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佐竹ガラス(株)

Tel:0725-41-0146

Fax:0725-45-7321

office@satake-

glass.com

ランプワーク用品 注文書 西暦 20  年  月  日

法人名  お名前：

ご住所 〒

TEL  E-mail： 

FAX  携帯mail： 

会員No.  日本ランプワーク協会員の方はご記入下さい

品名 価格 数量

カラーサンプルボード(G) \3,000

〃 (S) \3,000

〃 (A) \3,000

〃 (E) \3,000

〃 (１０４) \3,000

巻き取り線 1.0mm(30本入) \900

〃 1.2mm(30本入) \1,200

〃 1.4mm(20本入) \1,000

〃 1.6mm(20本入) \1,000

〃 1.8mm(20本入) \1,000

〃 2.0mm(10本入) \600

〃 2.3mm(10本入) \730

〃 2.6mm(10本入) \850

〃 3.0mm(10本入) \900

〃 3.5mm(10本入) \970

〃 ステンレス 1mm(5本入) \1,000

〃 ステンレス 2mm(5本入) \800

〃 ステンレス 2.5mm(5本入) \800

〃 ステンレス 3mm(5本入) \800

〃 ステンレス 4mm(5本入) \1,000

〃 ステンレス 5mm(2本入) \500

〃 ステンレス 6mm(1本入) \400

〃 真ちゅう 0.7mm(10本入) \500

〃 ステンパイプ 8mm(1本) \1,000

品名 価格 数量

簡易バーナー(ボンベ付き) \9,200

替えボンベ JF-250 \500

バーナー 職家

〃 拡散炎ブロー付 都市ガス用
\67,800

〃 拡散炎ブロー付 ＬＰガス用 \67,800

〃 拡散炎ブロー無 都市ガス用 \38,000

〃 拡散炎ブロー無 ＬＰガス用 \38,000

〃 集中炎ブロー付 都市G LPG併用 \67,800

〃 集中炎ブロー無 都市G LPG併用 \38,000

バーナー用ブロー(送風機) \29,800

灯油バーナー \58,000

e'レンジでできるフュージングキット \13,800

セラミックペーパー20cm角1枚 \200

ガラスパイプ(5本組) \1,100

カーボンコテ 細 バーゲン中 \3,300

〃 広 \6,000

フィンガーホルダー(大) \11,000

〃 (中) \11,000

〃 (小) \10,000

ビーズホールクリーナー \1,700

ビーズホールブラシ \550

平行フラットナー \5,000

ミニフラットナー \5,000

クイ切り（ローラータイプ） \4,000

品名 価格 数量

ひっかき棒 L字型 バナジウム \1,800

〃 タングステン芯着脱式 1.5mm \3,000

〃 〃 〃 2.5mm \3,000

〃 〃 芯固定式 1.2mm \2,000

〃 〃 〃 1.6mm \3,500

〃 〃 〃 2.4mm \3,500

ロッドホルダー(ロッド余熱台) \17,000

ランプワーク用パーツ置き \17,000

耐火練りコード (1m) \500

離型剤 混合500g入 \500

離型剤 混合200g入 \200

離型剤 (液状) 200cc \2,000

バーミキュライト缶入り (500cc) \700

バーミキュライト袋入り (3L) \950

バーナークラフトセット \9,500

エッチング液エコフロスト(50ml)

(艶消剤) (定価販売のみ)
\4,000

書籍 トンボ玉のアクセサリー \3,200

書籍 手作りとんぼ玉の本 \1,400

書籍 パーツの分類と作り方 \3,600

書籍 とんぼ玉の技法 \3,000

書籍 はじめてのミクロモザイク \3,000

講習ビデオ トンボ玉1 \5,200
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〃 ステンパイプ 10mm(1本) \1,000

変形巻き取り棒 (1本) \1,800

〃 2WAYステンパイプ(1本) \1,300

カラーフリット 1袋 \290

G5 透明 紫 G6 透明 紺

G21 透明 赤 G22 不透明 黒

G23不透明白 G28不透明水色

G31 〃 緑 G34 〃 黄

G39 〃 橙 G40 〃 赤

ミルフィオリ・花模様パーツ 1袋 \300

番号と袋数量を記入下さい

シャ-プノ-ズプライヤ-150mm \1,200

ピンセット 250mm \1,200

ピンセット曲り \350

ピンセットフラット(小) \250

ホールメーカー 大 \2,000

カーボンつき棒 (三角) \2,200

カーボンつき棒 (丸) \2,200

メタリックパウダー 各\290

(1) GLD (2) BGO (3) AGL

(4) SWS (5) WHT (6) BRO

(7) RBR (8) GBR (9) BCO

(10) RED (11) FPU (12) PRL

〃 トンボ玉2 \5,200

〃 トンボ玉3 \5,200

蓄光材 青 \780

蓄光材 グリーン \780

防護眼鏡 \15,000

ダイクロ (1本) \1,800

ステンレス板10cm角 2mm厚 \950

ロッドアッダー( トング ) \500

金箔 18cm角 (1枚) (時価) \5,000

銀箔 24cm角 (1枚) (時価) \500

雲母 (ウンモ 金色) 10 g \400

雲母 (ウンモ 銀色) 10 g \400

※ 2018年12月3日更新

備考:
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