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エスコダ画筆

2420
世界中のコリンスキー製品の中で、レスポンス、弾力、まとまり、含みの全てにおいて
他を圧倒する一本です。グリップ部は滑り止め刻み加工が美しく施されています。

コリンスキータイミールセーブル ( 天然毛） 

穂形 /ラウンド

穂形 /フィルバート 穂形 /ブライト
2820 2920
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価格

ｻｲｽﾞ 3/0 2/0 0 1 2 4 6 8 10 12 14
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価格

3825 ブラックセーブル（ポールキャット）( 天然毛）

穂形 /ラウンド

ボトムから先端にかけての重厚な弾力が特徴です。

3724 3622
穂形 /フィルバート 穂形 /ブライト

穂形 /ラウンド

3075

3050 穂形 /ブライト

腰はソフトで、毛のブレンド調整により、しなやかな柔らかさが特徴です。

4075

穂形 /ラウンド

レスポンスの良い独特の弾力が特徴で、腰は中程から先端にかけてやや強めです。
筆感はマングースに似ています。

4050 穂形 /ブライト
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 ）毛工人（  IMADAT

）毛工人（   USTAKAT

油彩・アクリル用 [長軸 ] FOR OIL AND ACRYLIC PAINTING

1933年、スペインのバルセロナでエスコダファミリーが筆の製造を開始。その創業理念「画家にとっての筆は
ペンのように、彫刻家にとってはノミのように重要な道具である。」という信念に基づき、筆を創り続けています。 MADE IN SPAIN

ブラックセーブル (ポールキャット )は北アメリカの極寒地
域に生息するイタチ系種から得られる黒灰色の毛で、丈夫
で弾力があります。油彩、アクリルに適しています。

マングース毛とよく似た風合いの人工毛です。
腰のある毛なので、油彩、アクリルに適しています。

コリンスキー毛のようなしなやかさを持った人工毛です。
毛の直径の異なるものを混合しました。
油彩、アクリルに適しています。

ロシアのタイミール地方に生息するイタチ系種の毛をコリ
ンスキータイミールセーブルとしています。天然毛の中で
は最高級の品質で、しなやかな弾力、毛のまとまり、エッ
ジのシャープさ、絵具含みに秀でています。
油彩、水彩に適しています。

「ダリもミロもエスコダの使い手だった。」「ダリもミロもエスコダの使い手だった。」

コリンスキータイミールセーブル

ブラックセーブル(ポールキャット )

