
セヌリエ ソフトパステル

№ 色名 № 色名

191 ホットブラ ウン 325 パープルバイ オレット

192 ホットブラ ウン 327 パープルバイ オレット

194 ホットブラ ウン 329 パープルバイ オレット

195 ホットブラ ウン 331 ブルーバイ オレット

196 カ ドミウムイ エローオレンジ 332 ブルーバイ オレット

197 カ ドミウムイ エローオレンジ 333 ブルーバイ オレット

198 カ ドミウムイ エローオレンジ 334 ブルーバイ オレット

199 リーフグリーン 335 ブルーバイ オレット

200 リーフグリーン 336 ブルーバイ オレット

201 リーフグリーン 339 ブラ イ トイ エロー

202 リーフグリーン 341 ブラ イ トイ エロー

　 203 リーフグリーン 342 ブラ イ トイ エロー

№ 色名 № 色名 204 リーフグリーン 343 ブラ イ トイ エロー

1 ブラ ックブラ ウン 101 ネープルスイ エロー 205 アップルグリーン 344 ブラ イ トイ エロー

2 ブラ ックブラ ウン 102 ネープルスイ エロー 207 アップルグリーン 345 ブラ イ トイ エロー

3 ブラ ックブラ ウン 103 ネープルスイ エロー 208 アップルグリーン 346 ブラ イ トイ エロー

4 ブラ ックブラ ウン 104 マミー 209 アップルグリーン 347 シネリアスグリーン

5 ブラ ックブラ ウン 105 マミー 210 レゼダグレー 349 シネリアスグリーン

6 レッドブラ ウン 106 マミー 211 レゼダグレー 351 シネリアスグリーン

8 レッドブラ ウン 107 マミー 212 レゼダグレー 353 コバルトブルー

9 レッドブラ ウン 108 マミー 213 レゼダグレー 354 コバルトブルー

10 レッドブラ ウン 109 マミー 214 レゼダグレー 355 コバルトブルー

11 レッドブラ ウン 110 マミー 216 レゼダグレー 356 コバルトブルー

12 レッドブラ ウン 113 イ エローオーカ ー 227 クロミアムグリーン 357 コバルトブルー

13 フレッシュオーカ ー 115 イ エローオーカ ー 228 クロミアムグリーン 358 コバルトブルー

14 フレッシュオーカ ー 116 イ エローオーカ ー 229 クロミアムグリーン 359 コバルトブルー

16 フレッシュオーカ ー 117 イ エローオーカ ー 230 クロミアムグリーン 360 コバルトブルー

17 フレッシュオーカ ー 119 イ エローオーカ ー 231 クロミアムグリーン 361 コバルトバイ オレット

18 フレッシュオーカ ー 120 ブラ ウンオーカ ー 232 クロミアムグリーン 362 コバルトバイ オレット

19 フレッシュオーカ ー 122 ブラ ウンオーカ ー 233 クロミアムグリーン 363 コバルトバイ オレット

20 フレッシュオーカ ー 124 ブラ ウンオーカ ー 235 オリーブグリーン 364 コバルトバイ オレット

21 フレッシュオーカ ー 126 ブラ ウンオーカ ー 236 オリーブグリーン 365 コバルトバイ オレット

31 オリエントアース 127 ゴールデンオーカ ー 237 オリーブグリーン 366 コバルトバイ オレット

37 オレンジレド 129 ゴールデンオーカ ー 238 オリーブグリーン 367 コバルトバイ オレット

38 オレンジレド 131 ゴールデンオーカ ー 239 オリーブグリーン 368 ガンボージ

39 オレンジレド 132 ゴールデンオーカ ー 241 オリーブグリーン 370 ガンボージ

40 オレンジレド 133 イ ンディゴ 250 ビリジャン 371 ガンボージ

41 オレンジレド 134 イ ンディゴ 252 ビリジャン 372 ガンボージ

43 オレンジレド 135 イ ンディゴ 254 ビリジャン 374 ガンボージ

44 オレンジレド 136 イ ンディゴ 256 ビリジャン 375 バーントマダー

45 カ ーマイ ンブラ ウン 137 イ ンディゴ 257 セルリアンブルー 376 バーントマダー

46 カ ーマイ ンブラ ウン 138 イ ンディゴ 259 セルリアンブルー 377 バーントマダー

47 カ ーマイ ンブラ ウン 139 イ ンディゴ 260 セルリアンブルー 378 マダーカ ーマイ ン

48 カ ーマイ ン 140 イ ンディゴ 261 セルリアンブルー 380 マダーカ ーマイ ン

49 カ ーマイ ン 141 デッドリーフグリーン 262 セルリアンブルー 383 マダーカ ーマイ ン

50 カ ーマイ ン 143 デッドリーフグリーン 263 セルリアンブルー 384 マダーカ ーマイ ン

52 カ ーマイ ン 145 デッドリーフグリーン 264 セルリアンブルー 386 マダーカ ーマイ ン

