
定番

製品名 色 JPY

濃・薄 48,000

光沢濃・光沢薄 

デスクペン 黒溜・赤溜・黒呂色

ピッコロ（金属ネジ） （在庫売り切り） 朱・黒呂色

ロング/　ポータブル/　ピッコロ　/ネオスタンダード 黒溜・赤溜・碧溜・鴇溜・緑溜・朱・黒呂色・桔梗

デスクペン 碧溜・鴇溜・緑溜・朱・桔梗

ロング/　ポータブル/　ピッコロ
ネオスタンダード/　デスクペン

朱塗放し・洗い朱・菖蒲・緑・黒ヘアライン 84,000

十角(ST) 黒溜・赤溜・碧溜・鴇溜・緑溜 90,000

十角(TW) 黒溜・赤溜・碧溜・鴇溜・緑溜 102,000

太軸

製品名 色 JPY

黒溜・赤溜・碧溜・鴇溜・緑溜・朱・黒呂色・桔梗 94,000

朱塗放し・洗い朱・菖蒲・緑・黒ヘアライン 101,000

黒溜・赤溜・碧溜・鴇溜・緑溜・朱・黒呂色・桔梗 102,000

朱塗放し・洗い朱・菖蒲・緑・黒ヘアライン 110,000

黒溜・赤溜・碧溜・鴇溜・緑溜 150,000

黒石目・緑石目・桔梗石目・黒溜石目・赤溜石目・碧溜石目

黒溜・赤溜・碧溜・鴇溜・緑溜

黒石目・緑石目・桔梗石目・黒溜石目・赤溜石目・碧溜石目 220,000

背鰭 ・ ver.1 250,000

背鰭 ・ ver.2 270,000

特注 ＊高級桐箱対象は31万円以上になります。

JPY

スケルトン 曙塗り 100,000

蒔絵 蓮（はす）ロータスフラワー

その他 時代塗り

夜香蒔絵 "萩Ⅱ"（オリーブ溜）/ 月見猫（赤溜）

その他 根来風（布着せ本堅地仕上げ・碧溜/洗い朱/赤布地）

炭粉仕上げ ロング/　ポータブル/　ピッコロ/　ネオスタンダード/　デスクペン

石目乾漆 黒石目/ 緑石目/ 桔梗石目/ 黒溜石目/ 赤溜石目/ 碧溜石目

蒔絵 竹（時代塗り）/ 葡萄（時代塗り）

夜香蒔絵 パルメット（碧溜・グリップ金粉蒔き）

その他 フェルナンブコ

炭粉仕上げ 十角（ST） 136,000

その他
和笛・篳篥（シガーピッコロベース　黒/赤）/ 龍笛（デスクペンベース　黒/黒）/ 西
陣カーボン（紗綾/杉綾）

138,000

蒔絵 金魚III/ 竹（銀）/ 勿忘草（わすれなぐさ）/ パルメット唐草文様

沈金 宝相華　（沈黒1/ 沈黒2/ 沈プラチナ3）

炭粉仕上げ 十角（TW） 146,000

蒔絵 クローバー唐草

螺鈿 天の川

溜透かし塗り 鳥獣戯画

石目乾漆 桔梗石目（糸巻）

沈金 宝相華　（沈プラチナ1/ 沈プラチナ2）

その他 白金錫布目（総布着せ）/ 青海波塗り

蒔絵 ファイアー・パターン

螺鈿 青薔薇/ 木槿（むくげ）

夜香蒔絵 萩I（黒溜）

沈金 宝相華　（沈金1）

その他 小太刀　銀糸巻

蒔絵 朱地白薔薇（ばら）/ ポリネシアの空/ 桜（銀）/ 座龍II

炭粉仕上げ パルメット/金箍十角

夜香蒔絵 フクロウの森　（緑/ 朱合）/ 蝙蝠(黒溜）/ 猫尽くし(白檀塗・緑）/ 秋津洲（白檀塗）

石目乾漆 錫石目（銀/ 青/ 赤/ 緑）

沈金 パルメット（色沈金1/ 色沈金2/ 色沈金３）

スケルトン 蜘蛛（ガレ風）/ 幻魚（ガレ風）

その他 籠網目（洗い朱/ 藍/ 若草色）/ 黄昏塗り

蒔絵 蟹/ もみじ

錫石目（銀・青・赤・緑）

ブライヤー（在庫売り切り）

17mm ・ロング/　17ｍｍ・ポータブル

両切り

背鰭 ・ ver.1

背鰭 ・ ver.2

製品名

180,000

66,000

180,000

78,000

170,000

190,000

110,000

120,000

126,000

132,000

144,000

160,000



スケルトン 鬼やんま（ガレ風）

蒔絵 鶴亀松竹梅/鈴蘭

螺鈿 満天（天の川）

溜透かし
羽根（赤溜）/ 般若心境/ 尾形光琳・白梅（赤溜）/ 昇龍II（赤溜）/ 昇龍I（赤溜）/
ヤンマII（碧溜）/ ヤンマI（赤溜）/ 猫I(赤溜)/ 狗子図（赤溜）/ 梟I(赤溜）/ 出目金
(赤溜透かし）/ 猫II(赤溜）

