
カランダッシュ　筆記具　新価格表　（2022年8月1日～有効）　

＊本リストはカランダッシュのブランドカタログおよびペンカタログに記載されている商品を掲載しています。 2022年8月1日～　新価格

品名 品番 旧本体価格 新本体価格 税込価格

限定品　バリアス　KENGO KUMA　万年筆 M 1658-491 ¥175,000 ¥192,000 ¥211,200

限定品　バリアス　KENGO KUMA　ローラーボール 1658-471 ¥155,000 ¥170,000 ¥187,000

限定品　バリアス　KENGO KUMA　ボールペン 1658-481 ¥145,000 ¥160,000 ¥176,000

限定品  ル・ヴィニ 万年筆M 1646-481 ¥250,000 ¥275,000 ¥302,500

限定品  ル・ヴィニ 万年筆EF 1646-481EF ¥250,000 ¥275,000 ¥302,500

限定品  ル・ヴィニ 万年筆F 1646-481F ¥250,000 ¥275,000 ¥302,500

限定品  ル・ヴィニ 万年筆B 1646-481B ¥250,000 ¥275,000 ¥302,500

限定品  LE VINY ボールペン 1648-481 ¥220,000 ¥242,000 ¥266,200

限定品　バリアス　シラス　万年筆　M 1637-481 ¥280,000 ¥300,000 ¥330,000

限定品　バリアス　シラス　万年筆　F 1637-471 ¥280,000 ¥300,000 ¥330,000

限定品　バリアス　シラス　万年筆　B 1637-491 ¥280,000 ¥300,000 ¥330,000

限定品　バリアス　シラス　ボールペン 1657-481 ¥220,000 ¥240,000 ¥264,000

バリアス　エボニー ローズゴールド　万年筆　M 4490-142 ¥150,000 ¥170,000 ¥187,000

バリアス　エボニー ローズゴールド　万年筆　EF 4490-122 ¥150,000 ¥170,000 ¥187,000

バリアス　エボニー ローズゴールド　万年筆　F 4490-132 ¥150,000 ¥170,000 ¥187,000

バリアス　エボニー ローズゴールド　万年筆　B 4490-152 ¥150,000 ¥170,000 ¥187,000

バリアス　エボニー ローズゴールド　万年筆　OM 4490-112 ¥150,000 ¥170,000 ¥187,000

バリアス　エボニー ローズゴールド　万年筆　OB 4490-102 ¥150,000 ¥170,000 ¥187,000

バリアス　エボニー ローズゴールド　ローラーボール 4470-142 ¥116,000 ¥130,000 ¥143,000

バリアス　エボニー ローズゴールド　ボールペン 4480-142 ¥94,000 ¥110,000 ¥121,000

バリアス　エボニー ローズゴールド　メカニカル ペンシル　0.7ｍｍ 4460-142 ¥94,000 ¥110,000 ¥121,000

バリアス　エボニー　シルバー　万年筆　M 4490-086 ¥132,000 ¥150,000 ¥165,000

バリアス　エボニー　シルバー　万年筆　EF 4490-066 ¥132,000 ¥150,000 ¥165,000

バリアス　エボニー　シルバー　万年筆　F 4490-076 ¥132,000 ¥150,000 ¥165,000

バリアス　エボニー　シルバー　万年筆　B 4490-096 ¥132,000 ¥150,000 ¥165,000

バリアス　エボニー　シルバー　万年筆　OM 4490-056 ¥132,000 ¥150,000 ¥165,000

バリアス　エボニー　シルバー　万年筆　OB 4490-046 ¥132,000 ¥150,000 ¥165,000

バリアス　エボニー　シルバー　万年筆　BB 4490-106 ¥120,000 ¥150,000 ¥165,000

バリアス　エボニー　シルバー　ローラーボール 4470-086 ¥110,000 ¥125,000 ¥137,500

バリアス　エボニー　シルバー　ボールペン 4480-086 ¥83,000 ¥95,000 ¥104,500

バリアス　エボニー　シルバー　メカニカル ペンシル　0.7ｍｍ 4460-086 ¥83,000 ¥95,000 ¥104,500

バリアス　チャイナブラック　万年筆　M 4490-020 ¥165,000 ¥185,000 ¥203,500

バリアス　チャイナブラック　万年筆　EF 4490-990 ¥165,000 ¥185,000 ¥203,500

バリアス　チャイナブラック　万年筆　F 4490-010 ¥165,000 ¥185,000 ¥203,500

バリアス　チャイナブラック　万年筆　B 4490-030 ¥165,000 ¥185,000 ¥203,500

バリアス　チャイナブラック　万年筆　OM 4490-980 ¥165,000 ¥185,000 ¥203,500

バリアス　チャイナブラック　万年筆　OB 4490-970 ¥165,000 ¥185,000 ¥203,500

バリアス　チャイナブラック　ローラーボール 4470-020 ¥132,000 ¥150,000 ¥165,000

バリアス　チャイナブラック　ボールペン 4480-020 ¥108,000 ¥121,000 ¥133,100

バリアス　チャイナブラック　メカニカルペンシル　0.7ｍｍ 4460-020 ¥108,000 ¥121,000 ¥133,100

バリアス　ラブレーサー　万年筆 M 4490-085 ¥132,000 ¥150,000 ¥165,000

バリアス　ラブレーサー　万年筆　EF 4490-065 ¥132,000 ¥150,000 ¥165,000

バリアス　ラブレーサー　万年筆　F 4490-075 ¥132,000 ¥150,000 ¥165,000

バリアス　ラブレーサー　万年筆 B 4490-095 ¥132,000 ¥150,000 ¥165,000

バリアス　ラブレーサー　万年筆 BB 4490-105 ¥132,000 ¥150,000 ¥165,000

バリアス　ラブレーサー　万年筆 OM 4490-055 ¥132,000 ¥150,000 ¥165,000

バリアス　ラブレーサー　万年筆 OB 4490-045 ¥132,000 ¥150,000 ¥165,000

バリアス　ラブレーサー　ローラーボール 4470-085 ¥116,000 ¥130,000 ¥143,000

バリアス　ラブレーサー　ボールペン 4480-085 ¥88,000 ¥100,000 ¥110,000

バリアス　ラブレーサー　メカニカルペンシル　0.7ｍｍ 4460-085 ¥88,000 ¥100,000 ¥110,000

バリアス　カーボン3000　万年筆 M 4490-017 ¥160,000 ¥180,000 ¥198,000

バリアス　カーボン3000　万年筆 EF 4490-997 ¥160,000 ¥180,000 ¥198,000

バリアス　カーボン3000　万年筆 F 4490-007 ¥160,000 ¥180,000 ¥198,000

バリアス　カーボン3000　万年筆 B 4490-027 ¥160,000 ¥180,000 ¥198,000

バリアス　カーボン3000　万年筆 OM 4490-987 ¥160,000 ¥180,000 ¥198,000

バリアス　カーボン3000　万年筆 OB 4490-977 ¥160,000 ¥180,000 ¥198,000

バリアス　カーボン3000　ローラーボール 4470-017 ¥127,000 ¥145,000 ¥159,500

バリアス　カーボン3000　ボールペン 4480-017 ¥100,000 ¥115,000 ¥126,500

バリアス　カーボン3000　メカニカルペンシル　0.7ｍｍ 4460-017 ¥100,000 ¥115,000 ¥126,500

バリアス　アイバンホー ブラック　万年筆 M 4490-082 ¥132,000 ¥150,000 ¥165,000

バリアス　アイバンホー ブラック　万年筆 EF 4490-062 ¥132,000 ¥150,000 ¥165,000
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バリアス　アイバンホー ブラック　万年筆 F 4490-072 ¥132,000 ¥150,000 ¥165,000

