
No.220
ヴァーミリオン

No.500
イエローオーカー

No.245
カーマイン

No.430
ミディアムグリーン

No.660
アイボリーブラック

No.100
レモンイエロー

No.470
ヴィリジャンヒュー

※写真の筆は、
　　　 別売りです。

※写真の筆は、
　　　 別売りです。

※写真の筆は、別売りです。

商品写真はイメージです。

商品写真はイメージです。

No.370
コバルトブルーヒュー

軽量でコンパクト、洗練されたデザインの優れものが、市販の同タイプイーゼルの何と６０％ＯＦＦにて。

2021SPF-120 アルミ野外用イーゼル３段式 【１９本限り】

■シルバー色塗装仕上・アルミニウム材■サイズ（折りたたみ時）／長さ４６ｃｍ
■重量１．２ｋｇ■最大使用可能号数２０号〈タテ〉
通常小売価格￥７，７００→特別販売価格 ￥３，０８０

2021SPF-101
スケッチバッグ／Ｆ６サイズ
通常小売価格￥１，９８０
 【８２個限り】
2021SPF-102
スケッチバッグ／Ｆ８サイズ
通常小売価格￥２，２００
 【１個限り】

2021SPF-103
ポートフォリオ／
Ｂ３サイズ
通常小売価格￥３，６３０
 【２２個限り】

2021SPF-104
桐材キャンバス木枠／Ｆ１２サイズ
通常小売価格￥１，４９６ 【６本限り】

2021SPF-105
モデルハンド／子供（小）・右手
通常小売価格￥３，５２０
 【５３個限り】

2021SPF-106
モデルフット／子供・右足
通常小売価格￥３，７４０
 【３０個限り】

2021SPF-108
折りたたみ筆洗器／
紫色と緑色
通常小売価格￥７７０
 【８５個限り】

2021SPF-109
プラスチックパレット
／丸型１０枚セット
通常小売価格￥１，１００
 【３１セット限り】

2021SPF-113
イタリア・ファブリアーノ社
スケッチブック
■形状／エキストラホワイトブロック１２枚
■細目・３００ｇ／㎡

■形状１５８Ｘ１１６Ｘ２９ｍｍ
■固形水彩絵具１５色
■編成色／チャイニーズホワイト、

レモンイエロー、パーマネントイ
エローディープ、ヴァ－ミリオン
ヒュー、クリムソンレーキ、パープ
ル、ウルトラマリンディープ、コバ
ルトブルーヒュー、プルシャンブ
ルー、パーマネントグリーンペー
ル、ヴィリジャンヒュー、パーマネ
ントグリーンディープ、イエロー
オーカー、ライトレッド、アイボ
リーブラック

2021SPF-114
日本・ターレンスジャパン社
プチカラー水筆入り１５色プラスセット

2021SPF-115
ポッティチェリの
ヴィーナスの香り
●箱／汚れ難有り品
■箱の材質／厚紙製
■サイズ／１６Ｘ１６Ｘ５．５ｃｍ
■香りの素材／石鹸・花香・香水等
通常小売価格￥４，８４０

【８個限り】

2021SPF-116
グランド油絵具１１０ｍｌチューブ ジンクホワイト 
●油漏れ難有り品
通常小売価格￥１，８１５【２，７１６本限り】
2021SPF-117
グランド油絵具１１０ｍｌチューブ
チタニウムホワイト 
●油漏れ難有り品
通常小売価格￥１，８１５

【１６８本限り】
2021SPF-118
グランド油絵具１１０ｍｌチューブ
ファンデーションホワイト 
●油漏れ難有り品
通常小売価格￥１，８１５【４０６本限り】

2021SPF-112 中国・ＣＥＳＡＲＴＳブランド
               リス毛水彩画用丸筆〈ラウンド・羽管軸〉Ｒｅｆ．２１９００MR
　　　　　●毛抜け難有り品

2021SPF-110
バインダークリップ／１２個入り
通常小売価格￥２８６ 【１２６セット限り】

2021SPF-111 リキテックスアクリル絵具／
７５ｍｌチューブ入り＆４００ｍｌボトル入り

2021SPF-107
モデルフット／
子供（小）・左足
通常小売価格￥３，５２０
 【５７個限り】

№    0（  5.5ｍｍΦ）通常小売価格 ￥  ４，７５２【   ６本限り】
№    2（  7.5ｍｍΦ）通常小売価格 ￥  ５，９４０【   ９本限り】
№    4（  9.4ｍｍΦ）通常小売価格 ￥  ８，８００【３２本限り】
№    6（11.5ｍｍΦ）通常小売価格 ￥１７，７３２【５６本限り】
№    8（13.5ｍｍΦ）通常小売価格 ￥２１，１２０【   １本限り】

