


４色ツインボールペン レフトハンドボールペン 鉛筆ネイビーｘオレンジ HB

3154142291301 3154142243218 3154148518211

￥360 (税込\396） ロット12 ￥380 (税込\418） ロット12 ￥80 (税込\88） ロット12

鉛筆ナチュラルｘオレンジ ２B 鉛筆ブラックｘオレンジ B SOFTY-MINI消しゴム

3154148517221 3154148517245 3154145117806

￥80 (税込\88） ロット12 ￥80 (税込\88） ロット12 ￥60 (税込\66） ロット36

PVC-FREE消しゴム TECHNIC ULTRA クラシックメタルシャープナー１穴 クラシックメタルシャープナー２穴

3154141067112 3154140066000 3154140067007

￥80 (税込\88） ロット36 ￥180 (税込\198） ロット12 ￥280 (税込\308） ロット12



シャープナーGLOBE シャープナークロッククロックシグナル シャープナーVIVOモンスター

３色袋入りパック

＊什器ボックス入り ＊什器ボックス入り ＊デザインと色アソート

3154140511111 3154140177119 3154140635114

￥300 (税込\330） ロット16 ￥300 (税込\330） ロット24 ￥240 (税込\264） ロット12

シャープナーBOOGY 色鉛筆セットFLEXBOX カラーペンセットJUNGLE

＊３色袋入り

3154140632106 3154146832128 3154148454458

￥240 (税込\264） ロット12 ￥1000 (税込\1100） ロット6 ￥1000 (税込\1100） ロット6

ワックスクレヨン12色 フェルトペンOCEAN PLUS12色 フェルトペンOCEAN PLUS６色

3154148610113 3154148457206 3154148457237

￥400 (税込\440） ロット6 ￥540 (税込\594） ロット6 ￥300 (税込\330） ロット6

シリコーン台座

開く



WOODFREE色鉛筆12色 WOODFREE-MINI色鉛筆12色 スリーブ付きハサミ１３ｃｍ

3154148627128 3154148628125 3154146817002

￥460 (税込\506） ロット6 ￥280 (税込\308） ロット6 ￥460 (税込\506） ロット6

アンブレイカブル１５ｃｍ定規透明 アンブレイカブル２０ｃｍ定規ブルー ペーパークリップ５０ｍｍ

＊紙箱入

3154142453204 3154142454218 3154140396305

￥100 (税込\110） ロット12 ￥150 (税込\165） ロット12 ￥400 (税込\440） ロット10

ペーパークリップ４５ｍｍ ペーパークリップ３２ｍｍ ペーパークリップ２５ｍｍ

＊紙箱入 ＊紙箱入 ＊紙箱入

3154143224209 3154143223202 3154140320201

￥300 (税込\330） ロット10 ￥200 (税込\220） ロット10 ￥180 (税込\198） ロット10

シャープナーVIVOモンスター（バラ）

￥80 (税込\88）

①ロット６５個（什器入り）

②ロット３０個

＊色・デザインアソート

3154140635114



ベーシック電卓 ブルー ベーシック電卓 ピンク クラシック色鉛筆ミニ 12色

115x170㎜ 115x170㎜ ⾧さ8.9㎜

979118 979119 833221

￥800 (税込￥880) ロット6 ￥800 (税込￥880) ロット6 ￥300 (税込￥330) ロット6

クラシック色鉛筆 12色 色鉛筆Duo 24色（12本） PVC-Free消しゴム ミニ

41x12x17㎜

833322 829223 YS3020

￥480 (税込￥528) ロット6 ￥600 (税込￥660) ロット6 ￥60 (税込￥66) ロット30

オックスフォードマスセット オックスフォードマスセット/レッドラベル ケンブリッジマスセット

B35009 B36002 B44000

￥1,000 (税込￥1,100) ロット2 ￥1,000 (税込￥1,100) ロット2 ￥1,000 (税込￥1,100) ロット2

欠品中 欠品中



オックスフォードボールペン ロイヤルブルー オックスフォードボールペン シルバー オックスフォードボールペン ライトブルー

ブラックインク ブラックインク ブラックインク

209812 209819 209821

￥1,600 (税込￥1,760) ロット2 ￥1,600 (税込￥1,760) ロット2 ￥1,600 (税込￥1,760) ロット2

ボールペン芯 BK（2本セット） プレミアム鉛筆HB プレミアム鉛筆B

パーカータイプ

209823 P35010 857202

￥500 (税込￥550) ロット6 ￥80 (税込￥88) ロット12 ￥80 (税込￥88) ロット12

プレミアム鉛筆2B オックスフォード２穴シャープナー クリアペンケース

125x200㎜

857201 044130 930710

￥80 (税込￥88) ロット12 ￥300 (税込￥330) ロット10 ￥400 (税込￥440) ロット6



リサイクル定規30㎝ クリア定規15㎝ クリア定規30㎝（折り畳み式）

011601 J01011 010506

￥240 (税込￥264) ロット10 ￥120 (税込￥132) ロット10 ￥300 (税込￥330) ロット10

エルゴノミクスハサミ/両利き用 プリングルス シャープナー プリングルスラウンドペンケース

＊3色各3個アソートセット

＊3色アソートセット

464120 046034 932510

￥300 (税込￥330) ロット6 ￥300 (税込￥330) ロット10 ￥800 (税込￥880) ロット6

欠品中欠品中



パッケージサイズ；約183x47㎜

専用什器
200x230x100 mm

ご希望の際はお申し付けください

＊４色以上ご注文に限る

＊在庫限り

数多くの企業のプロダクトや空間デザインを手掛けるデザイン事務所のオリジナルブランド『Ozio』

”ラストワード”は発売後間もなくいくつものデザイン賞を受賞し、書店やギフトショップ、デザインショップ、ミュージアムショップ

などで人気商品となりました。

企業ノベルティーとしても評価の高い商品です。

「LastWord」が読みかけの最後の言葉を記憶しています。

吹き出し形状のチャームをスライドさせることで最後のフレーズやラインにあわせることができます。

カラフルな色合いのバンドに可愛らしい吹き出し型チャームがついているなので、手帳閉じバンドとしてもご利用いただけます。

推奨サイズは単行本やA5サイズ手帳

ノベルティ活用事例

Design
Maid in Italy

Award
Winner

パッケージ裏

LAST WORD ラストワード

￥680（税込￥748）ロット6

2679；イエロー 8388766061414

2680；レッド 8388766061421

2681；ブルー 8388766061438

2682；グリーン 8388766061445

2683；コーラル 8388776581285



＊素材性質上サイズに多少の誤差あります。

＊色味は写真と若干異なる場合がございます。

5色： 6,5cm x φ5cm 5色： 6,5cm x φ5cm

5色： 10,5cm ｘ φ7,5cm 5色： 10,5cm ｘ φ7,5cm

5色： 13cm x  φ10 cm 5色： 13cm x  φ10 cm

Hoptimist ；Classic

Ｓｍａｌｌ ビンブル

￥2400＋税 ロット1

2100/ホワイト：5710350200368

2101/イエロー：5710350200337

2102/レッド：5710350200313

2103/ライム：5710350200351

2104/ターコイズ：5710350203017

Small バンブル

￥2400＋税 ロット1

2105/ホワイト：5710350200467

2106/イエロー：5710350200436

2107/レッド：5710350200412

2108/ライム：5710350200450

2109/ターコイズ：5710350204014

Medium ビンブル

￥3200＋税 ロット1

2110/ホワイト：5710350000470

2111/イエロー：5710350201549

2112/レッド：5710350201563

2113/ライム：5710350201587

2114/ターコイズ：5710350201594

Medium バンブル

￥3200＋税 ロット1

2115/ホワイト：5710350000487

2116/イエロー：欠品5710350201600

2117/レッド：5710350201624

2118/ライム：欠品5710350201648

2119/ターコイズ：欠品5710350201655

Large ビンブル

￥4300＋税 ロット1

2120/ホワイト：5710350200160

2121/イエロー：5710350200139

2122/レッド：5710350200115

2123/ライム：5710350200153

2124/ターコイズ：5710350201013

Large バンブル

￥4300＋税 ロット1

2125/ホワイト：5710350200269

2126/イエロー：5710350200238

2127/レッド：5710350200214

2128/ライム：5710350200252

2129/ターコイズ：5710350202010



Small ウッドビンブル

￥7800＋税 ロット1

2130/オーク：5710350700318

2131/ローオーク（無垢）：5710350002740

Medium ウッドビンブル

￥11000＋税 ロット1

2132/オーク：欠品5710350001064

2133/ローオーク（無垢）：欠品

5710350002726

Small ウッドバンブル

￥7800＋税 ロット1

2134/オーク：5710350700417

2135/ローオーク（無垢）：5710350002757

Hoptimist ；Wood

2色： 6,5cm x φ5cm 2色： 10,5cm ｘ φ7,5cm

2色： 6,5cm x φ5cm 2色： 10,5cm ｘ φ7,5cm

Small Birdie

￥6000＋税 ロット1

5710350701711

高さ約20cm

Medium ウッドバンブル

￥11000＋税 ロット1

2136/オーク：欠品5710350001088

2137/ローオーク（無垢）：欠品

5710350002733

Large ウッドバンブル

￥15000＋税 ロット1

2136/オーク：5710350700219

2137/ローオーク（無垢）：5710350002719



＊素材性質上サイズに多少の誤差あります。

＊色味は写真と若干異なる場合がございます。

Dog

￥4000＋税 ロット1

H 6cm

2143/ドッグ：5710350001460

Cat

￥4000＋税 ロット1

H 6cm

2144/キャット：5710350001477

Bee

￥4000＋税 ロット1

H 7.5cm

2145/ビー：5710350001507

Chuck

￥3000＋税 ロット1

7cm ｘ φ5cm

2139/ホワイト：5710350900220

2140/イエロー：5710350900213

Hoptimist ；Characters

Lambert

￥4000＋税 ロット1

7cm ｘ φ7cm

2141/ランバート：5710350901210

Bunny

￥4000＋税 ロット1

9cm ｘ φ5cm

2142/バニー：5710350901128



＊素材性質上サイズに多少の誤差あります。

＊色味は写真と若干異なる場合がございます。

Hoptimist ；Accessories

Bag Tag

￥1300＋税 ロット2

サイズ：10ｃｍ

2146

イエロー

5710350210213

2147

レッド

5710350210237

2148

ライム

5710350210251

2149

ターコイズ

5710350210268

Keychains

￥1100＋税 ロット3

サイズ：4cm

2150

ホワイト

5710350001170

2151

レッド

5710350201068

2152

ライム

5710350201075

2153

ターコイズ

5710350201051



2444

Viva la Vida

8425402216460

2441

ART IS A LIE

8425402216675

back

デザイナー・スーベニール "アーチストコレクション"

2443

Viva la Vida

8425402216446

2434

The Sunflower is Mine

8425402216583

2437

Pop Art is for 

Everyone

2440

ART IS A LIE

8425402216651

2435

The Sunflower is Mine

8425402216606

2438

Pop Art is for 

Everyone

ゴッホモチーフ ウォーホルモチー

ピカソモチーフ フリーダ—モチー

クラッチ ￥2300（税込￥2530） ロット2 サイズ：約 22.5x16.5x1 cm

ペンケース ￥1500（税込￥1650） ロット2 サイズ：約21x3.5x6.5 cm

完売 完売

完売

完売



2436

The Sunflower is Mine

8425402216613

2439

Pop Art is for Everyone

8425402216545

2442

ART IS A LIE

8425402216682

2445

Viva la Vida

8425402216477

2519

The Sunflower is Mine

8425402216620

2520

Pop Art is for 

Everyone

2521

ART IS A LIE

8425402216699

2522

Viva la Vida

8425402216484

コインケース ￥1100（税込￥1210） ロット2 サイズ：10x7x5 cm

キーリングケース ￥1100（税込￥1210） ロット2 サイズ：10x3.5x4 cm

完売完売

完売

完売

完売 完売

完売



2277：高層建造物

5060469101064

2282：Lego

5060469100852

クラシックグリーティングカード

￥500（税込￥550） ロット6

サイズ：17.5x12.5cm

2269：コーヒー豆

5060469101736

2267：パスタ

5060469101712

2268：パン

5060469101729

2270：ペンシル

5060469100968

2271：キッチン

5060469101552

2272：ウッドワーク

5060469101545
2273：Aphids(アブラムシ)