バリアス　アイバンホー ブラック　万年筆 B 4490-092 ¥132,000 ¥150,000 ¥165,000

バリアス　アイバンホー ブラック　万年筆  OM 4490-052 ¥132,000 ¥150,000 ¥165,000

バリアス　アイバンホー ブラック　万年筆 OB 4490-042 ¥132,000 ¥150,000 ¥165,000

バリアス　アイバンホー ブラック　ローラーボール 4470-082 ¥95,000 ¥110,000 ¥121,000

バリアス　アイバンホー ブラック　ボールペン 4480-082 ¥77,000 ¥88,000 ¥96,800

バリアス　アイバンホー ブラック　メカニカルペンシル　0.7ｍｍ 4460-082 ¥77,000 ¥88,000 ¥96,800

バリアス　アイバンホー シルバー　万年筆 M 4490-014 ¥121,000 ¥140,000 ¥154,000

バリアス　アイバンホー シルバー　万年筆 EF 4490-994 ¥121,000 ¥140,000 ¥154,000

バリアス　アイバンホー シルバー　万年筆 F 4490-004 ¥121,000 ¥140,000 ¥154,000

バリアス　アイバンホー シルバー　万年筆 B 4490-024 ¥121,000 ¥140,000 ¥154,000

バリアス　アイバンホー シルバー　万年筆 OM 4490-984 ¥121,000 ¥140,000 ¥154,000

バリアス　アイバンホー シルバー　万年筆 OB 4490-974 ¥121,000 ¥140,000 ¥154,000

バリアス　アイバンホー シルバー　ローラーボール 4470-014 ¥88,000 ¥100,000 ¥110,000

バリアス　アイバンホー シルバー　ボールペン 4480-014 ¥72,000 ¥82,000 ¥90,200

バリアス　アイバンホー シルバー　メカニカルペンシル　0.7ｍｍ 4460-014 ¥72,000 ¥82,000 ¥90,200

レマン　ルージュカーマイン　万年筆　Ｍ 4799-580 ¥121,000 ¥140,000 ¥154,000

レマン　ルージュカーマイン　万年筆　Ｆ 4799-570 ¥121,000 ¥140,000 ¥154,000

レマン　ルージュカーマイン　万年筆　Ｂ 4799-590 ¥121,000 ¥140,000 ¥154,000

レマン　ルージュカーマイン　ローラーボール 4779-580 ¥88,000 ¥100,000 ¥110,000

レマン　ルージュカーマイン　ボールペン 4789-580 ¥75,000 ¥85,000 ¥93,500

レマン　ナイト　アニバーサリーエディション　万年筆　Ｍ 4799-019 ¥121,000 ¥140,000 ¥154,000

レマン　ナイト　アニバーサリーエディション　万年筆　Ｆ 4799-009 ¥121,000 ¥140,000 ¥154,000

レマン　ナイト　アニバーサリーエディション　万年筆　Ｂ 4799-029 ¥121,000 ¥140,000 ¥154,000

レマン　ナイト　アニバーサリーエディション　万年筆　ＢＢ 4799-039 ¥121,000 ¥140,000 ¥154,000

レマン　ナイト　アニバーサリーエディション　ボールペン　 4789-019 ¥75,000 ¥85,000 ¥93,500

レマン　ナイト　アニバーサリーエディション　メカニカルペンシル　0.7ｍｍ 4769-019 ¥75,000 ¥85,000 ¥93,500

レマン　グランブルー　万年筆　Ｍ 4799-168 ¥121,000 ¥140,000 ¥154,000

レマン　グランブルー　万年筆　Ｆ 4799-158 ¥121,000 ¥140,000 ¥154,000

レマン　グランブルー　万年筆　Ｂ 4799-178 ¥121,000 ¥140,000 ¥154,000

レマン　グランブルー　万年筆　ＢＢ 4799-188 ¥121,000 ¥140,000 ¥154,000

レマン　グランブルー　ボールペン　 4789-168 ¥75,000 ¥85,000 ¥93,500

レマン　グランブルー　メカニカルペンシル　0.7ｍｍ 4769-168 ¥75,000 ¥85,000 ¥93,500

レマン　キャビア　万年筆　Ｍ 4799-497 ¥121,000 ¥140,000 ¥154,000

レマン　キャビア　万年筆　Ｆ 4799-487 ¥121,000 ¥140,000 ¥154,000

レマン　キャビア　万年筆　Ｂ 4799-507 ¥121,000 ¥140,000 ¥154,000

レマン　キャビア　万年筆　ＢＢ 4799-517 ¥121,000 ¥140,000 ¥154,000

レマン　キャビア　ボールペン 4789-497 ¥75,000 ¥85,000 ¥93,500

レマン　キャビア　メカニカルペンシル　0.7ｍｍ 4769-497 ¥75,000 ¥85,000 ¥93,500

レマン　バイカラー　ブラック　万年筆 M 4799-289 ¥105,000 ¥118,000 ¥129,800

レマン　バイカラー　ブラック　万年筆 F 4799-279 ¥105,000 ¥118,000 ¥129,800

レマン　バイカラー　ブラック　万年筆 B 4799-299 ¥105,000 ¥118,000 ¥129,800

レマン　バイカラー　ブラック　万年筆 BB 4799-309 ¥105,000 ¥118,000 ¥129,800

レマン　バイカラー　ブラック　ボールペン 4789-289 ¥66,000 ¥74,000 ¥81,400

レマン　バイカラー　ブラック　メカニカルペンシル　0.7ｍｍ 4769-289 ¥66,000 ¥74,000 ¥81,400

レマン　エボニー ブラック　万年筆　M 4799-782 ¥90,000 ¥100,000 ¥110,000

レマン　エボニー ブラック　万年筆　F 4799-772 ¥90,000 ¥100,000 ¥110,000

レマン　エボニー ブラック　万年筆　B 4799-792 ¥90,000 ¥100,000 ¥110,000

レマン　エボニー ブラック　万年筆　BB 4799-802 ¥90,000 ¥100,000 ¥110,000

レマン　エボニー ブラック　　ボールペン 4789-782 ¥61,000 ¥69,000 ¥75,900

レマン　エボニー ブラック　　メカニカルペンシル　0.7ｍｍ 4769-782 ¥61,000 ¥69,000 ¥75,900

レマン　スカーレットレッド　万年筆　M 4799-770 ¥90,000 ¥100,000 ¥110,000

レマン　スカーレットレッド　万年筆　F 4799-760 ¥90,000 ¥100,000 ¥110,000

レマン　スカーレットレッド　万年筆　B 4799-780 ¥90,000 ¥100,000 ¥110,000

レマン　スカーレットレッド　万年筆　BB 4799-790 ¥90,000 ¥100,000 ¥110,000

レマン　スカーレットレッド　ボールペン 4789-770 ¥61,000 ¥69,000 ¥75,900

レマン　スカーレットレッド　メカニカルペンシル　0.7ｍｍ 4769-770 ¥61,000 ¥69,000 ¥75,900

レマン　マット ブラック　万年筆 M 4799-496 ¥90,000 ¥100,000 ¥110,000

レマン　マット ブラック　万年筆 F 4799-486 ¥90,000 ¥100,000 ¥110,000

レマン　マット ブラック　万年筆 B 4799-506 ¥90,000 ¥100,000 ¥110,000
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レマン　マット ブラック　万年筆 BB　 4799-516 ¥90,000 ¥100,000 ¥110,000

