
商品値上がり一覧表

商品名 定価 新定価 備考 商品名 定価 新定価 備考

小　青軸面相 ¥1,500 ¥1,800 月かげ ¥1,300 ¥1,500

中　青軸面相 ¥1,800 ¥2,000 月草 ¥600 ¥800

あきしの ¥1,800 ¥2,000 はつしも ¥1,700 ¥2,000

あさひ川 ¥2,800 ¥3,000 小　初霜 ¥2,000 ¥2,500

うき草 ¥1,800 ¥2,000 極品　初霜 ¥2,500 ¥3,000

二号　浮草 ¥2,000 ¥2,500 超品　初霜 ¥3,500 ¥4,000

うつせみ ¥1,500 ¥1,800 ひまわり ¥2,800 ¥3,000

和尚 ¥800 ¥1,000 風紋 ¥300 ¥400

和尚 ¥1,000 ¥1,300 ほととぎす ¥600 ¥800

春日野 ¥600 ¥800 松風 ¥600 ¥800

大　上三条 ¥1,200 ¥1,500 万城 ¥200 ¥300

小　玉狼行成 ¥1,300 ¥1,500 みくまの ¥600 ¥800

玉狼行成 ¥1,500 ¥1,800 南風 ¥2,500 ¥2,800

金紅花 ¥2,500 ¥3,500 前替不可 みなみかぜ ¥2,800 ¥3,000

金紅花 ¥4,000 ¥5,000 軸変更･前替不可 無量寿　白毛･茶毛 ¥3,000 ¥3,500

くさまくら ¥600 ¥800 一号　よしの川 ¥1,800 ¥2,000

くさまくら　白毛･茶毛 ¥1,000 ¥1,300 二号　よしの川 ¥2,500 ¥3,000

紅華 ¥2,000 ¥2,500 わかば ¥1,800 ¥2,000

紅華 ¥3,000 ¥3,500

古今 ¥1,500 ¥1,800 商品名 定価 新定価 備考

新　古今 ¥1,500 ¥1,800 あかし ¥2,000 ¥2,500

小　さくら ¥2,000 ¥2,500 前替不可 あかし ¥3,000 ¥4,000

中　さくら ¥2,300 ¥3,000 前替不可 紫陽花 ¥3,000 ¥3,500

大　さくら ¥2,700 ¥4,000 前替不可 華心 ¥2,000 ¥2,500

ささ舟 ¥1,000 ¥1,200 鼬毛　仮名条幅 ¥3,500 ¥4,000

ささ舟 ¥1,500 ¥2,000 栗下 ¥1,500 ¥1,800

山茶花 ¥1,800 ¥2,000 秋桜 ¥3,000 ¥3,500

砂紋 ¥400 ¥500 書涛 ¥2,500 ¥3,000

さわらび ¥1,800 ¥2,000 小　白狸毫 ¥5,000 ¥6,000

さわらび ¥2,300 ¥2,500 中　白狸毫 ¥7,000 ¥8,000

中　実用書筆 ¥1,500 ¥1,800 大　白狸毫 ¥10,000 ¥12,000

大　実用書筆 ¥1,800 ¥2,300 白狸毫 ¥13,000 ¥15,000

写経 ¥1,200 ¥1,500 別号　精選ミンク筆 ¥4,000 ¥5,000

写経 ¥1,700 ¥1,800 水蓮 ¥3,000 ¥4,000

秋雁 ¥500 ¥600 中楷乗 ¥500 ¥600

白玉 ¥2,000 ¥2,500 中楷乗 ¥600 ¥700

白狸 ¥2,500 ¥3,000 月草 ¥5,000 ¥6,000

小　新雪 ¥1,500 ¥2,000 軸変更 常磐 ¥2,500 ¥3,000

大　新雪 ¥1,800 ¥2,500 軸変更 一号　ほたる ¥3,500 ¥4,000