5060469101217

2274：ミツバチ

5060469101927

2275：ストロベリー

5060469101262

2276：Meanings of Colours

5060469100630

2278：モデルルーム

5060469101743

2279：

Johnson's Dictionary BD

2280：Talking Fingers

5060469101156

2281：

バースデーキャンドル

5060469100449

１８００年代から１９００年代半ばに描かれたイラスト、文献、パンフレットなどの図案をカードにしました。

赤みがかった用紙に落ち着いた発色で印刷することで、ビンテージ風に仕上げています。

植物由来のインクで印刷され、封筒にはリサイクルクラフト紙を使うなど環境配慮型の製品です。

欠品中



2283：フェンダー

5060469100869 

2284：スクーター

5060469100883

2285：Positions of Dancing

5060469100845

2286：ラグビー

5060469100548

2287：サッカー

5060469100517

2288：Triple Time Step

5060469100722

2289：Volcano

5060469101057

2240：

Crust of the Earth

5060469100791

ひな壇什器（紙製） サイズ：W405×H320×D280㎜

2452：Cabinet of Gems

5060469101507

2453：Cloud Type

5060469101989

＜サイズイメージ＞

完売

2614：Acorn/どんぐり

5060469102566

2615：デザート

5060469102641

Made in 
England

Established in 2017 



＊ひらめいた瞬間を逃さず書きとめる

＊バラバラだったアイデアを美しくまとめる

＊ヒンジ・スリットはWEBショップのみでの販売は不可

独自の書類保持構造で樹脂同士が自然に紙をホールドします。

水に強く、耐久性に優れた樹脂シート（PP）を採用し、高級感とデザイン性を高めるために表面にシボ加工を施しています。

SLITは用紙を20枚程度まで収納でき、バラバラのサイズを挟み込んで保持することも可能です。

例えば学校から渡されるサイズがバラバラのプリント類などをさっとまとめたり、会議後に資料とメモを一緒にクリップしてその

ままクライアントに手渡してみたりと使い方は様々。

ブラック：4582376521694

ブラック：4582376521243 ホワイト：4582376521250

用紙をそろえて挟みテー

ブルの上で２、３度トン

トンと落とすと瞬時に冊

子へと変わります。

デザインのアクセントになっている側面の穴に

はペンを挿し、筆記時にはキャップ挿しに。

この折り返しポケットに用紙を挿せば固定され風

にも飛ばされず筆記ができます。

内側のスリットには10枚程度収納可能

コピー用紙を最大限に活かす「何か」の答え。

ペンも一緒に持ち運び、アイデアを瞬時にまとめる。

視覚的ノイズを排除したミニマルデザイン。

スリット（3枚セット）

¥1200（税込￥1320）ロット3

ホワイト：4582376521700

ヒンジ

¥1200（税込￥1320）ロット3

made in 
JAPAN

A4ペーパーをまとめ持ち運ぶミニマルデザイン

バラバラの用紙がパラパラとめくりやすい冊子へと変わる。

革新的なアイデアで書類をスマートにファイリング。



" クロススパインノートブック"
「ドイツ装」と呼ばれている19世紀に多くの絵本やアルバムなどにみられた製本方法で綴じられたシンプルなノート。

厚紙の表紙・裏表紙・そして布地の背表紙を別々に貼り付けて完成する見た目も特徴的なデザインです。

背表紙に「コットンツイル」生地を使うことで滑らかな手触りと光沢、そして独特の斜め織の模様で上品なデザインになっています。

布生地を使ったドイツ装はしなやかでフルフラットに開くことができるのでとても使いやすい。

見た目はシンプルで雑貨テイストあふれていますが、中紙には「ＯＫフールス紙」と呼ばれる滑らかな書き心地でインク吸収性が

良く裏写りやにじみも少ない万年筆での筆記適正に優れた高品質紙を使用したとても優秀なノートです。

スパイン/SPINE＝背表紙を意味しています。

Ａ６ポケットサイズ 横罫/Ruled 

1874 ブラック： 4541961018742

1875 グレー： 4541961018759

1876 ブルー： 4541961018766

1877 レッド： 4541961018773

-------------------------------------

価格：￥1000（税込￥1100） ロット3

サイズ：105ｘ148ｘ14㎜

仕様：7㎜横罫、192ページ

Ａ５ミディアムサイズ 横罫/Ruled 

1882 ブラック： 4541961018827

1883 グレー： 4541961018834

1884 ブルー： 4541961018841

1885 レッド： 4541961018858

-------------------------------------

価格：￥1400（税込1540） ロット3

サイズ：148ｘ210ｘ14㎜

仕様：7㎜横罫、192ページ

Ａ６ポケットサイズ 方眼/Squared

1878 ブラック： 4541961018780

1879 グレー： 4541961018797

1880 ブルー： 4541961018803

1881 レッド： 4541961018810

-------------------------------------

価格：￥1000（税込￥1100） ロット3

サイズ：105ｘ148ｘ14㎜

仕様：5㎜方眼、192ページ

Ａ５ミディアムサイズ 方眼/Squared

1886 ブラック： 4541961018865

1887 グレー： 4541961018872

1888 ブルー： 4541961018889

1889 レッド： 4541961018896

-------------------------------------

価格：￥1400（税込1450） ロット3

サイズ：148ｘ210ｘ14㎜

仕様：5㎜方眼、192ページ

4color  2size

CLOTH SPINE NOTEBOOK 

made in 
JAPAN

OKフールス紙使用！

色付きの布地を使ったドイツ装 目に優しいクリーム色の用紙 特徴的な色付き内表紙



　エクササイズブックカバー

　「Schoolydoo」+ノートブック

　￥280（税込￥308）ロット10

　薄いPP素材でスクールチャートの

　イラストが可愛らしいノートカバー。

全色セットもご用意しました。

Schoolydoo全色セット（横罫）：８色ｘ５枚に横罫のホワイトノートがセット　

Schoolydoo全色セット（方眼）：８色ｘ５枚に方眼のホワイトノートがセット　

2395： 横罫 ホワイト

2403 ： 方眼 ホワイト

2396 ： 横罫 イエロー

2404 ： 方眼 イエロー

2397 ： 横罫 レッド

2405 ： 方眼 レッド

2398 ： 横罫 ブルー

2406 ： 方眼 ブルー

2399 ： 横罫 バイオレット

2407 ： 方眼 バイオレット

2400 ： 横罫 ブラック

2408 ： 方眼 ブラック

2409 ： 方眼 ライトブルー

2401 ： 横罫 ライトブルー

2402 ： 横罫 ライトグリーン

