
No オーバーレイ バンプ イメージペイントとド

ロー
色 ベヘル テクスチャ

Non-realistic 3D

Shaders
マテリアル モフォロジー

1
アルファモノクローム・ひ

び割れ

HSL・バンプ・アル

ファ
OilPlainting CMYの微調整 サングラス インクの染み アルミニウム ３Dウッド

Contouning

Discrete

2アルファ乱流 アルミホイル アルファ彫刻
CMYをシュミ

レート
ジグソーピース オーガニック アルミニウムエンボス ３Dマーブル

Contouning

Table

3クロスノイズ エンボスレザー アルファ彫刻B Color Blindness ステンドグラス グワッシュ エンボスシェーダー ３D真珠貝 クロススムーズ

4クロスノイズB キャンパスバンプ アルファ描画・液体
Quadritone

Fantasy
スマートゼリー ジャム・スプレッド クローム

エナメルジュエ

リー
ブラックホール

5ゴム印
キャンパスバンプ・ア

ルファ

イメージドローイン

グ・基本
RGBの微調整 つや消しベヘル シルクカーペット クロームエンボス トカゲの皮

ポスタライズぼか

し

6シルエット・マーブル
キャンパスバンプ・つ

や消し
エレクトライズ カラーシフト ネオン

しわしわのプラス

ティック
コミック はがす 外は涼しく

7スイスチーズ しっくい
クロスノイズ・ポス

ター
カラー化 ブルーム ひび割れたガラス コミック・クリーム ヒョウ柄 外輪線

8スコットランド しっくい・色付き
クロスノイズ・ポス

ターB
グレースケール プレスした銅 フェルト

コミック・クリームド

ラフト
割れた溶岩 中は暖かく

9スペックル しわしわのニス クロス彫刻 ソフトカラー ボタン むしばみ コミック・フェード 金の跳ね飛ばし ぼかし

10ゼブラ ゼリーバンプ ネオンドロー ソラライズ リッジ枠 ラフとつや シャープデコ 金の塗りつけ エッジをきれいに

11タータン ダークエンボス ポイント彫刻
チャネルに色塗

り
拡散光 ラフペーパー シャープメタル 金属塗装 クロスぼかし

12タータン・スマート バンプ
ポスター・カラーファ

ン
チャネルに着色 輝く金属 ワックスプリント ディープクローム 軟らかい金属 はかなさ

13デュオトーン・乱流 バンプ彫刻 ポスター・ドロー チャネルの抽出 光る金属 吸い取り紙 ディープメタル 虹色の蜜ろう ぴんぼけ

14虎の毛皮 プラステイシン ポスター・ペイント デュオクローム 脂肪油 樹皮 ブラシ画 腐食した金属 ぼかし

15ノイズフィル プラステイファイ ポスター・ラフ トライクローム 盛り上げた枠 水彩画 ミルクガラス はみ出し ぼかし二倍

16ピープル ベルベットバンプ ポスタライズ・基本 ブリリャンス 鋳金 水墨画 屈折するガラス Snow Crest 羽毛

17ブルーチーズ ラフなキャンパス画 マーブルインク 蛍光 電子顕微鏡 石壁 曇りガラス インクのにじみ 幻影

18ポスター・乱流 ワックスバンプ リキッド描画 黒い光
濃い色のプラス

チック
淡い虹 磨いた金属 したたり

19ライトレイザー・ひび割れ 亜麻生地のキャンパス リトグラフ 照明 半透明 破裂 輪郭エンボス チューインガム

20雲 基本拡散バンプ 鉛筆 色成分の伝達 反射光 溶けた虹 塗りつぶしと透明化 炎

21液体 基本二光源バンプ 古はがき 色相を白へ 複合照明 歪んだ虹 シルエット 変形

22快楽の園 基本反射バンプ 光の輪郭
白か黒へフェー

ド
溶けたゼリー Pixel Tools チャネルの透明化

チョークとスポン

ジ

23謝肉祭 厚いアクリル 青写真 反転
溶けたゼリー・つ

や消し
ピクセル化 ブレンド ピクセル塗りつけ

24色可変な乱流 厚塗り 多色石板 補色とブレンド 溶けた金属 光と影
ポスタライズライトレ

イザー
フェルトフェザー

25震える液体 紙バンプ 多色石板・代替
明度コントラス

ト
散乱 Dark and Glow モノクロ透明 ラッピング

26霜 畳み込みバンプ 描画 リッジ エアスプレー インセット ライトイレイザー ラフ

27増殖細胞 凸版印刷 イメージエフェクト つや消しリッジ キューブ 影を落とす 彩度マップ ラフと拡張

28透明化キャンパス 泡上バンプ エッジ検出 ドラジェ 点描画法 切り抜き発行 透明部分の追い出し 渦

29透明化ドット 泡上バンプ・アルファ シャープ 金属のリッジ 葉っぱ 内と外 背景の塗りつぶし 内側をラフに

30透明化ラフ 泡上バンプ・つや消し シャープ（もっと）
屈折するジェル

A
浮上 不透明度 波紋

31透明化塗り付け
ソフトフォーカスレン

ズ

屈折するジェル

B
破れたエッジ

32液状タータン フィルム粒子 光る泡

33油膜 劣化 薄い皮膜

34有刺鉄線 AIOEO1234
AIOEO1234
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