422-8017
静岡市駿河区大谷769-3
masahiro万年筆製作所
担当者 内野成広(うちのまさひろ)

masahiro万年筆製作所 生産品リスト
お問い合わせ

masahiro14k@gmail.com

TEL 080-8106-3964

●キングダムノート (筆記具専門店：東京都新宿区 新宿駅西口 )取扱商品
(ペン先：ドイツ Bock社14金 ペン芯： masahiro万年筆製作所製 )
店頭でお手にとってご覧いただけます。詳細につきましては、キングダムノートへ直接お問い合わせください。
「キングダムノート」サイト内、masahiro万年筆製作所製品の詳細ページ
キングダムノートに在庫しておりましたら、店頭にてご覧いただけます。

masahiro万年筆製作所の「M形吸入方式万年筆」
軸径15ミリシリーズ キングダムノート仕様
独自の吸入方式が採用された、masahiro万年筆製作所を代表するフラッグシップモデル
共通仕様 軸径15ミリ ペン先:ドイツBock社14K 字巾は 細字(F) と 中字(M) があります。
吸入方式とペン先に合わせた専用設計のmasahiro万年筆製作所製造エボナイトペン芯装着。

製品種別・軸素材

商品コード

エボナイト素材は、masahiro万年筆製作所も納得の品質
を誇るヨーロッパ製の輸入材です。
海外の有名筆記具メーカーも採用している、高級エボナイト 以下の商品コードは、キングダ
ムノートの販売サイトとリンクし
材です。
ています。

軸径
軸で一
番太い
部分の
外径で
す

ペン先
Bock14金

税込価格

ドイツBock社
masahiro万年筆製作所
F:細字
GS1事業者コード
キングダムノート独自のポイントが付きます
M:中字
458001145

M15S-YB-B14F

Bock14K-F

M15S-YB-B14M

Bock14K-M

M15S-YR-B14F

Bock14K-F

M15S-YR-B14M

Bock14K-M

M形吸入方式 黒エボナイト輸入材

¥109,000

M形吸入方式 赤マーブルエボナイト輸入材

M15S-YM-B14F
M形吸入方式 マリングリーン マーブルエボナイト輸入材
M15S-YM-B14M

15mm

Bock14K-F
Bock14K-M
¥108,000

M15S-YP-B14F
M形吸入方式 パープルマーブルエボナイト輸入材

JANコード

Bock14K-F

15mm
¥108,000
M形吸入方式 パープルマーブルエボナイト輸入材
M15S-YP-B14M

Bock14K-M

M15S-YG-B14F

Bock14K-F

M15S-YG-B14M

Bock14K-M

M形吸入方式 グリーン マーブルエボナイト輸入材

●ｍａｓａｈｉｒｏ万年筆製作所 直販専用商品
(ペン先：パイロット製 14金 ペン芯： masahiro万年筆製作所製 )
お問い合わせ

ご注文フォーム

masahiro14k@gmail.com

ご注文やお問い合わせは、注文フォームや、メールアドレス宛にお願いします
以下の商品の在庫状況や納期はお問い合わせ下さい

masahiro万年筆製作所の「M形吸入方式万年筆」
直販仕様
全商品受注生産
独自の吸入方式が採用された、masahiro万年筆製作所を代表するフラッグシップモデル

製品種別・軸素材
商品コード
現在使用しておりますエボナイトは、ヨーロッパ製の輸入材 万年筆は、ペン先ごとに、末尾
の字幅記号が変わります
です。
海外の有名筆記具メーカーも採用している、高級エボナイト (ペン種) を字幅記号に置き換
えて下さい
材です。
細字:F 中字:M
例：M15S-YR-15F

軸径
軸で、
一番太
い部分
の外径
です

ペン先
PILOT製
14金

税込価格
送料込

特記事項

5号:中型
10号:中大型
15号:大型

ペン先字幅一覧 説明ページへ
http://www.masahiro.gr.jp/tech/pen-haba.html

軸径15ミリシリーズ
黒エボナイト輸入材＋透明アクリル複合材

M15S-YBNC-15 (ペン種)

¥110,000

赤マーブルエボナイト輸入材＋透明アクリル複合材
M15S-YRNC-15 (ペン種)
※首も同色マーブル素材
マリングリーンマーブルエボナイト輸入材＋透明アクリル複合材
M15S-YMNC-15 (ペン種)
※首も同色マーブル素材 メーカー生産終了希少材
パープルマーブルエボナイト輸入材+透明アクリル複合材
※首も同色マーブル素材
グリーンマーブルエボナイト輸入材+透明アクリル複合材
※首も同色マーブル素材
スワール(渦巻き)模様 赤マーブルエボナイト輸入材+透明アクリ
ル複合材
※首も同色マーブル素材 メーカー限定材