2410 ： 方眼 ライトグリーン

リフィル用ホワイトノート
横罫、方眼からお選びください。

表紙は白無地。

厳選した84.1g/㎡の高品質上質紙を使用。

64ページ。日本製。

ドイツのフィルムラベル製造の老舗企業ヘルマ社が作る A5ノートブック用着せ替え

カバー。

リフィルノートは日本の厳選メーカーが作った高品質な ホチキス綴じノート。



　エクササイズブックカバー

　「カードボード・カラー」+ノートブック

　￥340（税込￥374）　ロット10

　発色の良いコート紙を使ったノートカバー。

全色セットもご用意しました。

カードボード全色セット（横罫）：８色ｘ５枚に横罫のホワイトノート４０冊がセット　

カードボード全色セット（方眼）：８色ｘ５枚に方眼のホワイトノート４０冊がセット　

2411 ： 横罫 ホワイト

2419 ： 方眼 ホワイト

2412 ： 横罫 ブラック

2420 ： 方眼 ブラック

2413 ： 横罫 イエロー

2421 ： 方眼 イエロー

2414 ： 横罫 レッド

2422 ： 方眼 レッド

2415 ： 横罫 ライトブルー

2423 ： 方眼 ライトブルー

2416 ： 横罫 ブルー

2424 ： 方眼 ブルー

2417 ： 横罫 グラスグリーン

2425 ： 方眼 グラスグリーン

2418 ： 横罫 グレー

2426 ： 方眼 グレー

リフィル用ホワイトノート
横罫、方眼からお選びください。

表紙は白無地。

厳選した84.1g/㎡の高品質上質紙を使用。

64ページ。日本製。

CARDBOARD - COLORS -

紙製什器あります。



　- British icon -

Silvine（シルバイン）はイギリスが誇る歴史的なノートブック。中でも1960年台に発売され爆発的なセールスで

ブランドのアイコンとなったのがこの赤いカバーのエクササイズブック。 発売当時のサンプルが偶然発見され

それをもとに復刻プロジェクトが進められ、ついにこの「Silvine Originals」コレクションが生み出されました。

シボ入りのボルドーレッドの表紙にミッドナイトブルーのロゴを入れ、上品でクラシカルな表情になっています。

特徴的な結び方で強固に綴じられた製本は、熟練の職人たちの手により仕上げられています。

まさしく「Silvine」ブランドのマスターピースモデルです。

1279

シルバインオリジナル　- POCKET -
\1000（税込￥1100）　ロット3パック

40ページ　size: 110mm x 72mm

無地

5011566430748

1280 　　　　　1282

シルバインオリジナル　- MEMO - 　　　　シルバインオリジナル　- EXERCISE -
\700（税込￥770）　　ロット3 　　　　　\1100（税込￥1210）　　ロット3

52ページ　size: 159mm x 97mm 　　　　　52ページ　size: 230mm x 162mm

横罫-7mm 　　　　　横罫-8mm　

5011566030757 　　　　　5011566030771

＊全てのモデルにはミシン目入りページあり。赤い栞が付属。

３冊パック



<ハンディサイズのリングメモ>

1496：オレンジ 方眼
4541961014966

1491：パープル 横罫
4541961014911

5mm方眼

1497：パープル 横罫
4541961014973

1498：ブルー 横

罫

1500：グリーン 横

罫

1501：レッド 横罫
4541961015017

シルバイン

エクササイズブック 178ｘ229 80頁 ¥180（税込￥198） ロット10

＊ Special ＊

1487
シルバイン・エクササイズブック赤 横罫 (7mm
幅)
¥200（税込￥220） ロット12

1960年代から変わらないデザイン。

裏表紙には乗算表や単位換算表等が印刷されています。

40ページ サイズ165x203mm

1484
シルバイン・ツインワイヤーノート横

¥200（税込￥220） ロット12
86ｘ126mm
72頁 , 横罫7mm
5011566029300

1488
シルバイン・エクササイズブック赤 方眼 (7mm
方眼) 
¥200（+税） ロット12

シルバイン

エクササイズブック A4 横罫 ・80頁 ¥240（税込￥264） ロット10

横罫

横罫 横罫 横罫 横罫

レイアウトごとにカバーデザインが異なります。

伝統あるバイキング船の「へさき」や「イカリ」のイラストがクラシカルモダンデザインで

とてもお洒落なレポートパッド。

1576 :ライン
5711019473222

1578 :ドット
5711019473260

1577 :ブランク
5711019473208

バイキング ノートパッドA5

¥300（税込￥330） ロット5冊

85ｇ 中性紙x65枚

完売 完売



SKAG／スカーグブランドは1956年設立のステーショナリーメーカーですべての

プロダクトはギリシャ国内でデザインされ作られています。

中でもカラフルなエクササイズノートはギリシャで最も愛用されている定番品です。

SUPER エクササイズノート A5
\200 (税込￥220)　ロット10

1433；レッド 5201303227483

1434；オレンジ 5201303227513

SUPER エクササイズノート 17x25
\240 （税込￥264） ロット10

1438；レッド 5201303226080

1439；オレンジ 5201303226110

1440；イエロー 5201303226103

1442；ライトブルー 5201303226073

表紙がコーティングされています。

エクササイズ カバーノート A5
\200 (税込￥220)　ロット10

1443；ピンク 5201303236836

1444；イエロー 5201303230278

1445；ライトブルー 5201303236850

1446；ライトグリーン 5201303236843

エクササイズ カバーノート 17x25
\240 （税込￥264） ロット10
1448；ピンク 5201303227131
1449；イエロー 5201303217614
1450；ライトブルー 5201303227728
1451；ライトグリーン 5201303233545
1452；ブルー 5201303222273

発色が綺麗なP.Pカバー付きノート

LEGAL DOCUMENT HOLDER

ポートフォリオ A4(size25x35cm)

\300(税込￥330)　ロット5

1453; ライトブルー 4541961014539

1454; イエロー 4541961014546

1455; グレー 5201303287722

1456; ブラウン 4541961014560

1457; ベージュ 4541961014577

1481; グリーン 5201303287654

17ｘ25サイズA5サイズ

法曹関係者が使う書類ケースなので表紙

には法廷用語がギリシャ語で印字されてい

ます。

A4サイズの書類、カタログ、パンフレットな

どを収納するのに便利です。



クリップマティックはお持ちのお好きな”リングノート”に必要な書類を
加えることができる便利なツール。

シートタイプのステッカーなのでノートと一緒に持ち運べば、いつでも
どこでもメモやスケッチだけでなく気になる記事や写真、カード、封筒
などを簡単・スピーディーに新しい1ページとして加えることができ、
差し替えも可能です。

注意：ソフトタイプのリングノートには使用できません！
*PAT.P

    

