
※掲載ページは、「総合カタログ2012」　新商品案内「今月の松雄堂」発表月, メール配信のご案内月です。

■材料

掲載ページ 品番 商品名 改定後上代

p11 CZ-80**-***-A4 （全79種類） 手染友禅紙（A4判）　　      　（全79種類） 110

p6〜 CZ40**-***        （全170種類） 手染友禅紙（菊半裁判）　　　（全170種類） 330

今松2012-5-1 CZ40**-***       （全10種類） 手染友禅紙（菊半裁判） 　　　（全10種類） 330

今松2012-12-1 CZ40**-***       （全18種類） 手染友禅紙（菊半裁判） 　　　（全18種類） 330

p11 CZA-2        手染め友禅(半裁) 50本入　箱セット   18000

p11 CZA-2-4000   手染め友禅(半裁) 50本入箱ｾｯﾄ ｱｿｰﾄ   18000

■ホビークラフト

掲載ページ 品番 商品名 改定後上代

p21 CB100-1 ,-2 友禅紙折り紙 (豆)100枚箱入 　　（赤系 黒系） 950

p21 CW050        友禅紙折り紙（大）　20枚入   1350

p21 CW051        友禅紙折り紙（中）　30枚入      1250

p21 CW052        友禅紙折り紙（小）　30枚入 650

p24 KT90         リース飾り　手作りｾｯﾄ　お雛様 600

p25 KT91〜98        リース飾り　手作りｾｯﾄ　  （全７種類） 600

今松2012-10-1 KTH-001〜−005 型抜き貼絵手作りｾｯﾄ   　（全5種類） 600

今松2013-2 KTH-006 〜−010 型抜き貼絵手作りｾｯﾄ   　（全5種類） 600

p24 KTT-1〜−3 吊り飾り 手作りｾｯﾄ なつまつり       600

今松2011-12-1 KTT-4        吊り飾り 手作りｾｯﾄ ひなまつり 600

今松2012-1 KTT-5        吊り飾り 手作りｾｯﾄ 招き猫　 600

今松2012-2 KTT-6        吊り飾り 手作りｾｯﾄ きんたろう　 600

今松2012-7-1 KTT-8        吊り飾り 手作りｾｯﾄ ハロウィン 600

p28 KT200-1〜　−４   友禅紙貼箱 手作ｾｯﾄ ﾊｶﾞｷｻｲｽﾞ（全４種類） 600

p26,27 KT30,31,40,60  屏風飾り　手作りｾｯﾄ 　　　　　　　（全４種類） 600

p36 AW001        白扇 50型15間茶席扇           1500

今松2012-7-1 KT250        手作りｾｯﾄ　組み立てｸﾘｽﾏｽﾂﾘｰ 600

新商品案内４月５日号 KT251        手作りｾｯﾄ　組み立て飾り 金魚鉢 600

■扇子

掲載ページ 品番 商品名 改定後上代

p38 AW-CZ80**-**     （全3種類） 友禅紙扇子　70型 25間      　（全3種類） 950

p39 AW-CZ80**-**     （全14種類） 友禅紙扇子　70型 25間      　（全14種類） 950

p39 AW-CZ40**-**     （全2種類） 友禅紙扇子　70型 25間      　（全2種類） 950

p40 AW20*-***           （全7種類） 和紙ﾊｰﾓﾆｰ扇子65型35間  　（全7種類） 1250

p40 AW250,251,252,253 招福扇子75型35間     　  　（全4種類） 1250

今松2012-1 AW270,271,272,273 紳士用扇子塗骨　75型35間  　（全4種類） 1600

今松2012-2 AW208,209,210   婦人用扇子　65型35間　  　（全3種類） 1250

今松2012-2 AW274,275,276 紳士用扇子　75型35間　  　（全3種類） 1250

今松2012-4-1 AW280,281,282,283,284 短地布扇子　70型40間　  　（全5種類） 2200

今松2013-1-1 AW-SEL40**-**     （全6種類） ｼｪﾙ型友禅紙扇子　7寸17間　（全6種類） 1250

■和雑貨

掲載ページ 品番 商品名 改定後上代

p41 TI-001       アクリルフレーム 2200

p42 CBC-12-1〜-6   引き出し付きハガキ立て　縦　（全6種類） 1400

p42 CBC-13-1〜-6   引き出し付きハガキ立て  横　（全6種類） 1400