TADAMI

TAKATSU

GRAFILO

GRAFILO GRAFILO

SATURNO

SATURNO SATURNO

MODELNISTA

MODELNISTA

OPERA

OPERA

¥1,980
（税抜￥1,800）

¥1,980
（税抜￥1,800）

¥2,090
（税抜￥1,900）

¥2,090
（税抜￥1,900）

¥2,310
（税抜￥2,100）

¥2,420
（税抜￥2,200）

¥2,750
（税抜￥2,500）

¥3,630
（税抜￥3,300）

¥4,290
（税抜￥3,900）

¥5,500
（税抜￥5,000）

¥9,020
（税抜￥8,200）

¥12,760
（税抜￥11,600）

¥19,250
（税抜￥17,500）

¥31,350
（税抜￥28,500）

¥45,100
（税抜￥41,000）

¥66,000
（税抜￥60,000）

¥2,640
（税抜￥2,400）

¥2,970
（税抜￥2,700）

¥3,630
（税抜￥3,300）

¥4,510
（税抜￥4,100）

¥5,390
（税抜￥4,900）

¥7,370
（税抜￥6,700）

¥5,170
（税抜￥4,700）

¥7,040
（税抜￥6,400）

¥8,470
（税抜￥7,700）

¥15,730
（税抜￥14,300）

¥1,870
（税抜￥1,700）

¥1,980
（税抜￥1,800）

¥2,090
（税抜￥1,900）

¥2,200
（税抜￥2,000）

¥2,420
（税抜￥2,200）

¥2,640
（税抜￥2,400）

¥2,970
（税抜￥2,700）

¥3,410
（税抜￥3,100）

¥4,180
（税抜￥3,800）

¥1,815
（税抜￥1,650）

¥1,870
（税抜￥1,700）

¥1,980
（税抜￥1,800）

¥2,090
（税抜￥1,900）

¥2,310
（税抜￥2,100）

¥2,530
（税抜￥2,300）

¥2,750
（税抜￥2,500）

¥3,080
（税抜￥2,800）

¥3,410
（税抜￥3,100）

¥1,815
（税抜￥1,650）

¥1,870
（税抜￥1,700）

¥1,980
（税抜￥1,800）

¥2,090
（税抜￥1,900）

¥2,200
（税抜￥2,000）

¥2,420
（税抜￥2,200）

¥2,640
（税抜￥2,400）

¥2,860
（税抜￥2,600）

¥3,190
（税抜￥2,900）

¥1,760
（税抜￥1,600）

¥1,760
（税抜￥1,600）

¥1,760
（税抜￥1,600）

¥1,870
（税抜￥1,700）

¥2,200
（税抜￥2,000）

¥2,420
（税抜￥2,200）

¥2,860
（税抜￥2,600）

¥3,080
（税抜￥2,800）

¥4,290
（税抜￥3,900）

¥5,500
（税抜￥5,000）

¥6,710
（税抜￥6,100）

¥1,760
（税抜￥1,600）

¥1,870
（税抜￥1,700）

¥2,090
（税抜￥1,900）

¥2,310
（税抜￥2,100）

¥2,640
（税抜￥2,400）

¥2,860
（税抜￥2,600）

¥3,410
（税抜￥3,100）

¥3,960
（税抜￥3,600）

¥4,730
（税抜￥4,300）

¥1,540
（税抜￥1,400）

¥1,540
（税抜￥1,400）

¥1,650
（税抜￥1,500）

¥1,760
（税抜￥1,600）

¥1,980
（税抜￥1,800）

¥2,090
（税抜￥1,900）

¥2,420
（税抜￥2,200）

¥2,530
（税抜￥2,300）

¥2,970
（税抜￥2,700）

¥3,520
（税抜￥3,200）

¥3,960
（税抜￥3,600）

¥1,650
（税抜￥1,500）

¥1,760
（税抜￥1,600）

¥1,870
（税抜￥1,700）

¥1,980
（税抜￥1,800）

¥2,200
（税抜￥2,000）

¥2,420
（税抜￥2,200）

¥2,750
（税抜￥2,500）

¥3,080
（税抜￥2,800）

¥3,410
（税抜￥3,100）
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1212
世界中のコリンスキー製品の中で、レスポンス、弾力、まとまり、含みの全てにおいて、他を圧倒する一本です。

穂形 /ラウンド
中軸

1310
ボトムの含みと面相のような先端のバランスは絶妙です。ボトムの含みを生かした描画が可能です。

穂形 /ラウンドセンターポイント
中軸

5707

5506

5909

5913

5929

先端は毛を長く半丸状にまとめ上げた形状で、先端部のまとまりとボトムにかけての斜めの広がり
を合わせ持っています。

リス毛のソフトさを保ったまま、先端のまとまりに重点を置いた作りです。

穂は 5909 と同じです。
軸サイズが中軸仕様です。

ｻｲｽﾞ 12 14 16 18

価格

ｻｲｽﾞ 12 14 16 18

価格

ｻｲｽﾞ 12 14 16 18

価格

穂のボリュームは 5909、5913 と同じで、腰がやや強くなっています。

穂形 /ラウンドスラント
短軸

穂形 /ラウンドポイント
短軸

穂形 /ラウンドオーバル
短軸

穂形 /ラウンドオーバル
中軸

穂形 /ラウンドオーバル
短軸

含みと広がりに重点を置いた作りです。先端からボトムにかけてリス毛特有のスムーズな広がりを見せます。
穂は 5913 と同じ作りですが、軸サイズが異なり短軸仕様です。

水彩用 FOR WATER COLOUR PAINTING

ロシアのカザン地域のリスの尾の毛で、青黒く大
変細やかで柔らかです。絵具含みは非常に優れて
います。

リス毛

モンゴリアンポニーの腹と背中の毛で、黒く柔ら
かです。水彩に適しています。

ポニー毛

本社
〒 710-0003　岡山県倉敷市平田 837
TEL 086-425-1212     FAX  086-422-6425

ご用命、お問い合わせは

リス毛 ( 天然毛）

ポニー毛 ( 天然毛）

コリンスキータイミールセーブル ( 天然毛） 

コリンスキー毛 ( 天然毛） 

株式会社

ｻｲｽﾞ 5/0 4/0 3/0 2/0 0 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

価格

＊写真は原寸ではありません。＊商品は改良のため予告なく仕様・価格を変更することがあります。＊印刷物のため、実際の色と異なる場合があります。 202101

MADE IN SPAIN

RESERVA

OPTIMO

エスコダ画筆 [ 中軸・短軸 ]

http://www.artetje.co.jp/

¥1,870
（税抜￥1,700）

¥1,870
（税抜￥1,700）

¥1,980
（税抜￥1,800）

¥1,980
（税抜￥1,800）

¥1,980
（税抜￥1,800）

¥2,200
（税抜￥2,000）

¥2,310
（税抜￥2,100）

¥3,080
（税抜￥2,800）

¥3,740
（税抜￥3,400）

¥4,950
（税抜￥4,500）

¥8,140
（税抜￥7,400）

¥12,100
（税抜￥11,000）

¥18,150
（税抜￥16,500）

¥29,700
（税抜￥27,000）

¥41,800
（税抜￥38,000）

¥60,500
（税抜￥55,000）

¥3,410
（税抜￥3,100）

¥3,740
（税抜￥3,400）

¥4,180
（税抜￥3,800）

¥5,170
（税抜￥4,700）

¥7,920
（税抜￥7,200）

¥10,450
（税抜￥9,500）

¥17,050
（税抜￥15,500）

¥24,200
（税抜￥22,000）

¥2,750
（税抜￥2,500）

¥3,080
（税抜￥2,800）

¥3,740
（税抜￥3,400）

¥4,400
（税抜￥4,000）

¥5,390
（税抜￥4,900）

¥6,820
（税抜￥6,200）

¥1,760
（税抜￥1,600）

¥1,870
（税抜￥1,700）

¥2,090
（税抜￥1,900）

¥2,310
（税抜￥2,100）

¥2,640
（税抜￥2,400）

¥2,860
（税抜￥2,600）

¥3,410
（税抜￥3,100）

¥4,070
（税抜￥3,700）

¥4,840
（税抜￥4,400）

¥5,940
（税抜￥5,400）

¥5,500
（税抜￥5,000）

¥6,490
（税抜￥5,900）

¥8,690
（税抜￥7,900）

¥9,680
（税抜￥8,800）

¥5,500
（税抜￥5,000）

¥6,490
（税抜￥5,900）

¥8,690
（税抜￥7,900）

¥9,680
（税抜￥8,800）

¥3,740
（税抜￥3,400）

¥4,180
（税抜￥3,800）

¥5,280
（税抜￥4,800）

¥5,830
（税抜￥5,300）