クリップマティック・ステッカー ＃50
￥800（税込￥880） ロット10

50個入り

パックサイズ：6x12㎝・18g

2093：ブルー

4541961020936

様々なリング式のノートやファイルなどに対応

貼るだけ！

2094：グリーン

4541961020943

2095：イエロー

4541961020950

2096：ブルー

4541961020967

2097：グリーン

4541961020974

2098：イエロー

4541961020981

本体サイズ

20㎜

16㎜

６アイテム各５個入り

サイズ：35xｈ17x12㎝

＜使い方＞

2つのステッカーを使います。

A            B

専用什器（紙製）セット

クリップマティック・ステッカー ＃20
￥400（税込￥440） ロット10

20個入り

パックサイズ：6x12㎝・10g



手帳に使える！進化した、便利な付箋シリーズ。

1986

クラフトノート・メモ / 横罫

完売しました

¥380（＋税）ロット12

4712759216415

¥320（税込￥352）ロット12

4712759213599

37x50m 3色x10枚

ファイリングタブ

1981

Sサイズ

¥200（税込￥220）ロット12

4712759217566

18x44mm 4色x120枚

エキストラスティッキーラベル

1984

クラフトノート・S / 無地

¥200（税込￥220）

ロット12

4712759216385

76x51mm 100枚

フィルムタイプのインデックスシール。

耐久性があり３色のカラーで書類などの

分類にも最適です。

15㎝の定規にセットされているので手帳

などと一緒に持ち運ぶと便利に使えます。

1982

Mサイズ

¥240（税込￥264）ロット12

4712759217580

25x65mm 3色x90枚

1983

Lサイズ

¥260（税込￥286）ロット12

4712759216828

25x88mm 3色x30枚

1985

クラフトノート・M / 無地

完売しました

¥250（＋税）

ロット12

4712759216392

1980

クリアタイプのフィルム素材の付箋。1987

クリアノート・S

¥240（税込￥264）ロット12

4712759217085

76x51mm 50枚

1988

クリアノート・M

¥300（税込￥330）ロット12

4712759217122

76x76mm 50枚



1989

スケジュールノート

デイリー

¥400（税込￥440）ロット12

4712759217597

76x252mm 30枚

時間軸のある付箋

スケジュールノート

今までになかったスケジュールタイプの付箋。

ノートやデスク回りに貼ってスケジュールを確認用に。普通のノートに

貼ればスケジュール帳のように使えます。時間や曜日ごとにミシン目

が入っているので折りたたんだり切り離して使うことができます。

1990

スケジュールノート

ウィークリー

¥400（税込￥440）ロット12

4712759217603

76x252mm 30枚

曜日枠のある付箋

蛇腹折にして貼るとページ内にミニスケジュールページが出来上がります

PC周りに貼ってもいいです



バウハウス時代初期の1920年"Otto Hutt（オットー・フット）"は「宝飾品・黄金の町」と名高いPforzheim(フォル

ツハイム)に会社を設立、金属製高級喫煙具等の生活用品の生産をしていました。そして会社理念やそのデザ

インは"バウハウス"の思想に影響を受けていきました。

その後otto huttが筆記具までその領域を拡げ、1995年同社は"Etra Weber"と社名を変え、高品質シルバー筆

記具専門メーカーへと発展していきました。重厚なシルバー、細部にわたり見られる完璧な職人の技術、最高

の技量によって"otto hutt"のモノ作りの理想を守り続け、改良を重ね、よりすぐれた品質の筆記具を作り続け

ています。現在"otto hutt"ブランドの全ての商品はバウハウスの中核となる理念「機能が形態（デザイン）を決

める」という根本的な考え方に基づいています。

Design 01 万年筆 -M
スムース

¥14,000(税込15400）

ストライプ

¥15,000(税込￥16500）

Design 01 ボールペン
スムース

¥9,000(税込￥9900)

ストライプ

¥10,000(税込￥11000)

ブラック ブルー ボルドー

ブラック ブルー ボルドー

Design 02 万年筆 -M
スムース ￥20000（税込￥22000）

ストライプ ￥21000（税込23100）

Design 02 ボールペン
スムース ￥15000（税込￥16500）

ストライプ ￥17,000(税込￥18700)

＊キャップ部に925シルバーを使用

＊キャップ、本体に925シルバーを使用



Design 03 ／メタリックブルー
モノグラム

ローラーボール ¥18,000(税込￥19800）

ボールペン ¥15,000(税込￥16500)

レクタングル

ローラーボール ¥18,000(税込￥19800）

ボールペン ¥15,000(税込￥16500)

Design 03 ／ハバナ（ゴールド）
モノグラム

ローラーボール ¥18,000(税込￥19800）

ボールペン ¥15,000(+税）

レクタングル

ローラーボール ¥18,000(税込￥19800）

ボールペン ¥15,000(税込￥16500)

Design 03 ／ダークブラウン
モノグラム

ローラーボール ¥18,000(税込￥19800）

ボールペン ¥15,000(+税)

レクタングル

ローラーボール ¥18,000(税込￥19800）

ボールペン ¥15,000(税込￥16500)

Design 03 ／シルバー
モノグラム

ローラーボール ¥19,500(税込￥21450）

ボールペン ¥16,000(税込￥17600）

レクタングル

ローラーボール ¥19,500(税込￥21450）

ボールペン ¥16,000(税込￥1760）
＊キャップ部に925シルバーを使用

Design 04
ピュアブラックボールペン ￥13000（税込￥14300）

ホワイトボールペン ￥13000（税込￥14300）

Elegance White

Pure Black

Design 06

プラチナｘブラック

ボールペン ￥15000（税込￥16500）

万年筆-Ｍ ￥18000（税込￥19800）

プラチナｘレッド

ボールペン ￥15000（税込￥16500）

万年筆-Ｍ ￥18000（税込￥19800）

ローズゴールドｘピンク

ボールペン ￥15000（税込￥16500）

万年筆-Ｍ ￥18000（税込￥19800）

ローズゴールドｘホワイト

ボールペン ￥15000（税込￥16500）

万年筆-Ｍ ￥18000（税込￥19800）

贅沢なアルミ削り出しボディは手になじむ丸みを帯びたフォルム。

高級感のツートンカラーが人気の秘密です。

幾重にもラッカー塗装することでより高級感を演出

シンプルなデザインは使う人を選ばない



Prime Vintage  BP  

¥3,600 (税込￥3960)

2011 ﾍﾞｰｼﾞｭ : 欠品中

2012 ﾀｰｺｲｽﾞ: 欠品中

2013 ﾀﾝｼﾞｪﾘﾝ : 欠品中

Prime Vintage  F.P   

¥3,900 (税込￥4290)

2014 ﾍﾞｰｼﾞｭ : 

2015 ﾀｰｺｲｽﾞ: 

2016 ﾀﾝｼﾞｪﾘﾝ : 

- PRIME VINTAGE -

Beat  BP  ¥3,900(税込￥4290)

2005  ﾌﾞﾗｯｸ : 

2006  ﾎﾞﾙﾄﾞｰ : 

2007  ﾊﾟｰﾙ : 

Round  BP  ¥4,000 (税込￥4400)

2008 ｸﾛｰﾑ : 

2009 ｱﾝｽﾗｻｲﾄ : 

2010 ｼｴﾅ : 

- ROUND -- BEAT -

- PRIME -

Prime  BP  ¥3,600 (税込￥3960)

2017 ﾌﾞﾗｯｸ : 

2018 ﾚｯﾄﾞ: 

2019 ｱｽﾞｰﾙ : 

2020 ｸﾞﾘｰﾝ : 

2021 ﾊﾞｲｵﾚｯﾄ : 

2022 ｸﾛｰﾑ : 

Prime  R/B  ¥3,800 (税込

￥4180)

2023 ﾌﾞﾗｯｸ : 

2024 ﾚｯﾄﾞ: 

2025 ｱｽﾞｰﾙ : 

2026 ｸﾞﾘｰﾝ : 

2027 ﾊﾞｲｵﾚｯﾄ : 

Prime  F.P   ¥3,900 (税込￥4290)

2028 ﾌﾞﾗｯｸ : 

2029 ﾚｯﾄﾞ: 

2030 ｱｽﾞｰﾙ : 

2031 ｸﾞﾘｰﾝ : 

2032 ﾊﾞｲｵﾚｯﾄ : 

2033 ｸﾛｰﾑ : 



INOX CROM　リフィール

Vista  BP  ¥4,500 (税込￥4950)
1996 ﾌﾞﾗｯｸ : 
1997 ﾚｯﾄﾞ: 
1998 ｱｽﾞｰﾙ : 

Arc  B.P   ¥5,200(税込￥5720)
1991 ﾌﾞﾗｯｸ : 
1992 ｲｴﾛｰ : 
1993 ﾚｯﾄﾞ : 
1994 ｱｽﾞｰﾙ : 
1995 ｽﾃﾝﾚｽ :  

Vista  R/B  ¥4,900 (税込￥5390)
1999 ﾌﾞﾗｯｸ : 
2000 ﾚｯﾄﾞ: 
2001 ｱｽﾞｰﾙ : 

Vista  F.P   ¥5,000(税込￥5500)
2002 ﾌﾞﾗｯｸ : 
2003 ﾚｯﾄﾞ:  
2004 ｱｽﾞｰﾙ : 