2013年６月1日から下記の価格になります価格改訂リスト



■和雑貨

掲載ページ 品番 商品名 改定後上代

p44 CBC-1-1, -2 六角ペン立て　（赤系  黒・紺系）        650

p44 CBC-2-1, -2 四角ペン立て　　（赤系  黒・紺系）        600

p44 CBC-5-1,-2 友禅紙小物　はがきﾌﾚｰﾑ(横)    （赤系  紺系）  950

p44 CBC-4-1,-2 友禅紙小物　はがきﾌﾚｰﾑ(縦)    （赤系  紺系）  950

p48 CBC-26-1,-2     友禅鏡／黒　   　（全2種類） 1700

今松2012-4-2 CBC-26-3〜−6 友禅鏡／黒　   　（全4種類） 1700

今松2012-11 CBC-X-001 〜-010 押し絵バックハンガー　 　（全10種類） 1800

今松2012-12-2 LW300,301,302,303,304,305 版画調 ﾎﾟﾁ袋  花紋ｼﾘｰｽﾞ   　（全6種類） 350

今松2012-12-2 LW330,331,332,333,334,335 版画調 祝儀袋 花紋ｼﾘｰｽﾞ   　（全6種類） 450

今松2011-12-2 X594-001     押し絵屏風　わらべ雛 1600

今松2011-12-2 X595-001     押し絵屏風　鯉乗り大将 1600

今松2011-12-2 X596-001     押し絵屏風　水紋金魚 1600

今松2011-12-2 X597-001     押し絵屏風　　福ふくろう 1600

今松2013-2 X650         押絵　衝立飾り　　子供大将 5500

■収納

掲載ページ 品番 商品名 改定後上代

p60 CBC-7-1,-2,-4,-6,-8,-10 友禅紙 名刺箱　　　　　　　　　 （全6種類） 650

p56 CZB-2-***     （全8種類） 友禅紙 貼箱 色がさね A4    　（全8種類） 1300

p57 CZB-4-***     （全6種類） 友禅紙貼箱 色がさね 半懐紙 （全6種類） 2200

■和文具

掲載ページ 品番 商品名 改定後上代

今松2012-5-1 W028-4053-1,-2,-4 和綴本(友禅）無地 下敷付   　（全3種類） 850

今松2012-5-1 W028-4053-S  和綴本(友禅）無地　3色混　5冊ｾｯﾄ    4250

■書画具

掲載ページ 品番 商品名 改定後上代

p92 FU007        絵皿　大（130㎜径）       310

p92 FU008        絵皿　中（105㎜径）         220

p92 FU009        絵皿　小（85㎜径）       190

p97 FT020        書道用太筆京宇治             720

p97 FT022        書道用太筆京高雄    1200

p103 GSP-001      画仙紙帳　はがきｻｲｽﾞ　〒あり 650

p103 GSS-001      画仙紙帳　色紙ｻｲｽﾞ 1350

■色紙 ※”総合カタログ2012"各ページにある別注品につきましては、別途お見積もりさせていただきます。

掲載ページ 品番 商品名 改定後上代

p112 S001         大色紙 まる松           85

p112 S003         大色紙 桜印           95

p112 S006         大色紙 松印                 90

p112 S007         大色紙 松印ﾄﾞ―ｻ引    105

p112 S008         大色紙 梅印          90

p112 S009         大色紙 梅印ﾄﾞ―ｻ引      105

p112 S012         大色紙 梅印上             120

p112 S016         大色紙 竹印     170

p112 S017         大色紙 竹印ﾄﾞ―ｻ引 180

p112 S018         水墨画用色紙 大色紙   150

p112 S022         大色紙 画仙紙特上         200

p112 S023         大色紙 画仙紙特上ﾄﾞ―ｻ引 210

p112 S024         大色紙 画仙紙極上     280

p112 S026         大色紙 福建本画仙紙 150

p112 S032         大色紙 玉版宣   470