№    1（  6.5ｍｍΦ）通常小売価格 ￥  ５，３６８【   ９本限り】
№    3（  8.5ｍｍΦ）通常小売価格 ￥  ６，１６０【３８本限り】
№    5（10.6ｍｍΦ）通常小売価格 ￥１５，４００【４０本限り】
№    7（13.0ｍｍΦ）通常小売価格 ￥２０，６８０【３０本限り】
№   10（17.0ｍｍΦ）通常小売価格 ￥３０，８００【２６本限り】

Ｓ　Ｍ　通常小売価格￥１，６５０【５冊限り】
Ｆ　４　通常小売価格￥３，４１０【１冊限り】
Ｆ　６　通常小売価格￥５，３９０【１冊限り】
Ｆ　８　通常小売価格￥６，９３０【５冊限り】

１５色セット
通常小売価格￥２，４２０

【１９セット限り】

スケッチ箱とイーゼルが合体した特殊な形状は、描画制作が閃いた時、その機能を直ちに発揮します。

2021SPF-121 ボックスイーゼル 【１１個限り】

■木地色塗装仕上・南洋材（セランガンバツ）
■サイズ／（折りたたみ時）長さ４２ｃｍ・巾３８ｃｍ・厚み１３ｃｍ
■重量４ｋｇ■最大使用可能号数２０号〈タテ〉
通常小売価格￥１５，９５０→特別販売価格 ￥６，３８０

小品絵画の展示受け台として、写真やオブジェを飾るディスプレイ用に
最適なミニミニイーゼルです。
2021SPF-122 
ミニミニイーゼル 【１７９個限り】
■木地色塗装仕上・・南洋材（セランガンバツ）
■サイズ／高さ３５ｃｍ・巾１８ｃｍ・奥行１７ｃｍ
■最大使用可能号数ＳＭ〈ヨコ〉
通常小売価格￥１，９８０→特別販売価格 ￥１，１８８

このグッズの商品化は「最後まで使わないと勿体ない」が発想原点でした。
2021SPF-124
チューブ絞り器 【７０個限り】
■アルミニウム材■サイズ／１４Ｘ１２ｃｍ
通常小売価格￥２，２００→特別販売価格 ￥１，１００

従来の安価なぼかし網の柄の部分は太い針金でしたが、本商品は少し贅
沢に木製としました。
2021SPF-125
ぼかし網／丸型 【９７個限り】

■網部分の材質／ステンレス材■柄部分の材質／木製
■サイズ／直径１２ｃｍ
通常小売価格￥  ７７０→特別販売価格 ￥  ２３１

描画表現の幅を無限に広げます人気必須アイテムです。

2021SPF-127 ゴムローラー／１０ｃｍ巾 【１６個限り】

■ゴム材・木製ハンドル
■サイズ／巾１０ｃｍ・ゴムローラーの直径３．５ｃｍ
通常小売価格￥２，５３０→特別販売価格 ￥  ５０６
描画表現の幅を無限に広げます人気必須アイテムです。

2021SPF-128 ゴムローラー／１５ｃｍ巾
【８個限り】

■ゴム材・木製ハンドル
■サイズ／巾１５ｃｍ・ゴムローラーの直径３．５ｃｍ
通常小売価格￥２，９７０→特別販売価格 ￥  ７４３

描画制作をよりスムーズに進める為、白い筆立てに平筆、
丸筆の長さや太さ別に分けるのは。

2021SPF-129 セラミック筆立て
 【８８個限り】
■白色塗装仕上・セラミック材
■サイズ／高さ１２ｃｍ・口径９ｃｍ
通常小売価格￥１，６５０↓
特別販売価格 ￥  ８２５

