
商品名 サイズ 定　価 割引価格 割引率
キャンバス木枠①「杉材」タイプ Ｆ0・SM ¥    798 ¥    399 50%OFF
キャンバス木枠①「杉材」タイプ F3 ¥    944 ¥    472 50%OFF
キャンバス木枠①「杉材」タイプ F4 ¥  1,198 ¥    599 50%OFF
キャンバス木枠①「杉材」タイプ F6 ¥  1,512 ¥    756 50%OFF
キャンバス木枠①「杉材」タイプ F8 ¥  1,730 ¥    865 50%OFF
キャンバス木枠①「杉材」タイプ F10 ¥  2,330 ¥  1,165 50%OFF
キャンバス木枠①「杉材」タイプ F12 ¥  2,612 ¥  1,306 50%OFF
キャンバス木枠①「杉材」タイプ F15 ¥  2,776 ¥  1,388 50%OFF
キャンバス木枠①「杉材」タイプ F20 ¥  3,138 ¥  1,569 50%OFF
キャンバス木枠①「杉材」タイプ F25 ¥  5,660 ¥  2,830 50%OFF
キャンバス木枠①「杉材」タイプ F30 ¥  7,104 ¥  3,552 50%OFF
キャンバス木枠①「杉材」タイプ F40 ¥  7,770 ¥  3,885 50%OFF
キャンバス木枠①「杉材」タイプ F50 ¥  9,118 ¥  4,559 50%OFF
キャンバス木枠①「杉材」タイプ F50上 ¥11,720 ¥  5,860 50%OFF
キャンバス木枠①「杉材」タイプ F60 ¥10,724 ¥  5,362 50%OFF
キャンバス木枠①「杉材」タイプ F60上 ¥13,456 ¥  6,728 50%OFF
キャンバス木枠①「杉材」タイプ F80 ¥19,778 ¥  9,889 50%OFF
キャンバス木枠①「杉材」タイプ F80上 ¥24,816 ¥12,408 50%OFF
キャンバス木枠①「杉材」タイプ F100 ¥22,412 ¥11,206 50%OFF
キャンバス木枠①「杉材」タイプ F100上 ¥28,126 ¥14,063 50%OFF
キャンバス木枠①「杉材」タイプ F120上 ¥28,158 ¥14,079 50%OFF
キャンバス木枠①「杉材」タイプ F130 ¥33,970 ¥16,985 50%OFF
キャンバス木枠①「杉材」タイプ F150 ¥53,630 ¥26,815 50%OFF

2022GF-001
ＪＡＰＡＮ／キャンバス木枠①「杉材」タイプ
■中級米杉材■P,Mサイズは、Fサイズと同じ価格です。（Sサイズは、その都度お見積もりをさせて頂きます。）

５0％ＯＦＦ

５0％ＯＦＦ
商品名 サイズ 定　価 割引価格 割引率

キャンバス木枠②「桐材」タイプ Ｆ0・SM ¥    516 ¥    258 50%OFF
キャンバス木枠②「桐材」タイプ F3 ¥    670 ¥    335 50%OFF
キャンバス木枠②「桐材」タイプ F4 ¥    736 ¥    368 50%OFF
キャンバス木枠②「桐材」タイプ F6 ¥    940 ¥    470 50%OFF
キャンバス木枠②「桐材」タイプ F8 ¥  1,078 ¥    539 50%OFF
キャンバス木枠②「桐材」タイプ F10 ¥  1,504 ¥    752 50%OFF
キャンバス木枠②「桐材」タイプ F12 ¥  1,752 ¥    876 50%OFF
キャンバス木枠②「桐材」タイプ F15 ¥  1,918 ¥    959 50%OFF
キャンバス木枠②「桐材」タイプ F20 ¥  2,280 ¥  1,140 50%OFF
キャンバス木枠②「桐材」タイプ F25 ¥  3,812 ¥  1,906 50%OFF
キャンバス木枠②「桐材」タイプ F30 ¥  4,786 ¥  2,393 50%OFF
キャンバス木枠②「桐材」タイプ F40 ¥  5,346 ¥  2,673 50%OFF
キャンバス木枠②「桐材」タイプ F50 ¥  6,198 ¥  3,099 50%OFF
キャンバス木枠②「桐材」タイプ F60 ¥  7,138 ¥  3,569 50%OFF
キャンバス木枠②「桐材」タイプ F80 ¥10,812 ¥  5,406 50%OFF
キャンバス木枠②「桐材」タイプ F100 ¥11,898 ¥  5,949 50%OFF
キャンバス木枠②「桐材」タイプ F120 ¥16,998 ¥  8,499 50%OFF
キャンバス木枠②「桐材」タイプ F130 ¥22,064 ¥11,032 50%OFF
キャンバス木枠②「桐材」タイプ F150 ¥41,606 ¥20,803 50%OFF
キャンバス木枠②「桐材」タイプ S30 ¥  6,326 ¥  3,163 50%OFF
キャンバス木枠②「桐材」タイプ S50 ¥  8,266 ¥  4,133 50%OFF
キャンバス木枠②「桐材」タイプ S60 ¥  9,264 ¥  4,632 50%OFF
キャンバス木枠②「桐材」タイプ S80 ¥17,650 ¥  8,825 50%OFF
キャンバス木枠②「桐材」タイプ S100 ¥18,990 ¥  9,495 50%OFF

