
ファーバーカステル
アート＆グラフィック カタログ



1761年カスパー・ファーバーがニュールンベルク郊外のシュタインで鉛筆
の製造を開始しました。 1840年にはローター・フォン・ファーバーが鉛筆
全製品に»A.W. Faber«の 刻印をし、世界で初めての
ブランド製品が完成し ました。また、現在の鉛筆

の「長さ・太さ・硬度」の世界的基準が、 ローター・フォン・ファーバー
によって定められました。こうして高級品としての鉛筆、世界で初めて
の筆記用具ブランドが誕生しました。
1849年、初の海外法人をアメリカ・ニューヨーク、イ
ギリス・ロンドン、そしてフランス・パリに設立しました。 

1898年にローター・ファーバー伯爵の孫娘であるオッテリー・フォン・ファ
ーバーとアレグザン ダー・ツ・カステル

・リューデンハウゼン伯爵が結婚。これによりファーバーカステルという会社名
が誕生しました。 1905年、アレクサンダー・ファーバー・カステル伯爵が
世界で最も有名な鉛筆「カステル9000番」を発表。この特徴ある鉛筆は、今日
も発売当初とほとんど変わることのない姿で世界中で販売されています。
1928年以降、ローランド・フォン・ファーバーカステルがファーバーカステル

の社長に就任し、世界各国に製造部門、販売会社を設立。現在、ファーバーカステル社の
鉛筆生産量は世界一を誇ります。 1978年、アントン・ヴォルフガング・フォン・ファーバー
カステル伯爵がファーバーカステル・グループの8代目社長に就任。コスメティ
ック部門に進出するなど、常に新しい分野の製品開発に力を入れ、ファーバー
カステルを世界的ブランドに確立させるべく、弛まない努力を続けています。

ファーバーカステルの歴史
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環境先進企業として、新しい未来へ

A.W. Faber-Castell production sites and sales organizations world-wide

GERMANY

AUSTRIA CHINA

INDIA
MALAYSIA

SINGAPORE
INDONESIA

AUSTRALIA

NEW ZEALAND

USA

BRAZIL

ARGENTINA

PERU

COLOMBIA

COSTA RICA

CZECH REPUBLIC

CHILE

FRANCE

ITALY

ファーバーカステルはファミリーカンパニーとして代々子孫に引き継がれ、
現在では8代目に至っています。小さな工房からスタートし、今日では世界
に14の工場、23の販売拠点で従業員約7000名のグローバル企業に発
展しました。
伝統を守りながら進化し続け、皆様にご満足いただける最高品質の製品
をお届けする事が、ファーバーカステルの理念です。

ファーバーカステルは環境保護のために常に努力を続けています。ブラ
ジルにある自社管理の植林地では、天然資源に悪影響を与えることなく
原料となる木材を捻出するシステムを確立し、名誉あるFSC森林認証を
取得しました。

3



様々な目的に応じてお選び頂ける
最高級のアーティストクオリティー

* お誕生日のお祝いに
* 入学・卒業のお祝いに
* 記念日の贈り物に
* 母の日・父の日に
* 就職・開業のお祝いに
* お見舞いに

アトリエや外出先で 
様々な分野の  
プロフェッショナルに  ギフトに  

* デザイナー
* アーティスト
* ファッションデザイナー　　　
* グラフィックデザイナー
* 
* 
建築家
イラストレーター　など

* 美しいデザイン
* 使いやすいコンパクトな形
* 収納や携帯に便利なケース入り
* 豊富な種類
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イラストレーターの紹介
李斗植(Lee Doo-Shik)博士は韓国で最も有名
な芸術家の一人として活躍しています。李博士は

1947年慶向北道栄州に生まれ、
60年代にソウルの公益大学で美
術を学びました。李博士の名前は
アジア、アメリカ、欧州の各地で開
催された数多くの展覧会を通して、
また学芸員としての活躍によって
世界中で知られるようになりました。90年代には、
ドイツで初めて博士の作品を含めたグループ展が
開催されました。現在、世界的に高名な公益大学美
術学部長を務める傍ら、韓国外務省のオフィシャル
芸術委員としても任命され、活躍しています。

