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ecologicalfibers Paper 

ｵﾚﾝｼﾞ ﾊﾟｰﾌﾟﾙ 

オーストリッチ 680X500mm 価格 Open  A3サイズ  価格 Open  

クロコダイル 680X500mm 価格 Open  A3サイズ  価格 Open  

モロッカン 680X500mm 価格 Open  A3サイズ  価格 Open  
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ecologicalfibers Paper 

ｺｺｱ ﾌﾞﾗｳﾝ ﾌﾞﾙｰ ｼﾙﾊﾞｰ 

サンバースト 680X500mm 価格 Open  A3サイズ  価格 Open  

スタリオン 680X500mm 価格 Open  A3サイズ  価格 Open  

ﾁｮｺﾚｰﾄ ｱｲﾎﾞﾘｰ 

ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾌﾞﾗｳﾝ 

モアレ 680X500mm 価格 Open  A3サイズ  価格 Open  ハンマード グーススキン 
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白和紙・伝統和紙 

純楮 晒雲龍 荒すじ 

約1000X630mm 

800円（本体価格）＋税 

Paper 

奉書紙80g 四六半才 

約790X540mm 

150円（本体価格）＋税 

小倉紙 プレーン 

約940X640mm 

500円（本体価格）＋税 

金銀砂子紙 白薄口 

約900X600mm 

500円（本体価格）＋税 

74808 砂子 裏赤 

約780X536mm 

900円（本体価格）＋税 

機械漉き 長尺ロール和紙 

約950mmX50m 

10000円（本体価格）＋税 

 

  

   

3



典具帖 Paper 

08200 染典具3段ぼかし染 灰系 10401 染典具3段ぼかし染 ピンク系 09009 染典具3段ぼかし染 緑系 

09306 染典具3段ぼかし染 黄系 

08606 染典具3段ぼかし染 赤系 

08705 染典具3段ぼかし染 青系 

08903 染典具3段ぼかし染 茶系 

08804 染典具3段ぼかし染 紫系 

典具帖 約680X480mm 300円（本体価格）＋税 
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典具帖 Paper 

17103 染典具帖単色 黒 

07203 染典具帖ぼかし染 灰系 07401 染典具帖ぼかし染 青系 

07104 染典具帖ぼかし染 赤系 09405 染典具帖ぼかし染 黄系 

09108 染典具帖ぼかし染 紫系 

07500 染典具帖ぼかし染 茶系 

08408 染典具帖ぼかし染 ピンク系 07302 染典具帖ぼかし染 緑系 32106 染典具帖ぼかし染 黒系 

典具帖  約680X480mm 300円（本体価格）＋税   
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典具帖 Paper 

08507 染典具帖茜染 紫系 11903 染典具帖茜染 茶系 11200 染典具帖茜染 ピンク系 

11101 染典具帖茜染 黄系 09603 染典具帖茜染 灰系 07609 染典具帖茜染 青系 

09504 染典具帖茜染 赤系 08309 染典具帖茜染 緑系 

典具帖  約680X480mm 300円（本体価格）＋税 
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Paper 和紙アソートパック 

板締紙20色ｾｯﾄ もみがみ12色ｾｯﾄ 

板締紙 約230X305mm 900円（本体価格）＋税   もみがみ 約200X300mm 700円（本体価格）＋税   
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民芸紙 Paper 

真珠 001 生成 004 からし 009 

豌豆豆 014 鸚鵡 015 青竹 017 

苔 018 水 020 

紺 024 

民芸紙 全判 約940X640mm 300円（本体価格）＋税  A3サイズ 120円（本体価格）＋税   

   

   

  

全判 

A3 

全判 

A3 

全判 

A3 

全判 

A3 

全判 

A3 

全判 

A3 

全判 

A3 

全判 

A3 

全判 

A3 

   

   

  

藍 023 

 全判 

A3  
 
 

浅葱 022 

 
 全判 

A3 

民芸紙 藤 026 

 全判 

A3  
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民芸紙 Paper 

民芸紙 桔梗 028 民芸紙 消炭 030 民芸紙 薄桃 031 

民芸紙 桜 033 民芸紙 さくらんぼ 039 民芸紙 石竹 042 

民芸紙 梔子 043 民芸紙 牡丹 046 

民芸紙 全判 約940X640mm 300円（本体価格）＋税 , A3サイズ 120円（本体価格）＋税  

   