レマン　マット ブラック　ボールペン 4789-496 ¥61,000 ¥69,000 ¥75,900

レマン　マット ブラック　メカニカルペンシル　0.7ｍｍ 4769-496 ¥61,000 ¥69,000 ¥75,900

レマン　マット ブルー ナイト　万年筆　M 4799-449 ¥90,000 ¥100,000 ¥110,000

レマン　マット ブルー ナイト　万年筆　F 4799-439 ¥90,000 ¥100,000 ¥110,000

レマン　マット ブルー ナイト　万年筆　B 4799-459 ¥90,000 ¥100,000 ¥110,000

レマン　マット ブルー ナイト　万年筆　BB 4799-469 ¥90,000 ¥100,000 ¥110,000

レマン　マット ブルー ナイト　ボールペン 4789-449 ¥61,000 ¥69,000 ¥75,900

レマン　マット ブルー ナイト　メカニカルペンシル　0.7ｍｍ 4769-449 ¥61,000 ¥69,000 ¥75,900

レマン　バイファンクション　ボールペン/メカニカルペンシル 4759-782 ¥72,000 ¥82,000 ¥90,200

レマンスリム　ライト 万年筆M 4791-386 ¥100,000 ¥112,000 ¥123,200

レマンスリム　ライト 万年筆F 4791-376 ¥100,000 ¥112,000 ¥123,200

レマンスリム　ライト 万年筆B 4791-396 ¥100,000 ¥112,000 ¥123,200

レマンスリム　ライト ローラーボール 4771-386 ¥75,000 ¥84,000 ¥92,400

レマンスリム　ライト ボールペン 4781-386 ¥55,000 ¥62,000 ¥68,200

レマンスリム　ホワイト・ローズゴールド　万年筆　M 4791-001 ¥86,000 ¥96,000 ¥105,600

レマンスリム　ホワイト・ローズゴールド　万年筆　F 4791-991 ¥86,000 ¥96,000 ¥105,600

レマンスリム　ホワイト・ローズゴールド　万年筆　B 4791-011 ¥86,000 ¥96,000 ¥105,600

レマンスリム　ホワイト・ローズゴールド　ローラーボール 4771-001 ¥72,000 ¥80,000 ¥88,000

レマンスリム　ホワイト・ローズゴールド　ボールペン 4781-001 ¥50,000 ¥56,000 ¥61,600

レマンスリム　ホワイト・ローズゴールド　メカニカルペンシル 0.7mm 4761-001 ¥50,000 ¥56,000 ¥61,600

レマンスリム　エボニーブラック　万年筆 M 4791-782 ¥72,000 ¥80,000 ¥88,000

レマンスリム　エボニーブラック　万年筆 F 4791-772 ¥72,000 ¥80,000 ¥88,000

レマンスリム　エボニーブラック　万年筆 B 4791-792 ¥72,000 ¥80,000 ¥88,000

レマンスリム　エボニーブラック　ローラーボール 4771-782 ¥53,000 ¥59,000 ¥64,900

レマンスリム　エボニーブラック　ボールペン 4781-782 ¥42,000 ¥47,000 ¥51,700

レマンスリム　エボニーブラック　メカニカルペンシル 0.7mm 4761-782 ¥42,000 ¥47,000 ¥51,700

レマンスリム　スカーレットレッド　万年筆 M 4791-770 ¥72,000 ¥80,000 ¥88,000

レマンスリム　スカーレットレッド　万年筆 F 4791-760 ¥72,000 ¥80,000 ¥88,000

レマンスリム　スカーレットレッド　万年筆 B 4791-780 ¥72,000 ¥80,000 ¥88,000

レマンスリム　スカーレットレッド　ローラーボール 4771-770 ¥53,000 ¥59,000 ¥64,900

レマンスリム　スカーレットレッド　ボールペン 4781-770 ¥42,000 ¥47,000 ¥51,700

レマンスリム　スカーレットレッド　メカニカルペンシル 4761-770 ¥42,000 ¥47,000 ¥51,700

エクリドール　シェブロン　ゴールド 万年筆　M 0958-208 ¥53,000 ¥59,000 ¥64,900

エクリドール　シェブロン　ゴールド 万年筆　F 0958-198 ¥53,000 ¥59,000 ¥64,900

エクリドール　シェブロン　ゴールド 万年筆　B 0958-218 ¥53,000 ¥59,000 ¥64,900

エクリドール　シェブロン　ゴールド　ローラーボール 0838-208 ¥48,000 ¥54,000 ¥59,400

エクリドール　シェブロン　ゴールド　ボールペン 0898-208 ¥31,000 ¥35,000 ¥38,500

エクリドール　シェブロン　ゴールド　メカニカルペンシル　0.7ｍｍ 0004-208 ¥31,000 ¥35,000 ¥38,500

エクリドール　シェブロン　シルバー　万年筆　M 0958-286 ¥36,000 ¥41,000 ¥45,100

エクリドール　シェブロン　シルバー　万年筆　F 0958-276 ¥36,000 ¥41,000 ¥45,100

エクリドール　シェブロン　シルバー　万年筆　B 0958-296 ¥36,000 ¥41,000 ¥45,100

エクリドール　シェブロン　シルバー　ローラーボール 0838-286 ¥30,000 ¥34,000 ¥37,400

エクリドール　シェブロン　シルバー ボールペン 0890-286 ¥20,000 ¥22,000 ¥24,200

エクリドール　シェブロン　シルバー メカニカルペンシル　　0.7ｍｍ 0004-286 ¥20,000 ¥22,000 ¥24,200

エクリドール　シェブロン　ローズゴールド　ボールペン 0898-207 ¥31,000 ¥35,000 ¥38,500

エクリドール　レトロ　シルバー 万年筆 M 0958-485 ¥36,000 ¥41,000 ¥45,100

エクリドール　レトロ　シルバー 万年筆 F 0958-475 ¥36,000 ¥41,000 ¥45,100

エクリドール　レトロ　シルバー 万年筆 B 0958-495 ¥36,000 ¥41,000 ¥45,100

エクリドール レトロ　シルバー　ローラーボール 0838-485 ¥30,000 ¥34,000 ¥37,400

エクリドール レトロ　シルバー　ボールペン　 0890-487 ¥20,000 ¥22,000 ¥24,200

エクリドール　レトロ　シルバー　メカニカルペンシル　　0.7ｍｍ 0004-486 ¥20,000 ¥22,000 ¥24,200

エクリドール　ヘリテージ　万年筆 M 0958-349 ¥36,000 ¥41,000 ¥45,100

エクリドール　ヘリテージ　万年筆 F 0958-339 ¥36,000 ¥41,000 ¥45,100

エクリドール　ヘリテージ　万年筆 B 0958-359 ¥36,000 ¥41,000 ¥45,100

エクリドール　ヘリテージ　ローラーボール 0838-349 ¥30,000 ¥34,000 ¥37,400

エクリドール　ヘリテージ　ボールペン 0890-349 ¥20,000 ¥22,000 ¥24,200

エクリドール　ヘリテージ　メカニカルペンシル 0.7mm 0004-349 ¥20,000 ¥22,000 ¥24,200

エクリドール　ミラネーゼ　万年筆M 0958-345 ¥43,000 ¥48,000 ¥52,800
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エクリドール　ミラネーゼ　万年筆F 0958-335 ¥43,000 ¥48,000 ¥52,800

