
【笠井劫榮麓】

和筆（小筆）

銘 柄 備考 銘 柄 備考

山桜 花仙 （月）

皐月 花仙 （雪）

水月 もくれん　（小）

若草 もくれん　（中）

中宮 もくれん　（大）

泰平 特上　武蔵野

映水 特上　和歌

寒山 ミンク　光悦

特製　雲雀 つらゆき

さつき 玉毛　細雪

写巻 玉毛　わかくさ

妙遠（小） 赤玉（小）

妙遠（中） 赤玉（大）

妙遠（大） 極品　銀蘭

特製　清光 極品　銀蘭

明峰 極品　銀蘭

明峰 ミンク　しらぬい

ミンク おもかげ 鼬毫　春泉　（中）

ミンク かささぎ 鼬毫　春泉　（小）

写経筆 極上　あけぼの

極品　彩 極上　あかつき

利久 極上　成家

花仙 (花） 極品　和琴

和筆

銘 柄 備考 銘 柄 備考

面想 羊毫　　抱心

天印　精選狼毫 極品　　白玉狸毫

花印　精選狼毫 鼬毫、　うえの

信印　精選狼毫 鼬毫、　さわらび

極品　たま毛 ミンク　道風

らく翠　　（中） はるか

らく翠　　（小） 龍子

暁雲　　（中） 白狼毫　長流

暁雲　　（大）

筆の取扱銘柄一覧



仮名条幅用筆

銘 柄 備考 銘 柄 備考

蘭芳 翠　　七号

かな用筆 翠　　六号

白波　　（中） 翠　　五号

白波　　（大） 翠　　四号

かな条幅筆 （ダルマ型） かな用　狸毫筆

鳳友　　（小） 純馬　五号　花遊

鳳友　　（中） 純馬　四号　花遊

鳳友　　（小短） 純馬　三号　花遊

和筆

銘 柄 備考 銘 柄 備考

剛毫　妍和 極品　四号　桃林

兼毫　大海 極品　三号　桃林

兼毫　大海 天印　白楽

兼毫　のぞみ 特上　一夢

兼毫　大海 兼毫　黒龍　（中）

兼毫　澄月　（中） 兼毫　黒龍　（大）

兼毫　澄月　（大） 兼毫　玄宗　　三号

兼毫　大関 兼毫　玄宗　　四号

兼毫　七重 兼毫　玄宗　　五号

兼毫　碧水 兼毫　玄宗　　六号

剛毫　流雲 神品　四号　玉青

兼毫　神道 上品　三号　流輝

剛毫　天河　五号 剛毫　碧山

剛毫　天河　四号 兼毫　白馬

極上　四号　天河 兼毫　書仙

兼毫　鹿遊 兼毫　天神

剛毫　無為 上品　昇雲

兼毫　松寿 兼白　　白楽 二号

兼毫　泰平 兼毫　　楽　雲 四号

剛毫　静観 兼毫　　蘭　葉 四号

剛毫　古城 兼毫　　吉　野　 四号

兼毫秋光 兼毫　四号　霞

特製品　桃林 剛毫　四号　狸毫

特製品　桃林 絵手紙、たより



和筆

銘 柄 備考 銘 柄 備考

ミンク　光悦 七号 純羊毫　宿徳 三号

ミンク　光悦 六号 純羊毫　宿徳 二号

ミンク　光悦 五号 純羊毫　青山 三号

ミンク　光悦 四号 純羊毫　青山 二号

ミンク　光悦 三号 純羊毫　青山 一号

ミンク　光悦 二号 純羊毫　富麗 三号

神品　鼬毫　和神 五号 純羊毫　書源 三号

神品　鼬毫　和神 四号 純羊毫　蘭蕊 四号

極品　鼬毫　春花 五号 最光峰　　不二 竹印

極品　鼬毫　春花 四号 細微光鋒　不二 別製

極品　鼬毫　春花 三号 細微光鋒　不二 松印

羊毫　篆隷　（小） 短穂 細微光鋒　不二 榮印

羊毫　篆隷　（大） 短穂 細光鋒　　汲古

鼬毫　篆隷　（小） 短穂 最光峰　　飛翔麓 8号

鼬毫　篆隷　（大） 短穂 最光鋒　　天心

鼬毫　大空　 四号 最光鋒　　天心

鼬毫　神宝 四号 最光鋒　　天心

純羊毫　鶴来 四号短穂 最光鋒　　天心

純羊毫　鶴来 四号中穂 ミンク　　天游　　　八号

純羊毫　鶴来 三号長穂 ミンク　　天游　　　七号

極品　長楽 羊、鼬毫 ミンク　　天游　　　六号

ミンク　　天游　　　五号

ミンク　　天游　　　四号

和筆　書初用太筆

銘 柄 備考 銘 柄 備考

羊  雲　 6号 観  月　 6号

羊  雲　 7号 観  月　 7号

羊  雲　 8号 観  月　 8号

羊  雲　 9号 観  月　 9号

羊  雲　 10号 観  月　 10号

羊  雲　 12号 観  月　 12号

羊  雲　 13号 観  月　 13号

羊  雲　 15号 観  月　 15号

羊  雲　 18号 観  月　 18号

羊   雲 20号 観  月　 20号



和筆　極上馬茶毛

銘 柄 備考 銘 柄 備考

書  心　 小 書  心　 大

書  心　 中 書  心　 特大

和筆　水墨画用筆

銘 柄 備考 銘 柄 備考

山　馬　 大 削　用 小

山　馬　 中 彩　色 大

山　馬　 小 彩　色 中

隈　取 大 彩　色 小

隈　取 中 長流 大

隈　取 小 長流 中

削　用 大 長流 小

削　用 中