M形吸入方式万年筆発売記念
限定生産品

M15S-YPNC-15 (ペン種)
¥109,000

M15S-YGNC-15 (ペン種)
パイロット製
15号
F:細字
M:中字

M15S-YRSNC*-15 (ペン種)

15mm

ペン先太さは
F(細字)と
M(中字)
があります。他
字巾は別料金

新色発売記念
限定生産品

*キャップは通常の赤マーブル素材になります。

¥109,000

オレンジマーブルエボナイト輸入材+透明アクリル複合材
※首も同色マーブル素材 メーカー生産終了希少材

M15S-YONC*-15 (ペン種)

黒エボナイト輸入材

M15S-YB-15 (ペン種)

赤マーブルエボナイト輸入材
※首も同色マーブル素材
マリングリーンマーブルエボナイト輸入材
※首も同色マーブル素材 メーカー生産終了希少材
パープルマーブルエボナイト輸入材
※首も同色マーブル素材
グリーンマーブルエボナイト輸入材
※首も同色マーブル素材
オレンジマーブルエボナイト輸入材
※首も同色マーブル素材 メーカー生産終了希少材
スワール(渦巻き)模様 赤マーブルエボナイト輸入材
※首も同色マーブル素材 メーカー限定材

パイロット製
15号
F:細字
M:中字
15mm

M15S-YR-15 (ペン種)

ペン先太さは
F(細字)と
M(中字)
があります。他
字巾は別料金
になります。

*キャップはオレンジ以外のご希望色素材になります。
¥110,000

M15S-YM-15 (ペン種)
M15S-YP-15 (ペン種)
¥109,000
M15S-YG-15 (ペン種)
M15S-YO*-15 (ペン種)

キャップはオレンジ以外のご希望色素材になります。

M15S-YRS*-15 (ペン種)

キャップは通常の赤マーブル素材になります。

軸径14ミリシリーズ
黒エボナイト輸入材
赤マーブルエボナイト輸入材
※首も同色マーブル素材
マリングリーンマーブルエボナイト輸入材
※首も同色マーブル素材 メーカー生産終了希少材
パープルマーブルエボナイト輸入材
※首も同色マーブル素材
オレンジマーブルエボナイト輸入材
※首も同色マーブル素材 メーカー生産終了希少材

M14S-YB-10 (ペン種)

14mm

M14S-YR-10 (ペン種)

14mm

M14S-YM-10 (ペン種)

14mm

M14S-YP-10 (ペン種)

14mm

M14S-YO-10 (ペン種)

14mm

¥100,000

10号
F:細字
M:中字

¥99,000

ボールペン (軸径は12ミリのみ)
黒エボナイト輸入材

BP12-YB

赤マーブルエボナイト輸入材
※首も同色マーブル素材

BP12-YR
おすすめ品

12mm

適用替芯
PILOT
BRFN-30
BRF-25

12mm

適用替芯
PILOT
BRFN-30
BRF-25

¥38,000 芯ガタのない強固な作りです
油性ボールペンでは珍しいネジキャップ仕様
万年筆と全く同じ設計のため、万年筆と同一の持ち味
でご使用いただけます
¥38,000

SPOT限定品・標準外の商品
ボールペン
繊維素系樹脂(数種類の色柄あり) 首は黒エボナイト

12mm

替芯 PILOT
BRFN-30

¥39,000

M形吸入方式万年筆
限定色マーブルエボナイト輸入材
※首も同色マーブル素材

15mm

中大型

masahiro万年筆製作所製品に装着するペン先の字巾一覧
中大型(10号)ペン先字幅 F(細字) これ以外の字巾は3,800円増となります。
大型(15号)ペン先字幅 F(細字) M(中字) これ以外の字巾は7,500円増となります。
ペン先字幅一覧 説明ページへ
http://www.masahiro.gr.jp/tech/pen-haba.html

お問い合わせ
ご注文フォーム
お問い合わせ
軸やキャップのみならず、首やペン芯など、ほとんどの部品がエボナイト製の、本格的エボナイト万年筆
プラスチックペン芯と同様の設計で生産した M形に特化した専用設計の自社製エボナイトペン芯装着
インキ供給方式に特化した専用ペン芯
エボナイトならではの ズレない強固なペン先装着
クリップはクリップ専用材を用いた自社製 クリップに硬質金メッキ
軸製作精度・軸研磨を徹底し、書き味調整等、基本性能を重視
M形は特殊パッキン使用 コルク全廃・自己潤滑構造 首気密は伝統的すりあわせ技法 M形は継ぎ足し補給が可能な独自構造
M形のインキ止部は中芯自動調整機構を内蔵

¥95,000 赤系の1色在庫

