
プロフェッショナル・ウォーターカラー製品群
商品名 シリーズ   旧価格（税込）   新価格（税込）

プロフェッショナル・ウォーターカラー5mL チューブ 1 ¥484 ¥583

プロフェッショナル・ウォーターカラー5mL チューブ 2 ¥550 ¥660

プロフェッショナル・ウォーターカラー5mL チューブ 3 ¥583 ¥704

プロフェッショナル・ウォーターカラー5mL チューブ 4 ¥825 ¥990

プロフェッショナル・ウォーターカラー14mL チューブ 1 ¥1,276 ¥1,540

プロフェッショナル・ウォーターカラー14mL チューブ 2 ¥1,452 ¥1,749

プロフェッショナル・ウォーターカラー14mL チューブ 3 ¥1,507 ¥1,815

プロフェッショナル・ウォーターカラー14mL チューブ 4 ¥2,035 ¥2,442

プロフェッショナル・ウォーターカラー ハーフパン 1 ¥495 ¥594

プロフェッショナル・ウォーターカラー ハーフパン 2 ¥561 ¥682

プロフェッショナル・ウォーターカラー ハーフパン 3 ¥572 ¥693

プロフェッショナル・ウォーターカラー ハーフパン 4 ¥638 ¥770

プロフェッショナル・ウォーターカラー ホールパン 1 ¥924 ¥1,111

プロフェッショナル・ウォーターカラー ホールパン 2 ¥1,056 ¥1,276

プロフェッショナル・ウォーターカラー ホールパン 3 ¥1,078 ¥1,298

プロフェッショナル・ウォーターカラー ホールパン 4 ¥1,210 ¥1,452

商品名   旧価格（税込）   新価格（税込）

プロフェッショナル・ウォーターカラー ハーフパン14色 コンパクトセット ¥8,316 ¥10,010

プロフェッショナル・ウォーターカラー 5mlチューブ 12色 トラベルセット ¥7,854 ¥9,460

¥14,553 ¥17,490

¥10,164 ¥12,210

プロフェッショナル・ウォーターカラーハーフパン12色 ブラックボックス ¥8,085 ¥9,790

プロフェッショナル・ウォーターカラー 5mLチューブ 12色セット ¥6,127 ¥7,370

プロフェッショナル・ウォーターカラー 5mLチューブ 18色セット ¥9,361 ¥11,330

プロフェッショナル・ウォーターカラー 5mLチューブ 24色セット ¥15,829 ¥19,030

プロフェッショナル・ウォーターカラー 5mLチューブ 36色セット ¥22,759 ¥27,390

プロフェッショナル・ウォーターカラー 5mLチューブ 48色セット ¥27,720 ¥33,330

プロフェッショナル・ウォーターカラー 5mLチューブ 109色セット ¥75,900 ¥91,080

プロフェッショナル・ウォーターカラー ハーフパン 107色セット ¥74,800 ¥89,760

758 水彩アクアパスト  60mL ¥1,342 ¥1,617

プロフェッショナル・ウォーターカラー ハーフパン24色 ライトウェイトメタルボックスセット

プロフェッショナル・ウォーターカラー ハーフパン12色 フィールドポケットセット
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デザイナーズ・ガッシュカラー 製品群