- ARC -

- VISTA -

2034
BPﾘﾌｨｰﾙ M soft  (BK)
¥400(税込￥440) ロット5

2036
R/B ﾘﾌｨｰﾙ (BK)
¥500 (税込￥550) ロット5

2035
BPﾘﾌｨｰﾙ easy flow  M  (BK)
¥500 (税込￥550) ロット5

2037
FPｶｰﾄﾘｯｼﾞ (BK)
¥400(税込￥440) ロット5

＜イノックスクロム＞

金の万年筆の代替品としてステンレススチールペン先の製造・販売を開始。その後ヨーロッパで広く知られるようになり1946年

には" INOXCROM "の商標を登録しブランドの歴史が始まりました。

スペインバルセロナを拠点に1953年から2012年まで" INOXCROM "ブランドの多くの筆記具を製造し、世界に送り出してきま

した。ヨーロッパにおける最新のマーケットに適応するため、2013年にペンのデザインを一新し再スタートさせ新たなステージ

へと踏み出しました。

＜philosophy＞

過去70年の積み重ねられた経験により生み出される製品は、広く一般のユーザーに使ってもらうため「最高の品質」かつ「最

適な価格」になっています。またデザインにおいても豪華な装飾にするのではなく、耐久性と品質を重視した製品作りを目指し

ています。



＊カラーインク

TO-059ボールペン

\120（税込￥132）　ロット10

1540：レッド 5901133059116

1541：ブラック 5901133059314

TO-031ボールペン ＊ブラックインク

￥200（税込￥220）　ロット10

1545：ブルー 0.7ｍｍ 5901133031112

1546：レッド 1.0ｍｍ 5901133031211

1557：ブラック 0.5ｍｍ 完売しました

0.7

1.0

ポーランドを代表する筆記具メーカー「TOMA/トーマ」社。

ポーランドでは最も有名なペンといわれているのが星のちりばめられた細字のインクペンで、通称「all ★stars 」ペン。

SLANDA / スレンダボールペン

¥2500（税込￥2750） ﾛｯﾄ１

ホワイト 7350028300297

ブラック 7350028300280

ターコイズ 7350028300310

レッド

ピンク 7350028300457

グリーン 7350028300440       

ネイビー 7350028300327 
全長103mm

“スレンダ”とはスウェーデン語

で“トンボ”。その名の通りトン

ボが枝にとまっているかのごと

く自立するボールペン。

278

スキルクラフトボールペン ＃2500

¥300（税込￥330） ロット12

4541961002789

＊リサイクル素材でマットなボディー
279

スキルクラフトボールペン ＃5000

¥300（税込￥330） ロット12

4541961002796

262

スキルクラフトボールペン ＃5000   BL

¥300（税込￥330） ロット12

4541961002628

スレンダ替え芯（BK） ¥240(＋税) ﾛｯﾄ5

7314 8591 95309

289スキルクラフト 替え芯 ブラック

¥120（税込￥132） ロット6

＊U.S. GOVERNMENTのロゴ入り

＊U.S. GOVERNMENTのロゴ入り

2370

ビジネスソースボールペン・ノック式

¥150（税込￥165） ロット12 4541961023708



エポカボールペン  \400（税込￥440）　ロット12本

272  ブラック　完売

273  ホワイト　完売

268  レッド　　完売

259  ネイビー

269　オレンジ

258　サックス

エポカペンシル0.5ｍｍ  \400（税込￥440)　ロット12本

1532　ブラック

1533　ホワイト

1534　レッド

1535　ネイビー

1536　オレンジ

273　エポカボールペン替え芯　￥250（+税）　ロット5

ロット24本（４色アソート）

什器入り
8436038976895

moLin /４色ボールペン 完売

ink 

BALLOGRAF

発色が鮮やかなＯＨＰ用の水性ペンです。

333

マルチポリマーシャープ芯 HB

¥200(税込￥220） ロット10

4541961003335

スライド式ケースで使いやすい

折れにくいポリマー芯

SNOWMAN / 水性フィルムマーカー

¥120（税込￥132） ロット12本

001  ブラック 4970129025511

002  レッド 4970129025528 

003  ブルー 4970129025535 

004  グリーン 4970129025542 

005  オレンジ 4970129025566 

tratto / Cancellikカラーインクペン

￥230（税込￥253） ロット12本

1225 ブラック

1226 ブルー

1228  オレンジ

1229  パープル

1230  ピンク

1231  ライトブルー

moLin /  ストライプシャープペン

￥100（税込￥110） ロット10本

1219 ブラック 4541961012191 

1221 レッド 4541961012214 

1214 イエロー 4541961012146 

完売



2369

メタルキャップ ・シルバー

3個入り￥420（税込￥462）

ロット10

4541961023692

2368

メタルキャップ ・ゴールド

3個入り￥420（税込￥462）

ロット10

4541961023685

＜ペンシルキャップ＞
ドイツの鉛筆ブランドが取り扱う軽く小さなペンシルキャップが登場。

「イレーサーキャップ」は消しやすくシェープされたクラシカルなデザ

イン。そして「メタルキャップ」はその形状から”バレットキャップ ”と

呼ばれ親しまれています。（ピンクゴールドは流行にあわせて特別

に作られた日本限定色です）

様々なデザインの鉛筆に違和感なく使えます。

＊太軸には使えません。

2371

メタルキャップ ・アソート

3個入り￥420（税込￥462）

ロット10

4541961023715

「バレットキャップ」

並べてみるとまさしく弾丸形状。

1472：クルマ 完売 1473：おとぎ話

1474：切手 1475：乗算表 1476：闘牛士

ビアルコ

ビンテージ ペンシル（３本セット）

¥ 300 (税込￥330) ロット４セット

レトロなイラストがプリントされた学童向け鉛

筆、それぞれ３本セットでパーッケジされてい

ます。

乗算表、闘牛士に付属する消しゴムは機能

ではなくデザインとしてお楽しみください。

1本あたり￥100

2367

イレーサーキャップ -ブラック-

2個入り￥200（税込￥220） ロット10

4541961023678



  ウッドアイテムでスタイリング。あわせて選ばれるデスクアイテム。

2363

コーンライン - ノック -

欠品中

￥480（税込￥528） ロット10

4541961023630

ウッドペン「コーンライン」

ヨーロッパで広告用木製筆記具製造トップメーカーの定番アイ

テムである「コーンライン」はドイツの工場で製造されヨーロッパ

中の企業や販促業者へ販売されています。

そのまま販売しても良し、名入れしてオリジナルアイテムとする

も良しのシンプルで可愛らしいボールペン。

名入れご希望の際はお問い合わせください。

Made in Germany

2364

コーンラインキャップレス - エコ -

￥200（税込￥220） ロット10

4541961023647

78016

Faber-Castell・デザインブラシ

¥1500（税込￥1650） ロット3 
1467 

Faibo・ビーチウッド・ルーラー/ 15cm 

¥180 (税込￥198) ロット10

ノック用替え芯

欠品中

￥120（税込￥132） ロット5

エコ用替え芯

欠品中

￥100（税込￥110） ロット5

4541961023661

2372

カードスタンド - foto -

￥600（税込￥660） ロット10

4541961023722

両端の球状コイルに挟むだけで簡単にカードスタンド

（写真立て）になるアイデア商品。

＊日本製の簡易キャップを

お付けします。

全⾧約21㎝

Made in France

ポスターキット

￥2900（税込￥3190） ロット２

ポスターなどをお洒落に飾るツール。

粘着テープで貼りつけるタイプ。

幅が合えば様々なポスターに使えます。

1715：ポスターキット横

9781619928091

1714：ポスターキット縦

73.5㎝幅

56㎝幅



ブックダーツ / BOOKDARTS ＊店頭用什器やPOPあります。

ロングセラーのBOOKDARTS。その名の通り矢じりの形をした栞（マーキングクリップ）です。

薄く軽いのでページを傷つけず、見た目もすっきりと邪魔になりません。
バッグタイプは持ち運び用に、缶入りはギフト用に。

290

ギフト缶 （30ヶ入）

¥1000(税込￥1100) ロット5 

4541961002901

数量

限定品!!

2156：フェルメール

4541961021568

BOOKDARTS  Artist Collction

2157：ボッティチェリ

4541961021575
2158：ダ・ヴィンチ

4541961021582

2154：ゴッホ

4541961021544

2155：ピカソ

4541961021551

ブロンズ、ステンレス、真鍮の

３種ミックス

299

缶入り・ブロンズ （50ヶ入）

¥1600 (税込￥1760) ロット5  

4541961002994

231

BAG・ブロンズ （12ヶ入）

¥480 (税込￥528) ロット10

4541961002314

2675

マルチ （15ヶ入）

¥600 (税込￥660) ロット10  

4541961026754

732

缶入り・ステンレス （50ヶ入）

¥1600 (税込￥1760) ロット5  

4541961007326

733

BAG・ステンレス （12ヶ入）

¥480 (税込￥528) ロット10

4541961007333

マルチカラー（７５個入り）

¥2000（税込￥2200） ロット2



完売

1307

鉛筆削り "Ranger55"