2022GF-002
ＣＨＩＮＡ／キャンバス木枠②「桐材」タイプ
■中国製桐材■Ｐ、Ｍサイズは、Ｆサイズと同じ価格です。

商品名 サイズ 定　価 割引価格 割引率
マルオカキャンバス木枠①「杉材」タイプ F0・SM ¥   1,034 ¥      620 40%OFF
マルオカキャンバス木枠①「杉材」タイプ F3 ¥   1,122 ¥      673 40%OFF
マルオカキャンバス木枠①「杉材」タイプ F4 ¥   1,463 ¥     878 40%OFF
マルオカキャンバス木枠①「杉材」タイプ F6 ¥   1,804 ¥    1,082 40%OFF
マルオカキャンバス木枠①「杉材」タイプ F8 ¥   2,244 ¥    1,346 40%OFF
マルオカキャンバス木枠①「杉材」タイプ F10 ¥   2,915 ¥   1,749 40%OFF
マルオカキャンバス木枠①「杉材」タイプ F12 ¥   3,179 ¥   1,907 40%OFF
マルオカキャンバス木枠①「杉材」タイプ F15 ¥   3,520 ¥    2,112 40%OFF
マルオカキャンバス木枠①「杉材」タイプ F20 ¥   4,037 ¥    2,422 40%OFF
マルオカキャンバス木枠①「杉材」タイプ F25 ¥   9,009 ¥    5,405 40%OFF
マルオカキャンバス木枠①「杉材」タイプ F30 ¥  11,660 ¥    6,996 40%OFF
マルオカキャンバス木枠①「杉材」タイプ F40 ¥  12,650 ¥    7,590 40%OFF
マルオカキャンバス木枠①「杉材」タイプ F40上 ¥  15,400 ¥    9,240 40%OFF
マルオカキャンバス木枠①「杉材」タイプ F50 ¥  15,400 ¥    9,240 40%OFF
マルオカキャンバス木枠①「杉材」タイプ F50上 ¥  18,260 ¥  10,956 40%OFF
マルオカキャンバス木枠①「杉材」タイプ F60 ¥  17,820 ¥  10,692 40%OFF
マルオカキャンバス木枠①「杉材」タイプ F60上 ¥  20,790 ¥  12,474 40%OFF
マルオカキャンバス木枠①「杉材」タイプ F80 ¥  30,910 ¥  18,546 40%OFF
マルオカキャンバス木枠①「杉材」タイプ F80上 ¥  36,850 ¥  22,110 40%OFF
マルオカキャンバス木枠①「杉材」タイプ F100 ¥  35,970 ¥  21,582 40%OFF
マルオカキャンバス木枠①「杉材」タイプ F100上 ¥  41,360 ¥  24,816 40%OFF
マルオカキャンバス木枠①「杉材」タイプ F120 ¥  39,050 ¥  23,430 40%OFF
マルオカキャンバス木枠①「杉材」タイプ F120上 ¥  45,540 ¥  27,324 40%OFF
マルオカキャンバス木枠①「杉材」タイプ F130 ¥  58,630 ¥  35,178 40%OFF
マルオカキャンバス木枠①「杉材」タイプ F150 ¥  93,830 ¥  56,298 40%OFF
マルオカキャンバス木枠①「杉材」タイプ F200 ¥111,540 ¥  66,924 50%OFF
マルオカキャンバス木枠①「杉材」タイプ F300 ¥132,000 ¥  79,200 50%OFF
マルオカキャンバス木枠①「杉材」タイプ F500 ¥221,100 ¥132,660 50%OFF
マルオカキャンバス木枠①「杉材」タイプ S0・SSM ¥   1,155 ¥    693 40%OFF
マルオカキャンバス木枠①「杉材」タイプ S3 ¥   1,298 ¥    779 40%OFF
マルオカキャンバス木枠①「杉材」タイプ S4 ¥   1,892 ¥    1,135 40%OFF
マルオカキャンバス木枠①「杉材」タイプ S6 ¥   2,244 ¥    1,346 40%OFF
マルオカキャンバス木枠①「杉材」タイプ S8 ¥   2,915 ¥    1,749 40%OFF
マルオカキャンバス木枠①「杉材」タイプ S10 ¥   3,344 ¥    2,006 40%OFF
マルオカキャンバス木枠①「杉材」タイプ S12 ¥   3,784 ¥    2,270 40%OFF
マルオカキャンバス木枠①「杉材」タイプ S15 ¥   4,213 ¥    2,528 40%OFF
マルオカキャンバス木枠①「杉材」タイプ S20 ¥   4,807 ¥   2,884 40%OFF
マルオカキャンバス木枠①「杉材」タイプ S25 ¥  11,110 ¥    6,666 40%OFF
マルオカキャンバス木枠①「杉材」タイプ S30 ¥  15,950 ¥   9,570 40%OFF
マルオカキャンバス木枠①「杉材」タイプ S40 ¥  17,600 ¥  10,560 40%OFF
マルオカキャンバス木枠①「杉材」タイプ S50 ¥  23,760 ¥  14,256 40%OFF
マルオカキャンバス木枠①「杉材」タイプ S60 ¥  26,070 ¥  15,642 40%OFF
マルオカキャンバス木枠①「杉材」タイプ S80 ¥  47,520 ¥  28,512 40%OFF
マルオカキャンバス木枠①「杉材」タイプ S100 ¥  53,460 ¥  32,076 40%OFF
マルオカキャンバス木枠①「杉材」タイプ S120 ¥  66,220 ¥  39,732 40%OFF
マルオカキャンバス木枠①「杉材」タイプ S150 ¥119,020 ¥  71,412 40%OFF
マルオカキャンバス木枠①「杉材」タイプ S200 ¥160,160 ¥  96,096 40%OFF
マルオカキャンバス木枠①「杉材」タイプ S300 ¥196,350 ¥117,810 40%OFF
マルオカキャンバス木枠①「杉材」タイプ S500 ¥289,190 ¥173,514 40%OFF

2022GF-003  本年７月１日から本商品の販売価格は、改定されました。
ＪＡＰＡＮ／マルオカ・キャンバス木枠「杉材」タイプ
■高級米杉材■Ｐ、Ｍサイズは、Ｆサイズと同じ価格です。

４０％ＯＦＦ

2022GF-004 ＪＡＰＡＮ／ベニヤパネル
ラワンベニヤに集成材桟を用いた国内製造ベニヤパネルです。

商品名 定　価 割引価格 割引率
ベニヤパネルF、P、M50 ¥10,860 ¥  5,430 50%OFF
ベニヤパネルF、P、M60 ¥14,080 ¥  7,040 50%OFF
ベニヤパネルF、P、M80 ¥16,110 ¥  8,055 50%OFF
ベニヤパネルF、P、M100 ¥25,790 ¥12,895 50%OFF
ベニヤパネルF、P、M120 ¥39,476 ¥19,738 50%OFF
ベニヤパネルF130 ¥49,846 ¥24,923 50%OFF
ベニヤパネルF、P、M150 ¥62,420 ¥31,210 50%OFF
ベニヤパネルF、P、M200 お 見 積 り 50%OFF
ベニヤパネルS50 ¥20,116 ¥10,058 50%OFF
ベニヤパネルS60 ¥25,144 ¥12,572 50%OFF
ベニヤパネルS80 ¥30,800 ¥15,400 50%OFF
ベニヤパネルS100 ¥40,300 ¥20,150 50%OFF

