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2022 年 09 月 
 

アウロラ製品 価格改定のお知らせ 
 

拝啓 
 平素はアウロラ製品をご愛顧いただき、厚くお礼申し上げます。 

 
昨今の貴金属価格を含む原材料費及び輸送経費の高騰は、弊社の企業努力では吸収できないレベ

ルとなり、製品の希望小売価格を改定せざるを得なくなりました。 
つきましては、2022 年 11 月 1 日より新しい希望小売価格を適用させていただきます。 
 

敬具 
 

アウロラ日本総代理店 
株式会社 町 山 



2022/11/01現在

品番 名称 税込価格 (本体価格) 税込価格 (本体価格)

ジュエリー・シリーズ

リフレッシ

G10 ソリッドゴールド　万年筆 ¥1,980,000 (¥1,800,000) ¥2,420,000 (¥2,200,000)

G11 ソリッドシルバー　万年筆 ¥165,000 (¥150,000) ¥220,000 (¥200,000)

G31 ソリッドシルバー　ボールペン ¥110,000 (¥100,000)

８８（オタントット）

803 ソリッドシルバーキャップ　万年筆 ¥143,000 (¥130,000)

836 ソリッドシルバーキャップ　ボールペン ¥77,000 (¥70,000)

801 ゴールドプレートキャップ　万年筆 ¥96,800 (¥88,000)

831 ゴールドプレートキャップ　ボールペン ¥60,500 (¥55,000)

オプティマ

万年筆

996-PVL ヴィオラ ¥74,800 (¥68,000) ¥91,300 (¥83,000)

996-DOR アランチョ ¥74,800 (¥68,000) ¥91,300 (¥83,000)

996-B ブルーＧＴ ¥74,800 (¥68,000) ¥91,300 (¥83,000)

996-V グリーン ¥74,800 (¥68,000) ¥91,300 (¥83,000)

996-CX バーガンディ ¥74,800 (¥68,000) ¥91,300 (¥83,000)

996-CB ブルーＣＴ ¥74,800 (¥68,000) ¥91,300 (¥83,000)

996-CG ブラックパール ¥74,800 (¥68,000) ¥91,300 (¥83,000)

996-CR ロッソ ¥74,800 (¥68,000) ¥91,300 (¥83,000)

997-CN ネロＣＴ ¥74,800 (¥68,000) ¥91,300 (¥83,000)

997-N ネロＧＴ ¥74,800 (¥68,000) ¥91,300 (¥83,000)

ボールペン

998-PVL ヴィオラ ¥44,000 (¥40,000) ¥55,000 (¥50,000)

998-DOR アランチョ ¥44,000 (¥40,000) ¥55,000 (¥50,000)

998-B ブルーＧＴ ¥44,000 (¥40,000) ¥55,000 (¥50,000)

998-V グリーン ¥44,000 (¥40,000) ¥55,000 (¥50,000)

998-CX バーガンディ ¥44,000 (¥40,000) ¥55,000 (¥50,000)

998-CB ブルーＣＴ ¥44,000 (¥40,000) ¥55,000 (¥50,000)

998-CG ブラックパール ¥44,000 (¥40,000) ¥55,000 (¥50,000)

998-CR ロッソ ¥44,000 (¥40,000) ¥55,000 (¥50,000)

998-CN ネロＣＴ ¥44,000 (¥40,000) ¥55,000 (¥50,000)

998-N ネロＧＴ ¥44,000 (¥40,000) ¥55,000 (¥50,000)

ミニ・オプティマ

996-CMX ミニ・オプティマ　バーガンディ　万年筆 ¥60,500 (¥55,000) ¥82,500 (¥75,000)

960-CMXA ミニ・オプティマ　バーガンディ　スケッチペン ¥41,800 (¥38,000) ¥52,800 (¥48,000)

改定なし

改定なし

改定なし

現価格 新価格

希望小売価格

改定なし

改定なし



2022/11/01現在

品番 名称 税込価格 (本体価格) 税込価格 (本体価格)

現価格 新価格

希望小売価格

アルファ

万年筆

H11-CN ネロ ¥55,000 (¥50,000) ¥66,000 (¥60,000)

H11-CR ロッソ ¥55,000 (¥50,000) ¥66,000 (¥60,000)

