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ブックカバー	

ペンケース	
ペンポーチ	

パスケース	
カードケース	

定規・計算尺	

その他	



カラー カラー カラー カラー

黒 4512008 341512 キャメル 4512008 341536 黒 4512008 341611 キャメル 4512008 341635

チョコ 4512008 341529 赤 4512008 341543 チョコ 4512008 341628 赤 4512008 341642

素材 牛革（イタリア製） 素材 牛革（イタリア製）

★（製品サイズ）　約165×322mm　/　（内寸）　約156×235mm ★（製品サイズ）　約188×324mm　/　（内寸）　約180×230mm

★（収納目安）　　文庫・コミック文庫 ★（収納目安）　　新書・コミック新書

カラー カラー カラー カラー

黒 4512008 341710 キャメル 4512008 341734 黒 4512008 341819 キャメル 4512008 341833

チョコ 4512008 341727 赤 4512008 341741 チョコ 4512008 341826 赤 4512008 341840

素材 牛革（イタリア製） 素材 牛革（イタリア製）

★（製品サイズ）　約212×386mm　/　（内寸）　約204×300mm

★（収納目安）　　単行本（ハードカバー）

 プリマクラッセ イタリアンレザー　しおり

JAN JAN JAN JAN
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 プリマクラッセ　イタリアンレザー ブックカバー　文庫

　ブックカバー  

 プリマクラッセ イタリアンレザー ブックカバー　新書

★（製品サイズ）　約140×26mm（ヒモの部分含まず）

 本体価格 \6,000 + 税  本体価格 \880 + 税

JANJAN

 本体価格 \4,500 + 税

JAN JAN

 本体価格 \5,000 + 税

 プリマクラッセ　イタリアンレザー ブックカバー　四六

黒	

チョコ	

キャメル	

赤	

イタリア、トスカーナの子牛レザーを贅沢に使用	
使えば使うほど魅力を増していくレザーは【上質】を求める方におすすめです	
自分用や、大切な方への贈り物にどうぞ	
＊ブックカバー、しおりの両方にトスカーナの原産地証明書が付属している安心仕様です	