   

  

全判 

A3 

全判 

A3 

全判 

A3 

全判 

A3 

全判 

A3 

全判 

全判 

A3 

全判 

   

  

 

民芸紙 深紅 047 

 全判 

A3  

民芸紙 白茶 049 民芸紙 柿渋 051 

  全判 

A3 

全判 

A3   

民芸紙 鳶 052 

 全判 

A3  
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民芸紙 Paper 

民芸紙 金茶 054 民芸紙 鼠 058 民芸紙 墨 059 

民芸紙 全判 約940X640mm 300円（本体価格）＋税 , A3サイズ 120円（本体価格）＋税   

   全判 

A3 

全判 

A3 

全判 

A3    
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もみ紙 Paper 

真珠 001 

もみがみ 約900X600mm 550円（本体価格）＋税   

生成 004 鸚鵡 015 

苔 018 水 020 藍 023 

薄桃 031 桜 033 深紅 047 

白茶 049 鳶 052 墨 059 
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もみ紙 Paper 

839 もみがみ うすちゃ 844 もみがみ うすだいだい 814 もみがみ さくら 

もみがみ 約900X600mm 550円（本体価格）＋税   

830 もみがみ みず 810 もみがみ むらさき 

   

  
821 もみがみ くさ 

 

12



 染め雲龍紙 Paper 

純楮染め雲龍 緑 純楮染め雲龍 薄緑 純楮染め雲龍 薄黄 

純楮染め雲龍 黄 純楮染め雲龍 橙 純楮染め雲龍 桃 

純楮染め雲龍 濃橙 純楮染め雲龍 朱 純楮染め雲龍 紫 

純楮染め雲龍 薄茶 純楮染め雲龍 茶 純楮染め雲龍 薄青 

純楮染め雲龍紙 約980X670mm 400円（本体価格）＋税   
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 染め雲龍紙・染和紙 小判 Paper 

純楮染め雲龍 青 純楮染め雲龍 黒 純楮染め雲龍 白 

純 楮染め雲龍紙 約980X670mm 400円（本体価格）＋税   

   

夕染紙 NO.7 黄土 

夕染紙 約430X300mm 350円（本体価格）＋税  
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 レーヨン紙 Paper 

A950 00 レーヨン雲龍金箔 白 A950 01 レーヨン雲龍金箔 紅梅 A950 06 レーヨン雲龍金箔 若竹色 

A950 07 レーヨン雲龍金箔 薄浅葱 A950 09 レーヨン雲龍金箔 藤色 A950 10 レーヨン雲龍金箔 コスモス色 

A902 00 レーヨン麻の葉レース 白 

A902 41 レーヨン麻の葉レース 萌葱 

A902 40 レーヨン麻の葉レース 菜種 A902 39 レーヨン麻の葉レース 唐茶 

A902 44 レーヨン麻の葉レース 梅紫 

レーヨン紙 雲龍金箔 約788X545mm 200円（本体価格）＋税   

レーヨン紙 麻の葉レース 約788X545mm 200円（本体価格）＋税   
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 レーヨン紙 Paper 

A903 27 レーヨン小梅 紅花 A903 00 レーヨン小梅 白 

A903 30 レーヨン小梅 浅縹 

A903 28 レーヨン小梅 黄檗 

A903 75 レーヨン小梅 鳥の子色 A903 74 レーヨン小梅 桜色 

A920 192 レーヨン格子 杏 A920 195 レーヨン格子 紺青 

レーヨン紙 小梅  約788X545mm 200円（本体価格）＋税   

レーヨン紙 格子 約940X640mm 300円（本体価格）＋税   
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 レーヨン紙 Paper 

A707 131 レーヨン網目レース ミルク A707 132 レーヨン網目レース ストロベリー A707 134 レーヨン網目レース ぶどう 

A707 136 レーヨン網目レース きみ A707 137 レーヨン網目レース 抹茶 A707 139 レーヨン網目レース くり 

A707 140 レーヨン網目レース みず 

レーヨン紙 網目レース 約788X545mm 200円（本体価格）＋税   
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友禅紙 Paper 