八号精選ミンク筆 ¥2,500 ¥3,000 二号　ゆうぎり ¥3,500 ¥4,000

七号精選ミンク筆 ¥3,000 ¥3,500 一号　ゆうぎり ¥4,000 ¥5,000

せせらぎ ¥1,800 ¥2,000 子軸なしに変更 夕桐 ¥5,000 ¥6,000

玉菊 ¥300 ¥400 冷泉 ¥3,000 ¥4,000

小 筆小 筆

中 筆
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商品値上がり一覧表

商品名 定価 新定価 備考 商品名 定価 新定価 備考

三号　鼬毛大楷 ¥7,000 ¥8,000 特小号　精選狼毫 ¥3,000 ¥4,000

三号短鋒　欧法筆 ¥10,000 ¥12,000 極小号　精選狼毫 ¥5,000 ¥6,000

三号　欧法筆 ¥12,000 ¥15,000 間号　精選狼毫 ¥7,000 ¥8,000

別製　欧法筆 ¥15,000 ¥18,000 小号　精選狼毫 ¥10,000 ¥12,000

二号　欧法筆 ¥20,000 ¥25,000 中号　精選狼毫 ¥12,000 ¥15,000

特号　欧法筆 ¥30,000 ¥40,000 大号　精選狼毫 ¥15,000 ¥18,000

特大号　欧法筆 ¥40,000 ¥50,000 特号　精選狼毫 ¥18,000 ¥20,000

開聞 ¥2,000 - 軸のみ変更 特大号　精選狼毫 ¥20,000 ¥25,000

小号　旭光 ¥3,000 ¥4,000 超品　精選狼毫 ¥10,000 ¥12,000

中号　旭光 ¥4,000 ¥5,000 超品　精選狼毫 ¥12,000 ¥15,000

大号　旭光 ¥5,000 ¥6,000 超品　精選狼毫 ¥20,000 ¥25,000

空之又空　ハラ毛 ¥1,500 ¥1,800 超品　精選狼毫 ¥35,000 ¥40,000

桂門　茶毛･白毛 ¥1,200 ¥1,300 小　清澄 ¥10,000 ¥12,000

中号　玄雲 ¥7,000 ¥8,000 中　清澄 ¥12,000 ¥13,000

見真 ¥3,000 ¥3,500 軸変更 清風 ¥1,200 ¥1,500

大　見真 ¥4,000 ¥5,000
軸変更

上品見真に名前変更
大　清風 ¥1,500 ¥2,000

別製　剛 ¥6,000 ¥7,000 赤鳳 ¥1,800 ¥2,500

香雲 ¥2,000 ¥2,500 瀬戸　棒･ﾀﾞﾙﾏ ¥800 ¥1,000

四号　枯樹 ¥9,000 - 曙ﾀﾞﾙﾏ軸に変更 千 ¥12,000 ¥13,000

三号　枯樹 ¥10,000 - 曙ﾀﾞﾙﾏ軸に変更 爽風 ¥1,200 ¥1,500

二号　枯樹 ¥12,000 - 曙ﾀﾞﾙﾏ軸に変更 大　爽風 ¥1,500 ¥2,000

嵯峨 ¥1,200 ¥1,500 大観三号 ¥3,000 ¥4,000

大　山月 ¥1,500 ¥2,000 小号　湛涯　ｼﾅ竹ﾀﾞﾙﾏ ¥4,000 ¥5,000 ｸﾘｱ軸に変更

三剛七羊 ¥600 ¥800 中号　湛涯 ¥6,000 ¥7,000

三剛七羊 ¥800 ¥1,000 大号兼白　湛涯 ¥10,000 ¥12,000

三剛七羊 ¥1,000 ¥1,500 暖心 ¥2,300 ¥3,000

習字　茶毛･白毛 ¥1,300 ¥1,500 短鋒 ¥1,000 ¥1,200

尚書 ¥6,000 ¥7,000 短鋒 ¥1,200 ¥1,500

小　慎風 ¥3,000 ¥4,000 短鋒写龍 ¥1,200 ¥1,500

