
半紙2枚判 半切 聯落ち 全紙

 紋寿丸 \12,000 \15,000 \18,000 \26,000

 紋寿三段 \18,000 \21,000 \25,000 \34,000

 貴船丸 \18,000 \21,000 \24,000  × (材料幅の不足)

 貴船三段 \21,000 \26,000 \30,000  × (材料幅の不足)

 仏風 \28,000 \32,000 \40,000 \50,000

 仏仕立て \45,000 \45,000 \50,000  × (材料幅の不足)

 一文字廻し \900 \1,800 \1,800 \1,800

 筋廻し \300 ／尺(30cm)

 下げ風帯 \4,000 \4,000 \4,000 \6,000

 その他

 はがし \4,000 ／半切1／2あたり

 洗い \4,000 ／半切1／2あたり

 補修 1か所につき \3,000 ～(程度による)

 本紙135cm超／尺(30cm)につき \3,000 \4,000 \5,000

 扇面刳貫き筋廻し付き \3,000 \3,000 \3,000

 沈め \300 ／尺(30cm)あたり(直線の場合)

\18,000  それより長いもの \3,000 ／尺(30cm)

お手軽表装

半切まで 尺5まで 尺8まで 全紙まで

 紙仮表装 \3,200 \6,400

 紬表装(かぶせ箱) \5,900 \8,600 \8,800 \11,400

 紬表装(紙筒) \5,400 \8,000 \8,000 \10,500

 新表装(かぶせ箱) \8,900 \13,000 \16,000 \20,000

\8,400 \12,400 \15,200 \19,100

お
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 本紙4尺(120cm)まで

\4,800

巻子

本格表装

作
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 新表装(紙筒)
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別売品のご案内

紙箱(かぶせ） 紙箱(紙筒）

内寸(分） 内寸(mm） 価格 内寸(mm） 価格

80 243 \800 304 \400

90 273 \800 394 \400

100 304 \800 440 \400

110 334 \900 500 \400

120 364 \900 531 \500

130 394 \900 561 \600

140 425 \900 622 \700

150 455 \900 682 \800

160 485 \900 743 \1,000

165 500 \1,000 849 △　

170 516 \1,000 *910 △　

175 531 \1,000 *片側フリー（加工用）

180 546 \1,100 △：お問い合わせ下さい

185 561 \1,200 桐箱

190 576 \1,300  規格品 \4,500

200 607 \1,400 \6,000

210 637 \1,500 \7,500

220 667 \1,600 △　

230 697 \1,700 △：お問い合わせ下さい

240 728 \1,800

250 758 △　 掛軸用品

260 788 △　 \1,500

270 819 △　 \1,500

280 849 △　 \300

290 879 △　

300 910 △　

△：お問い合わせ下さい

 2尺9寸(879mm)まで

 2尺1寸(637mm)まで

 1尺7寸(516mm)まで

245

280

*300

内寸(分）

100

145

130

165

175

185

225

205

 特注寸法

 矢筈

 自在掛け

 防虫香
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 サイズ呼称 幅（分） 高さ（分） メートル法(mm) 裏打ち 幅林 くるみ

半紙 80 110 242×333 \400 \400 \1,000

色紙 80 90 242×273 \400 \400 \900

半懐紙 85 125 258×379 \500 \500 \1,100

全懐紙 125 170 379×515 \600 \600 \1,500

半紙２枚判 80 220 242×667 \600 \600 \1,500

全紙六つ切り 75 210 227×636 \600 \600 \1,500

千葉判 70 210 212×636 \600 \600 \1,400

埼玉判 90 250 273×758 \700 \700 \1,700

半紙３枚判 80 330 242×1000 \800 \900 \2,100

半切１／４ 57.5 225 174×682 \500 \600 \1,500

半切横１／４ 115 112.5 348×341 \500 \500 \1,200

半切１／３ 115 150 348×455 \500 \600 \1,400

半切１／２ 115 225 348×682 \700 \700 \1,700

半切２／３ 115 300 348×909 \800 \900 \2,100

半切 115 400 348×1212 \1,000 \1,100 \2,600

半切５尺 115 500 348×1515 \1,100 \1,300 \3,100

半切７尺 115 700 348×2121 \1,400 \1,700 \4,100

聯 57.5 450 174×1364 \1,000 \1,100 \2,600

聯落 175 450 530×1364 \1,700 \1,300 \3,200

聯落５尺 175 500 530×1515 \2,000 \1,400 \3,400

聯落７尺 175 700 530×2121 \2,500 \1,800 \4,400

全紙１／３ 230 150 697×455 \1,000 \800 \1,900

全紙１／２ 230 300 697×909 \1,300 \1,100 \2,700

全紙 230 450 697×1364 \2,400 \1,400 \3,400

全紙５尺 230 500 697×1515 \2,600 \1,500 \3,700

全紙７尺 230 700 697×2121 \3,600 \1,900 \4,700

２尺×６尺 200 600 606×1818 \3,100 \1,600 \4,000

２尺×８尺 200 800 606×2424 \4,100 \2,000 \5,000
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