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万年筆の歴史を変えた

#3776 センチュリー誕生から10 年
新時代の "DECADE" 誕生。

初代 ＃3776 ｣ 発売から 44 年。
1978 年、作家であり万年筆コレクターであった故 梅田晴夫氏が中心となり理想の万年筆として「#3776」が開発・発売
されました。この数字は富士山の標高に因んだもので、日本最高峰の万年筆を目指したことに由来します。
それから 33 年後の 2011 年、
「#3776 センチュリー」が開発・発売されました。万年筆の宿命であったインクの乾燥を
防 ぐ「スリップシール機構」を搭載したこの画期的な万年筆は、当社を代表するブランドに育ちました。
そして、
「#3776 センチュリー」発売から 10 周年を記念し、新しい #3776 センチュリーの幕開けとして特別
限定モデル「#3776 センチュリー " ディケイド "」が完成しました。

積み重ねてきた歴史へのオマージュ。
この特別限定モデルでは、
「#3776 センチュリー」
の開発の歩み、過去から現在にかけての革新の象徴として、
「#3776」
の
特徴であるギャザードのモチーフを現在の
「#3776 センチュリー」
のボディに落とし込みました。
また、当時の印象をそのままに、ベスト型と呼ばれるフラットに近いトップ
（天飾）
を採用し、懐かしさと気品を持ち合わせた
スタイルに仕上げました。トップ（天飾）には 10 周年を記念したロゴが印刷され、尾飾にはシリアルナンバーが彫刻
されています。

記念モデルに相応しい新設計14 金ペン先

陰影が美しい彫刻仕上げのキャップ
リング

初代「＃3776」の象徴であるギャザード
仕様を施した軸とキャップ

懐かしさと気品を持ち合わせたベスト型
と呼ばれるフラットな天飾と尾栓

記念モデルとしての 10 周年記念ロゴを
印刷した天飾

特別な１本を記すシリアルナンバー彫刻
された尾飾

＃１ ブラックインブラック

10周年記念モデルのスペシャルパッケージ BOX。

付属品：10 周年記念特別調色インク「富士紺」インク瓶 20ml
：コンバーター -800A
：カートリッジインク（ブルーブラック）

マット調のモノトーンで落ち着いた内装パッケージ

上蓋を背面に回して BOX に傾斜をつけることが可能

【特典付】10 周年記念特別調色インク「富士紺」20ml
富士山の薄暗い濃紺の空が次第に赤みを帯びていく朝焼けの
様子をイメージしたインクです。
筆記線が、反射加減で赤みの
ある反射が現れる特殊なインクをお楽しみ頂けます。

※筆記イメージ

原点から現代までの変革。

1978〜

2011〜

2022

初代 ＃3776 ギャザード

現行 ＃3776 センチュリー

＃3776 センチュリー ディケイド

1978〜
1978 年、作家であり万年筆コレクターであった故 梅田
晴夫氏が中心となり、日本を代表する理想の万年筆を
追い求め共同で開発した
「#3776 ギャザード」
を発売。

故 梅田 晴夫氏

2011〜
「＃3776」
発売から 33 年後の 2011 年、約４万件の筆記
特性データをもとに、ほぼ全ての設計を見直しました。
更 に「万 年 筆 の 宿 命 で あ っ た イ ン ク の 乾 燥 を 防 ぐ
「スリップシール機構」を搭載した「#3776 センチュリー」
を発売。

スリップシール機構搭載

2022
「#3776センチュリー」
の幕開けとしての特別限定モデル
「#3776センチュリー ディケイド」
を発売。

10 年ぶりの新型金ペン先搭載
特別記念モデルを創出するにあたり新しいペン先を開発し
ました。
初代「#3776」のペン先のように直進的なフォルムで成形
されていますが、現行ペン先をベースとすることで、しなやかで
新しい筆記感を得ることとなりました。
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ペン先のしなり傾向を検証・比較してみると、図のように現行品の
#3776 センチュリーペン先（F）よりも軟らかいしなりが得られて
いることがわかります。
（新ペン先は現行ペン先よりも少ない力で
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1.0

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

（mm）
たわみ量
Deflection curve

Standard: #3776 Century F Nib
New F Nib
Soft: #3776 Century SF Nib

商品名

万年筆

同梱品

価格

44,000円（税込）

化粧箱

専用箱

品番

PNB-40000

カートリッジインク

ブルーブラックインク 1ヶ

軸色

#1 ブラックインブラック

コンバーター

コンバーター-800A

ペン先

F 細字

M 中字

瓶インク

10周年記念特別調色インク 「富士紺」 20ml

商品コード

1193012

1193013

補充用品

JANコード

4977114102127

4977114102134

カートリッジインク

SPSQ-400, SPN-100A, SPC-200, SPG-500

お名入れ方法

限定品につき名入れ対応不可

グリップリング・金輪・天輪・尻輪：黄銅にゴールドメッキ

発売日

2022 年 7 月 1 日

クリップ：ベリリウム銅にゴールドメッキ

販売数量

世界 3,776 本限定

製品仕様
サイズ

全長133.5mm

素材

胴・鞘・グリップ・天飾・尾飾：AS 樹脂

最大径15.4mm

標準重量20.4g

ペン先：新型 14 金ペン（14-27）

「#3776 センチュリー ディケイド 」はインクの乾燥を防ぐ
完全気密の スリップシール機構 を備えております。
2 年間乾かずいつでもさらっと書き出せ、年に 1 〜 2 回しか使用
しないユーザーでもフレッシュなインクの状態で筆記することが
できます。