５0％ＯＦＦ

2022GF-005
ＪＡＰＡＮ‐ＣＨＩＮＡ／張りキャンバスＳＰ①Ｆサイズ（２枚～１０枚セット）

商品名 サイズ／他 定価 割引価格 割引率

張りキャンバスSP① Ｆ0（10枚セット） ¥10,828 ¥  4,331 60%OFF
張りキャンバスSP① SM（10枚セット） ¥10,828 ¥  4,331 60%OFF
張りキャンバスSP① F3（10枚セット） ¥11,623 ¥  4,649 60%OFF
張りキャンバスSP① F4（10枚セット） ¥12,685 ¥  5,074 60%OFF
張りキャンバスSP① F6（10枚セット） ¥15,870 ¥  6,348 60%OFF
張りキャンバスSP① F8（10枚セット） ¥19,510 ¥  7,804 60%OFF
張りキャンバスSP① F10（10枚セット） ¥25,825 ¥10,330 60%OFF
張りキャンバスSP① F12（10枚セット） ¥41,868 ¥16,747 60%OFF
張りキャンバスSP① F15（10枚セット） ¥46,683 ¥18,673 60%OFF
張りキャンバスSP① F20（10枚セット） ¥59,730 ¥23,892 60%OFF
張りキャンバスSP① F25（10枚セット） ¥93,595 ¥37,438 60%OFF
張りキャンバスSP① F30（  6枚セット） ¥66,588 ¥26,635 60%OFF
張りキャンバスSP① F40（  2枚セット） ¥23,914 ¥11,957 50%OFF
張りキャンバスSP① F50（  2枚セット） ¥29,216 ¥14,608 50%OFF
張りキャンバスSP① F60（  2枚セット） ¥41,358 ¥20,679 50%OFF
張りキャンバスSP① F80（  2枚セット） ¥59,336 ¥29,668 50%OFF
張りキャンバスSP① F100（  2枚セット） ¥71,192 ¥35,596 50%OFF

５０％～６０％ＯＦＦ

商品名 サイズ／他 定価 割引価格 割引率

張りキャンバスSP① P、M6（２枚セット） ¥3,180 ¥1,272 60%OFF
張りキャンバスSP① P、M8（２枚セット） ¥3,905 ¥1,562 60%OFF
張りキャンバスSP① P、M10（２枚セット） ¥5,168 ¥2,067 60%OFF
張りキャンバスSP① P、M12（２枚セット） ¥8,330 ¥3,332 60%OFF
張りキャンバスSP① P、M15（２枚セット） ¥9,338 ¥3,735 60%OFF
張りキャンバスSP① P、M20（２枚セット） ¥11,950 ¥4,780 60%OFF
張りキャンバスSP① P、M25（２枚セット） ¥18,723 ¥7,489 60%OFF
張りキャンバスSP① P、M30（２枚セット） ¥22,200 ¥8,880 60%OFF

2022GF-006 
ＪＡＰＡＮ‐ＣＨＩＮＡ／張りキャンバスＳＰ①Ｐ・Ｍサイズ（２枚セット）

６０％ＯＦＦ

■キャンバス布／アダムス特製「純麻製」・中目■木枠/中国製桐材（集成材）
■Ｐサイズセット、Ｍサイズセットも同じ価格です。

2022GF-008
ＪＡＰＡＮ‐ＣＨＩＮＡ／アダムス特製張りキャンバスＳＰ②Ｆサイズ（２枚～３０枚セット）

商品名 サイズ／他 定価 割引価格 割引率

張りキャンバス SP ① S40（2 枚セット） ¥45,575 ¥18,230 60%OFF

張りキャンバス SP ① S50（2 枚セット） ¥55,525 ¥22,210 60%OFF

張りキャンバス SP ① S60（2 枚セット） ¥78,365 ¥31,346 60%OFF

2022GF-007 
ＪＡＰＡＮ‐ＣＨＩＮＡ／張りキャンバスＳＰ①Ｓサイズ（２枚セット）

６０％ＯＦＦ

■キャンバス布／アダムス特製「綿・テトロン混紡製」・中目
■木枠/中国製桐材（集成材）■Ｐサイズセット、Ｍサイズセットも同じ価格です。

商品名 サイズ / 他 定　価 割引価格 割引率
張りキャンバス CL ② F0（30枚セット） ¥30,278 ¥12,111 60%OFF

張りキャンバス CL ② SM（30枚セット） ¥30,278 ¥12,111 60%OFF

張りキャンバス CL ② F3（30枚セット） ¥32,265 ¥12,906 60%OFF

張りキャンバス CL ② F4（30枚セット） ¥34,215 ¥13,686 60%OFF

張りキャンバス CL ② F6（30枚セット） ¥42,610 ¥17,044 60%OFF

張りキャンバス CL ② F8（30枚セット） ¥50,938 ¥20,375 60%OFF

張りキャンバス CL ② F10（30枚セット） ¥74,098 ¥29,639 60%OFF

張りキャンバス CL ② F12（10枚セット） ¥39,800 ¥15,920 60%OFF

張りキャンバス CL ② F15（10枚セット） ¥43,935 ¥17,574 60%OFF

張りキャンバス CL ② F20（10枚セット） ¥52,418 ¥20,967 60%OFF

張りキャンバス CL ② F25（10枚セット） ¥79,078 ¥31,631 60%OFF

張りキャンバス SP ② F30（6枚セット） ¥56,745 ¥22,698 60%OFF

張りキャンバス SP ② F50（2枚セット） ¥28,058 ¥14,029 50%OFF

張りキャンバス SP ② F60（2枚セット） ¥40,036 ¥20,018 50%OFF

張りキャンバス SP ② F80（2枚セット） ¥56,348 ¥28,174 50%OFF

張りキャンバス SP ② F100（2枚セット） ¥71,204 ¥35,602 50%OFF

５０％～６０％ＯＦＦ

■キャンバス布／アダムス特製「純麻製」・中目■木枠／中国製桐材（集成材）
■セット条件／Ｐ‐２枚、Ｍ‐２枚のセットです。

■キャンバス布/アダムス特製「純麻製」・中目
■木枠/中国製桐材（集成材）

・１０５ｃｍ巾ｘ１０.０Ｍ ¥  64,790→¥  38,874 40%OFF
・２１０ｃｍ巾ｘ１０.０Ｍ ¥118,800→¥  71,280 40%OFF

・１４０ｃｍ巾ｘ１０.０Ｍ ¥  59,400→¥  35,640 40%OFF

・１０５ｃｍ巾ｘ１０.０Ｍ ¥  77,880 →¥  46,728 40%OFF
・２１０ｃｍ巾ｘ１０.０Ｍ ¥143,000 →¥  85,800 40%OFF