ポリクロモス色鉛筆 P7-8

アルブレヒトデューラー水彩色鉛筆 P9-10

PITT アーティストペン P11-13

ポリクロモスパステル P14-15

PITTパステル鉛筆 P16-17

PITTモノクローム P18-19

PITTモノクロームチャコール P20-21

PITTモノクロームグラファイト P22-23

PITTモノクローム水彩グラファイト P24-25

ミックスメディアアイテム P26

クリエイティブスタジオ P27

各種アクセサリー P28
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各商品の特長

ポリクロモス
色鉛筆

アルブレヒト
デューラー
水彩色鉛筆

PITT
アーティストペン

ポリクロモス
パステル

PITT
パステル鉛筆

製品特徴

鮮やかな発色の
油性色鉛筆

抜群の水溶性を誇る
水彩色鉛筆

アシッドフリーで
高純度、耐水性のある
水性顔料マーカー

多様な表現ができる
スティック状のパステル

繊細な表現ができる
鉛筆型のパステル

筆すべりがなめらか 濃い色でなめらかに着色 丈夫でフレキシブルな
ペン先 長持ち、経済的 しっかりと鮮やかな着色

卓越した耐光性
色によって成分の都合上、褪色堅牢度（耐光性）は異なります。

耐光性の等級は、軸部に★印で表示しています。

★★★　非常に優れた耐光性を持つ　　　★★　優れた耐光性を持つ色　　　★　十分な耐光性を持つ色

展開色数 120色 120色 約60色
（ブラシタイプ） 60色 60色

主な
ドローイング
テクニック

力強い着色等 水彩化等 レイヤリング等 様々な描き方等 色を混ぜる等

描画可能な
対象物

画用紙、色紙、
ダンボール、木 表面のなめらかな紙 スケッチ用紙、

キャンバス
ざらざらした紙、木、
キャンバス

ざらざらした紙、木、
キャンバス
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ポリクロモス色鉛筆

  

 

ポリクロモス色鉛筆はプロ・アーティストと呼ばれる方々
に、なくてはならない道具として長い間愛用され続けて
きました。プロの求める特色を備えたアイテムです。
1. 鮮やかな発色
すぐれた顔料成分が、全120色のひとつひとつに深みのある色彩を実現。

2. 筆すべりがなめらか
純度の高いオイル性の太芯（3.8mm芯）。しっかり握り広範囲に塗りや
すく、かつ色芯の組成が均一なため細くて鋭い線にも適しています。

3. 卓越した耐光性
オイル芯は耐水性があるため、汚れやにじみに強いだけでなく描いた絵の
色が変わらず、保存できます。
※各色の耐光性等級は商品本体の星印を用いて表示。

ポリクロモス色鉛筆
120色の鮮やかな色調。
芯径3.8mm、丸軸。
単品 1本 ¥300

ポリクロモス色鉛筆 缶入り
太く純度が高いオイル芯は耐水
性もあり、汚れやにじみなどに
強く仕上げられます。
12色入り ￥3,600
24色入り ￥7,200
36色入り ￥10,800
60色入り ￥18,000
120色入り ￥36,000

ポリクロモス色鉛筆 
スタジオボックス
持ち運びに便利なボックスタイプ。
36色入り ￥10,800

ポリクロモス色鉛筆 木箱入り
エレガントな木箱は、持ち運びに
便利なハンドル付き。
72色入り ￥48,000
120色入り ￥55,000

表示価格は税抜きとなります。
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ポリクロモス色鉛筆を使用したドローイングテクニック

柔らかめの芯は耐水性で、上からこすっても消えにくく定着性があります。 
また、他に類を見ない優れた耐光性を誇り、描き方により様々な効果を演出できるため
アーティストの方に広く愛用されています。

(A) 鮮やかな色彩
色鉛筆をほぼ完全に直立させなが
ら力強く描くと、色濃度が高くなり
ます。

(E) 筆を使う
パラフィンオイル（ベビーオイル
またはサラダオイルでも可）と絵
筆を用いて均等に色を混ぜるこ
とができます。また、油絵の具で
エッチングもできるため、油絵を
描く時の下描きによく用いられま
す。油絵の具を上から塗り重ねる
と、下描きの線は消えます。

(F) カラー紙を使用する
画用紙の色によって色合いが大きく変わります。

(G) 様々な質感の表面に描く
ポリクロモス色鉛筆は、紙をはじめ厚紙
や木材、石、皮、また鉄などのざらざらし
た表面にも色を塗ることができます。

(B) 薄い色彩
色鉛筆を平たく寝かせながら、な
るべく圧力をかけないようにして
描くと、均等な色合いが作り出せ
ます。このとき、色彩一本一本の
線は見えず、紙の表情が透けて見
えます。

(C)ハッチング（網目状の陰影）
何本も線を並べて描いていくこと
により、ハッチングを重ねる角度を
調整して色彩を濃くすることがで
きます。

(D) 明るい色彩から濃い色彩に
明るい色は透明度が高く、反対に
暗い色は濃い発色です。様々な色
彩を重ねていくと、より明るく生き
生きした色合いになります。

＜定着剤の使用について＞
ポリクロモス色鉛筆は老朽化しにくく、色素が表面にしっかりと定着します。
そのため、定着剤を使用すると重ね塗りした色が滲みだしてしまう恐れがあります。!
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アルブレヒトデューラー水彩色鉛筆
ドイツ最大の画家と言われるアルブレヒト・デュー
ラー（1471-1528）の名を冠することを認められ
た高いクオリティの色鉛筆。色鉛筆としての特性と
水彩絵の具としての利点を併せ持った製品です。
1. 水彩画のような表現が可能に
描いた後に水を含ませた絵筆で触れるだけで顔料成分が溶け出し
ます。全120色を自由に混ぜれば、無限のカラーバリエーションを
生み出せます。