キャップをした状態で本製品の経時試験
インク残量結果

インク残存率
（％）
100

※満タン（1.2ml）のカートリッジインクを挿
し、筆記できることを確認後、室温（冷暗所）
で横向き（寝かせて）放置する。
※キャップが完全に止まるまで閉じた状態での
条件にする。

＃3776 センチュリー ディケイド
従来型 ＃3776
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■ #3776 センチュリー ディケイド 販売店のご案内 ■
下記販売店リストは一部となります。リスト以外のお取扱いについては、各販売店へお問合わせください。
また、在庫状況は変動いたしますので、あらかじめ販売店にお問合わせください。

都道府県

店舗名

住所

TEL

PEN☆STARS（EC サイト）

https://penstars.stores.jp

-

ジャパンオフィスウェアー（EC サイト）

https://www.amazon.co.jp/s?me=A342F3JTS1XLLD&marketplaceID=A1VC38T7YXB528

-

札幌

大丸藤井セントラル

札幌市中央区南１条西 3-2

011-231-1131

青森

平山万年堂

青森県弘前市土手町 105

0172-32-0880

東京

伊勢丹 新宿店

東京都新宿区新宿 3-14-1

03-3225-2717

東京

丸善ジュンク堂書店 丸善 丸の内本店

東京都千代田区丸の内 1-6-4 丸の内オアゾ 1 階〜 4 階

03-5288-8881

東京

丸善ジュンク堂書店 丸善 日本橋店

東京都中央区日本橋 2-3-10

03-6214-2001

東京

ヨドバシカメラ マルチメディア Akiba

東京都千代田区神田花岡町１-１

03-5209-1010

東京

書斎館

東京都港区南青山 5-13-11 パンセビル 1 階

03-6712-5420

東京

美都商事

東京都台東区上野 6-10-7 アメ横プラザ 4 号

03-3833-5280

東京

マルイ商店

東京都台東区上野 6-4-4

03-3831-7145

東京

伊東屋 銀座本店

東京都中央区銀座 2-7-15

03-3561-8311

東京

伊東屋 池袋店

東京都豊島区西池袋 1-1-25 東武百貨店池袋店 7F 9 番地

03-5951-8660

東京

伊東屋 新宿店

東京都新宿区西新宿 1-1-3 小田急百貨店新宿店 10F

03-3346-1108

東京

伊東屋 玉川店

東京都世田谷区玉川 3-17-1 玉川髙島屋Ｓ・Ｃ南館 3・4F

03-3708-1721

東京

キングダムノート

東京都新宿区西新宿 1-20-2 ホウライビル 1F

03-3342-0150

神奈川

伊東屋 横浜元町

神奈川県横浜市中区元町 3-123

045-228-7855

神奈川

伊東屋 横浜店

神奈川県横浜市西区南幸 1-6-31 横浜タカシマヤ 5F

045-317-7381

岐阜

川崎文具店

岐阜県大垣市桐ヶ崎町 64

0584-78-4223

静岡

四葉商会 静岡店

静岡県静岡市葵区伝馬町 2-3

054-251-1048

静岡

四葉商会 清水店

静岡県静岡市清水区銀座 14-13

054-365-2151

愛知

栗田商会 名古屋本店

愛知県名古屋市中区上前津 2-1-4

052-331-2115

愛知

竹内文具店

愛知県岡崎市明大寺町大圦 1-38

0564-55-1666

愛知

三光堂

愛知県名古屋市東区矢田 5-１-１７

052-722-3510

大阪

阪急百貨店 うめだ本店

大阪府大阪市北区角田町 8-7

06-6361-1381

大阪

伊東屋 グランフロント大阪店

大阪府大阪市北区大深町 4-20 グランフロント大阪 南館 6F 紀伊國屋書店内

06-6359-2263

大阪

ヨドバシカメラ マルチメディア梅田

大阪府大阪市北区大深町１-１

06-4802-1010

大阪

ペレペンナなんば CITY 店

大阪市中央区難波 5-1-60

大阪

ナガサワ 梅田茶屋町店

大阪市北区茶屋町 7-20 MARUZEN& ジュンク堂書店梅田店 2 階

06-6292-7660

京都

伊東屋 京都店

京都府京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町 ジェイアール京都伊勢丹 10 F

075-748-1411

兵庫

NAGASAWA PenStyle DEN

奈良

KA-KU 奈良店

なんば CITY 本館 1 階

06-6644-2861

神戸市中央区三宮町 1-6-18 ジュンク堂書店三宮店 3 階

078-321-3333

奈良県奈良市西大寺東町 2-4-1

0742-30-2792
084-941-2137

広島

コア文具

広島県福山市春日町 5-1-3

広島

プラス F

広島県福山市高西町 4-3-61

084-930-0905

徳島

文具館チャーリー 沖浜店

徳島県徳島市問屋町 3 番地

088-625-2411

長崎

石丸文行堂 本店

長崎県長崎市浜町 8-32

095-828-0140

熊本

伊東屋 熊本店

熊本県上益城郡嘉島町大字上島字芝原区画整理事業区内 5 街区 1〜14 号 デサキ熊本嘉島店内

096-237-0077

熊本

甲玉堂

熊本市中央区上通町 1-18

096-355-0246

山形屋 万年筆売り場

鹿児島県鹿児島市金生町 3-1

099-227-6094

鹿児島

当サイトに掲載されているテキスト・画像等を無断で複写・複製及び転用する事を堅く禁じます。