エクリドール　ミラネーゼ　万年筆B 0958-355 ¥43,000 ¥48,000 ¥52,800

エクリドール　ミラネーゼ　ローラーボール 0838-345 ¥37,000 ¥42,000 ¥46,200

エクリドール　ミラネーゼ　ボールペン 0890-345 ¥24,000 ¥27,000 ¥29,700

エクリドール　アベニュー　万年筆M 0958-407 ¥43,000 ¥48,000 ¥52,800

エクリドール　アベニュー　万年筆F 0958-397 ¥43,000 ¥48,000 ¥52,800

エクリドール　アベニュー　万年筆B 0958-417 ¥43,000 ¥48,000 ¥52,800

エクリドール　アベニュー　ローラーボール 0838-407 ¥37,000 ¥42,000 ¥46,200

エクリドール　アベニュー　ボールペン 0890-407 ¥24,000 ¥27,000 ¥29,700

エクリドール　アベニュー　メカニカルペンシル 0004-407 ¥24,000 ¥27,000 ¥29,700

エクリドール　レーシング　ボールペン 0890-009 ¥24,000 ¥27,000 ¥29,700

エクリドール　レーシング　メカニカルペンシル 0004-009 ¥24,000 ¥27,000 ¥29,700

エクリドール レーシング　ボールペン ギフトセット 8902-009-21 ¥27,000 ¥30,000 ¥33,000

エクリドール レーシング　ボールペン ギフトセット 8902-009 ¥27,000 ¥30,000 ¥33,000

エクリドール レーシング　メカニカルペンシル ギフトセット 0402-009 ¥27,000 ¥30,000 ¥33,000

エクリドール　キューブリック　万年筆 M 0958-377 ¥46,000 ¥51,000 ¥56,100

エクリドール　キューブリック　万年筆 F 0958-367 ¥46,000 ¥51,000 ¥56,100

エクリドール　キューブリック　万年筆 B 0958-387 ¥46,000 ¥51,000 ¥56,100

エクリドール　キューブリック　ローラーボール 0838-377 ¥40,000 ¥45,000 ¥49,500

エクリドール　キューブリック　ボールペン　 0890-377 ¥26,000 ¥29,000 ¥31,900

エクリドール　キューブリック　メカニカルペンシル　　0.7ｍｍ 0004-377 ¥26,000 ¥29,000 ¥31,900

エクリドール　ゴルフ　万年筆 M 0958-516 ¥50,000 ¥56,000 ¥61,600

エクリドール　ゴルフ　万年筆 F 0958-506 ¥50,000 ¥56,000 ¥61,600

エクリドール　ゴルフ　万年筆 B 0958-526 ¥50,000 ¥56,000 ¥61,600

エクリドール　ゴルフ　ローラーボール 0838-516 ¥42,000 ¥48,000 ¥52,800

エクリドール　ゴルフ　ボールペン 0890-516 ¥26,000 ¥29,000 ¥31,900

エクリドール　ゴルフ　メカニカルペンシル　　0.7ｍｍ 0004-516 ¥26,000 ¥29,000 ¥31,900

エクリドール　フラワーズ　ボールペン 0890-017 ¥29,000 ¥33,000 ¥36,300

エクリドール　日本限定　ビクトリアン JP0890-VCT ¥26,000 ¥29,000 ¥31,900

エクリドール　日本限定　バンブー JP0890-BMB ¥27,000 ¥27,000 ¥29,700

エクリドール　タイプ５５ JP0890-455 ¥20,000 ¥22,000 ¥24,200

エクリドール　やがすり JP0890-YGSR21 ¥25,000 ¥25,000 ¥27,500

849万年筆　ホワイト M 0840-001 ¥7,000 ¥8,000 ¥8,800

849万年筆　ホワイト EF 0842-001 ¥7,000 ¥8,000 ¥8,800

849万年筆　ホワイト F 0841-001 ¥7,000 ¥8,000 ¥8,800

849万年筆　ホワイト B 0843-001 ¥7,000 ¥8,000 ¥8,800

849万年筆　ブラック M 0840-009 ¥7,000 ¥8,000 ¥8,800

849万年筆　ブラック EF 0842-009 ¥7,000 ¥8,000 ¥8,800

849万年筆　ブラック F 0841-009 ¥7,000 ¥8,000 ¥8,800

849万年筆　ブラック B 0843-009 ¥7,000 ¥8,000 ¥8,800

849万年筆　ブルー M 0840-159 ¥7,000 ¥8,000 ¥8,800

849万年筆　ブルー EF 0842-159 ¥7,000 ¥8,000 ¥8,800

849万年筆　ブルー F 0841-159 ¥7,000 ¥8,000 ¥8,800

849万年筆　ブルー B 0843-159 ¥7,000 ¥8,000 ¥8,800

849万年筆　蛍光ピンク M 0840-090 ¥7,000 ¥8,000 ¥8,800

849万年筆　蛍光ピンク EF 0842-090 ¥7,000 ¥8,000 ¥8,800

849万年筆　蛍光ピンク F 0841-090 ¥7,000 ¥8,000 ¥8,800

849万年筆　蛍光ピンク B 0843-090 ¥7,000 ¥8,000 ¥8,800

849万年筆　蛍光オレンジ M 0840-030 ¥7,000 ¥8,000 ¥8,800

849万年筆　蛍光オレンジ EF 0842-030 ¥7,000 ¥8,000 ¥8,800

849万年筆　蛍光オレンジ F 0841-030 ¥7,000 ¥8,000 ¥8,800

849万年筆　蛍光オレンジ B 0843-030 ¥7,000 ¥8,000 ¥8,800

849万年筆　蛍光イエロー M 0840-470 ¥7,000 ¥8,000 ¥8,800

849万年筆　蛍光イエロー EF 0842-470 ¥7,000 ¥8,000 ¥8,800

849万年筆　蛍光イエロー F 0841-470 ¥7,000 ¥8,000 ¥8,800

849万年筆　蛍光イエロー B 0843-470 ¥7,000 ¥8,000 ¥8,800

849万年筆　蛍光グリーン M 0840-230 ¥7,000 ¥8,000 ¥8,800

849万年筆　蛍光グリーン EF 0842-230 ¥7,000 ¥8,000 ¥8,800

849万年筆　蛍光グリーン F 0841-230 ¥7,000 ¥8,000 ¥8,800

849万年筆　蛍光グリーン B 0843-230 ¥7,000 ¥8,000 ¥8,800

4 / 8 ページ



カランダッシュ　筆記具　新価格表　（2022年8月1日～有効）　

＊本リストはカランダッシュのブランドカタログおよびペンカタログに記載されている商品を掲載しています。 2022年8月1日～　新価格

品名 品番 旧本体価格 新本体価格 税込価格

849ローラーボール ゲル マットレッド スリムパック入 NF0846-570 ¥6,500 ¥7,200 ¥7,920

849ローラーボール ゲル マットブラック スリムパック入 NF0846-509 ¥6,500 ¥7,200 ¥7,920