2. 濃い色でなめらかに着色
描きやすい太芯(3.8mm芯）。高密度な顔料成分でしっかりと着色
するので、水を使用しなくてものびやかに描けます。

3. 卓越した耐光性
水彩画の繊細なタッチも、描いた時の美しさが保たれます。
※各色の耐光性等級は商品本体の星印を用いて表示。

水彩色鉛筆
120色の鮮やかな色調。
芯径3.8mm、六角形軸。
単品 1本 ¥300

アルブレヒトデューラー
水彩色鉛筆 缶入り
描いた後に水筆で触れるだけで
顔料成分が溶け出すのでカラー
を自由に混ぜれば無限のバリエー
ション。
12色入り ￥3,600
24色入り ￥7,200
36色入り ￥10,800
60色入り ￥18,000
120色入り ￥36,000

アルブレヒトデューラー水彩色鉛筆 
スタジオボックス
持ち運びに便利なボックスタイプ。
36色入り、筆つき　　　￥10,800

アルブレヒトデューラー 水彩色鉛筆 木箱入り
エレガントな木箱は、持ち運びに便利なハンドル付き。
48色＋アクセサリー入り  ￥23,000（写真↓上）
72色入り　　　　　　　￥48,000（写真↓下）
120色入り　　　　　　 ￥55,000

表示価格は税抜きとなります。
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(A)

(C)

アルブレヒトデューラー水彩色鉛筆を使用したドローイングテクニック

アルブレヒトデューラー水彩色鉛筆は水溶けが良く、耐光性や強度にも非常に優れています。
単独での使用のみならず、他の画材との組み合わせにも対応。
色同士を混ぜてオリジナルカラーを生み出したり、奥行きのある表現を実現します。

(A)鮮やかな色彩
色鉛筆をほぼ完全に直立させなが
ら力強く描くと、色濃度が高くなり
ます。

(E)ハッチング（網目状の陰影）
何本も線を並べて描いていくこと
により、ハッチングを重ねる角度を
調整して色彩を濃くすることがで
きます。

(F)色を混ぜる
霧吹きで紙を塗らすと、濃く鮮や
かに発色し、紙の種類によって
異なった表情になって現れます。

(G)湿った紙に描く
濡れた紙の上に描くと、さまざま
な色素が溶け出してきます。芯が
柔らかくなり、スムーズに動かせ
ます。

(H)重ね塗り
水彩化した色は一度紙が乾燥し
た後は消えなくなります。そのた
め、エッチングする必要なく上から
重ね塗りできます。

(B)薄い色彩
色鉛筆を平たく寝かせながら、な
るべく圧力をかけないようにして
描くと、均等な色合いが作り出せ
ます。このとき、色彩一本一本の
線は見えず、紙の質感が透けて見
えます。

(C)明るい色彩から濃い色彩に
明るい色は透明度が高く、反対
に暗い色は濃い発色です。様々な
色彩を重ねていくと、より明るく
生き生きした色合いになります。

(D)水彩化・エッチング
水にぬらした筆で線を上から塗っ
てください。塗る回数が多くなる
ほど、より色彩が水彩化します。

＜定着剤の使用について＞
アルブレヒトデューラー水彩色鉛筆は老朽化しにくく、色素が表面にしっかりと定着します。
そのため、定着剤を使用すると重ね塗りした色が滲みだしてしまう恐れがあります。!
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PITTアーティストペン
表現力が豊かで様々な画材との組み合わせが可能
な水彩画。その特色をヒントに開発されたシンプル
でモダンなマーカーペンが「PITTアーティストペ
ン」です。
1. アシッドフリー、純度の高い水性顔料
発色がよく透明感があり、裏写りしません。さらに、乾くと完全な耐
水性があります。

2. ペン先は丈夫でフレキシブル
折り曲げても壊れずしなやかなまま。さらに、ブラック等のベーシッ
クカラーは極細や中字など様々なペン先を用意。
ディテールや大幅な着色に対応します。

3. 卓越した耐光性
描いた絵の色が変わらず、保存できます。
※各色の耐光性等級は商品本体の星印を用いて表示。

PITTアーティストペン
ファインライナーシリーズ
アウトライン用など需要の高い
ブラック、セピア、サングインは極
細字、細字、中字、ブラシタイプが
揃っています。極細字はブラック
のみでの展開。
単品 1本 ¥360

PITTアーティストペン 
ブラックアソート8本セット
多彩なペン先のブラックペンが
勢揃い。 
￥2,880

PITTアーティストペン ブラックアソート／
セピアアソート／サングインアソート（左から）
ブラック、セピア、サングイン各色のペン先4種
（極細、細字、中字、ブラシ）がセットに。 
各￥1,440