■色紙 ※”総合カタログ2012"各ページにある別注品につきましては、別途お見積もりさせていただきます。

掲載ページ 品番 商品名 改定後上代

p112 S039         大色紙 麻紙         470

p113 S050         大色紙 鳥の子紙     140

p113 S051         大色紙 白鳥の子紙 140

p113 S054         大色紙 鳥の子紙特上 330

p113 S066         大色紙 絹地二丁樋 950

p113 S070         大色紙 金潜紙特選 240

p113 S072         大色紙 銀潜紙特選 240

p113 S074         大色紙 金潜紙特上 470

p113 S045-1, -2, -4     大色紙 ﾓｱﾚNO.1  （全３色）                150

p114 S104-48 ,-49, -50     大色紙 民芸紙 　 （全３色）    250

p114 S100-002〜（全３２色） 大色紙 ｺｯﾄﾝ紙 　 （全３２色）                150

p115 S168-1〜-5     大色紙 ﾊﾟ―ﾙ   （全５色） 290

p115 S131-1 〜-5     大色紙 画仙ﾎﾞｶｼ 　　（全５色）      170

p115 S132-1 〜-5     大色紙 ﾚｲﾝﾎﾞ-    　　（全５色）      170

p116 S135-1 〜-5     大色紙 白ﾎﾞｶｼ砂子入    （全5色） 210

p116 S136-1 〜-5     大色紙 ｸﾘｰﾑ砂子入      （全5色） 210

p116 S101-19〜（全８色）     大色紙 ｺｯﾄﾝ紙〔型もの〕 　　（全８色）  180

p117 S071-1〜-10,-13     大色紙 金潜紙特選〔型もの〕   （全10色）         260

p117 S086-1, -3     大色紙 金潜紙特選　画仙〔型もの〕 （全２種類）  350

p118 S073-1,-2,-3,-4,-7,-8     大色紙 銀潜紙特選〔型もの〕 　（全6種類）  260

p118 S075-001     大色紙 金潜紙特上〔型もの〕 　（全4種類）  510

p119 S087-1, -3     大色紙 金潜紙特上　〔型もの〕 　（全2種類）  570

p120 S160-2, -3, -7, -9, -12     大色紙 ﾄﾞﾝｽ紙〔平外〕 　　（全５色）  260

p120 S161-2, -3, -7, -9, -12     大色紙 ﾄﾞﾝｽ紙〔円窓〕 　　（全５色）  260

p121 S140-001〜 （全19種類） 大色紙 金雲　　　　　　　　　 （全19種類） 270

p122 S140-027〜 （全15種類）     大色紙 金雲ﾎﾞｶｼ色もの　　 （全15種類）  270

p123 S127-011〜（全12色）  柄入り大色紙　　　　　  （全12色）          210

p124 S170-1,-4,-5,-6,-7     型染め大色紙　 （全５種類）          400

p124 S170-2, -3     型染め大色紙　 （全２種類）          300

p125 S034-1 〜-4    大色紙 瓦当紋 千秋,長楽,鳳凰,麒麟  （全4色） 300

p126 SK001        小色紙 まる松     80

p126 SK006        小色紙 松印             80

p126 SK008        小色紙 梅印            90

p126 SK009        小色紙 梅印ﾄﾞ―ｻ引 90

p126 SK016        小色紙 竹印          120

p126 SK022        小色紙 画仙紙特上    150

p126 SK050        小色紙 鳥の子紙      110

p126 SM001        寸松庵 まる松    60

p126 SM006        寸松庵 松印     60

p126 SM008        寸松庵 梅印 60

p126 SM009        寸松庵 梅印ﾄﾞ―ｻ引 70

p126 SM016        寸松庵 竹印     90

p126 SM022        寸松庵 画仙紙特上 110

p126 SM023        寸松庵 画仙紙特上ﾄﾞ―ｻ引  120

p126 SM050        寸松庵 鳥の子紙        90