四号　慎風 ¥4,000 ¥5,000 四号　長雲 ¥2,500 ¥3,000

三号　慎風 ¥5,000 ¥6,000 三号　長雲 ¥3,000 ¥4,000

瑞雲 ¥3,000 ¥3,500 彫琢三号 ¥3,000 ¥4,000

水流 ¥1,200 ¥1,500 褚氏 ¥1,000 ¥1,200

青雲 ¥2,000 ¥2,500 上品　褚氏 ¥2,000 ¥2,500

清雅 ¥400 ¥500 褚法 ¥4,000 ¥5,000

二号　静観 ¥7,000 ¥8,000 褚法 ¥6,000 ¥7,000

清光 ¥3,000 ¥4,000 軸変更 褚法 ¥8,000 ¥10,000

常磐 ¥6,000 ¥7,000

四号　虹 ¥2,500 ¥3,000

三号　虹 ¥3,000 ¥4,000

白苑 ¥1,000 ¥1,200

白梅 ¥1,500 ¥2,000

大 筆大 筆
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商品値上がり一覧表

商品名 定価 新定価 備考 商品名 定価 新定価 備考

白鳳 ¥1,800 ¥2,500 小号　天 ¥4,500 ¥6,000

別製　百 ¥10,000 ¥12,000 中号　天 ¥7,000 ¥8,000

百 ¥12,000 ¥13,000 大号　天 ¥9,000 ¥10,000

風信 ¥5,000 ¥6,000 特大号　天 ¥12,000 ¥15,000

福 ¥5,000 ¥6,000 杜門 ¥6,000 ¥8,000

墨童 ¥2,000 ¥2,500 妙高 ¥2,500 ¥3,000

墨香 ¥1,800 ¥2,500

小　誠 ¥1,200 ¥1,500 商品名 定価 新定価 備考

中　誠 ¥1,300 ¥1,800 小小　高級　隈取 ¥500 ¥700

山晴 ¥800 ¥1,000 小　高級　隈取 ¥700 ¥800

蘭亭 ¥3,000 ¥4,000 大　高級　隈取 ¥1,200 ¥1,300

小号　龍光　ｼﾅ竹ﾀﾞﾙﾏ ¥3,500 ¥5,000 上品　小　彩色 ¥700 ¥900

中号　龍光　ｼﾅ竹ﾀﾞﾙﾏ ¥5,000 ¥7,000 上品　中　彩色 ¥800 ¥1,000

大号　龍光　ｼﾅ竹ﾀﾞﾙﾏ ¥8,000 ¥10,000 絵手紙用筆 ¥1,500 ¥2,000

凛厳 ¥3,500 ¥4,000

小　凛厳 ¥3,500 ¥4,000 商品名 定価 新定価 備考

短　凛厳 ¥3,500 ¥4,000 五号　洗心 ¥1,500 ¥2,500

別製　錬 ¥8,000 ¥10,000 六号　洗心 ¥2,000 ¥3,000

錬 ¥10,000 ¥12,000 七号　洗心 ¥2,500 ¥3,500

八号　洗心 ¥3,500 ¥4,000

商品名 定価 新定価 備考 短鋒　洗心 ¥2,000 ¥2,500

小　海 ¥2,000 ¥3,000 銅紋　茶毛･白毛 ¥3,000 ¥4,000

海 ¥2,500 ¥3,500 銀紋　茶毛･白毛 ¥4,000 ¥5,000

鶴雲 ¥6,000 ¥7,000 墨紋　茶毛･白毛 ¥2,500 ¥3,500

楽琴書 ¥5,000 ¥6,000 小　山陽 ¥2,000 ¥3,000

仮名一条 ¥2,000 ¥2,500 中　山陽 ¥2,500 ¥3,500

極品九華 ¥5,000 ¥6,000 大　山陽 ¥3,000 ¥4,000

湖舟 ¥2,300 ¥3,000 吐魂　茶毛･白毛 ¥1,500 ¥2,000

