
価格表 　2019年10月 清晨堂
※青字は税込価格（10%）となります。
【線描筆】 【面相筆】 【彩色筆】

　天然則妙 　狼狸面相 　彩色筆
　　　　特大 ¥6,000 ¥6,600 　　　　別大 ¥2,000 ¥2,200 　　　０号 ¥650 ¥715
　　　　別大 ¥4,700 ¥5,170 　　　　大 ¥1,600 ¥1,760 　　　１号 ¥700 ¥770
　　　　大 ¥3,000 ¥3,300 　　　　中 ¥1,250 ¥1,375 　　　２号 ¥800 ¥880
　　　　別中 ¥2,400 ¥2,640 　　　　小 ¥1,080 ¥1,188 　　　３号 ¥900 ¥990
　　　　中 ¥1,800 ¥1,980 　　　　別小 ¥960 ¥1,056 　　　４号 ¥980 ¥1,078
　　　　小 ¥1,200 ¥1,320 　胡蝶（得寿） 　　　５号 ¥1,300 ¥1,430
　削用 　　　　別大（特大） ¥2,500 ¥2,750 　　　６号 ¥1,700 ¥1,870
　　　　特大 ¥7,800 ¥8,580 　　　　大 ¥1,500 ¥1,650 　　　７号 ¥2,200 ¥2,420
　　　　別大 ¥4,700 ¥5,170 　　　　中 ¥1,300 ¥1,430 　　　８号 ¥3,000 ¥3,300
　　　　大 ¥3,400 ¥3,740 　　　　小 ¥1,100 ¥1,210 　　　９号 ¥3,600 ¥3,960
　　　　中 ¥3,000 ¥3,300 コリンスキー毛描 　　　１０号 ¥4,900 ¥5,390
　　　　小 ¥2,500 ¥2,750 　　　　大 ¥2,300 ¥2,530 　長穂彩色筆
　　　　別小 ¥2,300 ¥2,530 　　　　中 ¥1,800 ¥1,980 　　　　別大 ¥3,400 ¥3,740
　快 　　　　小 ¥1,300 ¥1,430 　　　　大 ¥2,700 ¥2,970
　　　　大 ¥3,700 ¥4,070 　　　別小 ¥1,100 ¥1,210 　　　　中 ¥2,300 ¥2,530
　　　　中 ¥2,800 ¥3,080 　極品面相 　　　　小 ¥1,900 ¥2,090
　　　　小 ¥2,300 ¥2,530 　　　　大 ¥1,900 ¥2,090 　夏毛彩色筆
　　　　別小 ¥2,000 ¥2,200 　　　　中 ¥1,400 ¥1,540 　　　　別大 ¥3,400 ¥3,740
　応手 　　　　小 ¥1,100 ¥1,210 　　　　大 ¥2,300 ¥2,530
　　　　特大 ¥4,500 ¥4,950 　長穂鼬毛面相 　　　　中 ¥1,900 ¥2,090
　　　　大 ¥2,800 ¥3,080 　　　　大 ¥1,900 ¥2,090 　　　　小 ¥1,600 ¥1,760
　　　　中 ¥2,500 ¥2,750 　　　　中 ¥1,400 ¥1,540
　　　　小 ¥2,100 ¥2,310 　　　　小 ¥1,100 ¥1,210 　隈取筆
　かすみ 　長穂白狸面相 　　　　特大 ¥4,000 ¥4,400
　　　　大 ¥2,200 ¥2,420 　　　　大 ¥1,900 ¥2,090 　　　　別大 ¥3,200 ¥3,520
　　　　中 ¥1,800 ¥1,980 　　　　中 ¥1,400 ¥1,540 　　　　大 ¥2,400 ¥2,640
　　　　小 ¥1,400 ¥1,540 　　　　小 ¥1,100 ¥1,210 　　　　中 ¥1,600 ¥1,760
　白毫 　短穂白狸面相 　　　　小 ¥1,300 ¥1,430
　　　　大 ¥2,400 ¥2,640 　　　　大 ¥2,300 ¥2,530
　　　　中 ¥2,000 ¥2,200 　　　　中 ¥1,800 ¥1,980 【蒔絵筆】
　　　　小 ¥1,700 ¥1,870 　　　　小 ¥1,400 ¥1,540
　羅針 　長穂狸毛面相 　蒔絵筆（白玉）
　　　　大 ¥3,700 ¥4,070 　　　　大 ¥1,800 ¥1,980 　　　　大 ¥1,600 ¥1,760
　　　　中 ¥3,200 ¥3,520 　　　　中 ¥1,300 ¥1,430 　　　　中 ¥1,300 ¥1,430
　　　　小 ¥2,700 ¥2,970 　　　　小 ¥1,000 ¥1,100 　　　　小 ¥1,100 ¥1,210
　特製則妙 　竜爪 　狼毛蒔絵筆
　　　　別大 ¥7,000 ¥7,700 　　　大 ¥1,500 ¥1,650 　　　　大 ¥1,400 ¥1,540
　　　　大 ¥4,200 ¥4,620 　白玉面相 　　　　中 ¥1,200 ¥1,320
　　　　別中 ¥3,400 ¥3,740 　　　　大 ¥1,500 ¥1,650 　　　　小 ¥1,000 ¥1,100
　　　　中 ¥2,600 ¥2,860 　　　　中 ¥1,200 ¥1,320 　特製蒔絵筆（白狸）
　　　　小 ¥1,800 ¥1,980 　　　　小 ¥1,000 ¥1,100 　　　　中 ¥1,800 ¥1,980
　特製削用 　白佳 　　　　小 ¥1,600 ¥1,760
　　　　別大 ¥7,000 ¥7,700 　　　　大 ¥1,100 ¥1,210 　三吉蒔絵（コリンスキー）
　　　　大 ¥5,200 ¥5,720 　　　　中 ¥1,000 ¥1,100 ¥1,800 ¥1,980
　　　　中 ¥4,200 ¥4,620 　　　　小 ¥900 ¥990 　九谷
　　　　小 ¥3,800 ¥4,180 ¥1,300 ¥1,430
　跳竜臥虎 　点描筆（イタチ）
　　　　大 ¥5,600 ¥6,160 　　　　大 ¥1,500 ¥1,650
　　　　中 ¥4,600 ¥5,060 　　　　中 ¥1,200 ¥1,320
　　　　小 ¥3,200 ¥3,520 　　　　小 ¥1,000 ¥1,100
　　　　別小 ¥2,800 ¥3,080
　鼬狸骨描筆
　　　　大 ¥10,000 ¥11,000
　　　　中 ¥8,400 ¥9,240
　　　　小 ¥7,000 ¥7,700
　一葉