p126 SM051        寸松庵 白鳥の子紙            90

p126 SM070        寸松庵 金潜紙特選    120

p127 SM072        寸松庵 銀潜紙特選 a                 120

p127 SM100-2〜（全18色）  寸松庵 ｺｯﾄﾝ紙 　　　    　（全18色）  90

p128 SM131-1 〜-5     寸松庵 画仙ﾎﾞｶｼ  　　　　（全5色）  100



■色紙 ※”総合カタログ2012"各ページにある別注品につきましては、別途お見積もりさせていただきます。

掲載ページ 品番 商品名 改定後上代

p128 SM132-1 〜-5     寸松庵 レインボー     　　（全5色）  100

p128 SM135-1 〜-5         寸松庵 白ボカシ砂子入   （全5色）  120

p128 SM136-1 〜-5         寸松庵 ｸﾘｰﾑ砂子入        （全5色）  120

p129 SM071-1,-2,-3,-4  寸松庵 金潜紙特選〔型もの〕    （全4種類）  150

p129 SM073-1,-2,-3,-4  寸松庵 銀潜紙特選〔型もの〕 　 （全4種類）  150

p129 SM140-003〜（全１４種類）    寸松庵 金雲　　　　　　　　　（全１４種類）    150

p130 SM127-011〜（全１３種類）  柄入り寸松庵　　　　　　　　（全１３種類）    120

p130 SM170-1, -4, -5    型染め寸松庵　　　　　　　　（全３種類）    170

p130 SM170-2, -3    型染め寸松庵　　　　　　　　（全２種類）    150

p131 ST001        並巾短冊 まる松    60

p131 ST006        並巾短冊 松印                65

p131 ST008        並巾短冊 梅印                65

p131 ST009        並巾短冊 梅印ﾄﾞ―ｻ引        70

p131 ST016        並巾短冊 竹印                90

p131 ST022        並巾短冊 画仙紙特上           110

p131 ST026        並巾短冊 福建本画仙紙         90

p131 ST050        並巾短冊 鳥の子紙         90

p131 ST051        並巾短冊　白鳥の子紙      90

p131 ST054        並巾短冊 鳥の子紙特上 150

p131 ST070        並巾短冊 金潜紙特選         120

p131 ST072        並巾短冊 銀潜紙特選     120

p131 ST074        並巾短冊 金潜紙特上           200

p132 ST131-1 〜-5     並巾短冊 画仙ﾎﾞｶｼ              （全5色）  90

p132 ST135-1 〜-5     白ボカシ砂子入　並巾短冊　  （全5色）  110

p132 ST136-1 〜-5     並巾短冊 ｸﾘｰﾑ砂子入　       （全5色）  110

p133 SW001        広巾短冊 まる松            70

p133 SW006        広巾短冊 松印                 80

p133 SW008        広巾短冊 梅印            80

p133 SW009        広巾短冊 梅印ﾄﾞ―ｻ引     85

p133 SW016        広巾短冊 竹印         100

p133 SW022        広巾短冊 画仙紙特上   130

p133 SW026        広巾短冊 福建本画仙紙  110

p133 SW050        広巾短冊 鳥の子紙            100

p133 SW051        広巾短冊 白鳥の子紙       120

p133 SW054        広巾短冊 鳥の子紙特上     170

p133 SW066        広巾短冊 絹地二丁樋   470

p133 SW070        広巾短冊 金潜紙特選   130

p133 SW072        広巾短冊 銀潜紙特選  130

p134 SW100-017〜（全５色） 広巾短冊 ｺｯﾄﾝ紙　　　　　      （全５色） 110

