
 

 

500g 

レッド PLA-F15 ¥2,750  

オレンジ PLA-F21 ¥2,750  

イエロー PLA-F103 ¥2,750  

グリーン PLA-F17 ¥2,750  

ブルー PLA-F18 ¥2,750  

ピンク PLA-F51 ¥2,750  

ナチュラル PLA-F22 ¥2,750  

ホワイト PLA-F13 ¥2,750  

シルバー PLA-F52 ¥2,750  

ライトグレー PLA-F10 ¥2,750  

ブラック PLA-F14 ¥2,750  

1000g 

レッド PLA-F35 ¥3,960  

オレンジ PLA-F41 ¥3,960  

グリーン PLA-F37 ¥3,960  

ブルー PLA-F38 ¥3,960  

ナチュラル PLA-F43 ¥3,960  

ホワイト PLA-F33 ¥3,960  

ブラック PLA-F34 ¥3,960  

 

< 特徴 > 

寸法安定性が高いが弾力がなくもろい。 

【使用可否】 

・Guider２         ○ 

・Creator Pro2   ○ 

・Adventure4     ○ 

購入をお考えの方は 

受付スタッフまで 

声をかけてね！ 

 

【 PLA 】 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< 特徴 > 

造形後の穴を開けるなど加工が簡単。 

  

500g 

ベースレッド PLA-F89 ¥3,025  

ミントグリーン PLA-F112 ¥3,025  

ベースブルー PLA-F95 ¥3,025  

アイスブルー PLA-F113 ¥3,025  

スタンダード PLA-F73 ¥3,025  

ベースホワイト PLA-F82 ¥3,025  

ダークグレイ PLA-F79 ¥3,025  

ベースブラック PLA-F83 ¥3,025  

1000g 

スタンダード PLA-F74 ¥4,180  

ベースホワイト PLA-F111 ¥4,180  

ベースブラック PLA-F110 ¥4,180  

【使用可否】 

・Guider２         ○ 

・Creator Pro2   ○ 

・Adventure4     ○ 

【 MODERA:PAL 】 

購入をお考えの方は 

スタッフまで 

声をかけてね！ 



 

500g 

ルビー SLK-F84 ¥3,443  

ブロンズ SLK-F77 ¥3,443  

ネオンイエロー SLK-F88 ¥3,443  

エメラルド SLK-F86 ¥3,443  

サファイア SLK-F85 ¥3,443  

ネオンピンク SLK-F87 ¥3,443  

ホワイト SLK-F99 ¥3,443  

シルバー SLK-F76 ¥3,443  

メタルグレー SLK-F94 ¥3,443  

1000g シルバー SLK-F72 ¥4,675  

 

< 特徴 > 

PAL の特徴に加えて、表面に光沢感がある。 

 

 

 

 

 

  

【 PAL シルク 】 

【使用可否】 

・Guider２         ○ 

・Creator Pro2   ○ 

・Adventure4     ○ 

購入をお考えの方は 

スタッフまで 

声をかけてね！ 



 

PLA 木質 500g 

ダーク WOD-DK54 ¥3,190  

ライトグレー WOD-LT55 ¥3,190  

PLA 蓄光 500g グリーン PLA-F91 ¥3,190  

PLA メタル 500g 

銅色 MTL-D59 ¥3,960  

メタルカラー MTL-A60 ¥3,960  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

< 特徴 > 

PLA 木質 … PAL の特徴に加えて、表面に木質感がある。 

PLA 蓄光 … 蓄光素材を配合しているため、暗所で発行する。 

PLA メタル … PAL の特徴に加えて、表面に金属感がある。 

  

【 PLA 木質 】  

【 PLA 蓄光 】  

【 PLA メタル 】  

【使用可否】 

・Guider２         ○ 

・Creator Pro2   ○ 

・Adventure4     ○ 



 

500g 

レッド ABS-F03 ¥2,750  

オレンジ ABS-F09 ¥2,750  

イエロー ABS-F104 ¥2,750  

グリーン ABS-F05 ¥2,750  

オリーブグリーン ABS-F68 ¥2,750  

ダークグリーン ABS-F67 ¥2,750  

ブルー ABS-F06 ¥2,750  

ドールカラー ABS-F39 ¥2,750  

ホワイト ABS-F01 ¥2,750  

ブラック ABS-F02 ¥2,750  

1000g 

レッド ABS-F25 ¥3,960  

オレンジ ABS-F30 ¥3,960  

グリーン ABS-F27 ¥3,960  

ブルー ABS-F28 ¥3,960  

ホワイト ABS-F23 ¥3,960  

ブラック ABS-F24 ¥3,960  

 

＜ 特徴 ＞ 

耐衝撃性があり強度がある。また、造形後の加工が簡単で塗装もしやすい。 

 

 

【 ABS 】  

【使用可否】 

・Guider２         ○ 

・Creator Pro2   ○ 

・Adventure4     ○ 



 

PETG 

500g ナチュラル PETG-F48 ¥3,630  

500g ホワイト PETG-F19 ¥3,630  

HIPS 

500g ホワイト HIPS-F12 ¥4,125  

1000g ホワイト HIPS-F32 ¥5,170  

PVA 500g ナチュラル PVA-S56 ¥6,050  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ 特徴 ＞ 

PETG … 耐衝撃性があり強度ある。また造形後の加工が簡単で塗装もしやすい。 

HIPS … ABS と併用するサポート専用材。溶解にリモネンが必要。 

PVS … PAL と併用するサポート専用材。水に溶ける。 

【 PETG 】  【 PVA 】  【 HIPS 】  

【使用可否】 

・Guider２         × 

・Creator Pro2   ○ 

・Adventure4     × 

【使用可否】 

・Guider２         ○ 

・Creator Pro2   ○ 

・Adventure4     ○ 

【使用可否】 

・Guider２         × 

・Creator Pro2   ○ 

・Adventure4     × 

※この画像は取り扱いのない色です。 


