
フリガナ

氏名

受講する科

画材合計

金額
    ¥

ステッドラー鉛筆 / 各種 12 本 ¥1,870
伊研木炭 / № 200 ¥220
伊研木炭 / № 360 ¥470
伊研木炭 / № 380 ¥410
伊研木炭 / № 830 ¥920
伊研木炭 / № 980 ¥920
木炭芯抜き ¥350
コンテドローイングペンシルピエールノア ¥240
コンテドローイングペンシルホワイト ¥240
プラスチック消しゴム ¥150
トンボホルダー消しゴム / 丸型 ¥340
トンボホルダー替え消しゴム / 丸型 ¥150
トンボホルダー消しゴム / 角型 ¥340
トンボホルダー替え消しゴム / 角型 ¥150
練りゴム ¥100
擦筆 ¥150
デッサン用羽根箒 ¥780
カッターナイフ ¥300
フィキサチーフ /100 ｍｌ ¥830
フィクサチーフ /300 ｍｌ ¥1,320
目玉クリップ（大） ¥60
デッサンクロス ¥300
はかり棒 ¥80
デッサンスケール（B サイズ） ¥470
デッサンスケール（D サイズ） ¥470
木製パネル（B サイズ） ¥970
木製パネル（D サイズ） ¥1,720
W カルトン ¥2,430
エスキース帳 /S-213 ¥1,460
クロッキー帳 /SL ¥640
水張り用刷毛 ¥1,560
水張りテープ ¥320
木炭紙厚口 / 下敷用 4 枚セット ¥1,200
油絵具 20 色セット ¥15,360
スーパードライングメディウム ¥1,320
テレピン /250 ｍｌ ¥1,270
サンシックドリンシードオイル /55 ｍｌ ¥690
ターペンタイン /1.8L ¥7,290
ペインティングナイフ / エコルセ E3 ¥790
密閉型筆洗器（中） ¥2,920
ブラシクリーナー /1L ¥1,070
絵皿 ¥150
ペーパーパレット /S ¥320
ペーパーパレット /M ¥570
ペーパーパレット /F6 ¥620
油彩筆 6 本基本セット ¥1,270
油彩丸筆 /0 号 ¥330
油彩平筆 /12 号 ¥1,630
油彩平筆 /16 号 ¥440
油彩平筆 /24 号 ¥1,950
アクリルガッシュ 36 色セット ¥8,750
直定規 /45 ｃｍ ¥760
ガラス棒 ¥50

デザイン筆 8 本セット ( 面相、平筆 1,3,6 号 ) ¥5,290
デザイン用面相筆（中） ¥980
デザイン用平筆 /1 号 ¥320
デザイン用平筆 /3 号 ¥490
デザイン用平筆 /6 号 ¥880
マスキングテープ /30mm × 18M ¥310
マスキングテープ /12mm × 18M ¥130
色見本表 /199a ¥760
コンパス /02-030 ¥5,110
三角定規 ¥1,610
スチのり 50 ¥340
透明水彩絵具 39 色セット ¥9,240
アルミ製パレット ¥3,010
日本画筆 6 本セット ¥6,910
水彩用彩色筆（特大） ¥1,560
水彩用彩色筆 ( 大 ) ¥1,170
水彩用彩色筆 ( 中 ) ¥880
水彩用平筆 /6 号 ¥880
水彩用面相筆（大） ¥1,170
水彩用即妙筆 ( 中 ) ¥1,460
堅木ベラ / № 24 ¥550
堅木ベラ / № 29 ¥550
鉄ベラ / № 16 ¥3,450
かき出しベラ（先丸）/ № 4 ¥340
シュロ縄 ¥200
インク ( 製図用 ) ¥500
B4 原稿用紙 (20 枚入り ) ¥410
油絵の具 12 色 セット ¥2,680
筆洗油 100ml ¥320
テレピン 55ml ¥400
水彩絵の具 12 色セット ¥2,820
アクリルガッシュ 12 色セット ¥1,460

当日購入画材
B3M 画用紙 ¥40
B2M 画用紙 ¥70
B3TMK 画用紙 ¥50
B2TMK 画用紙 ¥90
B3 ケント紙 ¥60
B2 白象紙 ¥80
木炭紙 ( 特厚口 ) ¥340
木炭紙 ( 厚口 ) ¥300
※食パンは販売していませんので、アトリエ外で購入ください

画材申込み書 受講するブロックで必要となる画材を、各科のページでご確認いただき、購入する
個数を、各画材欄太枠内にご記入ください。

【TEL】 028-632-3990   又は 028-623-4080
【FAX】 028-623-1577
【住所】 KILALA 美術学院中央アトリエ

 〒 320-0806 栃木県宇都宮市中央 1-6-5

※お支払は、講習会受講料とは別に現金でお持ちください。

※値段はメーカーの都合で変更される場合があります。(2018 年 5 月現在 )
※記載されている金額は、定価より割引された税込みの金額です。