p134 SW131-1〜-5 広巾短冊 画仙ﾎﾞｶｼ　　         （全５色） 110

p134 SW132-1〜-5 広幅短冊ﾚｲﾝﾎﾞｰ 　　           （全５色） 110

p134 SW135-1〜-5 白砂子入りﾎﾞｶｼ 広幅短冊　 （全５色） 130

p135 SW136-1〜- 5 広巾短冊 ｸﾘｰﾑ砂子入　  （全５色） 130

p135 SW140-001〜（全１０種類）    広巾短冊 金雲 　　　　　　（全１０種類） 150

p136 SE001        F4号色紙 まる松           130

p136 SE006        F4号色紙 松印              150

p136 SE008        F4号色紙 梅印              160

p136 SE009        F4号色紙 梅印ﾄﾞ―ｻ引       180

p136 SE016        F4号色紙 竹印            210

p136 SE022        F4号色紙 画仙紙特上   270



■色紙 ※”総合カタログ2012"各ページにある別注品につきましては、別途お見積もりさせていただきます。

掲載ページ 品番 商品名 改定後上代

p136 SE050        F4号色紙 鳥の子紙         200

p136 SE054        F4号色紙 鳥の子紙特上 410

p136 SE070        F4号色紙 金潜紙特選 320

p136 SE072        F4号色紙 銀潜紙特選 320

p137 SF001        F6号色紙 まる松             210

p137 SF006        F6号色紙 松印            260

p137 SF008        F6号色紙 梅印               270

p137 SF009        F6号色紙 梅印ﾄﾞ―ｻ引       300

p137 SF016        F6号色紙 竹印             380

p137 SF018        水墨画用色紙 Ｆ６           360

p137 SF022        F6号色紙 画仙紙特上         520

p137 SF050        F6号色紙 鳥の子紙      380

p137 SF070        F6号色紙 金潜紙特選  580

p137 SF071-1,-2    F6号色紙 金潜紙特選〔型もの〕     （全２種類） 620

p137 SF072        F6号色紙 銀潜紙特選 580

p138 SG006        F8号色紙 松印 320

p138 SG008        F8号色紙 梅印          340

p138 SG009        F8号色紙 梅印ﾄﾞ―ｻ引        390

p138 SG016        F8号色紙 竹印              430

p138 SG022        F8号色紙 画仙紙特上      590

p138 SG050        F8号色紙 鳥の子紙        430

p138 SG070        F8号色紙 金潜紙特選         710

p138 SG072        F8号色紙 銀潜紙特選           710

p139 SH006        F10号色紙 松印            460

p139 SH008        F10号色紙 梅印               500

p139 SH009        F10号色紙 梅印ﾄﾞ―ｻ引        540

p139 SH022        F10号色紙 画仙紙特上       940

p139 SH050        F10号色紙 鳥の子紙           720

p139 SH070        F10号色紙 金潜紙特選        1540

p139 SH072        F10号色紙 銀潜紙特選 1540

p140 SP008        梅印　ハガキ判           70

p140 SY008        短冊1/4(ｶﾙﾀ判) 梅印           60

p140 SY050        短冊1/4(ｶﾙﾀ判) 鳥の子        60

p140 SY136        短冊1/4(ｶﾙﾀ判)ｸﾘｰﾑﾎﾞｶｼ砂子入5色ｾｯﾄ 80

p140 SZ008        ２寸５分角　梅            50

