
名村大成堂 製品価格改定リスト 2022年8月改定

商品名 現行価格 改定価格 JANコード
  S K　 0丸 ¥1,600 ¥2,800
  S K　 0平 ¥1,600 ¥2,800
  S K　 1丸 ¥2,000 ¥3,600
  S K　 1平 ¥2,000 ¥3,600
  S K　 2丸 ¥2,400 ¥4,300
  S K　 2平 ¥2,400 ¥4,300
  S K　 4丸 ¥3,200 ¥5,700
  S K　 4平 ¥3,200 ¥5,700
  S K　 6丸 ¥4,600 ¥8,300
  S K　 6平 ¥4,600 ¥8,300
  S K　 8丸 ¥6,200 ¥11,000
  S K　 8平 ¥6,200 ¥11,000
  S K　10丸 ¥9,300 ¥17,000
  S K　10平 ¥9,300 ¥17,000
  S K　12丸 ¥12,000 ¥21,000
  S K　12平 ¥12,000 ¥21,000
  S K　14丸 ¥19,000 ¥32,000
  S K　14平 ¥19,000 ¥32,000
  S K　16丸 ¥23,000 ¥40,000
  S K　16平 ¥23,000 ¥40,000
  S K　18丸 ¥33,000 ¥60,000
  S K　18平 ¥33,000 ¥60,000
  S K　20丸 ¥39,000 ¥70,000
  S K　20平 ¥39,000 ¥70,000
  S K　22丸 ¥44,000 ¥80,000
  S K　22平 ¥44,000 ¥80,000
  S K　24丸 ¥52,000 ¥90,000
  S K　24平 ¥52,000 ¥90,000
  SK.Line(長鋒)  6丸 ¥2,900 ¥5,500
  SK.Line(長鋒)  8丸 ¥3,600 ¥7,000
  SK.Line(長鋒) 10丸 ¥4,600 ¥9,000
  SK.LLA(特長鋒) 000丸 ¥1,600 ¥2,700
  SK.LLA(特長鋒)  00丸 ¥1,600 ¥2,700
  SK.LLA(特長鋒)   6丸 ¥2,300 ¥3,800
  SK.LLA(特長鋒)  10丸 ¥3,000 ¥5,500
  SK.LDF(長鋒)   0丸 ¥2,000 ¥3,600
  SK.LDF(長鋒)   0平 ¥2,000 ¥3,600
  SK.LDF(長鋒)   1丸 ¥2,300 ¥4,200
  SK.LDF(長鋒)   1平 ¥2,300 ¥4,200
  SK.LDF(長鋒)   2丸 ¥2,600 ¥4,700
  SK.LDF(長鋒)   2平 ¥2,600 ¥4,700
  SK.LDF(長鋒)   4丸 ¥3,100 ¥5,500
  SK.LDF(長鋒)   4平 ¥3,100 ¥5,500

※表記の価格は税抜価格を掲載しています。



名村大成堂 製品価格改定リスト 2022年8月改定

商品名 現行価格 改定価格 JANコード
  SK-Mercury　 １ ¥2,500 ¥4,000
  SK-Mercury　 ２ ¥2,800 ¥4,500
  SK-Mercury　 ３ ¥3,500 ¥5,500
  SK-Mercury　 ４ ¥4,400 ¥7,000
  SK-Mercury　 ５ ¥6,800 ¥11,000
  SK-Meteor　  １ ¥1,300 ¥2,200
  SK-Meteor　  ２ ¥1,300 ¥2,200
  SK-Meteor　  ３ ¥1,700 ¥3,000
  SK-Meteor　  ４ ¥1,800 ¥3,500
  SK-Meteor　  ５ ¥2,700 ¥5,000

¥950 ¥1,500
¥1,150 ¥1,800
¥1,250 ¥2,000
¥1,400 ¥2,200
¥1,500 ¥2,400
¥2,000 ¥3,200
¥2,600 ¥4,000
¥3,200 ¥5,000
¥3,900 ¥7,000

  ネーム用      00丸 ¥1,300 ¥2,300
  イタチ面相            極小 ¥800 ¥1,200
  イタチ面相            小 ¥900 ¥1,400
  イタチ面相            中 ¥1,000 ¥1,600
  イタチ面相            大 ¥1,200 ¥1,900
  黒軸面相          小 ¥1,100 ¥1,700
  黒軸面相          中 ¥1,300 ¥2,000
  黒軸面相          大 ¥1,500 ¥2,300
  セーブルヘヤー           小 ¥700 ¥1,200
  セーブルヘヤー           中 ¥900 ¥1,500
  セーブルヘヤー           大 ¥1,100 ¥1,800
  みやこ             小 ¥1,300 ¥2,000
  みやこ             中 ¥1,600 ¥2,400
  みやこ             大 ¥1,800 ¥2,800
  雲  錦             小 ¥1,000 ¥1,500
  雲  錦             中 ¥1,200 ¥1,800
  雲  錦             大 ¥1,300 ¥2,100
  清  泉             小 ¥1,200 ¥1,900
  清  泉             中 ¥1,600 ¥2,500
  清  泉             大 ¥2,200 ¥3,500
  茶軸 イタチ面相       小 ¥400 ¥600
  茶軸 イタチ面相       中 ¥500 ¥750
  茶軸 イタチ面相       大 ¥600 ¥900

※表記の価格は税抜価格を掲載しています。




