリ容器入り

イベントカラーBOXセット
　（12色セット）

●普通色（24色）・・・・・・・￥550

●6色セット（Aセット）

●金・銀色（2色）・・・・・・・・・・・・・・・

￥3,300

￥1,210

■Aセット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・赤／黄／緑／コバルト／黒／白

※金・銀は170mlのみとなります。
■Ｂセット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・オレンジ／レモン／黄緑／空／ピンク／茶

32 24

水で溶かずにそのまま描け、仕上がりは美しいつや消しになり、
短期屋外イベントや、共同制作にピッタリの絵具です。

有害な重金属を含まない安全な顔料を使用しています。

そのまま描けるので、大きな画面もスピーディに仕上がります。
屋外で映える、ビビッドな色を揃えました。

紙はもちろん、布、木、石、粘土、スレート、発泡スチロール、
ペットボトル、モルタル、アクリルなど幅広い素材に描けます。

乾けば水に濡れても大丈夫。
乾燥後は耐水性になります。短期の屋外展示が
可能で、学級旗やイベントパネルに最適です。

※用途が多方面にわたりますので、あらかじめテストをした上でお使いください。

牛乳パック

ペットボトル

粘土

●気温5℃以下では使用しないでください。
●水を入れすぎると、透けたり、接着不良の原因になります。
  また、あまり厚く塗りすぎると、ひび割れがおこることがあります。
●紫、ローズ、ピンクと蛍光色は蛍光顔料を使用していますので、耐光性が劣ります。
●筆は乾く前に水洗いしてください。もし乾いてしまった場合は、
   お湯にしばらくつけた後、石けんで洗ってください。
●皮ふについた場合は、水と石けんで洗いおとしてください。
●目に入った場合は、多量の水で洗い、医師の診察を受けてください。

●誤って飲み込んだ場合は、医師の診察を受けてください。
●ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、ゴムには接着しません。
●布に描くときは、布用メディウムをお使いください。
●使用後は密封し、高温（40℃以上）、低温（－5℃以下）の場所を避けて
   保存してください。
●子供の手の届かないところに保管してください。
●中身を使いきってから廃棄してください。

塗る面の汚れ、油分、
ホコリなどをよく
とってください。

使う前に、容器の底
までよくかき混ぜて
均一にしてください。

そのままで塗れますが、
塗りにくい場合は、10
～20％の水を加えて
ください。

※スパウトパックは
　揉んでください。

colors

普通色 色
6蛍光色 色
2金・銀色 色

COLOR CHART 全32色

樹脂の使用量を従来の約1/6に
抑え、折り畳んでかさばらずに捨
てられます。もちろん、長期保管
もできます。

お値段は従来のままで、10％増
量（＋50ｍｌ）しているので、
たっぷり使えます。

イベントカラーは、安全性に配慮した製品づくりで
F☆☆☆☆ に認定された商品です。

改正建築基準法による、建材からの有害化学物質の評価と使用制限を表します。4段階に評価し、最も優良なF☆☆☆☆
は、使用に制限がありません。現在はホルムアルデヒドだけが対象ですが他の物質への規制の動きもあります。非常に
厳しい基準値で、米国ACMI基準をクリアしている蛍光顔料もF☆☆☆☆には評価されません。

￥1,375

イベントカラーの使用例

●町内会のお祭り
●サッカー・野球の応援フラッグ※

●マラソン大会の横断幕※

●舞台装飾
●立体造形

幼稚園・PTAなど幼稚園・PTAなど幼稚園・PTAなど
プロの
現場でも
プロの
現場でも

●バザーのポスター
●お遊戯発表会の飾りつけ
●ハロウィンやクリスマス
  などのデコレーション

小学校・中学校・高校小学校・中学校・高校小学校・中学校・高校

●運動会の応援旗やクラス旗※

●文化祭の共同制作アート
●学習発表会の展示物
●模擬店の立て看板やディスプレイ
●学園祭の入場ゲート

※（A）・（B）セットで12色セットになります。170ml　・500ml　・550ml入り 6色セット（A）・（B）

EVENT COLOR SET

使用方法と
注意

子供会など
地域でも
子供会など
地域でも

プロの
現場でも

子供会など
地域でも
子供会など
地域でも

プロの
現場でも

※布用メディウムをご使用ください

・・・・・・・

色　名 セット名色番 １7０ml 50０ml 55０ml色　名 セット名色番 １7０ml 50０ml 55０ml 色　名 セット名

空

うすもも（旧：肌色）※

朱

朱赤

赤

オレンジ

緑

深緑

群青

紫

ローズ

B
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̶

̶

A

B
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̶

̶

̶

̶
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色番 １7０ml 50０ml 55０ml

※色名は随時「うすもも」に変更していきます。

※29・30・32・201～207の蛍光色を除く

（本体価格￥1,100） （本体価格￥1,150） （本体価格￥500） （本体価格￥14,500）

（本体価格￥950）

（本体価格￥1,250）

（本体価格￥3,000）

（本体価格￥6,600） （本体価格￥6,900）

鮮やかに目立つキメ色に！ 布へのペイントに！

■蛍光成分を配合し、普通色よりも鮮やかに
　発色します。
■看板やパネルなどの目立たせたい部分の
　キメ色に最適です。
■ブラックライトを照射することにより、暗中で
　美しく発光します。

■イベントカラーと同量を混ぜて使うと布などへの
　接着性が増し、ゴワゴワしにくくなります。

蛍光色を引き立て、作品に奥行きを与えます。 布に描く時に最適な布用メディウム

●１７０mlポリ容器入り 蛍光色（６色）      ・・・・・・・￥990 ●550mlスパウトパック入り
     ・・・・・・・・・・・￥880

蛍光色 布用メディウム

（本体価格￥900） （本体価格￥800）




