
 

 

 

 

100万人の美漢字ノート 

有料会員 お手本サンプル 

 

第 2版 

 

 

 

 

 

有料会員にご登録頂きますと 

中本白洲先生が書き上げた 

約 7,500文字を自由に使って 

このようなお手本が作成できます。 

（お手本の種類は随時追加されます） 



100万人の美漢字ノート (6段×4行・横書) 　年　　月　　日　氏名　　　　　　　　　　　　　

美しい字＠＠＠＠美しい字
美しい字＠＠＠＠美しい字
美しい字＃＃＃＃
＠＠＠＠
＃＃＃＃
￥￥￥￥

©100万人の美漢字ノート　http://kanji-note.jp ※法人個人問わず、商用利用を禁じます



100万人の美漢字ノート (8段×6行・横書) 　年　　月　　日　氏名　　　　　　　　　　　　　

美しいお手本＠＠＠＠＠＠美しいお手本
美しいお手本＠＠＠＠＠＠美しいお手本
美しいお手本＃＃＃＃＃＃美しいお手本
￥￥￥￥￥￥
＠＠＠＠＠＠
＠＠＠＠＠＠
＃＃＃＃＃＃
￥￥￥￥￥￥

©100万人の美漢字ノート　http://kanji-note.jp ※法人個人問わず、商用利用を禁じます



100万人の美漢字ノート (12段×8行・横書) 　年　　月　　日　氏名　　　　　　　　　　　　　

美しいお手本　　＠＠＠＠＠＠＠＠美しいお手本　　
美しいお手本　　＠＠＠＠＠＠＠＠美しいお手本　　
＠＠＠＠＠＠＠＠
＠＠＠＠＠＠＠＠
＠＠＠＠＠＠＠＠
＠＠＠＠＠＠＠＠
＃＃＃＃＃＃＃＃
＃＃＃＃＃＃＃＃
＃＃＃＃＃＃＃＃
￥￥￥￥￥￥￥￥
￥￥￥￥￥￥￥￥
￥￥￥￥￥￥￥￥

©100万人の美漢字ノート　http://kanji-note.jp ※法人個人問わず、商用利用を禁じます



100万人の美漢字ノート (15段×10行・横書) 　年　　月　　日　氏名　　　　　　　　　　　　　

美しいお手本　　　　＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠美しいお手本　　　　
美しいお手本　　　　＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠
＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠
＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠
＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠
＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠
＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃
＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃
＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃
＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃
＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃
￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥
￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥
￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥
￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥

©100万人の美漢字ノート　http://kanji-note.jp ※法人個人問わず、商用利用を禁じます



100万人の美漢字ノート (6段×4行・縦書) 　年　　月　　日　氏名　　　　　　　　　　　　　

美美　　＠＠＠￥美美　　
しし　　＠＠＠￥しし　　
いい　　＠＠＠￥いい　　
おお　　＠＠＠￥おお　　
手手　　＠＠＠￥手手　　
本本　　＠＠＠￥本本　　

©100万人の美漢字ノート　http://kanji-note.jp ※法人個人問わず、商用利用を禁じます



100万人の美漢字ノート (8段×6行・縦書) 　年　　月　　日　氏名　　　　　　　　　　　　　

美美　　　　＠＠＠＃＃￥美美　　　　
しし　　　　＠＠＠＃＃￥しし　　　　
いい　　　　＠＠＠＃＃￥いい　　　　
おお　　　　＠＠＠＃＃￥おお　　　　
手手　　　　＠＠＠＃＃￥手手　　　　
本本　　　　＠＠＠＃＃￥本本　　　　
　　　　　　＠＠＠＃＃￥　　　　　　
　　　　　　＠＠＠＃＃￥　　　　　　

©100万人の美漢字ノート　http://kanji-note.jp ※法人個人問わず、商用利用を禁じます



100万人の美漢字ノート (12段×8行・縦書) 　年　　月　　日　氏名　　　　　　　　　　　　　

美美　　　　　　＠＠＠＃＃＃￥￥美美　　　　　　
しし　　　　　　＠＠＠＃＃＃￥￥しし　　　　　　
いい　　　　　　＠＠＠＃＃＃￥￥いい　　　　　　
おお　　　　　　＠＠＠＃＃＃￥￥おお　　　　　　
手手　　　　　　＠＠＠＃＃＃￥￥手手　　　　　　
本本　　　　　　＠＠＠＃＃＃￥￥本本　　　　　　
　　　　　　　　＠＠＠＃＃＃￥￥　　　　　　　　
　　　　　　　　＠＠＠＃＃＃￥￥　　　　　　　　
　　　　　　　　＠＠＠＃＃＃￥￥　　　　　　　　
　　　　　　　　＠＠＠＃＃＃￥￥　　　　　　　　
　　　　　　　　＠＠＠＃＃＃￥￥　　　　　　　　
　　　　　　　　＠＠＠＠＃＃＃￥　　　　　　　　