形状は味気なく不細工ですが、
機能の便利さは正にアトリエ内の必需品です。
2021SPF-132
プラスティック筆立て 

【１６個限り】
■グレー色塗装仕上・プラスティック材
■サイズ／高さ９ｃｍ・１４．５Ｘ１４．５ｃｍ
通常小売価格￥ ８８０↓
特別販売価格 ￥ ３０８

2021SPF-133
３段棚のアトリエワゴン
 【１６台限り】
■グレー色・アルミニウム製
■２７Ｘ４８ｃｍ・高さ／７７ｃｍ
■プラスティック製の筆立と筆洗器付き
■キャスター付
通常小売価格￥７，７００↓
特別販売価格 ￥３，８５０

2021SPF-134
馬毛平筆４本セット〈１１６１１ＭＬ〉 

【２４セット限り】
■№８／９．８ｍｍΦ、№１０／１１．２ｍｍΦ、№１２／１２．１ｍｍΦ、
　№１４／１４．１ｍｍΦ
通常小売価格￥３，１７２→特別販売価格 ￥１，２６８

2021SPF-140 マルチーノ“クサビ付き”張りキャンバス№５３８／純麻・細目
 【４２枚限り】
■油彩画用■１００％Ｌｉｎｅｎ（仏・ノルマンディー産）■３６１ｇ／㎡■縦糸１７本・横糸１７本／ｃ㎡
■Ｏｉｌ ｐｒｉｍｉｎｇ／５回塗り■地塗り成分／亜麻仁油・テレピン油・ジンクホワイト顔料・チタニウムホワイト
　顔料・アクリル樹脂チョーク顔料・リトポン（ＺｎＳ＋ＢａＳＯ４）
Ｆ１５号　通常小売価格￥  ６，１０５→ ￥２，２３９  【32】Ｆ２０号　通常小売価格￥  ７，４２５→ ￥２，７２３  【  6】
Ｆ３０号　通常小売価格￥１０，３２９→ ￥３，７８８  【  4】
2021SPF-141 マルチーノ“クサビ付き”張りキャンバス№５７４／純麻・中目
 【９９枚限り】
■油彩画用■１００％Ｌｉｎｅｎ（仏・ノルマンディー産）■３１６ｇ／㎡■縦糸１７本・横糸１７本／ｃ㎡
■Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ ｐｒｉｍｉｎｇ／４回塗り■地塗り成分／アクリルポリマーエマルジョン・酸化チタン他
Ｆ１５号　通常小売価格￥  ４，８８４→ ￥１，７９１  【８６】Ｆ２０号　通常小売価格￥  ６，８７４→ ￥２，１５４  【１３】

2021SPF-135 フナオカ・グランドロールキャンバス／
純麻・中荒目１４３ｃｍ巾Ｘ１０Ｍ【５本限り】
■油彩画用■１００％Ｌｉｎｅｎ
■１４３ｃｍ巾・中荒目■最大取得可能サイズ・Ｆ１２０
通常小売価格￥７２，６００→特別販売価格 ￥３２，６７０

2021SPF-136
マスターズ油絵具・チタジンク
ホワイト６０ｍｌチューブ入り
 【２４３本限り】
■中国／ＭＡＲＩＥ’Ｓ社■６０ｍｌチューブ入り
通常小売価格￥１，０４５↓
特別販売価格 ￥  ３９６

2021SPF-139 ＧＦ２００（同系列）
油絵具１２０ｍｌチューブ入り
５色セット【２０セット限り】

■中国／ＭＡＲＩＥ’Ｓ社
■編成色／エメラルドグリーン、オリーブグ
リーン、カドミウムグリーン、フサロシニアン
ブルー、ライトレッド●油漏れ難有り品
通常小売価格￥２，７５０↓
特別販売価格 ￥  ３３０

2021SPF-138 ＧＦ２００（同系列）
油絵具２１ｍｌチューブ入り４色セット

【３０セット限り】
中国／ＭＡＲＩＥ’Ｓ社■編成色／イエローミッド、グリーンミッド、
フサロシニアンブルー、ライトレッド●油漏れ難有り品
通常小売価格￥ ６６０→特別販売価格 ￥ １１０

2021SPF-137 ＧＦ２００油絵具
１２ｍｌチューブ入り５色セット
【３１セット限り】

■中国／ＭＡＲＩＥ’Ｓ社■編成色／チタニウムホワ
イト、ミッドイエロー、パーマネントレッド、ヴィリジャ
ンヒュー、コバルトブルーヒュー●油漏れ難有り品
通常小売価格￥ ６６０↓
特別販売価格 ￥ １１０

