
ＮＯ 品名 ＮＯ 品名 ＮＯ 品名 ＮＯ 品名 30g

S302 銀　　　透 ¥594 Ａ011 白　　　透 ¥594 A101 銅　　　白 ¥594 P200 花　　　白 ¥930
S315 下引白（不） ¥550 Ａ012 　　墨 ¥594 A102 　　黒 ¥594 P201 花　白　濃 ¥930
S320 淡花白(半) ¥814 A015 　　桃 ¥1,012 A105 朱　　　赤 ¥880 P205 銀　ね　ず ¥930
S330 淡　　墨 ¥594 Ａ018 極　淡　赤 ¥814 A106 赤　　　橙 ¥880 P206 ﾊﾟｰﾙﾌﾞﾙｰ ¥980
S331 　　墨 ¥594 A020 中　　　赤 ¥814 A107 黄　　　橙 ¥880 P207 ライラック ¥930
S334 淡ピンク ¥1,012 A021 濃　　　赤 ¥924 A108 　　桃 ¥880 P209 レ　ッ　ド ¥1,100
S335 ピ　ン　ク ¥1,012 A023 淡　　　橙 ¥924 A117 黄　極　淡 ¥880 P210 オレンジ ¥1,100
S336 濃ピンク ¥1,012 A030 　　金 ¥594 A119 黄　    淡 ¥594 P211 オレンジ淡 ¥1,100
S340 淡　　　赤 ¥748 A033 金　　　茶 ¥594 A120 　　黄 ¥594 P212 ｵﾚﾝｼﾞ極淡 ¥1,100
S341 中　　　赤 ¥814 A035 めのう赤 ¥1,012 A128 若　　　草 ¥594 P214 さ　く　ら ¥930
S345 ゴールド ¥1,012 A040 エ　ビ　茶 ¥594 A130 黄　　　芝 ¥594 P217 ﾍﾞｰｼﾞｭ淡 ¥930
S349 極　淡　黄 ¥594 A041 中　　　茶 ¥594 A140 銅　　　水 ¥594 P220 アイボリー ¥1,100
S350 淡　　　黄 ¥594 A045 ﾋﾜｺﾞｰﾙﾄﾞ ¥660 A141 青　　　磁 ¥594 P229 ｸﾘｰﾑ　淡 ¥930
S351 　　黄　 ¥594 A047 淡　ひわ ¥660 A150 青　　　芝 ¥594 P230 クリーム ¥930
S352 金　　　茶 ¥594 A050 グリーン ¥594 A160 　　紺 ¥594 P233 かば　淡 ¥1,100
S353 淡　　　茶 ¥594 A054 淡　青　竹 ¥594 A170 藤　　　淡 ¥880 P235 茶　　　淡 ¥1,100
S354 　　茶 ¥594 A055 青　　　竹 ¥594 A171 　　藤 ¥880 P236 　　茶 ¥1,100
S355 黄　　　緑 ¥594 A056 濃　青　竹 ¥594 A180 青ｸﾞﾚｰ淡 ¥880 P240 う ぐ い す ¥930
S356 濃　黄　緑 ¥594 A060 　　水　　　 ¥594 A182 青ｸﾞﾚｰ濃 ¥880 P241 ｸﾞﾘｰﾝ淡 ¥930
S359 ヒ　ワ　中 ¥594 A061 濃　　　水 ¥594 A185 茶ｸﾞﾚｰ淡 ¥880 P242 グリーン ¥930
S360 極　淡　青 ¥594 A062 水　　　紺 ¥594 A187 茶ｸﾞﾚｰ濃 ¥880 P243 オリーブ淡 ¥930
S361 淡　　　青 ¥594 A067 紺　　　青 ¥594 A196 皿用裏引 ¥528 P244 オリーブ ¥930
S364 淡　青　緑 ¥594 A070 濃　紺　青 ¥594 A197 一般裏引黒 ¥440 P245 ヒスイ淡 ¥930
S365 青　　　緑 ¥594 A080 藤　　　紫 ¥594 P246 ヒスイ中 ¥930
S366 濃　青　緑 ¥594 A090 赤　　　紫 ¥594 P251 草　青　淡 ¥930
S368 淡　　　水 ¥594 A091 濃　赤　紫 ¥594 P252 草　　青 ¥930
S369 　　水 ¥594 A094 ローズ 濃 ¥880 P256 ﾊﾟｰﾙﾌﾞﾙｰ ¥930
S370 極淡水紺 ¥594 P271 　　水　　　 ¥930
S371 淡　水　紺 ¥594 ¥750 P276 ﾄﾙｺ青中 ¥1,012
S372 極淡紺青 ¥594 ¥612 P278 ト ル コ 青 ¥1,012
S373 淡　紺　青 ¥594 P280 藤　　　紫 ¥930
S375 な  す 紺 ¥594 ＮＯ 品名 P285 紫　　　桃 ¥1,100
S378 極　淡　紫 ¥594 NG301銀　花　白 ¥1,024 P289 モーブ淡 ¥1,100
S379 淡　　　紫 ¥594 ¥1,650 NG306ピンク　淡 ¥1,078 P290 モ ー ブ ¥1,100
S380 　　紫 ¥594 ¥1,078 NG310赤　　淡 ¥1,200 P297 ピンク　淡 ¥1,100
S382 極淡赤紫 ¥594 NG314クリーム ¥1,024
S383 淡　赤　紫 ¥594 NG316玉ヒワ淡 ¥1,024

NG318玉ヒスイ淡 ¥1,024

NG319玉ヒスイ ¥1,024
NG320青　緑　淡 ¥1,024

NG324ﾄﾙｺﾌﾞﾙｰ ¥1,024
NG325ダーク淡 ¥1,024

銀用直焼透明色 NG328水　　　淡 ¥1,024
ＮＯ 品名 NG331水　紺　淡 ¥1,024
BX140 ピンク淡 ¥1,750 NG334本ﾋｽｲ淡 ¥1,024
BX141 ピンク濃 ¥2,234 NG335本ヒスイ ¥1,024
BX142 ｴﾒﾗﾙﾄﾞG淡 ¥760 NG336本ﾋｽｲ濃 ¥1,024
BX143 青　緑　淡 ¥760 NG337玉　　　茶 ¥1,024
BX144 ｳﾙﾄﾗﾏﾘﾝM ¥760 NG341ﾗｲﾗｯｸ　淡 ¥1,024

NG345赤　紫　淡 ¥1,024
¥774 NG348藤　紫　淡 ¥1,024

NG354玉　墨　淡 ¥1,024
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