沈金 忍（沈黒１/ ２）

蒔絵 琉球紅型II/ さくらさくら

螺鈿 水魚

炭粉仕上げ 刀

溜透かし 鳥獣戯画　夫婦兎図/ 四神（玄武/ 白虎/ 朱雀/ 青龍）/ 中秋狐/ 昇龍III

夜香蒔絵 古代秋草/ へらじか（黒溜）

沈金 雪花紋（沈プラチナ）/忍（青・プラチナ2・緑・朱・紫）

溜透かし クサガメ/ 昇龍I（青溜)/ 白虎（菖蒲溜）

その他 黄昏透かし

蒔絵 蝶

溜透かし 九尾の狐/ 竹林（二層）

夜香蒔絵 鴉【与謝蕪村・鳶鴉図（とび・からすず）より】

石目乾漆 石目/ 螺鈿

スケルトン 座龍Ⅲ（エミール・ガレ風）

蒔絵 金魚II

炭粉仕上げ 宝柱

夜香蒔絵 葡萄とワイングラス

スケルトン 天蠍宮・さそり座

溜透かし イエスキリスト/ 丹頂鶴/ 出雲の勾玉

石目乾漆 和泉守兼定

蒔絵 藤II/ 藤III/ 桜と唐草模様

螺鈿 車蛍孫雪

炭粉仕上げ 髑髏

蒔絵 壬九龍図（陣容作）/ 紅葉に青の鳥/ 能面/ 妖Ⅳ 300,000

蒔絵
もみじII/ 源　為朝/ 法隆寺吽（うん）像/ 昇龍II・デスクペンバージョン/ 昇龍I（赤
溜銀暈し）

炭粉仕上げ 桜

溜透かし
吉祥紋・龍鳳凰紋/ 竹林・クリップ（赤溜・二層）/ 紅葉（赤溜・二層）/ 楼閣山水図
（黒地・二層）

夜香蒔絵 桜に蛙/ 野いちご

沈金
山葡萄に栗鼠（りす）I/ 山葡萄に栗鼠（りす）II/ アロワナ－龍魚－/ コッカースパ
ニエルドッグ/ 忍（沈黒）

蒔絵 木苺/ 月/ 月の砂漠

炭粉仕上げ 昇龍I（デスクペン・ネオスタンダード）

蒔絵 葦/ 宵桜/ 若竹 340,000

蒔絵 梟II 350,000

アクセサリー類

製品名 色・柄 JPY

インクボトル　60cc カーボンブラック/ 顔料ブルー 1,500

インクカートリッジ　10箱入り ブルーブラック/ ブラック 4,000

インクボトル　60cc ブルーブラック/ ブラック 1,200

コンバーター 金 800

コンバーター 銀 700

インククリーナーセット 1,200

油性インク・レフィール・ボール径0.8 mm ブラック 400

蒔絵入りコンバーター 桜/ 金魚/ 紅葉 3,000

蒔絵入りコンバーター 雪花紋 3,500

ペントレイ(石目螺鈿) 48,000

『鶴』(沈金/沈プラチナ) 162,000

『忍』(沈黒) 164,000

『牡丹』(色沈金) 180,000

『秋津島』（夜香蒔絵） 198,000

『龍』(溜透かし) 276,000

『葡萄に栗鼠』(沈金) 450,000

『桜』(蒔絵) 576,000

中屋商品ミニフォトブック 1,500

文鎮 『松』 72,000

矢立 84,000

名刺入れ

印籠風小物ケース

280,000

320,000

330,000

310,000

250,000

270,000

216,000

230,000

240,000

200,000

190,000



矢立ペンケース 『秋津島』（夜香蒔絵） 120,000

矢立 『象牙の筆付き』（蒔絵） 1,200,000

万年筆入れ　１本用 青地 2,000

万年筆入れ　西陣1本用 白・緑 3,000

万年筆入れ　西陣5本用 白・緑 10,000

万年筆入れ3本用 アトリエシムラ様制作モデル（正絹・銀鼠） 100,000

革製ペンケース 緑/ 赤 20,000

コレクションボックス 『宝相華』（3本×2段）/ 『宝相華』(沈金)/ 黒（7本×2段） 360,000

1本用 9,000

2本用 10,000

【Web限定】万年筆枕　1本用 黒溜 3,500

漆器磨き用クロス（マイクロファイバー） 2,000

黒 14,000

黒溜/ 赤溜 16,000

黒 16,000

黒溜/ 赤溜 18,000

メッキ全種 1,000

18金ホワイトーゴールド 45,000

廻り止め
猫/ 蛙/ 兎/ 流水に桜/ 龍/ 犬/ ピッコロ/ 蛇/ 金魚/ 虎/ 蜘蛛/ 小太刀/ 藤/ 海
亀/ 鯉/ 複葉機/ ティアラ/ 狐/ 九尾の狐/ 梅/ 馬と蹄鉄

20,000

廻り止め 飛行機 10,000

廻り止め パンダ 25,000

廻り止め 龍Ⅱ/ 王冠/ タコ/ 髑髏 30,000

廻り止め 海獣/ メリーゴーランド 50,000

加工、その他

製品名 色・柄 JPY

メッキ全種 5,000

染分け 10,000

特軟加工/ スタブ加工 15,000

10,000

メッキ全種 15,000

染分け 20,000

特軟加工 25,000

18,000

ミュージック 28,000

象嵌 12,000

名入れ 3,000

ペン先交換

ペン先

ペン先・ミュージック

万年筆掛け

デスクペンスタンド（1本挿し）

デスクペンスタンド（2本挿し）

クリップ