※しおり一本が付属しておりますが、	
上記写真のしおりは別売りタイプのものです	

付属のしおり	



 Patch　ブックカバー

カラー カラー

レッド 4512008 131328 ピンク 4512008 131342

ネイビー 4512008 131311 ブルー 4512008 131359

ベージュ 4512008 131335 ブラウン 4512008 131366

素材 綿80%、麻20%（裏PVC加工）

★（製品サイズ）　約164×310mm　/　（内寸）　約150×240mm

★（収納目安）　　文庫・コミック文庫

 本体価格 \750 + 税

　ブックカバー　

JAN JAN
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レッド	 ネイビー	 ベージュ	

ピンク	 ブルー	 ブラウン	

表	

しおり紐	

裏
zzz	

帯	 しおり紐は	
内側にきます	

しおり紐	

リバーシブルの生地で作った、
オモテとウラ両方で
楽しい・かわいい・おもしろい
“Patch”シリーズ



カラー カラー カラー

黒 4512008 323112 赤 4512008 323150 ベージュ 4512008 324324 ブルー 4512008 129332

茶 4512008 323129 紺 4512008 323167 ワイン 4512008 129318

キャメル 4512008 323136 緑 4512008 323174 4512008 129325

素材

 ブックカバー No.2　文庫（大）   ブックカバー No.3　新書

カラー カラー カラー

黒 4512008 323211 黒 4512008 323310 ベージュ 4512008 324423

茶 4512008 323228 茶 4512008 323327 ワイン 4512008 129417

キャメル 4512008 323235 キャメル 4512008 323334 Ｎベージュ 4512008 129424

紺 4512008 323266 紺 4512008 323365 ブルー 4512008 129431

緑 4512008 323273 緑 4512008 323372

素材 素材

★（製品サイズ）　約181×304mm　/　（内寸）　約177×251mm

★（収納目安）　　新書・コミック新書

 ブックカバー No.4　新書（大）  ブックカバー No.5　B６

カラー カラー カラー カラー

黒 4512008 323419 紺 4512008 323464 黒 4512008 323518 紺 4512008 323563

茶 4512008 323426 緑 4512008 323471 茶 4512008 323525 緑 4512008 323570

キャメル 4512008 323433 キャメル 4512008 323532

素材 素材

★（製品サイズ）　約189×345mm　/　（内寸）　約185×292mm

★（収納目安）　　文芸書

★（収納目安）　　文庫・コミック文庫

　ブックカバー　

 ブックカバー No.1　文庫

JAN JAN カラー JAN JAN

Nベージュ

 本体価格 \750 + 税

発泡PVC

★（製品サイズ）　約157×297mm　/　（内寸）　約153×242mm

JAN JAN JAN

 本体価格 \800 + 税  本体価格 \900 + 税

発泡PVC 発泡PVC

JAN JAN JAN JAN

★（製品サイズ）　約166×309mm　/　（内寸）　約162×256mm
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 本体価格 \900 + 税  本体価格 \1,000 + 税

発泡PVC 発泡PVC

★（製品サイズ）　約181×310mm　/　（内寸）　約177×257mm

くっつきしおり付	

皮革調	 ブックカバー	 貼ってはがせるくっつきしおり付き	

①ジグソーを組み	
　合わせてとめる	

②保護シートをはがし	
　とめて使用する	 約10~30mmの厚さでも	

ピッタリ折れるように薄く	

すいてあります	

合皮タイプでソフトな風合いのブックカバー	
厚さにあわせて調整できるので本にジャストフィットします	
ジグソーの組み合わせで厚い表紙の本でも簡単に装着	
豊富なカラーとサイズ展開が魅力です（全１４サイズ）	



 ブックカバー No.6　B６（ハードカバー本）  ブックカバー No.7　四六

カラー カラー カラー カラー カラー

黒 4512008 323617 緑 4512008 323679 黒 4512008 323716 緑 4512008 323778

茶 4512008 323624 ワイン 4512008 129516 茶 4512008 323723

キャメル 4512008 323631 Nベージュ 4512008 129523 キャメル 4512008 323730

紺 4512008 323662 ブルー 4512008 129530 紺 4512008 323761

素材 発泡PVC 素材

★（製品サイズ）　約196×362mm　/　（内寸）　約192×309mm

★（収納目安）　　B6判（ハードカバー）

 ブックカバー No.8　四六（ハードカバー本）

カラー カラー カラー カラー

黒 4512008 323815 緑 4512008 323877 黒 4512008 323914 緑 4512008 323976

茶 4512008 323822 ワイン 4512008 129615 茶 4512008 323921

キャメル 4512008 323839 Ｎベージュ 4512008 129622 キャメル 4512008 323938

紺 4512008 323860 ブルー 4512008 129639 紺 4512008 323969

素材 発泡PVC 素材 発泡PVC

★（製品サイズ）　約208×366mm　/　（内寸）　約204×313mm ★（製品サイズ）　約217×387mm　/　（内寸）　約213×334mm

★（収納目安）　　単行本（ハードカバー） ★（収納目安）　　A5判

　ブックカバー　

 ブックカバー No.9　A５

発泡PVC

 本体価格 \1,000 + 税 本体価格 \1,100 + 税

JANJANJANJAN

★（製品サイズ）　約196×347mm　/　（内寸）　約192×294mm

JAN JAN
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 本体価格 \1,100 + 税  本体価格 \1,200 + 税