2021SPF-142 
顔彩、水墨、水彩画用筆 【全６本限り】

多くの学校からのご要望により販売復活しました、最も安価な水彩パレットです。
2021SPF-130
水彩パレット２４色用 【１５２個限り】

■白色塗装仕上・プラスティック材■２４色用仕切り
■サイズ／ヨコ３０．５ｃｍ・タテ１４ｃｍＸ２
通常小売価格￥２，０９０→特別販売価格 ￥  ４１８

コンパクトサイズの螺旋筆置き付の筆洗器です。
2021SPF-131
螺旋筆置き付き筆洗器
 【３個限り】

■ステンレス材
■サイズ／高さ２０ｃｍ・直径１０．５ｃｍ
通常小売価格￥２，７５０↓
特別販売価格 ￥１，３７５

従来の安価なぼかし網の柄の部分は太い針金でしたが、本商品は少し贅沢に木製としました。

2021SPF-126 ぼかし網／角型 【１２４個限り】

■網部分の材質／ステンレス材■柄部分の材質／木製■サイズ／１２Ｘ９ｃｍ
通常小売価格￥  ７７０→特別販売価格 ￥  ２３１

ペーパーパレットの形状は長方形だけではありません。
ちょっと珍しい楕円形です。
2021SPF-123
オーヴァルペーパーパレット 

【６２冊限り】
■サイズ／２５Ｘ３０ｃｍ■４０枚綴り・６０ｇ／㎡
通常小売価格￥ ６０５→特別販売価格 ￥  ３０３

６０％ＯＦＦ

６０％ＯＦＦ

６０％ＯＦＦ

５０％ＯＦＦ

７０％ＯＦＦ

８０％ＯＦＦ

７５％ＯＦＦ

５０％ＯＦＦ

６５％ＯＦＦ

５０％ＯＦＦ

６０％ＯＦＦ

８０％ＯＦＦ

５０％ＯＦＦ

７０％ＯＦＦ

５０％ＯＦＦ

仕入価格以下

仕入価格以下
仕入価格以下

仕入価格以下
仕入価格以下

仕入価格以下
仕入価格以下

仕入価格以下

￥５，５００→￥２，２００

￥７，７００→￥３，０８０

￥３，３００→ ￥１，３２０

￥１，６５０→￥   ６６０

￥３，３００→ ￥１，３２０

￥５，５００→￥２，２００

山馬筆／５号 ■広島県熊野工房製■馬尾脇毛■全長２８．４ｃｍ・穂先の長さ５．４ｃｍ・直径９．０mm

山馬筆／７号 ■広島県熊野工房製■馬尾脇毛■全長２９．５ｃｍ・穂先の長さ６．０ｃｍ・直径９．５mm

蒔絵筆／中 ■広島県熊野工房製■極上玉毛■全長２２．２ｃｍ・穂先の長さ２．１ｃｍ・直径２．０mm

花長筆／中 ■広島県熊野工房製■鼬毛■全長２１．９ｃｍ・穂先の長さ２．３ｃｍ・直径６．０mm

骨書筆／中 ■広島県熊野工房製■羊、馬、狸毛■全長２６．４ｃｍ・穂先の長さ３．７ｃｍ・直径７．１mm

玄楽筆／４号 ■広島県熊野工房製■羊、馬、狸毛■全長２６．４ｃｍ・穂先の長さ５．０ｃｍ・直径９．０mm

通常小売価格￥４１８ ■７５ｍｌチューブ入り／ディープグリー
ンパーマネント【２４本限り】・イエローオキサイド【４６本限り】
通常小売価格￥１，４９６ ■４００ｍｌボトル入り／ライトグリー
ンパーマネント【６本限り】・イエローオキサイド【１本限り】

2021SPF-119
Ｗ＆Ｎウィントン油絵具１７０ｍｌチューブ 全８色 ●油漏れ難有り品
通常小売価格￥１，７６０ ヴァーミリオン【１６本限り】　カーマイン【１１本限り】　レモンイエロー

【１６本限り】　ヴィリジャンヒュー【３０本限り】　ミディアムグリーン【５１本限り】　コバルトブルー
ヒュー【４７本限り】　イエローオーカー【４３本限り】　アイボリーブラック【４７本限り】