06031 友禅紙 

06154 友禅紙 

06223 友禅紙 06318 友禅紙 

06328 友禅紙 発泡 

06591 友禅紙 06377 友禅紙 06583 友禅紙 

06356 友禅紙 07001 友禅紙 

友禅紙 全判 1000X660mm 700円（本体価格）＋税  A3サイズ 250円（本体価格）＋税   

28405 友禅紙 6805 40407 友禅紙 120 

全判 

A3 

全判 

A3 

全判 

A3 

全判 

A3 

全判 

A3 

全判 

A3 

全判 

A3 

全判 

A3 

全判 

A3 

全判 

A3 

全判 

A3 

全判 

A3 
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友禅紙 Paper 

06608 友禅紙 7417 17406 友禅紙 7416 

13002 友禅紙 6975 13101 友禅紙 6969 

00406 友禅紙 5588 

23407 友禅紙 KA2985 

24209 友禅紙 7052 ■ 24308 友禅紙 7055 ■ 

16706 友禅紙 3215 

17607 友禅紙 桜 発泡 ■ 

友禅紙 全判 約970X650mm 700円（本体価格）＋税  A3サイズ 250円（本体価格）＋税   

13500 友禅紙 6645 ■ 

全判 

A3 

全判 

A3 

全判 

A3 

全判 

A3 

全判 

A3 

全判 

A3 

全判 

A3 

全判 

A3 

全判 

A3 

全判 

A3 

全判 

A3 
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友禅紙 Paper 

24407 友禅紙 7080 ■ 24506 友禅紙 うさぎ市松 ■ 31801 友禅紙 7394 ■ 

21406 友禅紙 6948 ■ 06905 友禅紙 739 ■ 35106 友禅紙 7413 ■ 

友禅紙 全判 700円（本体価格）＋税  A3サイズ 250円（本体価格）＋税   

20409 友禅紙 もみじ ■ 23806 友禅紙 7004 04505 友禅紙 6204  

約970X650 

A3 

約970X650 

A3 

約970×650 

A3 

 
 

約970X660 

A3 

約970X650 

A3 

約1000X670 

A3 

A3 

約970X650 

A3 

約970X650 

A3 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 

09708 友禅紙 5447 

約970X650 

A3 

 
 

31907 友禅紙 K-5 

約970X650 

A3 
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友禅紙 Paper 

友禅紙 全判 約970X650mm 700円（本体価格）＋税  A3サイズ 250円（本体価格）＋税   

09302 友禅紙 6933 12005 友禅紙 6934 

15009 友禅紙 金魚柄 桃 ■ 14705 友禅紙 金魚柄 水 ■ 14606 友禅紙 金魚柄 紺 ■ 

21809 友禅紙 9302 

全判 

A3 

全判 

A3 

全判 

A3 

全判 

A3 

全判 

A3 

全判 

A3 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

05809 友禅紙 2473 

全判 

A3  

 
27804 友禅紙 4191 

全判 

A3  

09104 友禅紙 7260 

全判 

A3  
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友禅紙 Paper 

19608 友禅紙 3222 

10902 友禅紙 920 10605 友禅紙 1067 17802 友禅紙 7576 

04805 友禅紙 4957 ■ 04706 友禅紙 4953 ■ 

02608 友禅紙 6595 

00802 友禅紙 市松白金 01106 友禅紙 市松赤金 

友禅紙 全判 約970X650mm 700円（本体価格）＋税  A3サイズ 250円（本体価格）＋税   

01304 友禅紙 麻の小 黒金 

全判 

A3 

全判 

A3 

全判 

A3 

全判 

A3 

全判 

A3 

全判 

A3 

全判 

A3 

全判 

A3 

全判 

A3 

全判 

A3 

 

 

 

  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

11503 友禅紙 7009 

 

全判 

A3 

17208 友禅紙 

A3  
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友禅紙 Paper 

25305 友禅紙 6800 01207 友禅紙 1003 20505 友禅紙 8860 

05307 友禅紙 NO.27 13401 友禅紙 6493 15801 友禅紙 4959 

11206 友禅紙 5386 

友禅紙 全判 約970X650mm 700円（本体価格）＋税  A3サイズ 250円（本体価格）＋税   

全判 

A3 

全判 

A3 

全判 

A3 

全判 

A3 

全判 

A3 

全判 

A3 

全判 

A3 

 
  