JAN JAN

No.3　新書	

紺	黒	 茶	 キャメル	 緑	

ワイン	 Nベージュ	 ブルー	ベージュ	

No.2　文庫（大）	

紺	黒	 茶	 キャメル	 緑	

No.4　新書（大）	

紺	黒	 茶	 キャメル	 緑	

No.5　Ｂ６	

紺	黒	 茶	 キャメル	 緑	

赤	黒	 茶	 キャメル	 紺	

緑	 ワイン	 Nベージュ	 ブルー	ベージュ	

No.1　文庫	

紺	黒	 茶	 キャメル	 緑	

ワイン	 Nベージュ	 ブルー	

No.8　四六（ハードカバー）	

紺	黒	 茶	 キャメル	 緑	

No.9　Ａ５	

紺	黒	 茶	 キャメル	 緑	

No.10　Ａ５（変形）	

紺	黒	 茶	 キャメル	 緑	

No.7　四六	

紺	黒	 茶	 キャメル	 緑	

ワイン	 Nベージュ	 ブルー	

No.6　Ｂ６（ハードカバー）	
	

紺	黒	 茶	 キャメル	 緑	

No.13　PC	

黒	 茶	

No.14　Ａ４	

紺	黒	 茶	 キャメル	 緑	

No.12　Ｂ５	

紺	黒	 茶	 キャメル	 緑	

ワイン	 Nベージュ	 ブルー	

No.11　Ａ５（ハードカバー）	



 ブックカバー No.10　A５（変形）  ブックカバー No.11　A５（ハードカバー本）

カラー カラー カラー カラー

黒 4512008 324010 緑 4512008 324072 黒 4512008 324119 緑 4512008 324171

茶 4512008 324027 茶 4512008 324126 ワイン 4512008 129714

キャメル 4512008 324034 キャメル 4512008 324133 Ｎベージュ 4512008 129721

紺 4512008 324065 紺 4512008 324164 ブルー 4512008 129736

素材 素材

★（製品サイズ）　約225×403mm　/　（内寸）　約221×350mm

★（収納目安）　　A5判（ハードカバー）

 ブックカバー No.12　B５  ブックカバー No.13　ＰＣ

カラー カラー カラー カラー

黒 4512008 324218 緑 4512008 324270 黒 4512008 324812 緑 4512008 324874

茶 4512008 324225 茶 4512008 324829

キャメル 4512008 324232 キャメル 4512008 324836

紺 4512008 324263 紺 4512008 324867

素材 素材

★（製品サイズ）　約267×462mm　/　（内寸）　約263×409mm ★（製品サイズ）　約241×453mm　/　（内寸）　約237×400mm

★（収納目安）　　地図・大学ノート ★（収納目安）　　A5判（上製本）

 ブックカバー No.14　Ａ４

カラー

黒 4512008 325017

茶 4512008 325024

素材

カラー カラー カラー

黒 4512008 322016 紺 4512008 322061 4512008 322832 レンズ付 4512008 322702

茶 4512008 322023 緑 4512008 322078 4512008 129813

キャメル 4512008 322030 ピンク 4512008 322818 4512008 129820

赤 4512008 322054 ベージュ 4512008 322825 4512008 129837

素材

　ブックカバー　

JAN JAN JAN JAN

JAN JAN JAN JAN

 本体価格 \1,100 + 税  本体価格 \1,300 + 税

発泡PVC 発泡PVC

★（製品サイズ）　約217×360mm　/　（内寸）　約213×307mm

 本体価格　\1,500 + 税  本体価格 \1,400 + 税

発泡PVC 発泡PVC

JAN

 本体価格 \1,800 + 税

発泡PVC

 くっつきしおり（単品）

JAN JAN カラー JAN JAN

★（製品サイズ）　約303×524mm　/　（内寸）　約299×471mm
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★くっつきしおり/２本入り…裏面に粘着テープがついたしおり　繰り返し貼ったりはがしたりすることができます　（サイズ：約110×24mm）