p140 SZ131-1〜-5    豆色紙 画仙ﾎﾞｶｼ 　　　（全５色） 70

p140 SZ136-1〜-5    ｸﾘｰﾑ鳥ﾉ子ﾎﾞｶｼ砂子入豆色紙 　　　（全５色） 80

p141 SZ201-001〜（全２９種類） 印刷豆色紙　　         　（全２９種類） 100

p142 S220         大色紙 二ﾂ折 継ぎ紙（中梅） 360

p142 S240-1, -2    二つ折色紙　中画仙 　　　（全２色） 300

p142 SK200-1, -2    小色紙　 二ﾂ折画仙 　　　（全２色） 260

p142 SM200-1, -2  寸松庵 二ﾂ折画仙 　　　　（全２色） 250

p142 SM220        寸松庵 二ﾂ折 継ぎ紙　  　（中梅） 300

p143 SM202-1, 〜-5 1/4二ﾂ折白鳥の子砂子入ぼかし　（全５色） 280

p143 SM231        二つ折り寸松庵梅模様        250

p143 SM231-1〜 -3    二つ折り寸松庵松竹梅　（全３種類） 250

p143 SM232        三つ折寸松庵 梅模様          280

p143 SM232-1〜 -3   三つ折寸松庵 松竹梅 　（全３種類） 280

p148 X580-2, -3      押絵　寸松庵　   　（全２種類） 1300
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p148 X581-1, -2       押絵　寸松庵　   　　　　　　　 （全２種類） 1300

p149 X589-1, -2     押絵 豆色紙(ﾎﾞｶｼ砂子) 　　　（全２種類） 650

p149 X589-3, -４           押絵 豆色紙(ﾎﾞｶｼ砂子) 　　　（全２種類） 550

■調度

掲載ページ 品番 商品名 改定後上代

p154 TC33 京色紙掛 大色紙用 金雲 1000

p154 TC34 京色紙掛 寸松庵用 金雲 540

p154 T069-6,-7,-8,-9,-10,-11 四明はがき掛　　　　　　　　　  　  （全6色） 650

p158 TC021-1,-2,-3 京色紙掛 大色紙用　平安　　  　（全3色） 1000

p158 TC022-1,-2,-3 京色紙掛 寸松庵用　平安　　  　（全3色） 540

p158 TC023-1,-2,-3 京色紙掛 短冊用平安　　        　（全3色） 650

p158 TC024-1,-2,-3 京色紙掛 半紙用平安　　        　（全3色） 1150

p159 T021-2,-5,-6,-9,-10  都色紙掛 もみ紙大色紙用 　　   （全５色） 1100

p159 T033-2,-5,-6,-9,-10   都色紙掛 もみ紙寸松庵用 　     （全５色） 700

p160 T026-2,-5,-6,-9,-10 都色紙掛 もみ紙広巾短冊用 　  （全５色） 780

p160 T032-2,-5,-10 都色紙掛 もみ紙寸松庵用丸型  （全3色） 650

p176 T079-1,-2,-3 掛軸たとう Ｆ4・半紙用　　　　   　（全3色） 550

p176 T081-1,-2,-3 掛軸たとう 大色紙用　　　　     　（全3色） 450

p176 T082-1,-2,-3 掛軸たとう 寸松庵用　　　　     　（全3色） 280

p177 T080-1,-2,-3 掛軸たとう 短冊用　　　　        　（全3色） 330

p177 T083-1,-2,-3 掛軸たとう はがき用 縦　　　   　（全3色） 280

p177 T084-1,-2,-3 掛軸たとう はがき用 横　　　   　（全3色） 280

p181 CC022-1,-2,-3 京屏風 平安 三ﾂ折寸松庵用  　（全3色） 1000

p181 CC026-1,-2,-3 京屏風 平安 三ﾂ折豆色紙用 　 （全3色） 750

今松2011-9 TC075-1,-2,-3,-4,-5 差し込みフレーム はがき用  　   （全５色） 650

今松2012-9 TC001-1,-2,-3,-4,-5 京色紙掛 大色紙用 金彩 　       （全５色） 1050

今松2012-9 TC002-1,-2,-3,-4,-5 京色紙掛 寸松庵用 金彩 　       （全５色） 600

今松2012-9 TC003-1,-2,-3,-4,-5 京色紙掛 はがき用 金彩 　        （全５色） 650