2021SPF-147
高品質マングース毛のフィルバート型
ＨＡＮＳ Ｐ．ＭＡＩＥＲ ＧＭＢＨ　　Ｒｅｆ．Ａ８２２５

2021SPF-146
高品質コリンスキー毛のロングラウンド型
ＨＡＮＳ Ｐ．ＭＡＩＥＲ ＧＭＢＨ　　Ｒｅｆ．Ａ６２１３

2021SPF-145
高品質コリンスキー毛のショートラウンド型
ＨＡＮＳ Ｐ．ＭＡＩＥＲ ＧＭＢＨ　　Ｒｅｆ．Ａ６２１１

2021SPF-144
高品質コリンスキー毛のフラットポイント型
ＨＡＮＳ Ｐ．ＭＡＩＥＲ ＧＭＢＨ　　Ｒｅｆ．Ａ６２２３

2021SPF-143
高品質コリンスキー毛のアーモンド型
ＨＡＮＳ Ｐ．ＭＡＩＥＲ ＧＭＢＨ　　Ｒｅｆ．Ａ６２２５

№ ４（Φ  ３．５ｍｍ） マネ社定価 ￥  ２，３１０ 今回の特別割引販売価格‥‥ ￥  ７９２【２４３本限り】
№ ６（Φ  ６．５ｍｍ）　マネ社定価 ￥  ２，５３０ 今回の特別割引販売価格‥‥ ￥  ９６８【２４１本限り】
№ ８（Φ  ９．０ｍｍ） マネ社定価 ￥  ２，９７０ 今回の特別割引販売価格‥‥￥１,０５６【１２６本限り】

№ ０（Φ １．０ｍｍ） マネ社定価 ￥  ３，５２０ 今回の特別割引販売価格‥‥￥１,０５６【   １０本限り】
№ ２（Φ １．２ｍｍ） マネ社定価 ￥  ３，９６０ 今回の特別割引販売価格‥‥￥１,１８８【   ３３本限り】
№ ４（Φ １．４ｍｍ） マネ社定価 ￥  ５，２８０ 今回の特別割引販売価格‥‥￥１,５８４【   ４２本限り】

№ ０（Φ １．０ｍｍ） マネ社定価 ￥  ２，９７０ 今回の特別割引販売価格‥‥ ￥  ６６０【   ６３本限り】
№ ２（Φ １．２ｍｍ） マネ社定価 ￥  ３，０８０ 今回の特別割引販売価格‥‥ ￥  ７９２【   ３５本限り】
№ ４（Φ １．４ｍｍ） マネ社定価 ￥  ３，３００ 今回の特別割引販売価格‥‥ ￥  ９２４【     ６本限り】

№ ２（Φ １．４ｍｍ） マネ社定価 ￥  ２，２００ 今回の特別割引販売価格‥‥ ￥  ９２４【   ２９本限り】
№ ４（Φ １．７ｍｍ） マネ社定価 ￥  ２，８６０ 今回の特別割引販売価格‥‥ ￥  ９７７【   ２９本限り】
№ ６（Φ ２．０ｍｍ） マネ社定価 ￥  ３，３００ 今回の特別割引販売価格‥‥￥１,０５６【   １９本限り】

№ ０（Φ １．５ｍｍ） マネ社定価 ￥  ３，６３０ 今回の特別割引販売価格‥‥ ￥  ９２４【   ２４本限り】
№ ２（Φ ２．２ｍｍ） マネ社定価 ￥  ３，９６０ 今回の特別割引販売価格‥‥￥１,０５６【     ５本限り】

№１０（Φ１１．０ｍｍ） マネ社定価 ￥  ３，４１０ 今回の特別割引販売価格‥‥￥１,２１０【１３１本限り】
№１２（Φ１４．０ｍｍ） マネ社定価 ￥  ３，８５０ 今回の特別割引販売価格‥‥￥１,４０８【１３６本限り】
№１４（Φ１５．５ｍｍ） マネ社定価 ￥  ４，９５０ 今回の特別割引販売価格‥‥￥１,７６０【１４１本限り】

№ ６（Φ １．９ｍｍ） マネ社定価 ￥  ６，３８０ 今回の特別割引販売価格‥‥￥２,６４０【   １５本限り】
№ ８（Φ ２．４ｍｍ） マネ社定価 ￥  ７，９２０ 今回の特別割引販売価格‥‥￥３,１６８【   ２１本限り】
№１０（Φ ３．６ｍｍ） マネ社定価 ￥１１，０００ 今回の特別割引販売価格‥‥￥４,４８８【   ２３本限り】