★レンズ付/１本入り…しおり自体が拡大レンズになっているので小さな文字の本も読みやすいです 12cmの目盛り付き　（サイズ：約140×38mm）

水色

ワイン

Ｎベージュ

ブルー

 本体価格 \200 + 税

発泡PVC　　（レンズ付）PVC

くっつきしおり	 レンズ付くっつきしおり	

本体が拡大レンズに	
なっています	

裏に粘着テープが	
付いています	



 皮革調・Ｒ ブックカバー　文庫  皮革調・Ｒ ブックカバー　新書

カラー カラー

ブラック 4512008 331414 ブラック 4512008 125617

レッド 4512008 331421 レッド 4512008 125624

キャメル 4512008 331438 キャメル 4512008 125631

ライトブルー 4512008 331445 ライトブルー 4512008 125648

素材 発泡PVC　 素材 発泡PVC　

★（製品サイズ）　約161×320mm　/　（内寸）　約155×241mm ★（製品サイズ）　約188×332mm　/　（内寸）　約178×253mm

★（収納目安）　　文庫・コミック文庫 ★（収納目安）　　新書・コミック新書

 皮革調・Ｒ ブックカバー　Ｂ６  皮革調・Ｒ ブックカバー　四六

カラー カラー

ブラック 4512008 125815 ブラック 4512008 126010

レッド 4512008 125822 レッド 4512008 126027

キャメル 4512008 125839 キャメル 4512008 126034

ライトブルー 4512008 125846 ライトブルー 4512008 126041

素材 発泡PVC　 素材 発泡PVC　

★（製品サイズ）　約201×382mm　/　（内寸）　約192×303mm ★（製品サイズ）　約214×388mm　/　（内寸）　約206×308mm

★（収納目安）　　単行本（ハードカバー）

　ブックカバー　

JANJAN
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 本体価格 \1,200 + 税  本体価格 \1,200 + 税

 本体価格 \1,000 + 税 本体価格 \850 + 税

JANJAN

合皮を使用した文庫サイズのブックカバーです	  
周囲のステッチが、より革製に近い雰囲気を出しています	  
本の厚みにあわせて調整できるのでピッタリ装着できます	  
中央部には便利なしおり紐付き	

本のサイズにピッタリ	
フィットするので、	

すっきりとした形です	

ブックカバー	 皮革調Ｒ	 

ブラック	 キャメル	

レッド	 ライトブルー	
カバーを折り返す箇所は生地をすいて
あるので折り曲げやすくなっています	

熱処理加工をした後に	
縫製しているので、	

より丈夫で高級感のある	
風合いになっています	



カラー カラー カラー

ブラック 4512008 114413 アーミーグリーン 4512008 114437 4512008 114451 レッド 4512008 114970

サンドベージュ 4512008 114420 オックスフォードブルー 4512008 114444 4512008 114963 ディープブルー 4512008 114987

素材 綿（裏ＰＶＣ加工）

★（製品サイズ）　約165×307mm　/　（内寸）　約156×235mm

カラー カラー カラー カラー

ブラック 4512008 114512 オックスフォードブルー 4512008 114543 ブラック 4512008 121015 オックスフォードブルー 4512008 121046

サンドベージュ 4512008 114529 レッド 4512008 114550 サンドベージュ 4512008 121022 レッド 4512008 121053

アーミーグリーン 4512008 114536 ディープブルー 4512008 114567 アーミーグリーン 4512008 121039 ディープブルー 4512008 121060

素材 綿（裏ＰＶＣ加工） 素材 綿（裏ＰＶＣ加工）

★（製品サイズ）　約191×323mm　/　（内寸）　約181×251mm ★（製品サイズ）　約204×362mm　/　（内寸）　約193×292mm

カラー カラー カラー カラー

ブラック 4512008 114611 オックスフォードブルー 4512008 114642 ブラック 4512008 114116 オックスフォードブルー 4512008 114147

サンドベージュ 4512008 114628 レッド 4512008 115915 サンドベージュ 4512008 114123 レッド 4512008 114154

アーミーグリーン 4512008 114635 ディープブルー 4512008 115922 アーミーグリーン 4512008 114130 ディープブルー 4512008 114161