商品名 シリーズ   旧価格（税込）   新価格（税込）

デザイナーズ・ガッシュカラー14mL チューブ 1 ¥506 ¥583

デザイナーズ・ガッシュカラー14mL チューブ 2 ¥605 ¥704

デザイナーズ・ガッシュカラー14mL チューブ 3 ¥869 ¥1,001

デザイナーズ・ガッシュカラー14mL チューブ 4 ¥1,320 ¥1,518

デザイナーズ・ガッシュカラー37mL チューブ 1 ¥1,221 ¥1,408

商品名   旧価格（税込）   新価格（税込）

デザイナーズ・ガッシュカラー14ml 24色セット ¥15,400 ¥17,710

カリグラフィーインク 製品群

商品名   旧価格（税込）   新価格（税込）

カリグラフィーインク  30mL ブルーキャップ ¥583 ¥704

カリグラフィーインク 30mL レッドキャップ ¥726 ¥803

カリグラフィーインク 30mL 6色セット ¥3,608 ¥4,334

アルチザン・オイルカラー

商品名 シリーズ   旧価格（税込）   新価格（税込）

アルチザン・オイルカラー 37mL チューブ 1 ¥616 ¥748

アルチザン・オイルカラー 37mL チューブ 2 ¥858 ¥1,287

グリフィン・アルキドカラー

商品名 シリーズ   旧価格（税込）   新価格（税込）

グリフィン・アルキドカラー 37mL チューブ 1 ¥550 ¥715

グリフィン・アルキドカラー37mL チューブ 2 ¥792 ¥1,034

商品名   旧価格（税込）   新価格（税込）

グリフィン・アルキドカラー 200mL 644 チタニウムホワイト ¥1,980 ¥2,574

シリーズシリーズシリーズ
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シリーズ７ブラシ

商品名   旧価格（税込）   新価格（税込）

シリーズ７ブラシラウンド #0 ¥1,771 ¥2,310

シリーズ７ブラシラウンド #1 ¥1,925 ¥2,508

シリーズ７ブラシラウンド #2 ¥2,464 ¥3,212

シリーズ７ブラシラウンド #3 ¥3,234 ¥4,213

シリーズ７ブラシラウンド #4 ¥4,862 ¥6,325

シリーズ７ブラシラウンド #5 ¥6,798 ¥8,844

シリーズ７ブラシラウンド #6 ¥9,845 ¥12,804

シリーズ７ブラシラウンド #7 ¥14,564 ¥18,942

シリーズ７ブラシラウンド #8 ¥21,340 ¥27,742

シリーズ７ブラシラウンド #9 ¥30,767 ¥40,007

シリーズ７ブラシラウンド #10 ¥38,126 ¥49,566

シリーズ７ブラシラウンド #11 ¥45,738 ¥59,466

シリーズ７ブラシラウンド #12 ¥65,142 ¥84,689

シリーズ７ブラシラウンド #00 ¥1,694 ¥2,211

シリーズ７ブラシラウンド #000 ¥1,606 ¥2,090

シリーズ７ミニチュアブラシラウンド  #0 ¥1,661 ¥2,167

シリーズ７ミニチュアブラシラウンド  #1 ¥1,727 ¥2,255

シリーズ７ミニチュアブラシラウンド  #2 ¥1,826 ¥2,376

シリーズ７ミニチュアブラシラウンド  #3 ¥2,123 ¥2,761

シリーズ７ミニチュアブラシラウンド  #4 ¥2,684 ¥3,498

シリーズ７ミニチュアブラシラウンド  #5 ¥3,355 ¥4,367

シリーズ７ミニチュアブラシラウンド  #6 ¥5,544 ¥7,216

シリーズ７ミニチュアブラシラウンド  #00 ¥1,628 ¥2,123

シリーズ７ミニチュアブラシラウンド  #000 ¥1,584 ¥2,068
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プロフェッショナル ウォーターカラー セーブルブラシ ※略称、AWCからPWCへ順次変更

商品名   旧価格（税込）   新価格（税込）

PWCセーブルブラシラウンド #0 ¥1,188 ¥1,551

PWCセーブルブラシラウンド #1 ¥1,320 ¥1,716

PWCセーブルブラシラウンド #2 ¥1,386 ¥1,804

PWCセーブルブラシラウンド #3 ¥1,529 ¥1,991

PWCセーブルブラシラウンド #4 ¥1,804 ¥2,354

PWCセーブルブラシラウンド #5 ¥2,574 ¥3,355

PWCセーブルブラシラウンド #6 ¥3,817 ¥4,972

PWCセーブルブラシラウンド #7 ¥4,642 ¥6,039

PWC セーブルブラシラウンド #8 ¥5,819 ¥7,568

PWC セーブルブラシラウンド #10 ¥11,088 ¥14,421

PWC セーブルブラシラウンド #12 ¥16,632 ¥21,626

PWC セーブルブラシラウンド #00 ¥1,111 ¥1,452

PWC セーブルブラシポインテッドラウンド #3 ¥1,529 ¥1,991

PWC セーブルブラシポインテッドラウンド #4 ¥1,936 ¥2,519

PWC セーブルブラシポインテッドラウンド #5 ¥2,497 ¥3,256

PWC セーブルブラシポインテッドラウンド #6 ¥4,433 ¥5,764

AWC セーブルブラシポインテッドラウンド #7 ¥5,544 ¥7,216

PWC セーブルブラシポインテッドラウンド #8 ¥7,634 ¥9,933

PWC セーブルブラシリガー #1 ¥1,320 ¥1,716

PWC セーブルブラシリガー #2 ¥1,386 ¥1,804

AWC セーブルブラシリガー #3 ¥1,529 ¥1,991

AWC セーブルブラシリガー #4 ¥1,870 ¥2,431

AWC セーブルブラシリガー #5 ¥2,574 ¥3,355

AWC セーブルブラシリガー #6 ¥3,817 ¥4,972

AWC セーブルブラシワンストローク 3mm 1/8インチ ¥1,463 ¥1,903

PWC セーブルブラシワンストローク 6mm 1/4インチ ¥2,024 ¥2,640

PWC セーブルブラシワンストローク 10mm 3/8インチ ¥3,190 ¥4,147

PWC セーブルブラシワンストローク 13mm 1/2インチ ¥4,576 ¥5,951

PWC セーブルブラシワンストローク 19mm 3/4インチ ¥6,248 ¥8,129

AWC セーブルブラシワンストローク 25mm 1インチ ¥11,088 ¥14,421
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ピュアスクイレル  ブラシ

商品名   旧価格（税込）   新価格（税込）

ピュアスクイレルブラシ No.0 ¥2,607 ¥3,135

ピュアスクイレルブラシ No.1 ¥2,772 ¥3,333

ピュアスクイレルブラシ No.2 ¥2,959 ¥3,553

ピュアスクイレルブラシ No.3 ¥3,652 ¥4,389

ピュアスクイレルブラシ No.4 ¥4,158 ¥4,994

ピュアスクイレルブラシ No.5 ¥4,686 ¥5,632

ピュアスクイレルブラシ No.6 ¥5,544 ¥6,655

ピュアスクイレルブラシ No.8 ¥8,668 ¥10,406

ピュアスクイレルブラシ No.10 ¥10,395 ¥12,474

ピュアスクイレルブラシ No.12 ¥17,325 ¥20,790

ピュアスクイレルブラシ No.00 ¥2,431 ¥2,926

ピュアスクイレルブラシ No.000 ¥2,266 ¥2,728
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