849ローラーボール ゲル マットホワイト スリムパック入 NF0846-502 ¥6,500 ¥7,200 ¥7,920

849ローラーボール ゲル マットブルー スリムパック入 NF0846-659 ¥6,500 ¥7,200 ¥7,920

849ローラーボール ゲル マットグレー スリムパック入 NF0846-595 ¥6,500 ¥7,200 ¥7,920

849ローラーボール ゲル ディスプレイ付セット（１２ｐｃ）　 NF0846-298 ¥78,000 ¥86,400 ¥95,040

849ローラーボール ゲル マットレッド スリムパック無 NF0846-070 ¥6,000 ¥6,800 ¥7,480

849ローラーボール ゲル マットブラック スリムパック無 NF0846-009 ¥6,000 ¥6,800 ¥7,480

849ローラーボール ゲル マットホワイト スリムパック無 NF0846-001 ¥6,000 ¥6,800 ¥7,480

849ローラーボール ゲル マットブルー スリムパック無 NF0846-159 ¥6,000 ¥6,800 ¥7,480

849ローラーボール ゲル マットグレー スリムパック無 NF0846-495 ¥6,000 ¥6,800 ¥7,480

849 ギフトライン　ブリュットロゼ ボールペン NF0849-997 ¥5,500 ¥6,000 ¥6,600

849 ギフトライン　ブラックコード ボールペン NF0849-496 ¥5,500 ¥6,000 ¥6,600

849 ギフトライン　オリジナル ボールペン NF0849-069 ¥5,500 ¥6,000 ¥6,600

849 ギフトライン　ゴールドバー ボールペン NF0849-999 ¥5,500 ¥6,000 ¥6,600

849　プレミアム ブリュットロゼ　メカニカルペンシル0.5mm MF0844-997 ¥6,000 ¥6,000 ¥6,600

849　プレミアム ブラックコード メカニカルペンシル0.5mm MF0844-496 ¥6,000 ¥6,000 ¥6,600

849　プレミアム ゴールドバー メカニカルペンシル0.5mm MF0844-999 ¥6,000 ¥6,000 ¥6,600

849 ボールペン　ブラック NF0849-009 ¥3,300 ¥3,600 ¥3,960

849 メカニカルペンシル　0.7ｍｍ　ブラック 0844-009 ¥3,300 ¥3,600 ¥3,960

849 ボールペン　ホワイト NF0849-001 ¥3,300 ¥3,600 ¥3,960

849 メカニカルペンシル　0.7ｍｍ　ホワイト 0844-001 ¥3,300 ¥3,600 ¥3,960

849 ボールペン　レッド NF0849-070 ¥3,300 ¥3,600 ¥3,960

849 メカニカルペンシル　0.7ｍｍ　レッド 0844-070 ¥3,300 ¥3,600 ¥3,960

849 ボールペン　サファイアブルー NF0849-150 ¥3,300 ¥3,600 ¥3,960

849 メカニカルペンシル　0.7ｍｍ　サファイアブルー 0844-150 ¥3,300 ¥3,600 ¥3,960

849 ボールペン　アンスラサイトグレー NF0849-４９５ ¥3,300 ¥3,600 ¥3,960

849 メカニカルペンシル　0.7ｍｍ　アンスラサイトグレー 084４-495 ¥3,300 ¥3,600 ¥3,960

849 ボールペン　イエロー　 NF0849-010 ¥3,300 ¥3,600 ¥3,960

849 ボールペン　グリーン　 NF0849-210 ¥3,300 ¥3,600 ¥3,960

849　メカニカルペンシル　0.7ｍｍ　蛍光イエロー 0844-470 ¥3,300 ¥3,600 ¥3,960

849 メカニカルペンシル　0.7ｍｍ　蛍光オレンジ 0844-030 ¥3,300 ¥3,600 ¥3,960

849 メカニカルペンシル　0.7ｍｍ　蛍光ピンク 0844-090 ¥3,300 ¥3,600 ¥3,960

849 メカニカルペンシル　0.5ｍｍ　ブラック 0844-009 0.5 ¥3,300 ¥3,600 ¥3,960

849 メカニカルペンシル　0.5ｍｍ　ホワイト 0844-001 0.5 ¥3,300 ¥3,600 ¥3,960

849 メカニカルペンシル　0.5ｍｍ　レッド 0844-070 0.5 ¥3,300 ¥3,600 ¥3,960

849 メカニカルペンシル　0.5ｍｍ　シルバー 0844-005 0.5 ¥3,300 ¥3,600 ¥3,960

849 メカニカルペンシル　0.5ｍｍ　サファイアブルー 0844-150 0.5 ¥3,300 ¥3,600 ¥3,960

849　メカニカルペンシル　0.5ｍｍ　蛍光イエロー 0844-470 0.5 ¥3,300 ¥3,600 ¥3,960

849 メカニカルペンシル　0.5ｍｍ　蛍光オレンジ 0844-030 0.5 ¥3,300 ¥3,600 ¥3,960

849 メカニカルペンシル　0.5ｍｍ　蛍光ピンク 0844-090 0.5 ¥3,300 ¥3,600 ¥3,960

849メカニカルペンシル０．５ｍｍ　スイスフラッグ (缶ケースなし） 0844-253 0.5 ¥3,500 ¥3,800 ¥4,180

849 ギフトパッケージ　メタルX ブルー NF0849-740 ¥3,300 ¥3,600 ¥3,960

849 ギフトパッケージ　ホワイト NF0849-611 ¥3,300 ¥3,600 ¥3,960

849 ギフトパッケージ　ブラック NF0849-609 ¥3,300 ¥3,600 ¥3,960

849 ギフトパッケージ　メタルX ターコイズ NF0849-771 ¥3,300 ¥3,600 ¥3,960

849 ギフトパッケージ　蛍光オレンジ NF0849-630 ¥3,300 ¥3,600 ¥3,960

849 ギフトパッケージ　蛍光ピンク NF0849-690 ¥3,300 ¥3,600 ¥3,960

849 ギフトパッケージ - ディスプレイ付セット（３０ｐｃ） NFKI0849-600 ¥99,000 ¥108,000 ¥118,800

849　POPLINE　蛍光ピンク　ボールペン NF0849-590 ¥3,600 ¥3,900 ¥4,290

849　POPLINE　蛍光グリーン　ボールペン NF0849-730 ¥3,600 ¥3,900 ¥4,290

849　POPLINE　蛍光イエロー  ボールペン NF0849-970 ¥3,600 ¥3,900 ¥4,290

849　POPLINE　蛍光オレンジ　ボールペン NF0849-530 ¥3,600 ¥3,900 ¥4,290

849  POPLINE  メタルX　ターコイズ　ボールペン（製造休止中） NF0849-671 ¥3,300 ¥3,600 ¥3,960

849　POPLINE  メタルX　ブルー　ボールペン（製造休止中） NF0849-640 ¥3,300 ¥3,600 ¥3,960
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849  POPLINE  メタルX　グリーン　ボールペン（製造休止中） NF0849-712 ¥3,300 ¥3,600 ¥3,960