・１０５ｃｍ巾ｘ１０.０Ｍ ¥  93,280→¥  55,968 40%OFF
・２１０ｃｍ巾ｘ１０.０Ｍ ¥171,600→¥102,960 40%OFF

・１０５ｃｍ巾ｘ１０.０Ｍ ¥112,310→¥  67,386 40%OFF
・２１０ｃｍ巾ｘ１０.０Ｍ ¥206,800→¥124,080 40%OFF

・１０５ｃｍ巾ｘ１０.０Ｍ ¥  69,520→¥  41,712 40%OFF
・２１０ｃｍ巾ｘ１０.０Ｍ ¥127,600→¥  76,560 40%OFF

・１０５ｃｍ巾ｘ１０.０Ｍ ¥  89,760→¥  53,856 40%OFF
・２１０ｃｍ巾ｘ１０.０Ｍ ¥165,000→¥  99,000 40%OFF

・１０５ｃｍ巾ｘ１０.０Ｍ ¥  64,790→¥  38,874 40%OFF
・２１０ｃｍ巾ｘ１０.０Ｍ ¥118,800→¥  71,280 40%OFF

・１０５ｃｍ巾ｘ１０.０Ｍ ¥  75,460→¥  45,276 40%OFF
・２１０ｃｍ巾ｘ１０.０Ｍ ¥138,600→¥  83,160 40%OFF

・１０５ｃｍ巾ｘ１０.０Ｍ ¥  98,120→¥  58,872 40%OFF
・２１０ｃｍ巾ｘ１０.０Ｍ ¥180,400→¥108,240 40%OFF

・１０５ｃｍ巾ｘ１０.０Ｍ ¥162,250→¥  97,350 40%OFF
・２１０ｃｍ巾ｘ１０.０Ｍ ¥299,200→¥179,520 40%OFF

・１０５ｃｍ巾ｘ１０.０Ｍ ¥136,070→¥  81,642 40%OFF
・２１０ｃｍ巾ｘ１０.０Ｍ ¥250,800→¥150,480 40%OFF

・１０５ｃｍ巾ｘ１０.０Ｍ ¥  73,150 →¥  43,890 40%OFF
・２１０ｃｍ巾ｘ１０.０Ｍ ¥134,200 →¥  80,520 40%OFF
・３１０ｃｍ巾ｘ１０.０Ｍ ¥572,000 →¥343,200 40%OFF

ＢＥLGＩＵＭ／Ｖ． Ａ． ＣＬＡＥＳＳＥＮＳ　ＣＡＮＶＡＳ
※ご希望のお客様には、クレサンキャンバス製品のカットサンプルを無償にてご送付致します。

2022GF－009  クレサンキャンバス№９／中目

2022GF－011  クレサンキャンバス№１５／中細目

2022GF－012  クレサンキャンバス№１２／細目

2022GF－013  クレサンキャンバス№１３／極細目

2022GF－014  クレサンキャンバス№１７／中荒目

2022GF－015  クレサンキャンバス№６８／中荒目双糸

2022GF－016  クレサンキャンバス№７０／荒目

2022GF－017  クレサンキャンバス№１９／荒目

2022GF－018  クレサンキャンバス№２９／荒目双糸

2022GF－020  クレサンキャンバス№１４／絹目

2022GF－021  クレサンキャンバス№６６／麻・中細目

2022GF－019  クレサンキャンバス№１３ＤＰＳ／極細目フラット仕上

2022GF－010  クレサンキャンバス№６1／中細目

■油彩画用（吸収性　０％）■１００％Ｌｉｎｅｎ（ヨー
ロッパ産純亜麻）■３９０ｇ／㎡■縦糸１１本・横糸
１４本／ｃ㎡■Ｏｉｌ ｐｒｉｍｉｎｇ／４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・その他特殊配合グルー

■油彩画用（吸収性　０％）■１００％Ｌｉｎｅｎ（ヨー
ロッパ産純亜麻）■４４５ｇ／㎡■縦糸１７本・横糸
１４．５本／ｃ㎡■Ｏｉｌ ｐｒｉｍｉｎｇ／４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・その他特殊配合グ
ルー

■油彩画用（吸収性　０％）■１００％Ｌｉｎｅｎ（ヨー
ロッパ産純亜麻）■３８５ｇ／㎡■縦糸２０本・横糸
１６本／ｃ㎡■Ｏｉｌ ｐｒｉｍｉｎｇ／４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・その他特殊配合グルー

■油彩画用（吸収性　０％）■１００％Ｌｉｎｅｎ
（ヨーロッパ産純亜麻）■３２５ｇ／㎡■縦糸
２３本・横糸２３本／ｃ㎡■Ｏｉｌ ｐｒｉｍｉｎｇ
／４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・その他特殊配合グルー

■油彩画用（吸収性　０％）■１００％Ｌｉｎｅｎ（ヨー
ロッパ産純亜麻）■４２０ｇ／㎡■縦糸１４．３本・横
糸１０．５本／ｃ㎡■Ｏｉｌ ｐｒｉｍｉｎｇ／４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・その他特殊配合グ
ルー

■油彩画用（吸収性　０％）■１００％Ｌｉｎｅｎ（ヨー
ロッパ産純亜麻）■５７８ｇ／㎡■縦糸２０本・横糸
１６本／ｃ㎡■Ｏｉｌ ｐｒｉｍｉｎｇ／４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・その他特殊配合グルー

■油彩画用（吸収性　０％）■１００％Ｌｉｎｅｎ（ヨー
ロッパ産純亜麻）■４６５ｇ／㎡■縦糸９．９本・横糸
１０．５本／ｃ㎡■Ｏｉｌ ｐｒｉｍｉｎｇ／４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・その他特殊配合グ
ルー

■油彩画用（吸収性　０％）■１００％Ｌｉｎｅｎ（ヨー
ロッパ産純亜麻）■５４５ｇ／㎡■縦糸９．９本・横糸
１０．２本／ｃ㎡■Ｏｉｌ ｐｒｉｍｉｎｇ／４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・その他特殊配合グ
ルー

■油彩画用（吸収性　０％）■１００％Ｌｉｎｅｎ（ヨー
ロッパ産純亜麻）■５６０ｇ／㎡■縦糸２１．６本・横
糸１２．５本／ｃ㎡■Ｏｉｌ ｐｒｉｍｉｎｇ／４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・その他特殊配合グ
ルー

■油彩画用（吸収性　０％）■１００％Ｌｉｎｅｎ（ヨー
ロッパ産純亜麻）■３０８ｇ／㎡■縦糸２７．６本・横
糸２６．２本／ｃ㎡■Ｏｉｌ ｐｒｉｍｉｎｇ／４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・その他特殊配合グ
ルー

■油彩画用（吸収性　０％）■１００％Ｌｉｎｅｎ（ヨー
ロッパ産純亜麻）■４６０ｇ／㎡■縦糸１７本・横糸
１４．５本／ｃ㎡■Ｏｉｌ ｐｒｉｍｉｎｇ／４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・その他特殊配合
グルー

■油彩画用（吸収性　０％）■１００％Ｌｉｎｅｎ（ヨー
ロッパ産純亜麻）■３８５ｇ／㎡■縦糸２３本・横糸
２３本／ｃ㎡■Ｏｉｌ ｐｒｉｍｉｎｇ／７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・その他特殊配合グルー

■油彩画用（吸収性　０％）■１００％Ｌｉｎｅｎ（ヨー
ロッパ産純亜麻）■３８５ｇ／㎡■縦糸１２本・横糸
１２．７本／ｃ㎡■Ｏｉｌ ｐｒｉｍｉｎｇ／４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・その他特殊配合グルー