№ ６（Φ １．８ｍｍ） マネ社定価 ￥  ３，４１０ 今回の特別割引販売価格‥‥￥１,０５６【     １本限り】
№ ８（Φ ２．４ｍｍ） マネ社定価 ￥  ３，９６０ 今回の特別割引販売価格‥‥￥１,５８５【   ９２本限り】
№１０（Φ ３．６ｍｍ） マネ社定価 ￥  ５，２８０ 今回の特別割引販売価格‥‥ ￥２,１１２【１０９本限り】

№ ８（Φ ３．６ｍｍ） マネ社定価 ￥  ４，１８０ 今回の特別割引販売価格‥‥￥１,３２０【   ２６本限り】
№１０（Φ ４．６ｍｍ） マネ社定価 ￥  ５，７２０ 今回の特別割引販売価格‥‥￥１,８４８【   ３２本限り】
№１２（Φ ４．９ｍｍ）　マネ社定価 ￥  ７，９２０ 今回の特別割引販売価格‥‥￥３,４３２【   ２８本限り】

№ ４（Φ ３．２ｍｍ） マネ社定価 ￥  ４，６２０ 今回の特別割引販売価格‥‥￥１,３２０【     １本限り】
№ ６（Φ ５．８ｍｍ） マネ社定価 ￥  ７，９２０ 今回の特別割引販売価格‥‥￥２,６４０【     ８本限り】

№１６（Φ１６．０ｍｍ） マネ社定価 ￥  ６，８２０ 今回の特別割引販売価格‥‥￥２,０６８【１４１本限り】
№１８（Φ１７．５ｍｍ） マネ社定価 ￥  ７，９２０ 今回の特別割引販売価格‥‥￥２,８６０【１４０本限り】

№１２（Φ ３．９ｍｍ）　マネ社定価 ￥１３，２００ 今回の特別割引販売価格‥‥￥５,２８０【   ３１本限り】
№１４（Φ ４．７ｍｍ） マネ社定価 ￥１９，８００ 今回の特別割引販売価格‥‥￥７,９２０【   ３４本限り】

№１２（Φ ３．９ｍｍ）　マネ社定価 ￥  ６，０５０ 今回の特別割引販売価格‥‥￥３,１６８【   ３０本限り】
№１４（Φ ４．７ｍｍ） マネ社定価 ￥  ８，１４０ 今回の特別割引販売価格‥‥￥４,２２４【   ２８本限り】
№１６（Φ ５．４ｍｍ） マネ社定価 ￥１１，０００ 今回の特別割引販売価格‥‥￥６,３３６【   ３０本限り】

№１４（Φ ５．６ｍｍ） マネ社定価 ￥１０，１２０ 今回の特別割引販売価格‥‥￥３,９６０【   ２９本限り】
№１６（Φ ６．５ｍｍ） マネ社定価 ￥１４，８５０ 今回の特別割引販売価格‥‥￥５,５４４【   ３１本限り】
№１８（Φ ７．５ｍｍ） マネ社定価 ￥１８，１５０ 今回の特別割引販売価格‥‥￥８,７１２【   ３１本限り】

№  ８（Φ ７．７ｍｍ） マネ社定価 ￥１０，４５０ 今回の特別割引販売価格‥‥￥３,９６０【   １１本限り】
№１０（Φ ９．３ｍｍ） マネ社定価 ￥１３，６４０ 今回の特別割引販売価格‥‥￥４,４８８【   １２本限り】

ほぼ原寸大

ほぼ原寸大

ほぼ原寸大

ほぼ原寸大

ほぼ原寸大

２０２１フィナーレ／“芸術の秋”特別企画

「差し上げます。」＆「原価以下大処分セール。」
アダムスジャパンの２０２１年１０月１日から１２月２５日の間は、今日まで一年六カ月余りにも渡り、新型コロナウイルス感染禍によって日常生活に一定の行動制限を強いられていたにも拘らず、日々芸術活動に勤しんでおられました多くのアー
ティストや美術愛好家の皆様方へ、アダムスジャパンからその絵画制作を応援させて頂きます“正に超お買い得”の ２０２１フィナーレ／“芸術の秋”特別企画 「差し上げます。」＆「原価以下大処分セール。」 を開催致します。
特別企画期間中のアダムスジャパンでは、当社倉庫に保有の廃番洋画材料の全てを、日頃アダムスジャパンをご利用のお得意様へ無料プレゼント、或いは仕入原価以下の販売価格にてご提供致す所存でございます。本特別企画の商品には販売
数量に限りがございますので、どうかお早めにご注文されますことをアダムスジャパン販売員一同、心よりおすすめご案内申し上げます。