54 カ ーマイ ン 146 デッドリーフグリーン 265 ブラ ウンレーキ 387 マダーカ ーマイ ン

56 カ ーマイ ン 147 デッドリーフグリーン 266 ブラ ウンレーキ 388 ウルトラ マリンディープ

57 ビストル 148 ローングリーン 267 ブラ ウンレーキ 389 ウルトラ マリンディープ

60 ビストル 150 ローングリーン 268 ブラ ウンレーキ 390 ウルトラ マリンディープ

61 ビストル 152 ローングリーン 269 ブラ ウンレーキ 391 ウルトラ マリンディープ

62 ビストル 154 ローングリーン 270 ピンクレーキ 392 ウルトラ マリンディープ

63 ビストル 155 ブロンズグリーンディープ 272 ピンクレーキ 393 ウルトラ マリンディープ

64 ビストル 156 ブロンズグリーンディープ 274 ピンクレーキ 394 ウルトラ マリンディープ

65 ビストル 157 ブロンズグリーンディープ 281 パープルブルー 395 ウルトラ マリンディープ

67 レッドオーカ ー 158 ブロンズグリーンディープ 282 パープルブルー 397 マウスグレー

69 レッドオーカ ー 159 ブロンズグリーンディープ 283 パープルブルー 400 マウスグレー

70 レッドオーカ ー 160 ブロンズグリーンディープ 284 パープルブルー 402 マウスグレー

71 レッドオーカ ー 161 ブロンズグリーンラ イ ト 285 パープルブルー 403 マウスグレー

73 レッドオーカ ー 163 ブロンズグリーンラ イ ト 287 プルシャンブルー 404 マウスグレー

74 レッドオーカ ー 164 ブロンズグリーンラ イ ト 288 プルシャンブルー 405 ヴァ ンダイ クバイ オレット

75 バーミリオンブラ ウン 165 ブロンズグリーンラ イ ト 289 プルシャンブルー 406 ヴァ ンダイ クバイ オレット

76 バーミリオンブラ ウン 166 ブロンズグリーンラ イ ト 290 プルシャンブルー 407 ヴァ ンダイ クバイ オレット

77 バーミリオンブラ ウン 167 モスグレーグリーン 291 プルシャンブルー 408 ヴァ ンダイ クバイ オレット

78 バーミリオンブラ ウン 168 モスグレーグリーン 292 プルシャンブルー 409 ヴァ ンダイ クバイ オレット

79 バーミリオンブラ ウン 169 モスグレーグリーン 293 プルシャンブルー 411 ヴァ ンダイ クバイ オレット

80 バーミリオン 171 モスグレーグリーン 294 プルシャンブルー 412 カ ッセルアース

81 バーミリオン 172 モスグレーグリーン 296 プルシャンブルー 414 カ ッセルアース

82 バーミリオン 173 モスグレーグリーン 297 カ ドミウムイ エローラ イ ト 415 カ ッセルアース

83 バーミリオン 174 モスグレーグリーン 298 カ ドミウムイ エローラ イ ト 416 カ ッセルアース

84 バーミリオン 176 モスグレーグリーン 299 カ ドミウムイ エローラ イ ト 417 カ ッセルアース

85 バーミリオン 177 ブラ ックグリーン 301 カ ドミウムイ エローラ イ ト 419 ブルーグレー

86 バーミリオン 178 ブラ ックグリーン 303 スカ ーレットレーキ 421 ブルーグレー

88 バーミリオン 179 ブラ ックグリーン 305 スカ ーレットレーキ 423 ブルーグレー

89 ベネチアンレッド 180 ブラ ックグリーン 307 スカ ーレットレーキ 425 ブルーグレー

90 ベネチアンレッド 181 ブラ ックグリーン 308 スカ ーレットレーキ 426 レディッシュブラ ウングレー

93 ベネチアンレッド 182 クロミアムグリーン 309 マダーバイ オレット 428 レディッシュブラ ウングレー

94 ベネチアンレッド 183 クロミアムグリーン 310 マダーバイ オレット 430 レディッシュブラ ウングレー

95 ベネチアンレッド 184 クロミアムグリーン 311 マダーバイ オレット 431 レディッシュブラ ウングレー

97 ネープルスイ エロー 186 クロミアムグリーン 313 マダーバイ オレット 432 レディッシュブラ ウングレー

98 ネープルスイ エロー 188 クロミアムグリーン 315 マダーバイ オレット 434 ヴァ ンダイ クブラ ウン

99 ネープルスイ エロー 190 ホットブラ ウン 323 パープルバイ オレット 436 ヴァ ンダイ クブラ ウン

価格 \500N132001. + №

Soft Pastel  《 à l'écu 》 and additional products

Extra soft pastel ''à l'écu''