（A175-10）
・１７０ｃｍ巾ｘ１０. ０Ｍ ¥  69,129 →¥  38,712 44%OFF
（A210-10）
・２１０ｃｍ巾ｘ１０．０Ｍ ¥121,054 →¥  67,790 44%OFF
（A240-10）
・２４０ｃｍ巾ｘ１０．０Ｍ ¥183,040 →¥102,502 44%OFF
（A270-10）
・２７０ｃｍ巾ｘ１０．０Ｍ ¥216,250 →¥121,100 44%OFF

・１４２ｃｍ巾ｘ１０．０Ｍ ¥  61,927 →¥  27,867 55%OFF

・１４５ｃｍ巾ｘ１０．０Ｍ ¥  37,612 →¥  22,567 40%OFF

・１４２ｃｍ巾ｘ１０．０Ｍ ¥  59,175 →¥  33,138 44%OFF

ＣＬＡＥＳＳＥＮＳ ＪＡＰＡＮ Ａ-ＬＩＮＥ ＣＡＮＶＡＳ
※ご希望のお客様には、クレサンジャパン　エーライン　キャンバス製品のカットサンプルを無償にてご送付致します。

2022GF－022
エーラインキャンバス　Ａ／中目厚口【油彩・アクリル用】

2022GF－023
エーラインキャンバス ＡＤ／中目【油彩・アクリル用】

2022GF－024
エーラインキャンバス KK／中目【油彩・アクリル用】

2022GF－025
エーラインキャンバス ＡＮ／中細目【油彩・アクリル用】

■ユニバーサル仕様（多目的画用）■１００％Ｌｉｎ
ｅｎ（ヨーロッパ産純亜麻）■４５０ｇ／㎡■縦糸
１３．４本・横糸１１．８本／ｃ㎡■Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ ｐｒｉｍｉ
ｎｇ／４回塗り■地塗り成分／アクリル酸エステ
ルエマルジョン・酸化チタン他

■亜麻生地仕様（多目的画用）■１００％Ｌｉｎｅ
ｎ（ヨーロッパ産純亜麻）■３５０ｇ／㎡■縦糸
１３．４本・横糸１３．０本／ｃ㎡■Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ ｐｒｉｍｉ
ｎｇ／４回塗り■地塗り成分／アクリル酸エステ
ルエマルジョン・酸化チタン他

■ユニバーサル仕様（多目的画用）■１００％Ｌｉｎ
ｅｎ（ヨーロッパ産純亜麻）■４５０ｇ／㎡■縦糸
１３．４本・横糸１１．８本／ｃ㎡■Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ ｐｒｉｍｉ
ｎｇ／４回塗り■地塗り成分／アクリル酸エステ
ルエマルジョン・酸化チタン他

■ユニバーサル仕様（多目的画用）■１００％Ｌｉｎ
ｅｎ（ヨーロッパ産純亜麻）■３８０ｇ／㎡■縦糸
１５．４本・横糸１４．６本／ｃ㎡■Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ ｐｒｉｍｉ
ｎｇ／６回塗り■地塗り成分／アクリル酸エステ
ルエマルジョン・酸化チタン他

・１４０ｃｍ巾ｘ１０．０Ｍ ¥  29,104 →¥  16,298 44%OFF
・１７０ｃｍ巾ｘ１０．０Ｍ ¥  42,625 →¥  23,870 44%OFF

・１４０ｃｍ巾ｘ１０．０Ｍ ¥  26,399 →¥  14,783 44%OFF
・２１０ｃｍ巾ｘ１０．０Ｍ ¥  48,358 →¥  27,080 44%OFF
・２７０ｃｍ巾ｘ１０．０Ｍ ¥117,268 →¥  65,670 44%OFF

・１４２ｃｍ巾ｘ１０．０Ｍ ¥120,729 →¥  67,608 44%OFF

・１４２ｃｍ巾ｘ１０．０Ｍ ¥  74,104 →¥  41,498 44%OFF

・１４２ｃｍ巾ｘ１０．０Ｍ ¥  84,706 → ¥ 47,435 44%OFF

2022GF－026
エーラインキャンバス ＦＤ／細目【油彩・アクリル用】

2022GF－027
エーラインキャンバス ＢＮ／中荒目【油彩・アクリル用】

2022GF－028
エーラインキャンバス ＢＤ／荒目【油彩・アクリル用】

2022GF－029
エーラインキャンバス ＫＦ／中目【油彩・アクリル用】

2022GF－030
エーラインキャンバス ＣＦ／中目【油彩・アクリル用】

■ユニバーサル仕様（多目的画用）■１００％Ｌｉｎ
ｅｎ（ヨーロッパ産純亜麻）■３２０ｇ／㎡■縦糸
２３,６本・横糸２３．６本／ｃ㎡■Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ ｐｒｉｍｉ
ｎｇ／６回塗り■地塗り成分／アクリル酸エステ
ルエマルジョン・酸化チタン他

■ユニバーサル仕様（多目的画用）■１００％Ｌｉｎ
ｅｎ（ヨーロッパ産純亜麻）■５７０ｇ／㎡■縦糸
１２,６本・横糸１１．８本／ｃ㎡■Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ ｐｒｉｍｉ
ｎｇ／６回塗り■地塗り成分／アクリル酸エステ
ルエマルジョン・酸化チタン他

■ユニバーサル仕様（多目的画用）■１００％Ｌｉｎ
ｅｎ（ヨーロッパ産純亜麻）■６３０ｇ／㎡■縦糸
９,１本・横糸９,１本／ｃ㎡■Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ ｐｒｉｍｉｎｇ
／６回塗り■地塗り成分／アクリル酸エステル
エマルジョン・酸化チタン他

■ユニバーサル仕様（多目的画用）■混紡
■３８０ｇ／㎡■縦糸３３,２本・横糸１１．８本／ｃ㎡
■Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ ｐｒｉｍｉｎｇ／４回塗り■地塗り成分
／アクリル酸エステルエマルジョン・酸化チタ
ン他

■ユニバーサル仕様（多目的画用)■混紡■３６０
ｇ／㎡■縦糸３３．１本・横糸１１．８本／ｃ㎡■Ｕｎｉ
ｖｅｒｓａｌ ｐｒｉｍｉｎｇ／４回塗り■地塗り成分／アク
リル酸エステルエマルジョン・酸化チタン他

ＩＴＡＬＹ ／Ｐ．Ｅ．Ｒ．ＭＡＲＴＩＮＯ ＣＡＮＶＡＳ

多目的画用と油彩画用の各種ロールキャンバスです。
※ご希望のお客様には、マルチーノキャンバス製品のカットサンプルを無償にてご送付致します。

2022GF–034 本年１０月１日から本商品の販売価格は、改定されました。
マルチーノキャンバス№５７４／中　目
■多目的画用■１００％Ｌｉｎｅｎ（仏・ノルマンディー産）■３１６ｇ／㎡■♯１７番糸－♯
１７番糸／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