素材 綿（裏ＰＶＣ加工） 素材 綿（裏ＰＶＣ加工）

★（製品サイズ）　約211×370mm　/　（内寸）　約202×298mm ★（製品サイズ）　約231×409mm　/　（内寸）　約221×337mm

カラー カラー

ブラック 4512008 114215 オックスフォードブルー 4512008 114246

サンドベージュ 4512008 114222 レッド 4512008 114253

アーミーグリーン 4512008 114239 ディープブルー 4512008 114260

素材 綿（裏ＰＶＣ加工）

★（製品サイズ）　約271×462mm　/　（内寸）　約261×390mm

　ブックカバー　

 カダケス ブックカバー　文庫

JAN JAN カラー JAN JAN

コーラルピンク

チェリーピンク

 本体価格 \700 + 税

 カダケス ブックカバー　新書  カダケス ブックカバー　Ｂ６

JAN JAN JAN JAN

 本体価格 \800 + 税  本体価格 \900 + 税

JAN JAN JAN JAN

 カダケス ブックカバー　四六  カダケス ブックカバー　Ａ５
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 本体価格 \900 + 税  本体価格 \1,000 + 税

 本体価格 \1,100 + 税

 カダケス ブックカバー　B５

JAN JAN

チェリーピンク	

コーラルピンク	

レッド	

綿100％で豊富なカラー展開が魅力な「カダケス」シリーズ	
シンプル＆スマートデザインで、男女問わずお使いいただけます	

ディープブルー	

【文庫】	

【新書】	

オックスフォードブルー	

【B６】	

アーミーグリーン	

【四六】	

サンドベージュ	

【A５】	

ブラック	

【B５】	



カラー

レッド 4512008 130321

グレー 4512008 130338

ホワイト 4512008 130314

素材 綿100％（裏PVC加工）

★（製品サイズ）　約165×307mm　/　（内寸）　約156×235mm

★（収納目安）　　文庫・コミック文庫

カラー

ブラウン 4512008 328520

素材 テトロン、レーヨン、ポリウレタン（裏PVC加工）

★（製品サイズ）　約165×307mm　/　（内寸）　約156×235mm

★（収納目安）　　文庫・コミック文庫

JAN

 ヘリンボーン ブックカバー　文庫

　ブックカバー　

 カダケス チェックブックカバー　文庫
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JAN

 本体価格 \850 + 税

 本体価格 \1,000 + 税

チェックブックカバー�

落ち着いた風合いのヘリンボン生地を使用した	
文庫サイズのブックカバーです	

ヘリンボン ブックカバー�

本の厚さに合わせて	
調節可能	

便利なしおり紐つき	

織り目の模様がニシンの骨のように

見えることからついた名前	

日本でいう「杉綾織」生地になります

日本では杉の葉の形に似ていること

からこの名がつきました	

ヘリンボン生地	

チェック柄のネル生地を使用した	
文庫サイズのブックカバーです	
コットン１００％で肌触りがよく	
裏地は滑りのよいナイロン生地を使用	

レッド	 グレー	 ホワイト	



カラー カラー カラー

ブラック 4512008 122616 ターコイズブルー 4512008 122685 アプリコット 4512008 122661

ミスターグレー 4512008 122654 ライムグリーン 4512008 122692 チェリーピンク 4512008 122623

プリンセスブルー 4512008 122647 プルーン 4512008 122678 イタリアンレッド 4512008 122630

素材 綿（表PVC加工）

★（製品サイズ）　約165×315mm　/　（内寸）　約155×238mm　　★（収納目安）　文庫・コミック文庫

カラー カラー

黒 4512008 325918 赤 4512008 325956

ベージュ 4512008 325925 スカイブルー 4512008 325963

黄 4512008 325932 ライラック 4512008 325970

紺 4512008 325949 アイスブルー 4512008 325987

素材 PVC

★（製品サイズ）　約158×294mm　/　（内寸）　約154×250mm

★（収納目安）　　文庫・コミック文庫

　ブックカバー　

 バーゼル ブックカバー　文庫

 本体価格 \480 + 税
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 本体価格 \750 + 税