表示価格は税抜きとなります。
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PITTアーティストペン
ブラシシリーズ
しなやかかつコシのあるブラシ
タイプの筆先で、紙の上を滑る
ようにスムーズに描くことができます。
ディテールから着色まで多彩な表現が
可能。豊富なカラーが揃い、さらに色を
重ねることによって独自の色を作り出す
ことも可能です。
単品 1本 ￥360

PITTアーティストペン
6本パックセット
気軽にPITTアーティストペンを始める
のに最適なセット。
（左から）
ベーシックパック　　  ￥2,160
グレートーンパック　  ￥2,160
ランドスケープパック　￥2,160
テラ（大地）パック       ￥2,160

PITTアーティストペン スタジオボックス
ギフトにもふさわしいボックス入りコンプリートセット。
12色セット　￥5,000
24色セット　￥9,500
48色セット　￥18,000

表示価格は税抜きとなります。
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PITTアーティストペンを使用したドローイングテクニック

PITTアーティストペンの中で薄い色合いのものは透明感があり、濃い色合いのもの
は色が鮮やかなまま紙に定着します。他のアイテムと合わせて使っても面白い効果が
得られ、その可能性は無限大。

1. PITTアーティストペンの鮮やかな色彩が活きるテクニック

2. 多様なペン先でさらに表現を豊かにするテクニック

(A)重ね塗り
同一の色を何度も重ねて塗ること
で、色の濃淡を演出します。

(B)色を混ぜる
PITTアーティストペンは水性顔料
インクペンなので、他の色への重ね
塗りも自在です。

(C)湿った紙に描く
濡れた紙の上に描くと、インクが
溶け出してきます。乾いた後は再
びにじむことがなく、その上から
別の色を重ねることができます。

(D)レイヤリング
例えばPITTアーティストペンで描
いた線の上に、アルブレヒトデュー
ラー水彩色鉛筆と水を重ねても、
PITTアーティストペンで描いた部
分は影響を受けず、透明感があり
鮮やかな色はそのまま。

PITTアーティストペンの一部カラーは、極細からブラシタイプまで様々なペン先で展開。
作品に合わせてお選び頂けます。ペン先の角度を変えることによって、さらに多様な線と面を表現できます。
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ポリクロモスパステル
ポリクロモスパステルは、潤滑剤やワックスを使用
していない色素濃度の高いチョークです。

1. 1本で豊かな表現力
四角いスティック状なので、先端の角部で細密な線を描いたり、平らな
面で均一な幅のゆったりしたタッチを生み出したり。紙だけでなく
木や石などの表面にもしっかりと付着。

2. 長持ち、経済的
組成が均一で少量でもしっかりと色がつくため、長く使えます。

3. 卓越した耐光性
純度の高い顔料と最小のカオリン（結合剤）により作られているので、
発色が鮮やかなまま長期間保たれます。
※各色の耐光性等級は商品本体の星印を用いて表示。

ポリクロモスパステル
60色の鮮やかな色調。
四角形。
単品 1本 ¥300

ポリクロモスパステル紙箱／缶入り
発色が鮮やかで褐色しない、セミハードタ
イプのパステルです。
12色（紙箱入） ￥3,600
24色（紙箱入） ￥7,200
36色（紙箱入） ￥10,800
60色（缶入）  ￥18,000

表示価格は税抜きとなります。
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(A)

(C)

ポリクロモスパステルを使用したドローイング・テクニック

ポリクロモスパステルはラインの描画にも広範囲の着彩にも適したチョークです。
指でこするだけで輪郭をぼかすことができます。また、すべての色彩は定着剤の使用に
対しての色の安定性が非常に優れています。色鉛筆との併用も最適。

(A+B) 基礎的なテクニック
チョークの角や側面を様々な角度で描きます。紙にも馴染みやすく、
はっきりとして均整のとれた発色になります。

(E)研磨法
定着剤をスプレーした後、サンド
ペーパーでパステルを削ると色素
が下塗りと結合します。写真では、
アクリルカラーの下塗りを使用し
ました。

(F)グラデーション
隣合わせになったラインを指で
軽くこすると、優しいグラデー
ションになります。

(G)筆を使う
パラフィンオイル（ベビーオイルや
サラダオイルでも可）と絵筆を用
いて均等に色あいをのばすことが
できます。
この技法は、背景を描くときや
地塗りの際に役立ちます。

(H)修正する
一度塗った色を消したい時は、
平らな表面であればプラスチック
製の消しゴムで消せます。工作用
粘土で軽くたたくと、色抜きでき
ます。

(C)発色の濃さに差をつけた
いとき

圧力を調整することで、発色の濃
さをコントロールできます。軽く
柔らかなタッチから激しいタッチ
までいろいろなバリエーションを
お楽しみいただけます。

(D)色を混ぜる
色を力強く重ね塗りすることで、
色が溶け合い混ざり合います。

＜定着剤の使用について＞
定着方法によって色の鮮明さに違いができます。チョークの柔らかさに比例してより強い
定着剤を使う必要があります。ポリクロモスパステルは比較的固いのでごく少量の定着剤
で画用紙とうまく結合します。!