ソフトパステル 全  525 色

Extra soft pastel 《 à l'écu 》

エクストラ ソフトパステル

№ 色名 № 色名 № 色名 № 色名

438 ヴァ ンダイ クブラ ウン 710 スティールブルーNº1 953 アンバー 956 ジェ イ ドグリーン

439 ヴァ ンダイ クブラ ウン 711 スティールブルーNº2 954 ペリウィンクル 957 イ ンペリアルグリーン

440 ヴァ ンダイ クブラ ウン 712 スティールブルーNº3 955 セラ ドン 958 シネリアスグレー

441 バイ オレットブラ ウンレーキ 713 スティールブルーNº4

442 バイ オレットブラ ウンレーキ 714 スティールブルーNº5

444 バイ オレットブラ ウンレーキ 715 スティールブルーNº6

445 バイ オレットブラ ウンレーキ 720 ターコイ ズグリーン Nº1

446 バイ オレットブラ ウンレーキ 721 ターコイ ズグリーン Nº2

448 バイ オレットブラ ウンレーキ 722 ターコイ ズグリーン Nº3

449 オリーブグレー 723 ターコイ ズグリーン Nº4

450 オリーブグレー 724 ターコイ ズグリーン Nº5

451 オリーブグレー 725 ターコイ ズグリーン Nº6 № 色名 № 色名

453 オリーブグレー 730 ターコイ ズブルーNº1 801 ホワイ ト 814 イ エローオーカ ー

454 オリーブグレー 731 ターコイ ズブルーNº2 802 ディープイ エロー 815 レッドオーカ ー

455 オリーブグレー 732 ターコイ ズブルーNº3 803 ペールイ エロー 816 ブラ ック

456 バーントシェ ンナ 733 ターコイ ズブルーNº4 804 ディープレッド 817 シェ ンナー

457 バーントシェ ンナ 734 ターコイ ズブルーNº5 805 ミディアムレッド 818 シェ ンナーラ イ ト

458 バーントシェ ンナ 740 イ ングリッシュブルーNº1 806 スロゥ 819 バーントアンバー

460 バーントシェ ンナ 741 イ ングリッシュブルーNº2 807 ラ イ ラ ック 820 ローアンバー

462 バーントシェ ンナ 742 イ ングリッシュブルーNº3 808 ブラ イ トブルー 821 シルバー

463 イ ンテンスブルー 743 イ ングリッシュブルーNº4 809 フレンチブルー 822 ディープゴールド

464 イ ンテンスブルー 744 イ ングリッシュブルーNº5 810 スカ イ ブルー 823 グリーンゴールド

465 イ ンテンスブルー 745 イ ングリッシュブルーNº6 811 ディープグリーン 824 イ エローゴールド

466 イ ンテンスブルー 750 シナバーグリーン Nº1 812 ミディアムグリーン 825 コッパー

467 イ ンテンスブルー 751 シナバーグリーン Nº2 813 オリーブグリーン

468 イ ンテンスブルー 752 シナバーグリーン Nº3

470 イ ンテンスブルー 753 シナバーグリーン Nº4

478 バイ オラ セアスグレー 754 シナバーグリーン Nº5

479 バイ ラ ッシェ スグレー 755 シナバーグリーン Nº6

480 バイ ラ ッシェ スグレー 756 シナバーグリーン Nº7

481 バイ ラ ッシェ スグレー 760 バラ イ トグリーン Nº1

482 バイ ラ ッシェ スグレー 761 バラ イ トグリーン Nº2

483 バイ ラ ッシェ スグレー 762 バラ イ トグリーン Nº3

484 バイ ラ ッシェ スグレー 763 バラ イ トグリーン Nº4

491 イ エローグレーグリーン 764 バラ イ トグリーン Nº5

493 イ エローグレーグリーン 765 バラ イ トグリーン Nº6

495 イ エローグレーグリーン 766 バラ イ トグリーン Nº7

497 イ エローグレーグリーン 770 ミッドナイ トブルーNº1

499 ブルーグレーグリーン 771 ミッドナイ トブルーNº2

500 ブルーグレーグリーン 772 ミッドナイ トブルーNº3

501 ブルーグレーグリーン 773 ミッドナイ トブルーNº4

502 ブルーグレーグリーン 774 ミッドナイ トブルーNº5

503 ブルーグレーグリーン 775 ミッドナイ トブルーNº6

504 ブルーグレーグリーン 780 ペルシャンレッドNº1

505 ブルーグレーグリーン 781 ペルシャンレッドNº2

507 ローシェ ンナ 782 ペルシャンレッドNº3

508 ローシェ ンナ 783 ペルシャンレッドNº4

509 ローシェ ンナ 784 ペルシャンレッドNº5