¥2,600 ¥2,860
　清寿

¥1,800 ¥1,980



価格表 　2019年10月 清晨堂
※青字は税込価格（10%）となります。
【付立筆】 【平筆】 【刷毛】

　長流 　平筆 　絵刷毛（冬毛、夏毛）
　　　　極大 ¥15,000 ¥16,500 　　　０号 ¥650 ¥715 　　　５分 ¥2,500 ¥2,750
　　　　別大 ¥7,200 ¥7,920 　　　１号 ¥700 ¥770 　　　８分 ¥2,900 ¥3,190
　　　　大 ¥5,200 ¥5,720 　　　２号 ¥800 ¥880 　　　１寸 ¥3,200 ¥3,520
　　　　中 ¥3,800 ¥4,180 　　　３号 ¥900 ¥990 　　　１寸５分 ¥4,400 ¥4,840
　　　　小 ¥3,400 ¥3,740 　　　４号 ¥1,100 ¥1,210 　　　２寸 ¥5,800 ¥6,380
　玉蘭 　　　５号 ¥1,400 ¥1,540 　　　２寸５分 ¥7,200 ¥7,920
　　　　別大 ¥5,600 ¥6,160 　　　６号 ¥2,000 ¥2,200 　　　３寸 ¥10,000 ¥11,000
　　　　大 ¥4,300 ¥4,730 　　　７号 ¥2,500 ¥2,750 　　　３寸５分 ¥14,000 ¥15,400
　　　　中 ¥3,400 ¥3,740 　　　８号 ¥3,000 ¥3,300 　　　４寸 ¥18,000 ¥19,800
　　　　小 ¥3,000 ¥3,300 　　　９号 ¥3,600 ¥3,960 　　　５寸 ¥24,000 ¥26,400
　如水 　　　１０号 ¥4,700 ¥5,170 　　　６寸 ¥32,000 ¥35,200
　　　　特大 ¥14,000 ¥15,400 　特製平筆 　　　７寸 ¥46,000 ¥50,600
　　　　別大 ¥8,000 ¥8,800 　　　０号 ¥800 ¥880 　ドーサ刷毛
　　　　大 ¥5,600 ¥6,160 　　　１号 ¥900 ¥990 　　　１寸 ¥2,300 ¥2,530
　　　　中 ¥4,800 ¥5,280 　　　２号 ¥1,100 ¥1,210 　　　１寸５分 ¥3,400 ¥3,740
　　　　小 ¥3,800 ¥4,180 　　　３号 ¥1,500 ¥1,650 　　　２寸 ¥4,400 ¥4,840
　　　　別小 ¥3,200 ¥3,520 　　　４号 ¥2,000 ¥2,200 　　　２寸５分 ¥5,500 ¥6,050
　兼用 　　　５号 ¥2,300 ¥2,530 　　　３寸 ¥7,400 ¥8,140
　　　　大 ¥5,400 ¥5,940 　　　６号 ¥3,200 ¥3,520 　　　３寸５分 ¥9,000 ¥9,900
　　　　中 ¥4,800 ¥5,280 　　　７号 ¥3,600 ¥3,960 　　　４寸 ¥13,000 ¥14,300
　　　　小 ¥3,600 ¥3,960 　　　８号 ¥5,400 ¥5,940 　　　５寸 ¥15,000 ¥16,500
　皆宜筆 　　　９号 ¥7,500 ¥8,250 　　　６寸 ¥22,000 ¥24,200
　　　　大 ¥5,600 ¥6,160 　　　１０号 ¥10,000 ¥11,000 　　　７寸 ¥30,000 ¥33,000
　　　　中 ¥4,600 ¥5,060 　金泥用平筆 　特製絵刷毛
　　　　小 ¥3,200 ¥3,520 　　　０号 ¥800 ¥880 　　　５分 ¥3,200 ¥3,520
　山馬筆 　　　１号 ¥900 ¥990 　　　８分 ¥3,800 ¥4,180
　　　　大 ¥7,600 ¥8,360 　　　２号 ¥1,200 ¥1,320 　　　１寸 ¥4,200 ¥4,620
　　　　中 ¥6,000 ¥6,600 　　　３号 ¥1,600 ¥1,760 　　　１寸５分 ¥5,600 ¥6,160
　　　　小 ¥4,800 ¥5,280 　　　４号 ¥2,000 ¥2,200 　　　２寸 ¥7,600 ¥8,360
　特製長流 　　　５号 ¥2,600 ¥2,860 　　　２寸５分 ¥10,000 ¥11,000
　　　　別大 ¥9,200 ¥10,120 　　　６号 ¥3,400 ¥3,740 　　　３寸 ¥13,000 ¥14,300
　　　　大 ¥6,800 ¥7,480 　　　７号 ¥4,200 ¥4,620 　　　３寸５分 ¥18,000 ¥19,800
　　　　中 ¥5,200 ¥5,720 　　　４寸 ¥24,000 ¥26,400
　　　　小 ¥4,500 ¥4,950 【連筆】 　　　５寸 ¥36,000 ¥39,600
　鼬毛長流 　金泥絵刷毛
　　　　別大 ¥22,000 ¥24,200 　細平 　　　５分 ¥3,400 ¥3,740
　　　　大 ¥16,000 ¥17,600 　　　　２本立 ¥3,400 ¥3,740 　　　８分 ¥3,800 ¥4,180
　　　　中 ¥13,000 ¥14,300 　　　　３本立 ¥5,200 ¥5,720 　　　１寸 ¥4,000 ¥4,400
　　　　小 ¥9,000 ¥9,900 　　　　５本立 ¥8,600 ¥9,460 　　　１寸５分 ¥6,000 ¥6,600

