
小島印房では、さまざまな印材を取り揃えております。

ご予算や、材質の品質、また見栄えや手にした時の感触から

お客様に馴染むものをお選びいただければと思います。

判子を選ぶ時のポイント

印材それぞれの価格表

実印

使用する用途を確認し、サイズを決めます。

　印材（判子の材質）を選びます。

銀行印 認印

小島印房

個人の判子

・不動産取引の時

・保証人になる時

・自動車購入の時

・契約書や遺言状などの公正証書

を作る時など

・銀行口座を新規開設する時

・銀行印を変更する時

・結婚などで姓が変わり、口座名

義を変更する時

・家庭での宅急便や書留の受取り

・回覧板の確認

・職場での給料の受領

・各種書類・伝票

社会的に重要な約束事に使用する

判子です。市区町村役場で「印鑑

登録」の申請を行い、印鑑証明書

の交付を受けると、申請した判子

が「実印」となります。

金融機関での預貯金口座開設、金

銭の出納に必要となる判子です。

その他、お金にまつわる約束事な

どを管理する際に使用する大事な

判子です。

「認める」という字の通り、多くの

事柄について、自分の責任を認め

る判子です。日常生活や職場で最

も多く使用しますが、効力は他の

判子と同じく、大切な判子です。

銀行印おすすめのサイズ（実寸） 認印おすすめのサイズ（実寸）実印おすすめのサイズ（実寸）

15mm

13.5mm

男性用

姓名

女性用

姓名
or

名のみ

12mm

13.5mm
男性用

姓名

女性用

姓名
or

名のみ

12mm
男性用

姓名

女性用

姓名
or

名のみ

12mm
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印材については次ページからの表をご確認ください。