2022GF–035 本年１０月１日から本商品の販売価格は、改定されました。
マルチーノキャンバス№５１８／中　目
■多目的画用■Ｃｏｔｔｏｎ■３８１ｇ／㎡■♯２６番糸（含むポリエステル）－♯１１番糸／
ｃ㎡■Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ ｐｒｉｍｉｎｇ／２回塗り■地塗り成分／・チタニウムホワイト顔料・アク
リル樹脂

2022GF–036 本年１０月１日から本商品の販売価格は、改定されました。
マルチーノキャンバス№５３５／中細目

■多目的画用■１００％Ｌｉｎｅｎ（仏・ノルマンディー産）■５２３ｇ／㎡■♯１５番糸－♯
１５番糸／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

2022GF–037 本年１０月１日から本商品の販売価格は、改定されました。
マルチーノキャンバス№５６６／荒　目
■多目的画用■１００％Ｌｉｎｅｎ（仏・ノルマンディー産）■４９８ｇ／㎡■♯１５番糸－
♯９番糸／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　

2022GF–038 本年１０月１日から本商品の販売価格は、改定されました。
マルチーノキャンバス№５６８／中　目
■多目的画用■１００％Ｌｉｎｅｎ（仏・ノルマンディー産）■４９８ｇ／㎡■♯１５番糸－
♯９番糸／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　

2022GF–039 本年１０月１日から本商品の販売価格は、改定されました。
マルチーノキャンバス№５３８／細　目
■油彩画用■１００％Ｌｉｎｅｎ（仏・ノルマンディー産）■３６１ｇ／㎡■♯１７番糸－♯１７番
糸／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）

2022GF–040 本年１０月１日から本商品の販売価格は、改定されました。
マルチーノキャンバス№５３６／中荒目
■油彩画用■１００％Ｌｉｎｅｎ（仏・ノルマンディー産）■５０８ｇ／㎡■♯１５番糸－♯９番糸／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）・ラビットスキン膠

2022GF–041 本年１０月１日から本商品の販売価格は、改定されました。
マルチーノキャンバス№５３７／中細目
■油彩画用■１００％Ｌｉｎｅｎ（仏・ノルマンディー産）■５８２ｇ／㎡■♯１５番糸－♯１５番糸／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）・ラビットスキン膠

2022GF–042 本年１０月１日から本商品の販売価格は、改定されました。
マルチーノキャンバス№５４０／極細目
■油彩画用■１００％Ｌｉｎｅｎ（仏・ノルマンディー産）■４４１ｇ／㎡■♯１７番糸－♯１７番糸／ｃ
㎡■Ｏｉｌ ｐｒｉｍｉｎｇ／７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）・ラビットスキン膠

2022GF–043 本年１０月１日から本商品の販売価格は、改定されました。
マルチーノキャンバス№７４８／中　目
■多目的画用■１００％Ｌｉｎｅｎ（仏・ノルマンディー産）■４２８ｇ／㎡■♯１５番糸
－♯９番糸／ｃ㎡■Ｂｌａｃｋ ｐｒｉｍｉｎｇ／４回塗り■地塗り成分／炭素（カーボンブラッ
ク）・酸化鉄・アクリルポリマーエマルジョン・酸化チタン他

2022GF–045
デッサンイーゼル／
ネオノワール型

■西洋ブナ材■黒色塗装仕上
■サイズ／高さ165cm・巾59cm・奥行90cm
■最大使用可能号数／Ｆ５０（タテ）
■お客様へのお届けは、送料の軽減化を図る
為に製品を分解梱包し、お客様ご自身での組
み立て型とさせて頂きました。

¥14,300→¥5,720

2022GF–050
デッサンイーゼル
／スタンダード型▶

■西洋ブナ材
■木地色塗装仕上
■サイズ／高さ１４９ｃｍ・
　巾６１ｃｍ・
　奥行１０８ｃｍ
■最大使用可能号数／
　Ｆ５０（タテ）
■お客様へのお届けは、送
料の軽減化を図る為に製
品を分解梱包し、お客様ご
自身での組み立て型とさせ
て頂きました。
　組み立て型 ¥9,900↓

 ¥4,950

2022GF–051
従来工場製の倉庫在庫処分につき、
更に￥２，０００値引きしました。

H型イーゼル／
ポータブル型

■西洋ブナ材
■薄茶色塗装仕上
■サイズ／高さ８８ｃｍ～
　１４４cm・巾４５ｃｍ・
　奥行５２ｃｍ
■傾斜可
■最大使用可能号数／
　Ｆ５０（タテ）
組み上がり型
¥23,320 ↓

¥4,796

2022GF–044
デッサンイーゼル／
イタリア式型ＭＲ▶

■西洋ブナ材
■木地色塗装仕上
■サイズ／
　高さ147cm～231cm
　・巾66cm・奥行87cm
■最大使用可能号数／
　Ｆ５０（タテ）
¥23,100 ↓

¥8,085

65%OFF

◀

60%OFF

2022GF–056
制作用椅子／
   回転式▶
■西洋ブナ材
■木地色塗装仕上
■サイズ／高さ５８ｃｍ・
　座面２５ｃｍＸ２５ｃｍ
¥9,350↓

¥4,675

■西洋ブナ材■木地色仕上
■サイズ／高さ７２ｃｍ・巾50ｃｍ・奥行５０ｃｍ
■上部開閉式■上部上下可動式■キャスター付
■お客様へのお届けは、送料の軽減化を図る為に
製品を分解梱包し、お客様ご自身での組み立て型
とさせて頂きました。
組み立て型¥148,500↓
   ¥74,250

2022GF–057
色々な画材を置く移動式棚として、イーゼルの
傍にあると大変便利です。

アトリエキャビネット／
ワイド型

■西洋ブナ材■木地色仕上■サイズ／高さ７２ｃｍ・巾８８．５ｃｍ・
　奥行４０ｃｍ■画用筆置き用の丸型溝加工■キャスター付
■お客様へのお届けは、送料の軽減化を図る為に製品を分解梱包

し、お客様ご自身での組み立て型とさせて頂きました。
　組み立て型  ¥17,600→¥8,800

2022GF–058
色々な画材を置く移動式棚として、
イーゼルの傍にあると大変便利です。

アトリエキャビネット／ワゴン型
50%OFF

50%OFF

50%OFF

65%OFF

2022GF–055
制作用椅子
スケッチングチェア
■西洋ブナ材■木地色塗装仕上
■サイズ／高さ４６ｃｍ・
　底辺３６ｃｍＸ３６ｃｍ
■座面部分、布製折りたたみ式

¥7,700→¥2,695

■松材■茶色塗装仕上■サイズ／高さ１８０ｃｍ～
３７０cm・巾５９．５ｃｍ・奥行６０ｃｍ■傾斜可■画
材収納棚付■キャスター付■最大使用可能号数／Ｆ
１００（タテ）■お客様へのお届けは、送料の軽減化を
図る為に製品を分解梱包し、お客様ご自身での組み立
て型とさせて頂きました。
組み立て型　¥35,200→完売しました。
組み上がり型の販売価格はご配送料を含めまして、
その都度お見積りさせて頂きます。