古法 ¥2,000 ¥2,500 吐魂　茶毛･白毛 ¥1,800 ¥2,500

古法 ¥3,000 ¥3,500 吐魂　茶毛･白毛 ¥2,000 ¥3,000

古法 ¥3,500 ¥4,000 クリア軸に変更 ときわ筆 ¥2,000 ¥2,500

古法 ¥6,000 ¥7,000

古法 ¥8,000 ¥10,000

小　山月 ¥2,000 ¥3,000

山月 ¥3,000 ¥4,000 クリア軸に変更

山月 ¥6,000 ¥7,000

白亀 ¥8,000 ¥12,000

大画 ¥2,500 ¥3,000

妙 ¥2,000 ¥3,000

地 ¥3,500 ¥4,000 クリア軸に変更

羊　毛　大　筆

羊　毛　大　筆大 筆

画　　筆

書　初　め　筆
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廃番商品一覧表

商品名 定価 商品名 定価 商品名 定価

青山 ¥2,000 ひまわり ¥4,500 小　白牙 ¥3,000

大　青軸面相 ¥2,200 白蘭 ¥2,000 中　白牙 ¥4,000

あさひ川 ¥4,500 牡丹 ¥1,300 大　白牙 ¥5,000

いろどり ¥1,500 摩耶 ¥1,000 二号　ほたる ¥1,800

浮草 ¥3,000 摩耶 ¥1,500 三号　ほたる ¥5,000

歌切 ¥2,000 紫式部 ¥1,500 四号　ほたる ¥6,000

開真 ¥3,000 一号　紅葉 ¥2,300 ほととぎす ¥2,500

快雪 ¥2,000 二号　紅葉 ¥3,000 リス大楷 ¥1,500

華昌 ¥2,000 もみじ葉 ¥1,500 リス中楷 ¥1,500

上三条 ¥1,000 蓬生(ｵﾛﾝﾋﾟｰ）面相型 ¥1,500 小　柳水 ¥3,500

玉蘭 ¥3,500 和上小楷 ¥2,000 中　柳水 ¥4,000

大　玉狼行成 ¥2,000 和上中楷 ¥2,500 大　柳水 ¥4,500

玉狼小楷 ¥2,200 良寛 ¥2,500

金紅花 ¥3,500 商品名 定価

金紅花 ¥5,000 あかし ¥5,000 商品名 定価

桂花 ¥2,300 あかね ¥5,000 栄賀 ¥4,000

西行 ¥1,800 あきはぎ ¥3,000 学生山月 ¥1,000

大　山茶花 ¥2,000 超長鋒　鼬毫 ¥2,000 九法筆　茶 ¥5,000

短鋒　さらしな ¥2,000 鼬長峰　鼬毫 ¥3,500 小号　旭水 ¥3,000

特大　さらしな ¥2,500 三号短鋒鼬毫　欧法筆 ¥4,000 中号　旭水 ¥4,000

更級 ¥2,800 かおり ¥5,000 大号　旭水 ¥5,000

小　実用書筆 ¥1,300 兼剛　仮名条幅 ¥3,000 小　玉雪 ¥2,500

特大　実用書筆 ¥2,000 羊狸毫　仮名条幅 ¥3,000 玉雪 ¥3,000

写経 ¥1,500 羊狼毫　仮名条幅 ¥5,000 見真 ¥800

写経 ¥2,800 大号兼毫　仮名条幅 ¥8,000 謙慎 ¥1,300

寿光 ¥3,000 小号　恵風 ¥3,000 五号　兼白 ¥6,000

寿無涯　竹軸･曙軸 ¥3,000 中号　恵風 ¥4,000 四号　兼白 ¥8,000

極品大　白玉 ¥5,000 大号　恵風 ¥5,000 三号　兼白 ¥10,000

真如 ¥1,000 鼬毛　懸解 ¥6,000 二号　兼白 ¥15,000

せいちく ¥1,200 中　古松 ¥3,000 別製　玄武 ¥2,000

