
前丸

 系  サイズ呼称  幅×高さ（分） 幅×高さ（mm） ローズ・黒消 玉桑 黒･茶（艶有）

 半 切 幅  6015 150×600 455×1818 * * \37,000 \-3,000

 半切 150×550 455×1667 \44,000 \36,000 \36,000 \-3,000

 5215 150×520 455×1576 \44,000 \36,000 \36,000 \-3,000

 5015 150×500 455×1515 \41,000 \33,000 \33,000 \-3,000

 4715 150×470 455×1425 \41,000 \33,000 \33,000 \-3,000

 4515 150×450 455×1364 \38,000 \31,000 \31,000 \-3,000

 半切2／3 150×400 455×1212 \34,000 \29,000 \29,000 \-2,000

 3515 150×350 455×1061 \31,000 \25,000 \25,000 \-2,000

 半切1／2 150×300 455×909 \25,000 \21,000 \21,000 \-1,500

 半切1／3 150×200 455×606 \25,000 \21,000 \21,000 \-1,500

 半切横1/4 150×150 455×455 * * \21,000 \-1,500

 全紙幅  全紙 300×550 909×1667 * * \38,000 アクリルはつきません

 全紙1／2 300×300 909×909 * * \38,000 \-3,000

 全紙1／3 300×180 909×546 * * \29,000 \-3,000

 聯落幅  聯落 200×550 606×1667 * * \38,000 アクリルはつきません

 その他  聯（半切縦1/2） 100×550 303×1667 * * \29,000 \-3,000

 3013 130×300 394×909 \24,000 \20,000 \20,000 \-1,500

 半切1／4 100×300 303×909 \24,000 \20,000 \20,000 \-1,500

 2513 130×250 394×758 \24,000 \20,000 \20,000 \-1,500

 写経 130×230 394×697 * * \20,000 \-1,500

 2013 130×200 394×606 \24,000 \20,000 \20,000 \-1,500

 1912 120×190 364×576 \21,000 \17,000 \17,000 \-1,500

 半紙 110×150 334×455 \21,000 \17,000 \17,000 \-1,500

 懐紙  全懐紙 220×180 667×546 * * \31,000 \-3,000

 半懐紙 180×140 546×425 * * \17,000 \-1,500

 小 品  色紙 130×140 394×425 * * \17,000 \-1,000

 短冊 50×200 152×606 \21,000 \17,000 \17,000 \-1,000

アクリルなし割引
大きさ マット（骨組み）サイズ 隅丸

凌雲堂 額装・屏風 料金表

組子額

 風炉先屏風 幅３尺(約90cm)× 高さ２尺３寸(約70cm)まで 二曲 \30,000

 枕屏風 幅３尺(約90cm)× 高さ４尺５寸(約135cm)まで 二曲 \40,000

 ６尺屏風 幅３尺(約90cm)× 高さ６尺(約180cm)まで 二曲 \50,000

四曲 \100,000

六曲 \150,000

屏風

*は特注となります（近い大きさの５～10割増）　お問い合わせ下さい
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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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