　　　　７本立 ¥12,000 ¥13,200 　　　２寸 ¥8,000 ¥8,800
【特殊筆】 　細片羽 　　　２寸５分 ¥12,000 ¥13,200

　　　　３本立 ¥5,600 ¥6,160 　　　３寸 ¥16,000 ¥17,600
　白雲 　　　　５本立 ¥9,200 ¥10,120 　　　４寸 ¥22,000 ¥24,200
　　　　別大 ¥16,000 ¥17,600 　　　　７本立 ¥13,000 ¥14,300 　　　５寸 ¥34,000 ¥37,400
　　　　大 ¥9,000 ¥9,900 　中太平 　唐刷毛
　　　　中 ¥6,200 ¥6,820 　　　　２本立 ¥4,200 ¥4,620 　　　５分 ¥2,400 ¥2,640
　　　　小 ¥5,200 ¥5,720 　　　　３本立 ¥6,400 ¥7,040 　　　８分 ¥2,700 ¥2,970
　胡粉用筆 　　　　５本立 ¥12,000 ¥13,200 　　　１寸 ¥3,000 ¥3,300
　　　大 ¥4,200 ¥4,620 　　　　７本立 ¥15,000 ¥16,500 　　　１寸５分 ¥4,000 ¥4,400
　　　小 ¥3,600 ¥3,960 　中太片羽 　　　２寸 ¥5,600 ¥6,160
　　　別小 ¥3,300 ¥3,630 　　　　３本立 ¥7,000 ¥7,700 　　　２寸５分 ¥8,200 ¥9,020
　金泥用筆 　　　　５本立 ¥12,000 ¥13,200 　　　３寸 ¥12,000 ¥13,200
　　　大 ¥4,200 ¥4,620 　　　　７本立 ¥16,000 ¥17,600 　　　４寸 ¥20,000 ¥22,000
　　　小 ¥3,600 ¥3,960 　　　５寸 ¥24,000 ¥26,400
　　　別小 ¥3,300 ¥3,630 　特製狸毫絵刷毛
　線描筆（雀頭型） 　　　１寸 ¥3,600 ¥3,960
　　　　大 ¥2,400 ¥2,640 　　　１寸５分 ¥4,900 ¥5,390
　　　　中 ¥2,100 ¥2,310 　　　２寸 ¥6,600 ¥7,260
　　　　小 ¥1,800 ¥1,980 　　　２寸５分 ¥8,600 ¥9,460

　　　３寸 ¥11,500 ¥12,650
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