せいちく ¥1,500 寿如来 ¥3,500 玄武 ¥5,000

せいちく ¥2,000 純化 ¥7,000 玄武 ¥7,000

せいちく ¥3,000 白狸毛　松月 ¥3,000 興雲 ¥4,000

聖筆 ¥800 別製　白狸毫 ¥3,000 江煙 ¥5,000

たまゆら　 ¥2,500 特大号　白狸毫 ¥12,000 高貞 ¥4,000

たまゆら　 ¥3,000 極品特大　翠山 ¥12,000 特製小号　豪放 ¥7,000

つくし ¥1,500 中楷乗 ¥400 特製中号　豪放 ¥9,000

にしき ¥4,000 中楷乗 ¥1,000 特製大号　豪放 ¥12,000

野菊 ¥800 露くさ ¥3,000 中　故心 ¥2,000

一号　はしひめ ¥2,000 露くさ ¥6,000 彩夢　棒軸 ¥1,500

二号　はしひめ ¥2,500 兼白　洞門 ¥2,500 嵯峨　棒軸 ¥1,300

極品　大　初霜 ¥2,800 兼白　長鋒　洞門 ¥2,500 山月 ¥1,200

特大　初霜 ¥4,000 常磐 ¥5,000 中　山月 ¥1,300

小　筆 小　筆 中　筆

中　筆

大　筆
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廃番商品一覧表

商品名 定価 商品名 定価

三美 ¥800 睦月 ¥2,500

紫雲 ¥1,000 養心 ¥2,000

紫雲 ¥4,000 小　蘭亭 ¥2,500

写龍 ¥3,500 小号　龍光　ウグイス軸 ¥3,500

柊門 ¥1,300 中号　龍光　ウグイス軸 ¥5,000

駿東 ¥3,000 大号　龍光　ウグイス軸 ¥8,000

小　尚書 ¥5,000 流水 ¥5,000

六号　書群 ¥1,200 輪島 ¥1,200

五号　書群 ¥1,800

四号　書群 ¥2,000 商品名 定価

三号　書群 ¥2,300 永寿 ¥5,000

上品　心興 ¥1,500 和尚 ¥6,000

上品大　心興 ¥2,000 極品九華 ¥8,000

清雅 ¥1,800 山月 ¥5,000

空　半ﾀﾞﾙﾏ･茶軸ﾀﾞﾙﾏ ¥1,300 中号　舟門 ¥5,000

空之又空　白毛 ¥1,500 達心志 ¥3,500

小号　湛涯　棒軸 ¥4,000 短鋒　白心 ¥3,000

別製短鋒　湛涯 ¥7,000 白心 ¥5,000

中短鋒　湛涯 ¥12,000 芳心 ¥3,500

中鋒　湛涯 ¥15,000 芳心 ¥5,000

中長鋒　湛涯 ¥20,000

別製　短鋒 ¥1,200 商品名 定価

彫琢三号 ¥2,000 小鼬毛　長流 ¥4,000

彫琢二号 ¥5,000 中鼬毛　長流 ¥6,000

短鋒百華 ¥3,000 大鼬毛　長流 ¥8,000

長鋒百華 ¥3,500 コリンスキー特大　長流 ¥15,000

褚法 ¥2,000 絵手紙用筆 ¥2,000

滴心 ¥800 特製小　削用 ¥2,000

三号　白露 ¥5,000 特製中　削用 ¥2,500

白狼大楷 ¥4,000 特製大　削用 ¥3,000

三号　白光 ¥2,500

二号　白光 ¥3,000

久山 ¥1,200

百華 ¥1,800

墨客愛玩 ¥12,000

中号　墨客清玩 ¥7,000

五号　妙剛 ¥3,500

四号　妙剛 ¥4,000

三号　妙剛 ¥5,000

羊　毛　大　筆

画　筆

大　筆 大　筆
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