■本パンフレット掲載商品の価格は、税込み表示方式です。よって、消費税１０％が加算されています事をご了承下さいませ。
アダムスジャパンのホームページ………http://www.adams-j.jp

期間●１０月１日㊎－１２月２５日㊏ 〈定休日／日曜日〉営業時間１０：００～１９：００　※「新型コロナウイルス」の感染禍が終息するまでの間、１０：００～１６：００とさせて頂きます。
全運送会社の料金改定に伴い、平成２９年７月１日から当社商品のご配送条件が変更と成っております。

ご配送代条件は、同封のＦＡＸ／郵便／専用注文書の片面に付します配送料に関するご案内書面をご一読下さいませ。尚、ご不明な点につきましては、お手数ですがアダムスまでお電話にてご確認下さいませ。
●他社の【販売価格】より安くします。　本パンフレットにてご紹介の商品は、他社（他店）でも販売をしております、いわゆる「市場流通商品」です。アダムスジャパンでは色々な方法により他社の【販売価格】を調査した結果、本パンフレットでは現時点で最も安い【販売価格】
をご提示しましたつもりです。が、何分にもこれ等の絵画材料シリーズは日本全国隈なく販売されている「市場流通商品」で有ります関係上、流通経路の実態及び、全ての【販売価格】や【割引率】を把握するには少々困難を要します。従いまして、何れかの商品におきまして当社の
【販売価格】が他社の【販売価格】より高い場合は、ご遠慮無くお客様の方からお申し出下さいませ。お知らせ頂きましたその【販売価格】を参考に、更成る値引きをさせて頂きます。

ご参考までにぜひ他店の価格とご比較下さい。 お電話、ＦＡＸでのご予約も承ります。 TEL：03–6411–9711 / FAX：03–6411–9722

●お届け日は ご即納です。●本企画開催期間の初頭時には、最もお客様からのご注文が集中します状況から、商品のご配送まで10日～14日間程要する場合が有ります事をご了承下さいませ。●アダムスジャパン社指定の荷物取扱い運送業者との契約条項により、大きさや重量が規定外の商品は、お買上合計金額の如何に関わらず、
その配送代と梱包代の一部をお客様に別途ご負担して頂く場合がございます事をお知らせ申し上げます。

北口

All Discount Art Materials System
■ご注文の際には、下記の事項をご確認下さい。 ■お支払い方法（商品ご到着後７日以内）
●本パンフレット掲載商品の価格は、全て税抜き表示方式です。よって別途消費税10％が加算されます事をご了承下さいませ。
●万一売切れの節はご容赦ください。
●印刷の関係で実際の商品と色が多少異なる場合がございます。
■商品のお届けについて ー ご配送代１個口毎￥880～（梱包代は当社負担）
◎今回の商品発送につきましては、 特別企画商品 につき、ご配送・梱包代は含まれておりませんので、上記の通り実費を頂戴致します。但し、当社で１個口にまとめて
発送するよう、出来る限りお客様のご負担にかからぬよう配慮致しております。

■即納表示商品について ー セール混雑時には10日間程お時間を頂く場合がございますことをご了承下さいませ。
◆遠隔地域の運送費について
◆ご注文商品のご配送代について、別途ご負担をして頂く場合がございます事のお知らせ
①アダムス通販指定の荷物取扱い運送業者との契約条項により、大きさや重量が規定外の商品は、お買上合計金額の如何に関わらず、そのご配送代〈実費〉をお客様に別途ご負担して
頂きます事を予めご了承下さいませ。

②アダムス通販指定の荷物取扱い運送業者との契約条項により、沖縄県の全域、各都道府県の離島や辺地へのご配送は、お買上合計金額の如何に関わらず、その配送代をお客様に別
途ご負担して頂く場合がございます事をお知らせ申し上げます。