様々なサイズに対応できる8個の口が特徴的な鉛筆削り。

長きにわたりアメリカ国民に愛されている商品で、原型となった

当時の商品はアンティークとして今でも高値で取引されていま

す。本来ガレージの壁やオフィスの柱や机などに本体をネジで

固定し、鉛筆を持ちながら削るのタイプです。日本で一般的に

販売されている鉛筆削りとは違う機構なので使用には多少コツ

が必要です。

ディスプレイやブックエンドなどにも使われているようです。

サイズ：68×115×12 約55g

梱包形態 ： エアパッキン袋入り

1538

TI-108ケース付 電卓

￥2200（税込￥2420） ロット2

4541961015383

2084

LPC ・レターコーナークリップ

￥300（税込￥330） ロット10

8713593630005

1979
マジックカッター（クーポンカッター）
¥460 (税込￥506) ロット12
4541961019794

クーポンを切り離すときに使うツールです。ほんの少しだけ飛び出

しているブレードが一番上のページだけを切り離します。本体の構

造はフラットに刃が当たりやすいように設計されていますので新聞

ですとほとんど力を入れなくても切ることが出来ます。

海外のチラシを収集したり、お子様の工作の準備、レターオープ

ナーとして等々。さらにステッカーつくりなど、幅広くお使いいただ

けます。

100個入りBOX

2085

LPC ・カラー画鋲

欠品中

￥280＋税 ロット10

LPC ・ミニワイヤークロスピン

￥600（税込￥660） ロット5

10個入りBAG

本体サイズ：約32 x 8㎜

2086： ピンクゴールド

欠品中

735： シルバー

8713593996279

736： ブラック

8713593996194

LPC ：LovePaperClips
1923年から続くオランダの文具サプライヤーのオリジナルブランド。

クラシックで可愛らしいパッケージが人気。

完売



2090 ：

アンティーク トライアングルクリップ

￥300（税込￥330） ロット10

4541961020905

2088 ：

アンティーククリップ Ｓ

￥240（税込￥264） ロット10

4541961020882

2092

アンティークランドリーピン

￥380（税込￥418） ロット10 ：4541961020929

2091

アンティークワイヤーピン

￥380（税込￥418） ロット10 ：4541961020912

Mサイズ：7㎝

Sサイズ：4.5㎝

サイズ：9x3cmサイズ：9x3cm

パッケージは流通過程による、つぶれ・破れ等ございます。

パッケージデザインが変わることがあります。

Bulldog Clips / ブルドッククリップ

2089 ：

アンティーククリップ Ｍ

￥300（税込￥330） ロット10

4541961020899

サイズ：7.5㎝

1240： Sサイズ ¥70（税込￥77） 完売しました

1241： Mサイズ ¥80 (税込￥88)  ロット36
1242： Lサイズ ¥100 (税込￥110) 完売しました

1411： LLサイズ ¥200 (税込￥220)  ロット12

クリップ幅：S・25mm、M・31mm、L・54mm、LL・66mm

¥480（税込￥528） ロット10

1550： 4541961015505 シルバー

1551： 4541961015512 ゴールド

1552： 4541961015529 ブラック

スプリングペンクリップ スプリングペンクリップ - ショート -

726： 4541961007265 １穴 ゴールド ¥600（税込￥660）

728： 4541961007289 １穴 シルバー ¥600（税込￥660）

727： 4541961007272 ２穴 ゴールド ¥850（税込￥935）

729： 4541961007296 ２穴 シルバー ¥850（税込￥935）

737： 4541961007371 スティッキー ¥350（税込￥385）

740： 4541961007401 横型 ゴールド ¥650（税込￥715）



PAPER CLIPS/ペーパークリップ　　各\300 (税込￥330) ﾛｯﾄ10  E.P.BANDS /イーピーバンド　　

1903年から1921年にかけて欧米で製造・使用されていたペーパークリップを復刻。 \200 (税込￥220) ﾛｯﾄ10　

（パッケージの4ケタの数字は使用されていた年代を表しています） 丈夫で長持ち、使い勝手の良いポリウレタン製バンドです。

とても薄く（0.3mm)劣化しにくいのが特徴 。 

#55 ３カラー /トリコロール （折径55mm 幅2mm) 45本入

完売

#80 ブラック （折径80mm 幅3mm) 20本入

4541961014034

#100 ブラック （折径100mm 幅6mm) 10本入

4541961014041

#150 ブラック （折径150mm 幅6mm) 6本入

完売

261　カラープッシュピン（レッドラベル）　　\150(税込￥165)ロット12

260　カラーゼムクリップ（イエローラベル）　　\150(税込￥165)ロット12

No.1921 ・ 10ヶ入

4541961014102

No.1903 ・ 14ヶ入

4541961014065

No.1904 ・ 10ヶ入

4541961014072

No.1905  ・ 10ヶ入

4541961014089

No.1910  ・ 18ヶ入

4541961014096

カラーポット
¥300 (税込￥330) ﾛｯﾄ5  

size : Φ7.8 x h10ｃｍ

ブラック 4541961014584

グレー 4541961014591

レッド 4541961014607

ブルー 4541961014614

ビッグカラークリップ
¥100 (税込￥110) ﾛｯﾄ10  

size : 7.1 x 14.9ｃｍ

イエロー 4541 9610 1463 8

ブルー 4541 9610 1464 5

レッド 4541 9610 1465 2

ホワイト 4541 9610 1466 9

Pencil Clip / ペンシルクリップ

鉛筆用簡易クリップ。
転がり防止にもなります。
アイブロウペンシルにも使えます。

シルバー３個セット ＜完売＞

274

ゴールド３個セット ＜完売＞

¥340 (＋税)ロット5
4541 9610  0274 1

275
ブラック３個セット ＜完売＞

店頭用POPあ



デンマークのデザインオフィス「VIKING」が企画した

イタリアンカーフスキンのシンプルケース

Viking Viking Viking

マルチポーチ　15*12 ペンケースⅠスリム　23*8 ペンケースⅡ　23*15

￥1200（税込￥1320）　ロット2 ￥1400（税込￥1540）　ロット2 ￥1600（税込￥1760）　ロット2

1571 :ブラウン　完売 1561 :ブラウン　4541961015611 1566 :ブラウン　完売

1573 :オレンジ　4541961015734 1563 :オレンジ　4541961015635 1568 :オレンジ　4541961015680

1549

サルトメジャー

¥600（税込￥660） ロット6

4541961015499
78016

ファーバーカステル

デザインブラシ

¥1500（税込￥1650） ロット3

4005401780168 山羊毛・全長225㎜

2161

Premax

レターオープナー- Classic -

¥3000（税込￥3300） ロット1

8012267400143

全長180㎜

2160

Premax

紙用ハサミ- Classic -

¥4200（税込￥4620） ロット1

8012267108131

全長190㎜

2162

Premax

紙用ハサミ- Classic GOLD -

¥4700（税込￥5170） ロット1

8012267108148

全長190㎜

1337

Premax

刺繍用ハサミ ・鶴（9㎝）

1338

Premax

刺繍用ハサミ ・ ラビット (10cm)

1339

Premax

刺繍用ハサミ ・エッフェル (10cm)

¥2600（税込￥2860） ロット2

8012267152011

¥2800（税込￥3080） ロット2

8012267856353

¥2800（税込￥3080） ロット2

8012267856360

1328

Premax

刺繍用ハサミ ・ シルバーラビット (10cm)

¥2500（税込￥2750） ロット2



1468：ジャンボ分度器 38cm ￥1800（税込￥1980）

1469：ジャンボ直角二等辺三角形 35cm ￥1800（税込￥1980）

1470：ジャンボ直角三角形 50ｃｍ ￥1800（税込￥1980）

2078

ブラックボード ウッドクリップ・M 6個入

￥780（税込￥858） ロット2

5707167664100

*1個あたり￥130

2076

ブラックボード ウッドクリップ・S 12個入

￥720（税込￥792） ロット2

5707167664155

*1個あたり￥60

2072

ミニグラスボトル（電球）

￥380（税込￥418） ロット12

5707167713396

サイズ：6.8x4.7cm

サイズ：4x2cm

全⾧：9.5cm

ｈ4.5ｘ4.4㎝
高さ: 8cm

洗濯ばさみの元祖

40-60年代のアメリカで使

われていた洗濯ばさみの

原型。昔の映画やドラマの

中で洗濯物を干すシーン

でよく見られます。

親子で楽しむクラフトアートアイテ

ムとして大人気で、色付けし毛糸

や端切れを貼って置物やオーナメ

ントを作ります。

学校黒板などで使われるジャンボ定規。

店舗ディスプレイ備品や撮影用小物として人気。

木材加工品の為、多少の傷や欠け等がございます。

1467バイキング

ビーチウッド・ルーラー/ 15cm

¥180 (税込￥198)    ロット10本

4541961014676

20本の注文でスタンドが付きます

2071

プラスチックジャー・M

￥240（税込￥264） ロット10

4541916020714

2074

アンティーク クロスペグ （スタンド付） 5個入 ￥700（税込￥770） ロット2

5707167239193

*1個あたり￥140



業務用スチール缶製造のトップシェアを誇る工場で作られるオリジナルスチールボックス。 made in
身の回りの様々な小物類を収納、整理するのに重宝します。デスク回りの小物整理用にはもちろん GERMANY
各種パーツ類、ボタン、釣り針、切手、種子など様々な用途でお使いいただけます。