849  POPLINE  メタルX　ブラック　ボールペン（製造休止中） NF0849-809 ¥3,300 ¥3,600 ¥3,960

849  POPLINE  メタルX　レッド　ボールペン（製造休止中） NF0849-780 ¥3,300 ¥3,600 ¥3,960

849  POPLINE  メタルX　パープル　ボールペン（製造休止中） NF0849-850 ¥3,300 ¥3,600 ¥3,960

849 POPLINE　チョコレート　ボールペン NF0849-752 ¥4,500 ¥4,800 ¥5,280

849 POPLINE　ラポヤ　ボールペン NF0849-754 ¥4,500 ¥4,800 ¥5,280

849 POPLINE　エーデルワイス　ボールペン NF0849-769 ¥4,500 ¥4,800 ¥5,280

849 POPLINE　スイスフラッグ ボールペン NF0849-053 ¥4,500 ¥4,800 ¥5,280

849ボールペン　スイスフラッグ (缶ケースなし） NF0849-253 ¥3,500 ¥3,800 ¥4,180

849 POPLINE　トータリースイス ディスプレイ付セット（１０ｐｃ） NF0849-557 ¥45,000 ¥48,000 ¥52,800

849 ホワイト & ノートブック Ａ5 レッド NF8491-403 ¥7,800 ¥7,800 ¥8,580

849 蛍光オレンジ & ノートブック Ａ5 ブルー NF8491-404 ¥7,800 ¥7,800 ¥8,580

849 シルバー &ノートブック　Ａ5　ブラック NF8491-402 ¥7,800 ¥7,800 ¥8,580

849蛍光イエロー & ノートブック Ａ5 グレー NF8491-401 ¥7,800 ¥7,800 ¥8,580

849 ホワイト & ノートブック A6 レッド NF8491-453 ¥6,800 ¥6,800 ¥7,480

849 蛍光オレンジ & ノートブック A6 ブルー NF8491-454 ¥6,800 ¥6,800 ¥7,480

849 シルバー & ノートブック A6 ブラック NF8491-452 ¥6,800 ¥6,800 ¥7,480

849 蛍光イエロー & ノートブック A6 グレー NF8491-451 ¥6,800 ¥6,800 ¥7,480

849ノートブックＡ5キャンバス レッド 0454-403 ¥4,800 ¥4,800 ¥5,280

849ノートブックＡ5キャンバス ブルー 0454-404 ¥4,800 ¥4,800 ¥5,280

849ノートブックＡ5キャンバス ブラック 0454-402 ¥4,800 ¥4,800 ¥5,280

849ノートブックＡ5キャンバス グレー 0454-401 ¥4,800 ¥4,800 ¥5,280

849ノートブックＡ6キャンバス レッド 0454-453 ¥3,800 ¥3,800 ¥4,180

849ノートブックＡ6キャンバス ブルー 0454-454 ¥3,800 ¥3,800 ¥4,180

849ノートブックＡ6キャンバス ブラック 0454-452 ¥3,800 ¥3,800 ¥4,180

849ノートブックＡ6キャンバス グレー 0454-451 ¥3,800 ¥3,800 ¥4,180

888 インフィニット ボールペン スイスフラッグ NN0888-253 ¥1,500 ¥1,600 ¥1,760

888 インフィニット メカニカルペンシル 0.7ｍｍ　スイスフラッグ
0884-253 ¥1,500 ¥1,500 ¥1,650

888 インフィニット ボールペン スカーレットレッド NN0888-570 ¥1,000 ¥1,000 ¥1,100

888 インフィニット メカニカルペンシル 0.7ｍｍ　スカーレットレッド
0884-570 ¥1,000 ¥1,000 ¥1,100

888 インフィニット ボールペン ホワイト NN0888-001 ¥1,000 ¥1,000 ¥1,100

888 インフィニット メカニカルペンシル 0.7ｍｍ　ホワイト 0884-001 ¥1,000 ¥1,000 ¥1,100

888 インフィニット ボールペン ブラック NN0888-009 ¥1,000 ¥1,000 ¥1,100

888 インフィニット メカニカルペンシル 0.7ｍｍ　ブラック 0884-009 ¥1,000 ¥1,000 ¥1,100

888 インフィニット ボールペン ナイトブルー NN0888-149 ¥1,000 ¥1,000 ¥1,100

888 インフィニット メカニカルペンシル 0.7ｍｍ　ナイトブルー
0884-149 ¥1,000 ¥1,000 ¥1,100

888 インフィニット ボールペン ターコイズブルー NN0888-171 ¥1,000 ¥1,000 ¥1,100

888 インフィニット メカニカルペンシル 0.7ｍｍ　ターコイズブルー
0884-171 ¥1,000 ¥1,000 ¥1,100

888 インフィニット ボールペン スプリンググリーン NN0888-470 ¥1,000 ¥1,000 ¥1,100

888 インフィニット メカニカルペンシル 0.7ｍｍ　スプリンググリーン
0884-470 ¥1,000 ¥1,000 ¥1,100

888 インフィニット ボールペン レモンイエロー NN0888-240 ¥1,000 ¥1,000 ¥1,100

888 インフィニット メカニカルペンシル 0.7ｍｍ　レモンイエロー
0884-240 ¥1,000 ¥1,000 ¥1,100

888 インフィニット ボールペン オレンジ NN0888-030 ¥1,000 ¥1,000 ¥1,100

888 インフィニット メカニカルペンシル 0.7ｍｍ　オレンジ 0884-030 ¥1,000 ¥1,000 ¥1,100

888　インフィニット ボールペン　チャコールグレー NN0888-409 ¥1,000 ¥1,000 ¥1,100

888　インフィニット メカニカルペンシル　0.7ｍｍ　チャコールグレー 0884-409 ¥1,000 ¥1,000 ¥1,100

825ウッドチップ ボールペン　青字 0825-162 ¥500 ¥500 ¥550

825ウッドチップ ボールペン　青字 2本入ブリスター 0825-362 ¥1,000 ¥1,000 ¥1,100

825ウッドチップ ボールペン　ディスプレイ付セット（３０ｐｃ） 0825-298 ¥15,000 ¥15,000 ¥16,500

フィックスペンシル　2㎜　ブラック×レッド 0022-288RD ¥2,800 ¥3,100 ¥3,410

フィックスペンシル　2㎜　ブラック 0022-288BK ¥2,800 ¥3,100 ¥3,410

フィックスペンシル　2㎜　ブラック×ブルー 0022-288BU ¥2,800 ¥3,100 ¥3,410

フィックスペンシル　3㎜　ブラック×レッド 0003-288RD ¥3,000 ¥3,300 ¥3,630

フィックスペンシル　3㎜　ブラック 0003-288BK ¥3,000 ¥3,300 ¥3,630

フィックスペンシル　3㎜　ブラック×ブルー 0003-288BU ¥3,000 ¥3,300 ¥3,630

フィックスペンシル グリップ付　2㎜　ブラック×レッド 0022-289RD ¥3,000 ¥3,300 ¥3,630

フィックスペンシル グリップ付　2㎜　ブラック 0022-289BK ¥3,000 ¥3,300 ¥3,630
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フィックスペンシル　グリップ付 2㎜　ブラック×ブルー 0022-289BU ¥3,000 ¥3,300 ¥3,630