象牙
Zouge

・Standard

・Hi-class

・Extra-grade

古くは家具や楽器の装飾的な部材や、

装身具の材料など工芸品の高級材と

して使われ続ける象牙。質感、重厚感、

そして耐久性は他の印材と一線を画

します。

螺鈿
Raden

角の印材に、漆と貝殻で細工を施し

た螺鈿細工の印材です。模様が蝶々、

葡萄、すずらん、桜の 4 種類。色が

黒、赤、茶、青の４種類あります。

・12mm            28,200（姓のみ） 　  32,750（姓名）

・14.5mm       35,800（姓のみ）　   41,500（姓名）

水晶
Crystal

・10.5mm

・12mm

・13.5mm

・15mm

・10.5mm

・12mm

・13.5mm

・15mmローズクォーツ
Rose quartz

牙の印材

工芸品の印材

貴石

・10.5mm      28,600～（姓のみ）     31,600～（姓名）　

・12mm         32,000～（姓のみ）     36,000～（姓名）

・13.5mm      44,800～（姓のみ）     49,800～（姓名）

・15mm         49,800～（姓のみ）     54,800～（姓名）

印材は大きくわけて、木・角・牙・石とあります。実印・銀行印は長い期間にわたり使用し続ける道具

ですので、劣化の少なく、使い込むと味わいも出る動物性の素材（牙、角）を使用するのがおすすめです。

また、木製印も樹脂などで加工するなど、印材用として加工されていますので、安心して使用していた

だけます。

最もポピュラーな貴石の印材です。

持った時のなめらかな感触には、

他の印材にはない心地よさがありま

す。石言葉は「調和・純粋・浄化」。

女性の方に人気のある優しいピンク

色のローズクォーツ。石言葉は「優

しさ・愛情・美・恋愛」。



黒艶の角
Black horns

・10.5mm

・12mm

・13.5mm

・15mm

　　 13,600（姓のみ）　   15,600（姓名）　

　　    16,600（姓のみ） 　  19,000（姓名）    

         21,000（姓のみ）　  24,000（姓名）            

        27,000（姓のみ）       31,400（姓名）

品質と価格のバランスが良いことか

ら、昔から判子のスタンダードな印

材として使われてきました。黒く染

めがしてあります。

黒牛角（ナチュラル）
Kuro Gyukaku

・10.5mm

・12mm

・13.5mm

・15mm

                12,600（姓のみ）   　14,600（姓名）　

　               15,600（姓のみ）　   18,000（姓名）　

　              19,800（姓のみ）　   22,800（姓名）　

　               25,800（姓のみ）     29,200（姓名）

マーブル色の角

White horns

飴色の角
White horns

・10.5mm

・12mm

・13.5mm

・15mm

　　 14,800（姓のみ）　　17,800（姓名）

　　    17,800（姓のみ）　　21,200（姓名）

　        22,800（姓のみ）　   26,800（姓名）        

         28,800（姓のみ）  　33,200（姓名）

・10.5mm  20,600（姓のみ）
　

　24,600（姓名）

・12mm   23,800（姓のみ）
　

 26,250（姓名）

・13.5mm　　 33,800（姓のみ）　   38,800（姓名）

・15mm　　    39,000（姓のみ）   　44,100（姓名）

印材それぞれの価格表 印材それぞれの価格表

角の印材

マーブルのように溶けあう模様をし

ています。マーブルになる部位はそ

れほど多くなく、希少な印材です。

全体が透き通った黄金色をしていま

す。模様もなく、また黄金色をした

部位は数も少なく希少な印材です。

ブチ模様の角
 White horns

ブチ模様の角の印材に染め加工をし

ました。ブチ模様と重なることで、

染めの色に面白みが出ます。

木の印材

薩摩本柘 ( 天然）
Satsuma Hontsuge

・10.5mm

・12mm

・13.5mm

・15mm

　 　7,500（姓のみ）　　10,500（姓名）

　　   9,500（姓のみ）　　12,500（姓名）

　       11,500（姓のみ）　    14,500（姓名）         

          13,500（姓のみ）     17,500（姓名）

硬さと粘りがあることから細かい

細工を必要とするものによく使用

される素材です。

※価格は全て税別です。※ケースなしの場合は上記価格より 1,000 円引きとなります。

※掲載しているものは印材の一部です。ご希望の印材があれば問い合わせください。

杉（圧縮加工）
Sugi

・10.5mm

・12mm

・13.5mm

・15mm

  9,500（姓のみ）　　13,000（姓名）　

          11,500（姓のみ）　　15,000（姓名）     

          14,500（姓のみ）　  19,000（姓名）         

          17,500（姓のみ）      22,000（姓名）

楓 ( 樹脂加工）
Kaede

・10.5mm

・12mm

・13.5mm

・15mm

　 8,500（姓のみ）　  11,500（姓名）　     

10,500（姓のみ）　　13,500（姓名）    

13,000（姓のみ）　  16,500（姓名）     

16,000（姓のみ）      19,500（姓名）

・10.5mm

・12mm

・13.5mm

・15mm

　      8,500（姓のみ）　  11,500（姓名）

　      10,500（姓のみ）　　13,500（姓名）        

       13,000（姓のみ）　  16,500（姓名）      

       16,000（姓のみ）      19,500（姓名）

杉の無垢材を高い温度で圧縮し密

度と硬さを増した圧縮加工の印材

です。圧縮されることで、木目が

細くなり、より綺麗な木目模様に

なっています。

楓の木に樹脂加工を施し、無垢材

の強度よりも強くし加工した印材

です。ナチュラルな色味と艶のあ

る質感があり、捺し心地も柔らか

に感じられます。

真樺の木板を重ね合わせて染めを

した plywood の印材です。艶のあ

る表面と重ね合わせた層の模様が

特徴です。赤・茶・黒の 3 色があ

ります。

角そのものの模様が滲むように浮か

んでいます。艶がありながら、どこか

枯れ感もあります。

真樺 (PLYWOOD）
Makaba 

　 　16,600（姓のみ）　　19,600（姓名）

　　    19,600（姓のみ）　  23,000（姓名）

　　 24,800（姓のみ）　   28,800（姓名）

・10.5mm

・12mm

・13.5mm

・15mm　　    31,300（姓のみ）   　35,100（姓名）
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