印刷したりやステッカーを使いオリジナル商品のケースにもご利用いただけます。

＊業務用に作られた商品の為、小さな傷や凹みはご容赦くださいますようお願いいたします。

紙製スリーブ入り

1259

DSR015　ラウンド缶　/￥480（税込￥528）ロット5

窓付きのスクリューキャップはボタン、アクセサリー、お香などの保管整理に最適。

Size約φ70ｘｈ24㎜

4541961012597

1260

DSR032　マネー缶　/￥800（税込￥880）ロット3

オイルドラム缶のミニチュア。穴あきと穴なしのフタが付属します。

Size約φ76ｘｈ114㎜

4541961012603

1261

DSE067/05　スクエア缶（ポケット）　/￥460（税込￥506）ロット5

名刺入れ、ピルケース、小物入れとして。小さいので持ち運びに便利です。

Size約100ｘ60ｘｈ20㎜

4541961012610

1262

CO005　スクエアペンケース（チョコレート缶）　/￥700（税込￥770）ロット3

お菓子メーカー向けに作られた薄型のチョコレートケース。ペンケースにピッタリ。

チケットやポイントカード、診察券、切手、などの収納にも便利です。

Size約190ｘ95ｘｈ10㎜

4541961012627



　＜ワイヤースタンド販売用帯パーッケージ＞

イベント用に作成した紙製パッケージ。

ご注文時にお申し付けいただければ同封いたします（無償）。

シングルワイヤー
￥560（税込￥616） ロット6

ホワイト 4541961011002

ブラック 4541961011019

スチール 4541961012351

ミニダブルワイヤー

￥560（税込616） ロット6

ホワイト 4541961012382

ブラック 4541961012399
スチール 4541961012375

Designed wire display stand
本国では多くの百貨店、ブックショップ、ミュージアムショップなどのディ

スプレイ用に使われている展示用スタンドです。iPad等のタブレット端末

やスマートフォンのスタンドとして、またショップカードや名刺フォルダ用

としても人気です。白、黒は樹脂コーティングされていてホールド感があ

り滑り止めの効果もあります。

自由な角度で、しっかりホールド

ダブルワイヤー
￥760（税込836） ロット6

ホワイト 4541961011026

ブラック 4541961011033

スチール 4541961012368

MoMAも認める技能とデザイン

墨田区のばね職人が手掛けるデザインカードスタンド。

名刺やクーポンなどの保管、ショップのフライヤー、座席予約カード立て等々、家庭やオフィスだけ

でなくお店でも利用者が出中です。小さく価格も手ごろなギフトとしても人気です

hane ペーパーホルダー

￥2200（税込2420） ロット3

ブラック 706：4541961007067

レッド 707：4541961007074
ブルー 708：4541961007081
オレンジ 709：4541961007098
シルバー 710：4541961007104
＊販促用のPOP（148x180mm）あります

大；ダブル、シングル用

小；ミニダブル用

＜size＞

ミニダブルワイヤー ｈ 4-3/4" (12.1 cm)  w 2" (5.1 cm)
ダブルワイヤー ｈ 8" (20.32 cm)  w 3 3/4" (9.53 cm) 
シングルワイヤー h 4" (10.16 cm)  w 3 3/4" (9.53 cm)

made in
The USA



薄手のボール紙でできたストレージBOXシリーズ

オフィスやリビング、学校などで書類や小物類の整理・保管・保存に利用できます。

＊納品時は折り畳んでＯＰＰ入り

1794

フォールディングボックス 1

¥500（税込￥550） ﾛｯﾄ5
30 x 25 x 7.3cm (A4)

4541961017943

＊折り畳みサイズ/46ｘ33㎝

1795

フォールディングボックス２

¥800（税込￥880） ﾛｯﾄ5

32.5 x 27 x 12cm
4541961017950

＊折り畳みサイズ/39ｘ45㎝

1796

フィックスボックス

¥700（税込￥770） ﾛｯﾄ5
32 x 24 x 7cm (A4)

4541961017967

＊折り畳みサイズ/33ｘ33㎝

1797

マガジンボックス

¥500（税込￥550） ﾛｯﾄ5
33 x 23 x 7.5cm (A4)

4541961017974

＊折り畳みサイズ/38ｘ31㎝



1882年創業のチェコのチップボードメーカー「エンバ」社。

公文書なのどアーカイブ用ボックス製造において世界トップクラス。

＊組み立てた状態で納品となります。

1798

ドキュメントボックス／リボン付き

¥1,600（税込￥1760） ﾛｯﾄ5

35 x 25 x 10cm(A4)

4541961017981

1799

アーカイブボックス／フロントフラップ

¥1,400（税込￥1540） ﾛｯﾄ5

35 x 25 x 11cm (A4)

4541961017998

*ドキュメントボックス *アーカイブボックス

厚手のチップボードを使った簡素なデザインで見た目もシンプルなボックスですが、実は

国際基準を満たした本格的なアーカイバルボックスです。

特殊な用紙は光やホコリ、カビ、害虫などに強く 博物館や美術館、図書館、公文書館な

どで紙の資料や文化財の恒久的な保管 に使われています。

リボン付きのドキュメントボックスにおいては、もともとクエート国立公文書館のために開

発された商品です



ストレージハウス Ｌ

¥1800（税込￥1980） ロット2

SIZE：160 x 65 x 65 mm 

1614 ライトブルー 5060252634243
1615 レッド 5060252634281
1616 ホワイト 5060252634236
1617 イエロー 5060252634267 

1622 ブルー
5060252630887

マガジンラック

¥2000（￥2200） ロット2

スチールの屋根が蓋になります

素材：スチール・木

1625 ブルー

5060252630931

素材：スチール

SIZE：150 x 150 x 150 mm

レターラック

¥1600（税込￥1760） ロット2

素材：スチール

SIZE： 80 x 80 x 80 mm

1623 グレー
5060252630894

ストレージハウス Ｓ

完売

¥1000（税込￥1100） ロット2

SIZE：92 ｘ 65 ｘ 65 mm

1620 ホワイト
5060252634359

Finland

マネー・オウル
￥500（税込￥550） ロット3

779： レッド 4541961007791

780： ブルー 4541961007807

ふくろうがモチーフの貯金箱

ＣＤのパッケージフィルムを切り、剥がし

やすくする為のカッター。てこずっていた

フィルム剥がしが楽になります。携帯に

便利なストラップ付き。

名入れノベルティとして人気です！
－使い方-

本体キャップを開けると刃がで

てきますのでCDパッケージの端

に差し込みスライドさせます。

CLIC + CUT / クリック・カット
￥４００（税込￥400） ロット5

730： サックスｘホワイト 4541961007302

731： オレンジｘブラック 4541961007319



切り取り線や折り目などがついて

いるので糊やハサミなどは必要あ

りません。

ポーランド郊外の家々や建造物、車、そしていくつかの風景をイメージしてデザイン

されたボール紙の抜型模型。シンプルな作りなので組み立てが簡単。ポーランドの

素朴な街並みを連想しながら思い思いの街を楽しんでください。

絵本作家のRobert Czajka/ロバート・チャイカがデザインしています。

1つのセットには

4種のシート入り

サイズ30ｘ38ｃｍ

Paper town 

291

ウェザースティック
￥600（税込￥660） ロット2    

4541961002918

晴れている時は上を向き、

雨の時には下を向く不思

議な小枝。

設置場所によって効果の違いがあります。高さは190ｃｍ程度で南

または西向きに突き出すように設置するのが効果的です。窓枠、

フェンス、木や家の壁など野外に設置してください。スティックが順

応するまでにはおおよそ４２時間必要とします。航海や登山時など

の予報として使用しないようお願いします。ガーデニングデコレー

ションの一部としてお楽しみください。

1255：サーカス
4541961012559

1257：スペースボーイ
4541961012573

1258：ドッグ
4541961012580

ミニジグソー
¥250 （税込￥275) 

1256：女の子
4541961012566

1380：グリーン

¥1000 (税込￥1100) ロット2

9788393204113

1379：ブルー

¥1000 (税込￥1100) ロット2

9788393204106

1381：ピンク

¥1000 (税込￥1100) ロット2

9788393204120

mini リサイクルカート

¥480(税込￥528) ﾛｯﾄ5

size2.4x3.0x4.5cm

mini リサイクルボックス

完売

¥480(税込￥528) ﾛｯﾄ5

size.30x4.0x2.8cm

ミニチュアキーホルダー

完売



楓岡ばね工業 Ｘ 銀座吉田

Z-stand ¥1600(税込1760) ロット2
ブラック : 欠品4541961003397
シルバー : 4541961003403

材質：ステンレス

*業務品に様々な加工しておりますので
ゆがみやキズ等が残っている場合がござ
います。

Coil ¥3200(税込￥3520) ロット2
シルバー（台座ブラック）: 完売
ブラック（台座ブラック）: 完売

材質：ステンレス、ゴム（台座）

Made in Japan

Spiral  ¥900(税込￥990) ロット5

ブラック : 4541961003427

シルバー : 4541961003434

ゴールド : 4541961003366 （限定品）
三角のバネを特殊加工でスパイラル状にしたカード立てです。

材質：ステンレス

「ばね」とは太古の昔から存在する究極のアノニマスな製品、様々な工業製品に無くてはならない部品。
その「ばね」を使ったリプロダクトステーショナリーシリーズは美しいだけでなくデスク周りの整理に役立つ便利なアイテムです。