©100万人の美漢字ノート　http://kanji-note.jp ※法人個人問わず、商用利用を禁じます



100万人の美漢字ノート (15段×10行・縦書) 　年　　月　　日　氏名　　　　　　　　　　　　　

美美　　　　　　　　＠＠＠＠＃＃＃￥￥￥美美　　　　　　　　
しし　　　　　　　　＠＠＠＠＃＃＃￥￥￥しし　　　　　　　　
いい　　　　　　　　＠＠＠＃＃＃＃￥￥￥いい　　　　　　　　
おお　　　　　　　　＠＠＠＃＃＃＃￥￥￥おお　　　　　　　　
手手　　　　　　　　＠＠＠＃＃＃＃￥￥￥手手　　　　　　　　
本本　　　　　　　　＠＠＠＃＃＃＃￥￥￥本本　　　　　　　　
　　　　　　　　　　＠＠＠＃＃＃＃￥￥￥　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　＠＠＠＃＃＃＃￥￥￥　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　＠＠＠＃＃＃＃￥￥￥　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　＠＠＠＃＃＃＃￥￥￥　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　＠＠＠＃＃＃＃￥￥￥　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　＠＠＠＃＃＃＃￥￥￥　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　＠＠＠＃＃＃＃￥￥￥　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　＠＠＠＃＃＃＃￥￥￥　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　＠＠＠＃＃＃＃￥￥￥　　　　　　　　　　

©100万人の美漢字ノート　http://kanji-note.jp ※法人個人問わず、商用利用を禁じます



100万人の美漢字ノート (6段×4行・横書) 　年　　月　　日　氏名　　　　　　　　　　　　　

美しい字ΖΗΗΕ美しい字
美しい字ΖΗΗΕ美しい字
美しい字ΖΗΗΕ
ΖΗΗΕ
НЁЁМ
ИДДЙ

©100万人の美漢字ノート　http://kanji-note.jp ※法人個人問わず、商用利用を禁じます



100万人の美漢字ノート (8段×6行・横書) 　年　　月　　日　氏名　　　　　　　　　　　　　

美しいお手本ΖΗΗΗΗΕ美しいお手本
美しいお手本ΖΗΗΗΗΕ美しいお手本
美しいお手本НЁЁЁЁМ美しいお手本
ΖΗΗΗΗΕ
ΖΗΗΗΗΕ
НЁЁЁЁМ
ИДДДДЙ
ИДДДДЙ

©100万人の美漢字ノート　http://kanji-note.jp ※法人個人問わず、商用利用を禁じます



100万人の美漢字ノート (12段×8行・横書) 　年　　月　　日　氏名　　　　　　　　　　　　　

美しいお手本　　ΖΗΗΗΗΗΗΕ美しいお手本　　
美しいお手本　　ΖΗΗΗΗΗΗΕ美しいお手本　　
ΖΗΗΗΗΗΗΕ
ΖΗΗΗΗΗΗΕ
ΖΗΗΗΗΗΗΕ
ΖΗΗΗΗΗΗΕ
НЁЁЁЁЁЁМ
НЁЁЁЁЁЁМ
НЁЁЁЁЁЁМ
ИДДДДДДЙ
ИДДДДДДЙ
ИДДДДДДЙ

©100万人の美漢字ノート　http://kanji-note.jp ※法人個人問わず、商用利用を禁じます



100万人の美漢字ノート (15段×10行・横書) 　年　　月　　日　氏名　　　　　　　　　　　　　

美しいお手本　　　　ΖΗΗΗΗΗΗΗΗΕ美しいお手本　　　　
美しいお手本　　　　ΖΗΗΗΗΗΗΗΗΕ
ΖΗΗΗΗΗΗΗΗΕ
ΖΗΗΗΗΗΗΗΗΕ
ΖΗΗΗΗΗΗΗΗΕ
ΖΗΗΗΗΗΗΗΗΕ
НЁЁЁЁЁЁЁЁМ
НЁЁЁЁЁЁЁЁМ
НЁЁЁЁЁЁЁЁМ
НЁЁЁЁЁЁЁЁМ
НЁЁЁЁЁЁЁЁМ
ИДДДДДДДДЙ
ИДДДДДДДДЙ
ИДДДДДДДДЙ
ИДДДДДДДДЙ