H11-CA アズーロ ¥55,000 (¥50,000) ¥66,000 (¥60,000)

ボールペン

H31-CN ネロ ¥33,000 (¥30,000) ¥38,500 (¥35,000)

H31-CR ロッソ ¥33,000 (¥30,000) ¥38,500 (¥35,000)

H31-CA アズーロ ¥33,000 (¥30,000) ¥38,500 (¥35,000)

デュオカルト

DC57-DBM ブルー・ゴールドキャップ ¥27,500 (¥25,000)

DC57-DXM レッド・ゴールドキャップ ¥27,500 (¥25,000)

DC57-CNM ブラック・クロームキャップ ¥27,500 (¥25,000)

DC57-CAM ライトブルー・クロームキャップ ¥27,500 (¥25,000)

DC57-CVM ライトグリーン・クロームキャップ ¥27,500 (¥25,000)

　イプシロン

B31-BG パパ・フランチェスコ ¥19,800 (¥18,000) ¥27,500 (¥25,000)

B11-IT イタリア150 万年筆 ¥22,000 (¥20,000) ¥27,500 (¥25,000)

B31-IT イタリア150 ボールペン ¥16,500 (¥15,000) ¥22,000 (¥20,000)

イプシロン・シルバー

B34 シルバー ¥27,500 (¥25,000) ¥33,000 (¥30,000)

B34-CN シルバーキャップ　ブラック ¥22,000 (¥20,000) ¥27,500 (¥25,000)

B34-CR シルバーキャップ　レッド ¥22,000 (¥20,000) ¥27,500 (¥25,000)

イプシロン・スタジオーネ

万年筆

B11-DO トスカーナ（秋-オレンジ） ¥16,500 (¥15,000) ¥19,800 (¥18,000)

B11-PW コルチナ（冬-ホワイト） ¥16,500 (¥15,000) ¥19,800 (¥18,000)

B11-CVI ウンブリア（春-パープル） ¥16,500 (¥15,000) ¥19,800 (¥18,000)

B11-CVS トロペア（夏-エメラルド） ¥16,500 (¥15,000) ¥19,800 (¥18,000)

ボールペン

B31-DO トスカーナ（オレンジ） ¥11,000 (¥10,000) ¥13,200 (¥12,000)

B31-PW コルチナ(ホワイト) ¥11,000 (¥10,000) ¥13,200 (¥12,000)

B31-CVI ウンブリア（パープル） ¥11,000 (¥10,000) ¥13,200 (¥12,000)

B31-CVS トロペア（エメラルド） ¥11,000 (¥10,000) ¥13,200 (¥12,000)

イプシロン・レジン

万年筆

B11-N ブラック ¥16,500 (¥15,000) ¥19,800 (¥18,000)

B11-X ボルドー ¥16,500 (¥15,000) ¥19,800 (¥18,000)

B11-V グリーン ¥16,500 (¥15,000) ¥19,800 (¥18,000)

B11-Y イエロー ¥16,500 (¥15,000) ¥19,800 (¥18,000)

ボールペン

B31-N ブラック ¥11,000 (¥10,000) ¥13,200 (¥12,000)

B31-X ボルドー ¥11,000 (¥10,000) ¥13,200 (¥12,000)

B31-V グリーン ¥11,000 (¥10,000) ¥13,200 (¥12,000)

B31-Y イエロー ¥11,000 (¥10,000) ¥13,200 (¥12,000)

改定なし

改定なし

改定なし

改定なし

改定なし



2022/11/01現在

品番 名称 税込価格 (本体価格) 税込価格 (本体価格)

現価格 新価格

希望小売価格

イプシロン・サテン

万年筆

B10-PN サテン・ローズゴールド　ブラック ¥16,500 (¥15,000) ¥19,800 (¥18,000)

B10-N サテンブラック ¥16,500 (¥15,000) ¥19,800 (¥18,000)

B10-B サテンブルー ¥16,500 (¥15,000) ¥19,800 (¥18,000)

B10-O サテンオレンジ ¥16,500 (¥15,000) ¥19,800 (¥18,000)

B10-PB サテン・ローズゴールド　ブルー ¥16,500 (¥15,000) ¥19,800 (¥18,000)

B10-V サテングリーン ¥16,500 (¥15,000) ¥19,800 (¥18,000)