JANJANJAN

 カラフル ブックカバー　文庫

JAN JAN

カラフルなビニール素材を使用した文庫サイズのブックカバー	
本の厚みにあわせて調整可能なのでピッタリ装着できます	

黒	 ベージュ	 黄	 紺	 赤	 スカイブルー	 ライラック	 アイスブルー	

丈夫でカラフル、豊富なカラー展開が魅力の	
「バーゼル」ステーショナリーシリーズ	
表面をビニール加工しているため、光沢があり	
ビビットでカジュアルなデザインです	

ミスター	
グレー	

プリンセス	
ブルー	

ターコイズ	
ブルー	

ライム	
グリーン	

ブラック	

プルーン	 アプリコット	 チェリー	
ピンク	

イタリアン	
レッド	

カラフルブックカバー�

約10~30mmの厚さに対応	

本の厚さが調節できる	

本を差し込んだあと、粘着テープ
（繰り返し使用可）をはがして	
貼ってください	

厚い表紙の本など差し込みにくい
場合は図の部分を切り離して	
ご使用ください	

貼ってはがせるしおり付き	

くっつきしおり付き	

しおり裏の粘着テープで何回でも
貼ってはがせます	

※インキやトナーが接着剤につく場合
があります	
念のためテストしてからご使用ください	



 本革 ブックカバー No.1　文庫

カラー カラー

黒 4512008 325314 黒 4512008 325413

茶 4512008 325321 茶 4512008 325420

素材 素材

★（製品サイズ）　約164×291mm　/　（内寸）　約155×241mm ★（製品サイズ）　約190×305mm　/　（内寸）　約180×255mm

★（収納目安）　　文庫・コミック文庫 ★（収納目安）　　新書・コミック新書

カラー カラー

黒 4512008 325512 黒 4512008 325611

茶 4512008 325529 茶 4512008 325628

素材 素材

★（製品サイズ）　約209×357mm　/　（内寸）　約200×307mm ★（製品サイズ）　約230×390mm　/　（内寸）　約220×340mm

★（収納目安）　　単行本（ハードカバー） ★（収納目安）　　Ａ５判（ハードカバー）

カラー カラー

黒 4512008 325710 黒 4512008 325215

茶 4512008 325727 茶 4512008 325222

素材 素材

★（製品サイズ）　約270×445mm　/　（内寸）　約260×405mm ★（製品サイズ）　約110×25mm

★（収納目安）　　地図・大学ノート

　ブックカバー　

 本革 ブックカバー No.4　新書

JAN JAN

 本体価格 \2,800 + 税  本体価格 \3,200 + 税

牛革 牛革

 本革 ブックカバー No.8　四六  本革 ブックカバー No.11　A５

JAN JAN

 本体価格 \3,900 + 税  本体価格 \4,700 + 税

牛革 牛革

 本革 ブックカバー No.12　B５  本革 くっつきしおり (2本入り）

JAN JAN

 本体価格 \5,900 + 税  本体価格 \450 + 税

牛革 牛革
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ぴたっと折れるように	
薄くすいてあります	

粘着テープ（繰り返し使用可）を
はがし、とめられます	

やわらかい牛革を使用したブックカバー	
全体的に薄く作られており、折り返し部分は革を薄くすいてあるので
本の厚みにあわせてピッタリ装着できます	
使い込むほどに味わいが深まる商品です	