(A) (B)
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PITTパステル鉛筆
芯に油分を含まないパステルを扱いやすい鉛筆型に
しました。

1. 使いやすいから自在な描画表現が可能に
パステルチョークで実現できる表現の多様性を保ちつつ、チョーク
で手を汚したり粉に煩わされたくない方に適しています。
また、芯はとてもコンパクトですが消耗しづらいので経済的。

2. しっかりと鮮やかな着色
やや硬めのミディアムタイプ芯(4.3mm径)で描きやすく、細いライン
の描画や細部の着色にも向いています。

3. 卓越した耐光性
純良な顔料成分により、描いた絵の色が変わらず保存できます。
※各色の耐光性等級は商品本体の星印を用いて表示。

PITTパステル鉛筆
60色の鮮やかな色調。
芯径4.3mm、丸軸。
単品 1本 ¥300

PITTパステル鉛筆　缶入り
純度の高い顔料を使用したパステル
を扱いやすい鉛筆型にしました。
12色入り ￥3,600
24色入り ￥7,200
36色入り ￥10,800
60色入り  ￥18,000

表示価格は税抜きとなります。
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PITTパステル鉛筆を使用したドローイングテクニック

PITTパステル鉛筆はラインの描画にも細部の着色にも適した鉛筆型のパステル。
ポリクロモスパステルと合わせて使うと最も効果的です。指でこするだけで輪郭を
ぼかすことができ、紙への定着も優れています。

(E+F) 色の伸び
隣り合わせになったラインを指で軽くこすると
柔らかな色合いが誕生します。上から重ねる
回数によって、より鮮やかな色合いになります。

(A)発色の濃淡
圧力を調整することで、発色の
濃さをコントロールできます。軽く
柔らかなタッチから激しいタッチ
までいろいろなバリエーションを
お楽しみいただけます。

(B)色を混ぜる
図のように暗い色から明るい色を
塗っていくと、新しい色合いが生ま
れます。

(G)筆を使う
パラフィンオイル（ベビーオイル
やサラダオイルでも可）と絵筆を
用いて均等に色あいをのばすこと
ができます。

(H)修正する
一度塗った色を消したい時は、
平らな表面であればプラスチック
製の消しゴムで消せます。工作用
粘土で軽くたたくと色抜きでき
ます。

(C)色を混ぜる
隣合わせになったラインを指で
軽くこすると、ほどよい色合いが
生まれます。

(D)色を濃くする
色の上を手で軽くこするだけで、
異なった色が合わさって様々な
表情の色合いを創り出せます。

＜定着剤の使用について＞
定着方法によって色の鮮明さに違いがでます。PITTパステル鉛筆は紙への定着性が良い
ので、ごく少量の定着剤で画用紙とうまく結合します。!

(E) (F)
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PITTモノクローム
モノクロームカラーのサングインやセピア色を
用いたデッサンは、絵画の大切な基礎として
ほとんどの美術学校のカリキュラムに組み込
まれています。
モノクロームカラーを使うと、スケッチは生命力
にあふれた表現豊かなものになります。ホワイト
部分を際立たせ黒を使って影を作ると、伝統的
なルネッサンス時代のスケッチになります。

本シリーズはデッサン入門の基本セットとし
て、またプロの方まで幅広くご利用いただけ
る描画材として、ご納得いただけるアイテムを
揃えました。

PITT鉛筆
モノトーンとブラウン系のパステル
を扱いやすい鉛筆型に仕上げま
した。
ホワイト・ミディアム／ホワイト・
ソフト／サングイン・ミディアム／
ウォルナッツブラウン・ミディアム
／ダークセピア・ミディアム
単品 1本 ¥300

PITTモノクローム 混合セット（缶入）

12種混合セット ￥3,200　
25種混合セット ￥8,750（右写真）

PITT鉛筆 12種セット・
PITTチョーク 全13種セット（缶入）

￥7,500

PITTモノクローム 
グラファイトセット（缶入）

￥8,000

PITTモノクロームセット
PITTチョーク、PITTチャコール、PITT鉛筆、デッサン用鉛筆、グラファイト鉛筆などを用途に応じたセットを揃えています。

PITT鉛筆（油性）
滑らかな描き味の油性タイプの
ピット鉛筆です。
サングイン・ミディアム／ブラック・
エキストラソフト／ブラック・ソフ
ト／ブラック・ミディアム／ブラッ
ク・ハード／ブラック・エキストラ
ハード
単品 1本 ¥300