511 ローシェ ンナ 785 ペルシャンレッドNº6

512 ローシェ ンナ 790 チャイ ニーズバーミリオン Nº1

513 アイ ボリーブラ ック 791 チャイ ニーズバーミリオン Nº2

514 グレー 792 チャイ ニーズバーミリオン Nº3

515 グレー 793 チャイ ニーズバーミリオン Nº4

516 グレー 794 チャイ ニーズバーミリオン Nº5

517 グレー 795 チャイ ニーズバーミリオン Nº6

518 グレー 796 チャイ ニーズバーミリオン Nº7

519 グレー 797 チャイ ニーズバーミリオン Nº8

520 グレー 900 ニッケルイ エローNº1

521 グレー 901 ニッケルイ エローNº2

523 グレー 902 ニッケルイ エローNº3

524 グレー 903 ニッケルイ エローNº4

525 ホワイ ト 904 ニッケルイ エローNº5

526 ラ ンプブラ ック 910 フォ レストグリーン Nº1

527 イ ンテンスホワイ ト 911 フォ レストグリーン Nº2

600 レモンイ エロー 912 フォ レストグリーン Nº3

601 レモンイ エロー 913 フォ レストグリーン Nº4

602 レモンイ エロー 914 フォ レストグリーン Nº5

603 レモンイ エロー 915 フォ レストグリーン Nº6

604 レモンイ エロー 916 フォ レストグリーン Nº7

610 カ ドミウムイ エローディープ 917 フォ レストグリーン Nº8

612 カ ドミウムイ エローディープ 918 フォ レストグリーン Nº9

613 カ ドミウムイ エローディープ 920 コーラ ルNº1

620 サファ イ アブルー 921 コーラ ルNº2

621 サファ イ アブルー 922 コーラ ルNº3

622 サファ イ アブルー 923 コーラ ルNº4

670 ルビーレッド 924 コーラ ルNº5

671 ルビーレッド 925 コーラ ルNº6

672 ルビーレッド 930 ナスタチウムオレンジNº1

674 ルビーレッド 931 ナスタチウムオレンジNº2

676 ルビーレッド 932 ナスタチウムオレンジNº3

680 ヘリオスレッド 933 ナスタチウムオレンジNº4

681 ヘリオスレッド 934 ナスタチウムオレンジNº5

682 ヘリオスレッド 935 ナスタチウムオレンジNº6

683 ヘリオスレッド 940 マゼンタバイ オレットNº1

684 ヘリオスレッド 941 マゼンタバイ オレットNº2

685 ヘリオスレッド 942 マゼンタバイ オレットNº3

686 ヘリオスレッド 943 マゼンタバイ オレットNº4

700 ゼラ ニウムレーキNº1 944 マゼンタバイ オレットNº5

701 ゼラ ニウムレーキNº2 945 マゼンタバイ オレットNº6

702 ゼラ ニウムレーキNº3 946 マゼンタバイ オレットNº7

703 ゼラ ニウムレーキNº4 947 マゼンタバイ オレットNº8

704 ゼラ ニウムレーキNº5 950 リケングリーン                           N135277..
705 ゼラ ニウムレーキNº6 951 ストーングレー

706 ゼラ ニウムレーキNº7 952 ミネルバブルー

¥9,000

　N135277..　　　400mL スプレー

¥5,300

Cardboard box set

ソフトパステルセット

価格

　P10559..　　　4号・8号・12号　3本組 オープン価格

Brush for soft pastel                                                                                      ソ

フトパステル用ブラシ（馬毛）

¥17,500

価格

価格

¥3,000

Soft pastel fixative

ソフトパステル用フィキサチーフ

　N132233..　　　80色セット

Iridescent soft pastel

イリディセント  ソフトパステル

　N132230..　　　40色セット

¥6,000

価格

Half pastel cardboard box set

ハーフサイズ ソフトパステルセット

価格 \500N132200. + №

価格

N132230..

　N132220.120　12色セット

　N132231..　　　20色セット

¥4,200　N136753..　　　16 x 24 cm

　N132245..     　24色セット ¥12,000

Pastel card pad for soft pastel

ソフトパステル用パステルカード  12枚 （  6色各2枚 ）