フィックスペンシル グリップ付　3㎜　ブラック×レッド 0003-289RD ¥3,300 ¥3,600 ¥3,960

フィックスペンシル グリップ付　3㎜　ブラック 0003-289BK ¥3,300 ¥3,600 ¥3,960

フィックスペンシル　グリップ付 3㎜　ブラック×ブルー 0003-289BU ¥3,300 ¥3,600 ¥3,960

フィックスペンシル　ジュニア　2㎜　レッド 0884-070 ¥2,200 ¥2,400 ¥2,640

フィックスペンシル　ジュニア　2㎜　ブルー 0884-160 ¥2,200 ¥2,400 ¥2,640

フィックスペンシル　ジュニア　2㎜　グリーン 0884-210 ¥2,200 ¥2,400 ¥2,640

レマンマロキネリー　ペンケース　１本挿し　ブルーナイト 6201-449 ¥16,000 ¥17,000 ¥18,700

レマンマロキネリー　ペンケース　1本挿し　レッド 6201-770 ¥16,000 ¥17,000 ¥18,700

レマンマロキネリー　ペンケース　1本挿し　ブラック 6201-782 ¥16,000 ¥17,000 ¥18,700

レマンマロキネリー　ペンケース　1本挿し　ホワイト 6201-001 ¥16,000 ¥17,000 ¥18,700

レマンマロキネリー　ペンケース　2本挿し　レッド 6202-770 ¥17,000 ¥18,000 ¥19,800

レマンマロキネリー　ペンケース　2本挿し　ブルーナイト 6202-449 ¥17,000 ¥18,000 ¥19,800

レマンマロキネリー　ペンケース　2本挿し　ブラック 6202-782 ¥17,000 ¥18,000 ¥19,800

レマンマロキネリー　ペンケース　2本挿し　ホワイト 6202-001 ¥17,000 ¥18,000 ¥19,800

ラ コレクション クール　1本挿しペンケース ブラック 6801-009 ¥14,000 ¥15,000 ¥16,500

ラ コレクション クール　1本挿しペンケース ミッドナイトブルー 6801-549 ¥14,000 ¥15,000 ¥16,500

ラ コレクション クール　1本挿しペンケース ベージュ 6801-055 ¥14,000 ¥15,000 ¥16,500

ラ コレクション クール　2本挿しペンケース ブラック 6802-009 ¥16,000 ¥17,000 ¥18,700

ラ コレクション クール　2本挿しペンケース ミッドナイトブルー 6802-549 ¥16,000 ¥17,000 ¥18,700

ラ コレクション クール　2本挿しペンケース ベージュ 6802-055 ¥16,000 ¥17,000 ¥18,700

ラ コレクション クール　ペンポーチ ブラック 6803-009 ¥16,000 ¥17,000 ¥18,700

ラ コレクション クール　ペンポーチ ミッドナイトブルー 6803-549 ¥16,000 ¥17,000 ¥18,700

ラ コレクション クール　ペンポーチ ベージュ 6803-055 ¥16,000 ¥17,000 ¥18,700

クロマティクス　ボトルインク　コスミック ブラック 8011-009 ¥4,300 ¥4,600 ¥5,060

クロマティクス　ボトルインク　マグネティック　ブルー 8011-149 ¥4,300 ¥4,600 ¥5,060

クロマティクス　ボトルインク　エレクトリック　オレンジ 8011-052 ¥4,300 ¥4,600 ¥5,060

クロマティクス　ボトルインク　バイブラント　グリーン 8011-210 ¥4,300 ¥4,600 ¥5,060

クロマティクス　ボトルインク　オーガニック　ブラウン 8011-049 ¥4,300 ¥4,600 ¥5,060

クロマティクス　ボトルインク　ヒプノティック　ターコイズ 8011-191 ¥4,300 ¥4,600 ¥5,060

クロマティクス　ボトルインク　インフラ　レッド 8011-070 ¥4,300 ¥4,600 ¥5,060

クロマティクス　ボトルインク　インフィニット　グレー 8011-005 ¥4,300 ¥4,600 ¥5,060

クロマティクス　ボトルインク　ディバイン　ピンク 8011-080 ¥4,300 ¥4,600 ¥5,060

クロマティクス　ボトルインク　ウルトラ　バイオレット 8011-099 ¥4,300 ¥4,600 ¥5,060

クロマティクス　ボトルインク　アイデリック　ブルー 8011-140 ¥4,300 ¥4,600 ¥5,060

クロマティクス　ボトルインク　デリケート　グリーン 8011-221 ¥4,300 ¥4,600 ¥5,060

ゴリアットボールペン芯　黒Ｆ 8428-009 ¥1,200 ¥1,300 ¥1,430

ゴリアットボールペン芯　黒Ｍ 8428-000 ¥1,200 ¥1,300 ¥1,430

ゴリアットボールペン芯　黒Ｂ 8428-109 ¥1,200 ¥1,300 ¥1,430

ゴリアットボールペン芯　青Ｆ 8422-160 ¥1,200 ¥1,300 ¥1,430

ゴリアットボールペン芯　青Ｍ 8422-000 ¥1,200 ¥1,300 ¥1,430

ゴリアットボールペン芯　青Ｂ 8422-260 ¥1,200 ¥1,300 ¥1,430

ゴリアットボールペン芯　赤Ｆ 8420-070 ¥1,200 ¥1,300 ¥1,430