Firm （B程度）

Soft （4B程度）

Balanced （2B 程度）

本体全長約20.1cm

280
BLACK WING マット
¥3840 (税込￥4224) ロット1
4541961002802

281
BLACK WING 602
¥3840 (税込￥4224) ロット1
4541961002819

23
BLACK WING ナチュラル
¥3840 (税込￥4224) ロット1
4541961000235

282
BLACK WING パール
¥3840 (税込￥4224) ロット1
4541961002826

Extra Firm（HB程度）

『 VOLUMES COLLECTION  』

¥6000 (税込￥6600) ロット1

ブラックウィングは独自の芯硬度採用しています / Soft：４B程度 Balance：２B程度 Firm：B程度 Extra Firm：HB程度

1659：ブラック

1660：シルバー

1735：ゴールド

ポイントガード

素材：アルミ

ブラックウィング用替え消しゴム
¥100（税込￥110） ロット10

1322：ブラック

1125：ホワイト

BLACK WING 651
『ブルースリーペンシル』
Extra Firm

BLACK WING 7
『ゼブラペンシル』
Balanced

BLACK WING 200
『コーヒーペンシル』
Firm

BLACK WING 93
『レインボーペンシル』
Soft

¥6000 (税込￥6600) ロット1

¥6000 (税込￥6600) ロット1

¥6000 (税込￥6600 ロット1

BLACK WING 55
『フィボナッチペンシル』
Balanced

¥6000 (税込￥6600) ロット1

完売

完売

完売



　　

　

　

　

ツーステップシャープナー （２穴）

¥1800（税込￥1980） ロット2

スレートジャーナル - ドット -

7：ミディアムA5-ブラック

¥3700（税込￥4070） ロット2

JAN：4541961000075

8：ミディアムA5-ホワイト

¥3700（税込￥4070） ロット2

JAN：4541961000082

20：ミディアムA5-グレー

¥3700（税込￥4070） ロット2 JAN：

4541961000204

160ページ 100ｇ/㎡ペーパー

手触りの良いマットカバー、キャンバスの背表紙にはペン差しが付いています。

使いやすい

ドットレイアウ

：スモールA6-ブラック

¥2500（税込￥2750） ロット2

：スモールA6-ホワイト

¥2500（税込￥2750） ロット2

：スモールA6-グレー

¥2500（税込￥2750） ロット2

鉛筆製造で培った技術は軟らかく滑らかな

書き心地の芯を持つ色鉛筆を１２色セット。

41

BLACKWING カラーズ

¥4200（税込￥4620） ロット1
4541961000419

44：ブラック

45：ホワイト

46：グレー



本カタログ掲載以外の商品も取り寄せ可能ですので、下記サイトのカタログページをご参照ください
http://www.ginzayoshida.co.jp/faber-castell.htm

189520

PVCフリー消しゴム REDケース

¥120（税込132） ロット 20

188121

PVCフリー消しゴム 緑ケース

¥180（税込198） ロット 20

187121

ダストフリー消しゴム ブラック

¥180（税込198） ロット 20

187120

ダストフリー消しゴム ホワイト

¥180（税込198） ロット 20

187000 
イレーサーキャップ グレー
¥200税込220） ロット24パック

鉛筆キャップ型の消しゴム。

1パック2個入り。

187001
イレーサーキャップ カラーアソート
¥200（税込220） ロット24パック

1パック2個入り。

レッド+グレー、ブルー+グレーのアソート。

x

x

587122

カステル9000ダストフリー消しゴム

¥160（税込176） ロット 20

187170

ダストフリー消しゴム ブルー

¥130（税込￥143） ロット 24

187200 

PVCフリー消しゴム ブルー

¥130（税込￥143） ロット 20

グリップトライイレーサー

カラーアソート

￥200（税込220） ロット24
4色アソートセット

182334

x

G127220
練消しゴム
¥350（税込￥385）ロット18

アート用の練り消しゴム。

小物撮影時の固定材としても使われています。



＊ロットやモデルにより若干デザインが違っています。

E：167104 ＧＲＥＹ ￥2280（税込2508）ロット2

F：167158 ブラック/アソート8 ￥2880（税込3168）ロット2

G：167107 マンガベーシックセット/アソート8 ￥2880（税込3168）ロット2

ＰＩＴＴアーチストペン
Ａ：167100 ブラック/アソート4 ￥1520（税込1672）ロット2

B：167103 ベーシックパック ￥2280（税込2508）ロット2

C：167105 ランドスケープ ￥2280（税込2508）ロット2

D：167106 ＴＥＲＲＡ ￥2280（税込2508）ロット2

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ G

＊ブラシペン ＊ブラシペン ＊ブラシペン ＊ブラシペン

グリップ２００１鉛筆・バイカラー 「かきかた鉛筆（2B）」

￥80（税込￥88）ロット12本

グリップ2001鉛筆のカラーバージョン。

TK_FINE シャープペン
￥800（税込￥880） ロット10

製図などのテクニカルドローイング用に開発されたシリーズ。

ローエンドモデルのカラーコレクション。

231599 ブラック

231501 ホワイト

231521 レッド

231551 ブルー

231552 ライトブルー

GRIP1345シャープペン
￥750（税込825）ロット12
人間工学に基づいたグリップで長時間の筆記でも疲れにくい人気のシャープペン。

グリップ２００１鉛筆 ／ 芯硬度：２Ｂ，Ｂ，ＨＢ，Ｈ，２Ｈ

￥130（税込143） ロット12本

1315 

エグゼクティブシャープペンシル

￥1200(税込1320） ロット5本

カステル９０００番鉛筆 ／ 芯：８Ｂ～６Ｈ

￥170（税込187） ロット12本
GPENCIL-B：ブルー（単色）

GPENCIL-P：ピンク（単色）

GPENCIL-M：ミックス（３色）

134521 / レッド

134551 / ネイビー

134563 /グリーン

134599 / ブラック

134527 / ローズ

134589 / ストーングレー

134513 / ライトブルー

134555 / ダークブルー



207507
REDスケッチブック -B6-
¥600(税込￥660) ロット10

155533
コネクターペン / トラック 33本
¥3300(税込3630） ロット1

183525
フィッシュシャープナー
¥550（税込605) ロット５

183526
レディバグシャープナー
¥550（税込605) ロット５

183527
イーグルシャープナー
¥550（税込605) ロット５

183522
シャープナー 3種ディスプレイセット
¥9900（税込10890） ロット１
シャープナー各6個入りのディスプレイセット。
初回導入はこのセットがお薦めです。

183800

「グリップ２００１」

３穴シャープナー シルバー
¥600（税込660） ロット10

ファーバーカステル商品は

本カタログ以外にも取り寄せ可能ですの

で他商品をご覧になりたいお客様はお気

軽にお問い合わせください。



safari / サファリ
LAMYといえばサファリと言われるほどの絶大な人気を誇るロングセラー

毎年発売される限定カラーは売り切れ必至のモデルです。

定番カラー

イエロー、レッド、ブルー、ブラック、スケルトン、ホワイト、シャインブラック、ピンク、グリーン

万年筆（ペン先；EF・F・M） ￥4500税込4950 ロット1

ローラーボール ￥3300税込3630 ロット1

ボールペン ￥2800税込3080 ロット1

ペンシル ￥2800税込3080 ロット1

ホワイトxシルバー ￥2000税込2200 ロット1

ブラックxシルバー ￥2000税込2200 ロット1

ブルーxシルバー ￥2000税込2200 ロット1

ブラック ￥1500税込1650 ロット1

noto / ノト
LAMY唯一の日本人デザイナーによる商品。

3角ボディーはもった瞬間に手になじみ、滑らかな書き心地です。

その無駄を排したデザインによりGoodDesignやRedDotなどの多くのデザイ

ン賞を受賞しています。

1930年、ドイツの古都ハイデルベルグに設立されたラミー社
は、そのユニークなデザインでドイツのみならず、世界中の筆
記具業界に新風を吹き込みました。自社デザイナーにこだわ
ることなくバウハウス出身のさまざまな分野のデザイナーとの
コラボレーションによって開発されています。
常に新しいものを取り入れる精神を持ち、創造性に富んだ商
品を世に送り出しています。
企業ノベルティとしても人気。

こちらの掲載品は売れ筋アイテムです。
LAMY公式サイト↓に掲載された全商品が取り寄せ可能。
http://www.lamy.jp

abc
子供に正しく、楽しく字を書くことを学ばせたい、というラミーのこ

だわりが詰まった子供用の万年筆とペンシル。

子供らしいビビッドなパーツとメープルウッドの素材使いまで、教

育者と共同開発された子供の為の筆記具です。

abc万年筆 ￥3000税込3300 ロット1
カラー：レッド、ブルー

abcペンシル（1.4㎜） ￥2500税込2750 ロット1
カラー：レッド、ブルー

万年筆（ペン先；EF・F・M） ￥39000税込42900
ローラーボール ￥18000税込19800

４色ボールペン ￥12000税込13200
ボールペン ￥10000税込11000
ペンシル ￥12000税込13200

LAMY2000
1966年に登場した、ラミーのデザインプロダクト最初の製品です。

50年近い時を経た現在でも決して色褪せることなく、ラミーデザ

インの原点を伝える永遠のロングセラーとなっています。

xevo / セヴォボールペン
マット仕上げの変形三角軸のエルゴノミクスデザイン。

名入れがしやすいのでコーポレートギフトにも最適。

ブラック、ライトグレー

￥1800税込1980