PITTチョーク
ポリクロモスパステルよりやや
細めの角型ソフトチョークです。
全13種。
単品 1本 
￥250～300（色により異なる）

表示価格は税抜きとなります。
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PITT鉛筆・PITTチョークを使用したドローイングテクニック

モノクロームのカラーバリエーションの色素濃度が大変高い鉛筆とチョークのシリーズ
です。デッサン画に最適です。非油性の鉛筆、チョークはラインの描画にも平面的な
着彩にも適しています。

(A)ピット鉛筆（油性）
オイルベースのピット鉛筆は非油性のものと
比べて画用紙に付着しやすく、色が消えたり
水に滲んだりしません。ブラックは 最高度の
耐光性を誇り、線描やデッサンに新しい可能
性が生まれます。

(D)基本的なテクニック
デッサン画やクロッキー細かい作業はピット
鉛筆で、広い面や太い線を描くときはピット
チョークをお使い下さい。

(B)ピット鉛筆・ピットチョーク
ブラウン系のカラーが充実しています。 指で
こするだけで輪郭をぼかすことができます
が、定着性にも優れています。

(E)ホワイトで色を明るくする
ブラウン系のカラーにホワイトを混ぜて明るく
すると、ユニークな色ができあがります。
それぞれのカラーに含まれている色素の
種類によって暖色系や寒色系のカラーに
変化します。

(C)基本的なテクニック
チョークの角で描くと、紙に馴染みやすく、
はっきりとして均整のとれた発色になります。

(F)ホワイトと混ぜる
ホワイトは（主に色の着いた画用紙に描く
場合）色調を明るくするためだけではなく、
輪郭をぼやけさせたり色を溶け合わせたり
する際に利用できます。

＜定着剤の使用について＞
ピットモノクロームは色素が表面にしっかりと定着します。そのため、定着剤の使用は必
要最低限に抑えられます。 日光に当たっても色合いが変化しません。!
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PITTモノクローム チャコール

クラシックな色調のデッサン用品として、扱い
やすいPITTモノクロームシリーズをご紹介します。

ナチュラルカラーの画用木炭は、スケッチやデッサン
に最もよく用いられます。ブルーグレーの色合いは
紙になじみやすく、修正も簡単にでき、上から何度も
重ね塗りができます。

全5硬度揃ったPITTチャコールと、折れにくく
扱いやすい鉛筆型に仕上げたPITTチャコール鉛筆
という2つの新しいタイプの画材を揃えました。

PITTナチュラルチャコール鉛筆
シベリアンチャコールを折れに
くく、扱いやすい鉛筆型に仕上げ
ました。全3硬度。
単品 1本 ¥300

PITTチャコール鉛筆
コンプレストタイプの木炭を鉛筆
型にし、細かな仕上げに適してい
ます。全3硬度。
単品 1本 ¥300

PITTチャコール
カーボンブラックで作られた丸み
のあるチョーク型の成型木炭です。
全5硬度。
単品 1本 ¥300

PITTモノクローム
チャコールセット（缶入）
PITTモノクロームシリーズを
使いやすいセットにしました。
￥6,750

表示価格は税抜きとなります。
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PITTモノクロームシリーズを使用したドローイング・テクニック

用途に応じてコンプレスタイプとナチュラルの2種類からお選びいただけます。伝統的
な描画材ですが耐光性に大変優れています。

(A)ピットチャコールとピット鉛筆コ
ンプレストタイプ

ピットチャコールは、色素を加えて強化した
木炭をチョークの形にしたものです。深みの
ある黒で、指でこすると色が均一にのびます。
やや柔らかめなため、大きな表面に描くのに
適しています。ピットチャコール鉛筆はやや
固めなため輪郭やデッサン画に適します。

(D)ピットナチュラルチャコール鉛筆
軽く指でこすると、グレーの色合いが出せます。

(B)筆を使う
色素濃度が高いので、パラフィンオイル（ベ
ビーオイルやサラダオイルでも可）と絵筆を
用いると鮮やかな色合いが出ます。

(E)修正法
ピットナチュラルチャコール鉛筆の色の性質
は常に一定な為、簡単に修正することができ
ます。色を固定するためには定着加工する
必要があります。

(C)グラデーション
ピットチャコールは鮮やかな色彩です。濃い
黒から薄いグレーまでバリエーション豊かな
グラデーションをお楽しみいただけます。

(F)グラデ―ション
ピットナチュラルチャコール鉛筆は薄めの
色合いです。グラデーションの明るい色合い
は美しいブルーグレーです。

＜定着剤の使用について＞
木炭画は非常に消えやすいため、定着剤（フィキサチーフ）の併用をおすすめ致します。!
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PITTモノクローム グラファイト
PITTモノクローム グラファイトシリーズは全て
のクリエイティブアーティストのために多様な
硬度を揃えており、スケッチ、グラフィック、平面
描画に最適です。