©100万人の美漢字ノート　http://kanji-note.jp ※法人個人問わず、商用利用を禁じます



100万人の美漢字ノート (6段×4行・縦書) 　年　　月　　日　氏名　　　　　　　　　　　　　

美美　　ΑΑΑЖ美美　　
しし　　ΓΓΓВしし　　
いい　　ΓΓΓВいい　　
おお　　ΓΓΓВおお　　
手手　　ΓΓΓВ手手　　
本本　　ΒΒΒЗ本本　　

©100万人の美漢字ノート　http://kanji-note.jp ※法人個人問わず、商用利用を禁じます



100万人の美漢字ノート (8段×6行・縦書) 　年　　月　　日　氏名　　　　　　　　　　　　　

美美　　　　ΑΑΑΑКЖ美美　　　　
しし　　　　ΓΓΓΓБВしし　　　　
いい　　　　ΓΓΓΓБВいい　　　　
おお　　　　ΓΓΓΓБВおお　　　　
手手　　　　ΓΓΓΓБВ手手　　　　
本本　　　　ΓΓΓΓБВ本本　　　　
　　　　　　ΓΓΓΓБВ　　　　　　
　　　　　　ΒΒΒΒЛЗ　　　　　　

©100万人の美漢字ノート　http://kanji-note.jp ※法人個人問わず、商用利用を禁じます



100万人の美漢字ノート (12段×8行・縦書) 　年　　月　　日　氏名　　　　　　　　　　　　　

美美　　　　　　ΑΑΑΑККЖЖ美美　　　　　　
しし　　　　　　ΓΓΓΓББВВしし　　　　　　
いい　　　　　　ΓΓΓΓББВВいい　　　　　　
おお　　　　　　ΓΓΓΓББВВおお　　　　　　
手手　　　　　　ΓΓΓΓББВВ手手　　　　　　
本本　　　　　　ΓΓΓΓББВВ本本　　　　　　
　　　　　　　　ΓΓΓΓББВВ　　　　　　　　
　　　　　　　　ΓΓΓΓББВВ　　　　　　　　
　　　　　　　　ΓΓΓΓББВВ　　　　　　　　
　　　　　　　　ΓΓΓΓББВВ　　　　　　　　
　　　　　　　　ΓΓΓΓББВВ　　　　　　　　
　　　　　　　　ΒΒΒΒЛЛЗЗ　　　　　　　　

©100万人の美漢字ノート　http://kanji-note.jp ※法人個人問わず、商用利用を禁じます



100万人の美漢字ノート (15段×10行・縦書) 　年　　月　　日　氏名　　　　　　　　　　　　　

美美　　　　　　　　ΑΑΑΑКККЖЖЖ美美　　　　　　　　
しし　　　　　　　　ΓΓΓΓБББВВВしし　　　　　　　　
いい　　　　　　　　ΓΓΓΓБББВВВいい　　　　　　　　
おお　　　　　　　　ΓΓΓΓБББВВВおお　　　　　　　　
手手　　　　　　　　ΓΓΓΓБББВВВ手手　　　　　　　　
本本　　　　　　　　ΓΓΓΓБББВВВ本本　　　　　　　　
　　　　　　　　　　ΓΓΓΓБББВВВ　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　ΓΓΓΓБББВВВ　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　ΓΓΓΓБББВВВ　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　ΓΓΓΓБББВВВ　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　ΓΓΓΓБББВВВ　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　ΓΓΓΓБББВВВ　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　ΓΓΓΓБББВВВ　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　ΓΓΓΓБББВВВ　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　ΒΒΒΒЛЛЛЗЗЗ　　　　　　　　　　

©100万人の美漢字ノート　http://kanji-note.jp ※法人個人問わず、商用利用を禁じます



100万人の美漢字ノート 葉書サイズ(横) 　年　　月　　日　氏名　　　　　　　　　　　　　

●葉書サイズ　ペン字練習用紙

お手本
 

美しいお手本で練習しよう。
正しいお手本で練習しよう。

練習スペース

©100万人の美漢字ノート　http://kanji-note.jp ※法人個人問わず、商用利用を禁じます



100万人の美漢字ノート 費用について 

一般的な通信講座よりも気軽にはじめていただけるように、低価格を目指しました。 

初期費用 2,000円＋利用料 3,000円（3ヶ月分）にて、美漢字ノートの全ての機能を 3ヶ月

間ご利用頂けます。 

現在はオープンしたばかりでコンテンツの量が少ない為、初期費用 0 円キャンペーン中で

す。（コンテンツは随時追加します） 

お支払いは銀行振込とクレジットカード(PayPal)に対応しています。 

教材内容 初期費用 利用料   契約期間 

有料会員向けページにて下記がご利用頂けます。 

 

・中本白洲のペン字動画レッスン 

 会員限定の動画レッスンでペン字の基礎を学習す

ることができます。 

 動画は随時追加されます。 

 

・ペン字練習用紙メーカー 

 中本白洲先生が揮毫した 7500 文字を使ってペン字

練習用紙を自由に作成することができます。 

 ペン字練習用紙の様式は 16 種類。随時追加されま

す。 

2,000 円 

（税別） 

0 円 

3,000 円 

（税別） 

3 ヶ月 

※以降 3 ヶ月単

位で 

自動更新 

 