　●下記の口座へお願い致します。
　　銀行振込　三井住友銀行　荏原（エバラ）支店　普通1050246 アダムスジャパン
　　　　　　　みずほ銀行　　荏原（エバラ）支店　普通2096137 アダムスジャパン
　　郵便振替　00180ｰ3ｰ165981 アダムスジャパン
　●商品代金等のお振込手数料は、お客様のご負担にてお願い申し上げます。
　●下記の住所へご送金下さい。
　　現金書留
　　〒157ｰ00６６ 東京都世田谷区成城 ６ｰ13ｰ3 松井ビル2F アダムスジャパン通販本部

　●お電話番号を必ずお書き下さい。
　●現金書留での前払はご遠慮下さい。
　　〈売り切れ商品があった場合、ご迷惑をお掛け致しますので〉
　●〒157ｰ00６６
　　東京都世田谷区成城 ６ｰ13ｰ3 松井ビル2F
　　アダムスジャパン通販本部

■お手紙でのお申込みは

■商品の返品・交換
●お届けの商品のご配送中に生じた破損、欠陥が見つ
かった場合、お取替え致します。商品到着後２週間以内
にご連絡下さい。送料は当社が負担致します。

アダムスジャパン
世田谷店

営業時間10:00～19:00　定休日/日曜日

TEL 03(3482)3741
FAX 03(3482)3451

アダムスジャパン
世田谷店

成城パン

←町田 新宿→小田急線

三菱東京UFJ銀行

アダムスジャパン
自由が丘店

営業時間10:00～19:00
定休日/日曜日

TEL 03(5701)2111
FAX 03(5701)2113

〒152-0035
東京都目黒区自由が丘1-8-1
ミナミビル3F

↑
渋
谷

自
由
が
丘
駅

横
浜
↓ 東

急
東
横
線

大井町→

←二子玉川

東急大井町線
とうきゅう

メルサ

アダムスジャパン
自由が丘店

交番

南口

三菱東京UFJ銀行

三
井
住
友
銀
行

マリクレール通
り

一方通行

成城学園前駅

〒157-0066
東京都世田谷区成城6-13-3 松井ビル2F

TEL  03(6411)9711
FAX  03(6411)9722

通販受注センター

差し上げます。

原価以下大処分セール。

ドイツ製軟毛画用筆を超お買い得な
販売価格にてご提供させて頂きます。

本パンフレットにてご案内致します洋画材料「差し上げます。」の特別企画商品2021SPF101〜2021SPF119へのご注文は、アダムスジャパンから本パンフレットをご郵送されましたお客様だ
けとさせて頂きます。そして、2021年10月1日から12月25日の間に アダムスジャパン通信販売パンフレットにてご案内の商品を￥3,300（消費税を含む）以上お買上げのお客様に限らさせて
頂きます。 又、ご注文条件は特別企画期間中一回のみ、５品目迄（５個）とさせて頂きます。尚、売り切れの際はどうかご容赦下さいませ。

本パンフレットにてご案内致します洋画材料「原価以下大処分セール。」の特別企画商品2021SPF120〜2021SPF142へのご注文は、アダムス
ジャパンから本パンフレットをご郵送されましたお客様だけとさせて頂きます。尚、売り切れの際はどうかご容赦下さいませ。

油彩画用軟毛筆のコリンスキータイプの特徴は、穂先の形状が綺麗に整っていること、豊かな絵具の含みが可能で有り、絶妙な弾力による卓越した描き心地を以って多種有ります油彩画用筆の中でも最高峰的な存在です。然しながら、原毛入手が天然素材故非
常に困難な実情から希少価値が高く、それが製造コストへ相応反映し販売価格は同サイズの豚毛画用筆と比較しますと１０倍〜１５倍以上にも上ります。此の度アダムスジャパンでは、これら本物の黒テン毛を厳選使用したコリンスキー毛画用筆の製造をドイツ 
ＨＡＮＳ Ｐ．ＭＡＩＥＲ ＧＭＢＨ　社に依頼、そして販売価格は製造元の特別協賛により、従来フランス／マネ社から輸入していた同形状のコリンスキー毛画用筆の定価から何と４０％ＯＦＦ〜５０％ＯＦＦ以上の格安価格でのご提供実現に至りました。但し、こ
れは数量限定の今回に限ります正に衝撃的な販売価格ですので早期の完売が予測されます。従いまして、どうかお早めにご注文されますことをアダムスジャパン販売員一同、心よりおすすめご案内申し上げます。