2022GF–054
他社製の組み上がり類似商品より５０％安くしました。

H型イーゼル／イタリア式型D
50%OFF

79%OFF

50%OFF

60%OFF
〈Ａ〉タイプ▶

■ジュリアンＢＯＸ型L
■西洋ブナ材
■木地色塗装仕上
■サイズ／高さ１８０ｃｍ・
　巾７０ｃｍ・奥行１１４ｃｍ
■BOXサイズ／縦４７ｃｍ・
　横３８ｃｍ・厚み１６ｃｍ
■重量６，０００ｇ
■４１ｃｍcmＸ２７ｃｍ
　木製角パレット付
■傾斜可
■最大使用可能号数／
　Ｆ２５（タテ）

〈Ａ〉¥35,200↓

¥14,080

◀〈Ｂ〉タイプ
■ジュリアンＢＯＸ型Ｍ■西洋ブナ材
■木地色塗装仕上
■サイズ／高さ１８０ｃｍ・巾７０ｃｍ・奥行９３ｃｍ
■BOXサイズ／縦５０ｃｍ・横２４ｃｍ・厚み１５ｃｍ
■重量４，２００ｇ
■３６ｃｍcmＸ２５ｃｍ木製二つ折り角パレット付
■傾斜可■最大使用可能号数／Ｆ２５（タテ）　

〈Ｂ〉¥29,700↓

¥11,880

2022GF–053
スケッチングイーゼル／
フランス・Ｊ-ＢＯＸ型

2022GF–052
従来工場製の倉庫在庫処分に
つき、更に￥２，８００値引きしま
した。
H型イーゼル／
　　モバイル型▶

2022GF–046
従来、組み上がりにて販売しています
類似商品より１１％安くしました。
H型イーゼル／
　   イタリア型Ａ▶

50%OFF

2022GF–047
従来、組み上がりにて販売
しています類似商品より
１８％安くしました。
H型イーゼル／
　イタリア型Ｂ▶

■西洋ブナ材■木地色仕上
■サイズ／
　高さ175cm～242cm・
　巾60cm・奥行56cm
■傾斜可
■最大使用可能号数／
　Ｆ５０（タテ）
■お客様へのお届けは、送
料の軽減化を図る為に製品
を分解梱包し、お客様ご自
身での組み立て型とさせて
頂きました。

50%OFF

2022GF–048
他社製の組み上がり類似商品より
５０％安くしました。

H型イーゼル／
　　スライド型▶

組み立て型
 ¥44,550↓
¥13,365
組み上がり型の
販売価格はご配
送料を含めまし
て、その都度お
見積りさせて頂
きます。

■西洋ブナ材
■木地色塗装仕上
■サイズ／高さ135cm～
　230cm・巾５５ｃｍ
　・奥行61cm
■傾斜可
■最大使用
　可能号数／
　Ｆ120
　（タテ）・220cm
■お客様へのお届
けは、送料の軽減
化を図る為に製品
を分解梱包し、お客
様ご自身での組み
立て型とさせて頂
きました。

70%OFF

2022GF–049
従来工場製の倉庫在庫処分につき、
更に￥２，０００値引きしました。

H型イーゼル／
　　スタジオ型
■西洋ブナ材■木地色塗装仕上
■サイズ／高さ１８０ｃｍ・巾６８ｃｍ・
　奥行６０ｃｍ■水平可動式
■最大使用可能号数／Ｆ５０（タテ）
組み上がり型 ¥37,400 ↓

   ￥16,500

2022GF–059
本年９月２１日から本商品の販売価格は、改定されました。

レンブラントアトリエイーゼル／１６６型
■ホワイトアッシュ材
■ライトブラウン塗装仕上
■サイズ／高さ１５３cm・巾６０cm・奥行６０cm
■傾斜可／前１０度・後２０度
■最大使用可能号数／Ｆ１００〈タテ〉・最大伸長時２６５ｃｍ
■重量／１７ｋｇ
組み上がり型￥１１０，０００→￥７７, ０００
直送料＆梱包料

（日本全国均一料金・離島除く）→￥８，８００

2022GF–061
本年９月２１日から本商品の販売価格は、
改定されました。

レンブラントアトリエイーゼル／
１８８型
■ホワイトアッシュ材
■ライトブラウン塗装仕上
■サイズ／高さ１２７cm・巾４４cm・奥行５０cm
■傾斜可／前１０度・後１５度
■最大使用可能号数／Ｆ５０〈タテ〉・最大伸長時２１５ｃｍ
■重量／１３ｋｇ
組み上がり型￥８０, ３００↓

　￥５６, ２１０
直送料＆梱包料

（日本全国均一料金・
           離島除く）↓　　　　　　　　　　　　　　
    ￥５，８３０

55%OFF

30%OFF

30%OFF

30%OFF

◀

57%OFF

組み立て型
¥26,400↓
¥13,200

2022GF–063
 クサカベ・ジェッソ（水性）

2022GF–064
本年１０月１１日から本商品の販売価
格は、表記のように改定されます。 
クサカベ・フィキサチーフ

軟練り（フラットタイプ）
■100ml ¥   825→¥   578
■350ml ¥2,090→¥1,463
■450ml ¥2,310→¥1,617
■900ml ¥3,960→¥2,772

エアゾールタイプ
■ミニフィキサチーフ 100ml
¥   935→¥   655
■フィキサチーフ 220ml
¥1,320→¥   924
■徳用フィキサチーフ420ml
¥1,815→¥1,271

硬練り
（マチエールタイプ）
■ 100ml
¥   825→¥  578
■ 350ml
¥2,090→¥1,463
■ 450ml
¥2,310→¥1,617
■ 900ml
¥3,960→¥2,772

・２１０ｃｍ巾ｘ１０．５Ｍ ¥159,367 →¥111,557 30%OFF
・３１０ｃｍ巾ｘ１０．５Ｍ ¥415,800 →¥291,060 30%OFF

・１４０ｃｍ巾ｘ１０．５Ｍ ¥  96,096 →¥  60,541 37%OFF
・１７０ｃｍ巾ｘ１０．５Ｍ ¥128,898 →¥  81,206 37%OFF
・２１０ｃｍ巾ｘ１０．５Ｍ ¥145,530 →¥  91,684 37%OFF

・１４０ｃｍ巾ｘ１０．５Ｍ ¥105,567 →¥  63,340 40%OFF
・１７０ｃｍ巾ｘ１０．５Ｍ ¥128,898 →¥  77,339 40%OFF
・２１０ｃｍ巾ｘ１０．５Ｍ ¥159,390 →¥  95,634 40%OFF