「ファーバーの緑色の鉛筆」と呼ばれゴッホや
ゲーテにも親しまれていた鉛筆は今日まで変わ
ることなく世界中で愛されています。特に全16硬
度の「カステル9000番鉛筆シリーズ」は、鉛筆の
基礎を築いたファーバーカステルの代表作です。

それぞれの硬度を駆使すれば、繊細な線を引い
たりニュアンスのある陰影をつけることも思いの
まま。アーティストやデザイナー等プロの方々の
可能性を広げます。

カステル9000番鉛筆
紙面へののりの良さ、描き味のなめらかさ、均一な
品質が長年にわたり支持されている木軸鉛筆です。
全16硬度。
6H-2B: 2.0mm径
3B-8B: 2.8mm径
単品　1本 ￥150

カステル9000番ジャンボ鉛筆
ジャンボサイズでより多彩な表現が可能です。
スケッチ、デザイン、製図、グラフィックに最適な
全5硬度での展開。
8B-HB: 5.25mm径
単品　1本 ￥300

カステル9000番アートセット
アート制作用に使用頻度の高い
硬度を揃えたセットです。
8B-2H各1本　計12本入り
￥2,000

カステル9000番デザインセット
デザイン用に使用頻度の高い
硬度を揃えたセットです。
5B-5H各1本　計12本入り
￥2,000

グラファイト鉛筆
全体が芯の鉛筆。人物や風景描画に最適です。
全4硬度（HB, 3B, 6B, 9B）。
単品　1本 ￥450

PITTモノクローム グラファイトセット（缶入）
クラシックな色調のデッサン
用品シリーズを使いやすい
セットにしました。
￥8,000

表示価格は税抜きとなります。
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PITTモノクロームシリーズを使用したドローイング・テクニック

黒鉛と粘土の細かな粉を合わせたものがグラファイトです。
鉛筆タイプは細かい線画や細部を描くのに適しています。（下記(A)を参照）
太い芯のグラファイトクレヨンはコントラストをつけて表現力を出すのに適しています。
（(B)を参照）これらを組み合わせたり、また異なった硬度を組み合わせて（(C)を参照）
ご利用ください。

(A) (B)

(G)筆を使う
大きな表面にはグラファイトクレヨン
が最適です。色彩濃度を高めたい
場合は、パラフィンオイル（ベビー
オイルやサラダオイルでも可）と
絵筆を用いてください。

(F)薄い色彩
鉛筆を平たく寝かせながら、あまり
圧力をかけずに描くと均等な色合
いが作り出せます。

(E)ハッチング
異なった角度で線を重ねて描くこ
とで均一に色を伸ばせます。硬度、
筆圧を変えると柔らかなライト
グレーから濃厚なブラックまで
様々な色合いを出せます。

(H)フロタージュ技法
子ども達にも親しまれている技法
です。グラファイトシリーズはこの
技法に適しています。（紙の下に置
いた物の形が浮き上がります。）
特にクレヨンを使うとフロタージュ
技法の多様性を最大に楽しんでい
ただけます。

(C) (D)線画と平面画
着色や線を描く時に圧力を調整し
たり、角度に変化をつけると様々な
ニュアンスが表現出来ます。
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Illustration: Brigitte Doege-Schellinger

PITTモノクローム水彩グラファイト
色鉛筆でおなじみの水彩機能が、グラファイトに
加わりました。クラシカルな表現に、さらに水彩
画のニュアンスを与えることが出来ます。

オイルベースやアクリルベースの画材等との組み
合わせもしやすく、今までにない新しい表現が
可能になります。
水溶性のため描きあとが残りにくく、水彩画の
ラフスケッチなどにもお使い頂けます。

 6B  8B 4B HB  2B

水彩グラファイト鉛筆
アーティスト向け水溶性のグラファイト鉛筆。
水彩画のような表現が楽しめます。
全5硬度(HB, 2B, 4B, 6B, 8B)。
単品　1本 ￥250

水彩グラファイト鉛筆 5硬度入りブリスターセット
5硬度揃ったブリスターセット。
専用筆が付属されています。
￥1,500

表示価格は税抜きとなります。
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PITTモノクローム水彩グラファイト鉛筆を使用したドローイング・テクニック

様々な硬度のPITTモノクローム水彩グラファイト鉛筆を用いて、明暗のコントラストをはっき
りと生み出すことができます。
描いたエリアを水を含ませた筆で触れて、グレーの色合いと濃淡を思いのままに調整可能。

(A)水を加えてハイライト表現
はっきりと描かれた線でも、水としっかりと
溶け合うため水彩画のような効果を演出で
きます。柔らかく、グレイの色合いも絶妙に変化
します。

その他のヒント
■描いた線は水に非常に溶けやすいので、シルクペインティングにも最適。
■水分を加える際に、筆だけでなくスポンジなど様々な素材で試してみましょう。
■より繊細な演出として、紙やすりで芯を削り、湿らせた筆で色を取るのもおすすめです。
■鉛筆を削る際には、アート用鉛筆シャープナーをご利用ください。