ゴリアットボールペン芯　赤Ｍ 8420-000 ¥1,200 ¥1,300 ¥1,430

ゴリアットボールペン芯　緑Ｍ 8418-000 ¥1,200 ¥1,300 ¥1,430

ゴリアットボールペン芯　ターコイズＭ 8421-191 ¥1,200 ¥1,300 ¥1,430

ゴリアットボールペン芯　バイオレットＭ 8421-111 ¥1,200 ¥1,300 ¥1,430

フロスティー用替芯　　 8328-000 ¥550 ¥550 ¥605

888用替芯（スイスライド）　黒Ｍ 8528-000 ¥350 ¥370 ¥407

888用替芯（スイスライド）　青Ｍ 8522-000 ¥350 ¥370 ¥407

ショート芯　ブラック 6528-100 ¥550 ¥580 ¥638

マルチファンクション用 BP替え芯3色セット　（黒2・青2・赤1） 6533-105 ¥2,500 ¥2,700 ¥2,970

849ローラーボール 　ゲル専用替芯　黒F 8468-009 ¥1,200 ¥1,300 ¥1,430

849ローラーボール 　ゲル専用替芯　黒M 8468-000 ¥1,200 ¥1,300 ¥1,430

849ローラーボール 　ゲル専用替芯　青F 8462-160 ¥1,200 ¥1,300 ¥1,430

849ローラーボール 　ゲル専用替芯　青M 8462-000 ¥1,200 ¥1,300 ¥1,430

ローラーボール用替芯　黒Ｆ 8228-009 ¥1,200 ¥1,300 ¥1,430

ローラーボール用替芯　青Ｆ 8222-160 ¥1,200 ¥1,300 ¥1,430
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カランダッシュ　筆記具　新価格表　（2022年8月1日～有効）　

＊本リストはカランダッシュのブランドカタログおよびペンカタログに記載されている商品を掲載しています。 2022年8月1日～　新価格

品名 品番 旧本体価格 新本体価格 税込価格

ペンシル芯　0.5ｍｍ　ＨＢ 6705-350 ¥800 ¥850 ¥935

ペンシル芯　0.5ｍｍ　Ｂ 6705-351 ¥800 ¥850 ¥935

ペンシル芯　0.7ｍｍ　ＨＢ 6707-350 ¥800 ¥850 ¥935

フィックスペンシル用替え芯　2.0mm B 　(3本入り） 6077-451 ¥800 ¥800 ¥880

フィックスペンシル用替え芯　2.0mm 2B　　(3本入り） 6077-452 ¥800 ¥800 ¥880

水溶性カラー芯　（2.0mm /赤・青・黄・緑　各1本） 6077-786 ¥2,400 ¥2,600 ¥2,860

バリアスアーティスト用　水溶性カラー芯　（5.5ｍｍ　黒HB　黒6B　赤・青・黄・白　各1 6550-306 ¥3,840 ¥3,900 ¥4,290

コンバーター（現行エクリドール/849を除く）　*旧品番：0000-820 100000-820 ¥1,500 ¥1,700 ¥1,870

コンバーター（旧レマン・エクリドール・旧マディソン用）*旧品番：0319-001 100003-490 ¥1,500 ¥1,700 ¥1,870

カートリッジインク　コスミック ブラック 8021-009 ¥750 ¥800 ¥880

カートリッジインク　マグネティック ブルー 8021-149 ¥750 ¥800 ¥880

カートリッジインク　エレクトリック オレンジ 8021-052 ¥750 ¥800 ¥880

カートリッジインク　バイブラント グリーン 8021-210 ¥750 ¥800 ¥880

カートリッジインク　オーガニック ブラウン 8021-049 ¥750 ¥800 ¥880

カートリッジインク　ヒプノティック ターコイズ 8021-191 ¥750 ¥800 ¥880

カートリッジインク　インフラレッド 8021-070 ¥750 ¥800 ¥880

カートリッジインク　インフィニット グレー 8021-005 ¥750 ¥800 ¥880

カートリッジインク　ディバイン  ピンク 8021-080 ¥750 ¥800 ¥880

カートリッジインク　ウルトラバイオレット 8021-099 ¥750 ¥800 ¥880

カートリッジインク　 アイデリック ブルー 8021-140 ¥750 ¥800 ¥880

カートリッジインク デリケート グリーン 8021-221 ¥750 ¥800 ¥880

替え消しゴム（レマン） 0506-000 ¥350 ¥380 ¥418

替え消しゴム（バリアス、エクリドールXS） 0507-000 ¥800 ¥850 ¥935

消しゴム　（バリアスアートスケッチャー用） 0511-000 ¥800 ¥800 ¥880

替え消しゴム（ヘクサゴナル、マディソン、RNX.316、エクリドール、849コレクション用） 0505-000 ¥350 ¥380 ¥418

替え消しゴム（アルケミクス/849/888用） 0510-000 ¥350 ¥380 ¥418

替え消しゴム（レマンスリム用） 0512-000 ¥350 ¥380 ¥418

タッチスクリーンチップ（849/ジーニアス用） 0520-000 ¥300 ¥320 ¥352
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