・１４０ｃｍ巾ｘ１０．５Ｍ ¥157,300 →¥  89,661 43%OFF
・１７０ｃｍ巾ｘ１０．５Ｍ ¥181,500 →¥103,455 43%OFF
・２１０ｃｍ巾ｘ１０．５Ｍ ¥237,160 →¥135,181 43%OFF

・１４０ｃｍ巾ｘ１０．５Ｍ ¥157,542 →¥  94,525 40%OFF
・１７０ｃｍ巾ｘ１０．５Ｍ ¥189,420 →¥113,652 40%OFF
・２１０ｃｍ巾ｘ１０．５Ｍ ¥219,450 →¥131,670 40%OFF

組み立て型
¥24,200↓

¥12,100
組み上がり型の販売価格はご配送料を含めまして、
その都度お見積りさせて頂きます。

・１４０ｃｍ巾ｘ１０．５Ｍ ¥  79,002 →¥  45,031 43%OFF
・１７０ｃｍ巾ｘ１０．５Ｍ ¥  95,634 →¥  54,511 43%OFF
・２１０ｃｍ巾ｘ１０．５Ｍ ¥119,196 →¥  67,942 43%OFF

・１４０ｃｍ巾ｘ１０．５Ｍ ¥  32,912→¥  16,456 50%OFF
・１７０ｃｍ巾ｘ１０．５Ｍ ¥  44,286→¥  22,143 50%OFF
・２１０ｃｍ巾ｘ１０．５Ｍ ¥  55,902→ 品切れ中です。 50%OFF

・１４０ｃｍ巾ｘ１０．５Ｍ ¥  89,513 →¥  53,708 40%OFF
・１７０ｃｍ巾ｘ１０．５Ｍ ¥108,570 →¥  65,142 40%OFF
・２１０ｃｍ巾ｘ１０．５Ｍ ¥134,211 →¥  80,527 40%OFF

・１４０ｃｍ巾ｘ１０．５Ｍ ¥  73,920 →¥  48,048 35%OFF
・１７０ｃｍ巾ｘ１０．５Ｍ ¥  91,592 →¥  59,535 35%OFF
・２１０ｃｍ巾ｘ１０．５Ｍ ¥109,610 →¥  71,247 35%OFF

・１４０ｃｍ巾ｘ１０．５Ｍ ¥121,968 →¥  79,279 35%OFF
・１７０ｃｍ巾ｘ１０．５Ｍ ¥146,916 →¥  95,495 35%OFF
・２１０ｃｍ巾ｘ１０．５Ｍ ¥182,952 →¥118,919 35%OFF

◀
◀

◀

・１４０ｃｍ巾ｘ１０．０Ｍ ¥  60,500 →¥  25,933 57%OFF
・１４０ｃｍ巾ｘ５．２Ｍ ¥  32,450 →¥  13,910 57%OFF
・１４０ｃｍ巾ｘ１０．４Ｍ ¥  64,900 →¥  28,512 57%OFF

・１４０ｃｍ巾ｘ１０．０Ｍ ¥  81,400 →¥  34,887 57%OFF

・１４０ｃｍ巾ｘ１０．０Ｍ ¥106,700 →¥  45,733 57%OFF

ＪＡＰＡＮ／ＴＯＣＬＯ　ＣＡＮＶＡＳ
※ご希望のお客様には、トークロキャンバス製品のカットサンプルを無償にてご送付致します。

2022GF－031  トークロキャンバス ロアーツＡ３／中目厚口【油彩用】

2022GF－032  トークロキャンバス ロアーツＢＡ／中荒目【油彩用】

2022GF－033  トークロキャンバス ロアーツＢ／荒目【油彩用】

■油彩画用■１００％Ｌｉｎｅｎ（ヨーロッパ産
純亜麻）■３３０ｇ／㎡■縦糸１５,４本 ・横糸
１４．２本／ｃ㎡　■Ｏｉｌ ｐｒｉｍｉｎｇ／４回
塗り■地塗り成分／亜麻仁油・アクリル樹脂・
酸化チタン・炭酸カルシウム

■油彩画用■１００％Ｌｉｎｅｎ（ヨーロッパ産
純亜麻）■４４０ｇ／㎡■縦糸１１,４本・横糸
１１．０本／ｃ㎡■Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ ｐｒｉｍｉ
ｎｇ／４回塗り■地塗り成分／アクリル樹脂・
酸化チタン・炭酸カルシウム

■油彩画用■１００％Ｌｉｎｅｎ（ヨーロッパ産
純亜麻）■５３０ｇ／㎡■縦糸１０,２本・横糸
９．４本／ｃ㎡■Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ ｐｒｉｍｉｎｇ
／４回塗り■地塗り成分／アクリル樹脂・酸化
チタン・炭酸カルシウム

■西洋ブナ材■木地色仕上
■サイズ／
　高さ180cm～225cm・
　巾60cm・奥行56cm
■傾斜可■画材収納棚付
■キャスター付
■最大使用可能号数／
　Ｆ５０（タテ）
■お客様へのお届け
は、送料の軽減化を図
る為に製品を分解梱包
し、お客様ご自身での
組み立て型とさせて頂
きました。

組み上がり型の販売
価格はご配送料を含
めまして、その都度
お見積りさせて頂き
ます。

■西洋ブナ材
■木地色塗装仕上
■サイズ／
　高さ１３０．５ｃｍ～
　１９５cm・巾５０ｃｍ・
　奥行４３ｃｍ
■水平可動式
■最大使用可能号数／
　Ｆ６０（タテ）
組み上がり型  
￥43,560 ↓

¥18,700

2022GF–060
本年９月２１日から本商品の販売価格
は、改定されました。

レンブラントアトリエ
イーゼル／１９９型▶
■ホワイトアッシュ材
■ライトブラウン塗装仕上
■サイズ／高さ１３０cm・巾５５cm・
　奥行６０cm
■傾斜可／前１０度・後１０度
■最大使用可能号数／Ｆ１００〈タテ〉・
　最大伸長時２０５ｃｍ
■重量／１６ｋｇ
組み上がり型￥９６, ８００↓

 ￥６７, ７６０
直送料＆梱包料（日本全国均一
料金・離島除く）↓
　 ￥７，３７０

2022GF–062
本年９月２１日から本商品の販売価格は、改定されました。

ヴァンゴッホアトリエイーゼル／
                                 ７１１型▶
■北米材■ライトブラウン塗装仕上
■サイズ／高さ１６０cm・巾５５cm・奥行５２cm■傾斜可
■最大使用可能号数／Ｆ５０〈タテ〉・最大伸長時２２９ｃｍ
■重量／１０ｋｇ
組み上がり型￥４９, ５００→￥３４, ６５０
直送料＆梱包料（日本全国均一料金・離島除く）↓
　　　　　　　　　　　　　　　　￥３，７４０

30%OFF

■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２６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。

全商品販売価格表
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。

２０２２年度アダムスジャパン絵画材料シリーズ