ボールペン

B30-PN サテン・ローズゴールド　ブラック ¥11,000 (¥10,000) ¥13,200 (¥12,000)

B30-N サテンブラック ¥11,000 (¥10,000) ¥13,200 (¥12,000)

B30-B サテンブルー ¥11,000 (¥10,000) ¥13,200 (¥12,000)

B30-O サテンオレンジ ¥11,000 (¥10,000) ¥13,200 (¥12,000)

B30-PB サテン・ローズゴールド　ブルー ¥11,000 (¥10,000) ¥13,200 (¥12,000)

B30-V サテングリーン ¥11,000 (¥10,000) ¥13,200 (¥12,000)

スタイル

ボールペン

E32-NP ブラックペッパー ¥7,700 (¥7,000) ¥11,000 (¥10,000)

E32-PRP パプリカレッド ¥7,700 (¥7,000) ¥11,000 (¥10,000)

E32-SP マスタードイエロー ¥7,700 (¥7,000) ¥11,000 (¥10,000)

E32-AC アクアマリン ¥7,700 (¥7,000) ¥11,000 (¥10,000)

E32-AM アメジスト ¥7,700 (¥7,000) ¥11,000 (¥10,000)

E32-QR ピンククォーツ ¥7,700 (¥7,000) ¥11,000 (¥10,000)

E32-CB ブルー ¥7,700 (¥7,000) ¥11,000 (¥10,000)

E32-DN ブラック ¥7,700 (¥7,000) ¥11,000 (¥10,000)

E32-CW ホワイトクリーム ¥7,700 (¥7,000) ¥11,000 (¥10,000)

E32-L グリーンライム ¥7,700 (¥7,000) ¥11,000 (¥10,000)

消耗品

インク

129-B カートリッジインク　ブルー（5本入） ¥880 (¥800) ¥1,100 (¥1,000)

129-N カートリッジインク　ブラック（5本入） ¥880 (¥800) ¥1,100 (¥1,000)

129-BN カートリッジインク　ブルーブラック（5本入） ¥880 (¥800) ¥1,100 (¥1,000)

125-B ボトルインク（45ml）ブルー ¥2,200 (¥2,000) ¥2,970 (¥2,700)

125-N ボトルインク（45ml）ブラック ¥2,200 (¥2,000) ¥2,970 (¥2,700)

125-BN ボトルインク（45ml）ブルーブラック ¥2,200 (¥2,000) ¥2,970 (¥2,700)

フラコーニ（特別ボトルインク）

124-RO ロッソ ¥3,520 (¥3,200) ¥3,960 (¥3,600)

124-TU トゥルケーゼ ¥3,520 (¥3,200) ¥3,960 (¥3,600)

124-AR アランチョ ¥3,520 (¥3,200) ¥3,960 (¥3,600)

124-VE ヴェルデ ¥3,520 (¥3,200) ¥3,960 (¥3,600)

124-SE セピア ¥3,520 (¥3,200) ¥3,960 (¥3,600)

124-VI ヴィオラ ¥3,520 (¥3,200) ¥3,960 (¥3,600)

124-GR グリージョ ¥3,520 (¥3,200) ¥3,960 (¥3,600)

124-N ネロ ¥3,520 (¥3,200) ¥3,960 (¥3,600)

124-B ブルー ¥3,520 (¥3,200) ¥3,960 (¥3,600)

124-BN ブルーネロ ¥3,520 (¥3,200) ¥3,960 (¥3,600)

替芯

132-B ボールペン替芯　ブルー　F・M ¥1,100 (¥1,000) ¥1,320 (¥1,200)

132-N ボールペン替芯　ブラック　F・M・B ¥1,100 (¥1,000) ¥1,320 (¥1,200)

133-N ボールペン替芯（テッシー用）ブラック M ¥1,100 (¥1,000) ¥1,320 (¥1,200)

280-B ローラーボール替芯　ブルー M ¥1,100 (¥1,000) ¥1,320 (¥1,200)

280-N ローラーボール替芯　ブラック M ¥1,100 (¥1,000) ¥1,320 (¥1,200)

137-SNM ミニ・スケッチペン　替芯(1.18mm) ¥1,650 (¥1,500)

158-C インクコンバーター（スクリュー式） ¥1,650 (¥1,500) ¥2,200 (¥2,000)

改定なし
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