 
 
 

 
  

  
 

 
 

14309 友禅紙 1005 

 

31108 友禅紙 NO.8 

 

A3 

A3 

友禅紙 A3サイズ 300円（本体価格）＋税   

23301 友禅紙 おひなさまD 

21601 友禅紙 7656 

A3 

全判 

A3 
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 アジアンペーパー・ラッピングペーパー Paper 

03708 刷毛引 墨 

WP402 ブルーグリークキー WP408 シェラバード WP418 ルルパッチワーク 

ラッピングペーパー 刷毛引 約990X630mm 700円（本体価格）＋税  

ギフトラップ 約700X500mm 600円（本体価格）＋税  

 

   

38340406 数字SAペーパー 

SAペーパー 約800X580mm 180円（本体価格）＋税  
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カルトナージュペーパー Paper 

85400801 クレープ入茶 

85400504 布クロス 緑 85400207 布クロス ワイン 85402201 布クロス ジーンズ 

90201103 仏製起毛布クロス 薄緑 90201004 仏製起毛布クロス 白茶 

布クロス 約620X500mm 1500円（本体価格）＋税   

仏製起毛布クロス 約700X500mm 2400円（本体価格）＋税   

クレープ入 約680X560mm 2000円（本体価格）＋税   
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カルトナージュペーパー Paper 

62803007 エンボスメタリック 94M54 62806800 メタリックM 95  

85204607 伊製HMマーブル  85204508 伊製HMマーブル 85204409 伊製HMマーブル 

70509007 木版プリント  70509700 木版プリント 70509908 木版プリント 

メタリック 約750X570mm 600円（本体価格）＋税   

マーブル 約640X500mm 2000円（本体価格）＋税   

木版プリント 約760X520mm 400円（本体価格）＋税   
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 インディアンペーパー Paper 

MBC-02 メタリックブラッシュシート MBC-08 メタリックブラッシュシート MBC-10 メタリックブラッシュシート 

#85-14 エンボスフローラルシート 

インディアンペーパー 約765X565mm 400円（本体価格）＋税   

  

 
6427-36 エンブロイダリーシート 

 

#91-02 エンボスシート #91-07 エンボスシート #91-08 エンボスシート 

#91-09 エンボスシート #98-43 エンボスシート 
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イタリアンペーパー Paper 

モード画と文字 CRT-091 鳥と切手 NR370 楽譜（オーケストラ） NR143 

ニュースペーパーコラージュ 513 小花 黄・ブルー 702 

イタリアンペーパー 500X700mm 400円（本体価格）＋税   

   

  
NR.155 

 

NR.1703 NR.1672 

  
NR.1714 

 

NR.225 NR.328 

  
NR.228 
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 イタリアンペーパー Paper 

CRT-526 CRT-528 

イタリアンペーパー 700X500mm 400円（本体価格）＋税   

TSC-002 

  

 
CRT-006 CRT-012 

  

CRT-630 

イタリアンペーパー 700X500mm 地図シリーズ 700X490mm  800円（本体価格）＋税   

ニューヨークの地図 パリの地図 

  

イタリアンペーパー 700X500mm 300円（本体価格）＋税   

VRS-014 VRS-018 
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ワーロン紙 Paper 

ワーロンシート No.1 春雨 ワーロンシート No.2 雲竜 ワーロンシート No.52 無地 

ワーロンシート No.103 楮皮入り ワーロンシートNo.120 竹 

ワーロンシート No.134 鶸萌葱 ワーロンシート No.135 菜の花色 ワーロンシート No.136 山吹色 

ワーロンシート No.138 桜色 ワーロンシート No.145 淡水色 ワーロンシート 両面テープ 

ワーロンシート 約930X616X0.2mm 800円（本体価格）＋税  No.103のみ 900円（本体価格）＋税   

ワーロンシート 約930X606X0.2mm 1200円（本体価格）＋税  両面テープ 5mmX20m 400円（本体価格）＋税   
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