(B)湿った紙に描く
水で湿らせた紙の上に鉛筆を走らせると芯が
溶け出し、面白い効果が得られます。

使用例ムービーを
ご覧いただけます。
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異なる画材の組み合わせでより奥深い表現を。ミックスメディアアイテム
アーティストはそれぞれ、自身が愛用する画材や技法を持っているものです。アイテムはひとつに縛ら
れることなく、多岐に渡ることもしばしば。作品に他にない効果を与え、制作活動をより自由にする、
複数のアイテムをミックスさせた一品。
様々な技法を1つの作品に使用すれば、作品に奥行きが生まれます。
これからスケッチを始めたいという方へのプレゼントにも最適です。

アルブレヒトデューラー水彩色鉛筆
ミックスメディアスターターセット
プロアーティスト向け色鉛筆アルブレヒト・
デューラーとPITTアーティストペンの
スターターセット。
下絵用のPITTアーティストペンと色づけ用
色鉛筆のセット。
￥4,000

ポリクロモス鉛筆
ミックスメディアスターターセット
プロアーティスト向け色鉛筆ポリクロモ
スとカステル9000番鉛筆のスターター
セット。
下絵用の鉛筆と色づけ用色鉛筆のセット。
￥4,000

使用例ムービーを
ご覧いただけます。

使用例ムービーを
ご覧いただけます。

表示価格は税抜きとなります。
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手軽にお楽しみ頂ける本格的なクオリティ。アートの道を歩み始めた方にお勧めで、
クリエイティブなホビーアートを可能にする多様性のある製品が揃っています。

クリエイティブスタジオ

アートグリップ水彩色鉛筆　
手軽に本格派の水彩色をお楽しみいただけます。
鮮やかな発色、水彩化しやすい芯、柔らかな色合い
でありながらしっかりとした強度を誇ります。人間
工学に基づき考案された三角形のボディに特許取得
済みのソフトグリップつき。
12色入り　　￥2,400
24色入り　　￥4,800
36色入り　　￥7,200

CREATIVE STUDIOソフトパステル　
ソフトパステルは大変鮮やかな発色と柔らかな
色合いで、簡単に混ぜたり色を落としたりできるの
が特徴です。絵画を趣味として楽しみたい方、また
学校の美術授業にもお勧めです。作品の保存には
定着剤のご使用をお勧めします。
24色入り ￥1,600
46色（48本）入り ￥3,200
70色（72本）入り ￥4,800
※単品（1本）でのお取り扱いはございません。

CREATIVE STUDIOオイルパステル　
色素が濃いため、 抜群のカバー力と鮮やかな発色
を誇ります。スグラフィート、蝋画法、スクレイピング
技法他、どんな混合技法にもお使いいただけます。
また、カラーペーパーやキャンバス、木製の表面、
粘土にも描けます。
12色入り　　￥720
24色入り　　￥1,440
36色入り　　￥2,160
※単品（1本）でのお取り扱いはございません。

アートグリップ油性色鉛筆　
防水加工済みの色落ちしにくい芯なので、鮮やかな
色が長持ちします。人間工学に基づき考案された
三角形のボディに特許取得済みのソフトグリップ
つき。
12色入り　　￥2,400
24色入り　　￥4,800
36色入り　　￥7,200
※単品（1本）でのお取り扱いはございません。

表示価格は税抜きとなります。
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ファーバーカステルが展開するのは、「描く」ためのツールだけではありません。
アートの表現の幅をより深く、広くするアクセサリー類もご用意しています。

豊かなアートワークを生むためのアクセサリー

クリック＆ゴー ウォーターカップ グリーン
収納時にかさばらず、持ち運びにも便利な折りたたみ
型の水入れ。
筆の転がりを防ぐウェーブ型構造。
￥500

練り消しゴム（アート用）
パステルやチャコールの使用量が多すぎた場合は、
練り消しゴムでの修正が可能です。（狭い範囲に限る）
￥350

カステル9000番イレーサー
ダストフリーで消しくずが出にくい
イレーサー。
￥150

プラスチックイレーサー
緑紙スリーブ
安心・安全の
PVCフリーイレーサー。
￥130

ダストフリーイレーサー ホワイト
消しカスがまとまり、捨てやすい
ダストフリーイレーサー。
￥130

ペン型イレーサー
ピンポイントで狙って消すなど、細かい修正に活躍。
ペン型イレーサー 鉛筆・インク両用
ペン型イレーサー インク用ハケ付
各￥300

2穴メタルシャープナー
色鉛筆用8.3mmと黒芯鉛筆用8.2mmの2穴式。
￥300

製図用ブラシ
柔らかいクリーム色の山羊毛を3列に配毛した、
木製柄のブラシ。
￥1,000

使用例ムービーを
ご覧いただけます。

表示価格は税抜きとなります。
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