【No.１文庫】	

【No.4 新書】	

【No.8 四六】	

【No.11 A5】	 【No.12 B5】	

貼ってはがせるくっつきしおり付き	

くっつきしおり付	

本革	 ブックカバー	 

茶	 黒	



 ロストック ブックカバー 文庫  ロストック ブックカバー 新書  ロストック ブックカバー 四六

カラー カラー カラー

ブラック 4512008 126515 ブラック 4512008 129110 ブラック 4512008 129219

ブラウン 4512008 126522 ブラウン 4512008 129127 ブラウン 4512008 129226

ネイビー 4512008 126539 ネイビー 4512008 129141 ネイビー 4512008 129240

パープル 4512008 126546 パープル 4512008 129165 パープル 4512008 129264

キャメル 4512008 126553 キャメル 4512008 129134 キャメル 4512008 129233

レッド 4512008 126560 レッド 4512008 129158 レッド 4512008 129257

素材 素材 素材

 ＬＯＣＵ ブックカバー　文庫

カラー カラー カラー

ブラック 4512008 128212 レッド 4512008 128236 グリーン 4512008 128250

ネイビー 4512008 128229 オレンジ 4512008 128243 イエロー 4512008 128267

素材 表/牛革、裏/コットン

★（製品サイズ）　約163×310mm　/　（内寸）　約150×240mm

★（収納目安）　　文庫・コミック文庫

　ブックカバー　

JAN JAN

★（製品サイズ）　約163×320mm ★（製品サイズ）　約192×320mm ★（製品サイズ）　約212×368mm

　　　　　　（内寸）　約153×245mm 　　　　　　（内寸）　約180×245mm  　　　　　　（内寸）　約200×290mm  

  本体価格 \1,000 + 税   本体価格 \1,200 + 税   本体価格 \1,400 + 税

表/ＰＵ、裏/ポリエステル

★（収納目安）　　文庫・コミック文庫 ★（収納目安）　　新書・コミック新書
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表/ＰＵ、裏/ポリエステル 表/ＰＵ、裏/ポリエステル

JANJANJAN

 本体価格 \2,800 + 税

JAN

★（収納目安）　　単行本(ハードカバー)

合成皮革を使用した高級感のあるステーショナリーシリーズ	

水をはじき汚れに強いのが特徴です	

合成皮革の中でも、柔らかく肌触りのよい質感のポリウレタンを使用しています	

文房具で有名なドイツをイメージして企画されたシリーズで、	

シリーズ名の「Rostock(ロストック)」はドイツの地名が由来です	

レッド	
	

ブラック	

ネイビー	

パープル	

キャメル	

ブラウン	

自分に合う色とアイテムで生活を彩る	
「LOCU」シリーズ	
主張しすぎないシワ模様と鮮やかな色合いが特徴です	
生地は柔らかな牛革を使用しています	

ブラック	 ネイビー	 レッド	 オレンジ	 グリーン	 イエロー	



ネイビー

カラー カラー

ブラック 4512008 128618 キャメル 4512008 128632

ネイビー 4512008 128625 レッド 4512008 128649

素材

 Ｂｏｏｋ Ｍａｒｋ 

カラー カラー

Humor 4512008 127819 Swimmer 4512008 127857

Magically 4512008 127826 Sweets 4512008 127864

Humming 4512008 127833 Flowery 4512008 127871

Twinkle 4512008 127840

素材

　ブックカバー　

 シワ加工ブックカバー　文庫

JAN JAN

 本体価格 \2,800 + 税

表/本革、裏/ナイロン

★（製品サイズ）　約163×310mm　/　（内寸）　約150×240mm

★（収納目安）　　文庫・コミック文庫

★（製品サイズ）　約80mm（最大高さ）、65mm（最大幅）

JAN JAN

 本体価格 \350 + 税

PET
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ブラック	 ネイビー	 キャメル	 レッド	

光沢のある本革を使用した小物シリーズです	

レザー小物シリーズ	

シワ加工	 ブックカバー	 

Humor	 Magically	 Humming	 Twinkle	 Swimmer	 Sweets	 Flowery	

モチーフの一部が本の間からひょっこり飛び出る	
遊び心のあるブックマークです	
お手持ちの本や手帳をよりオシャレに彩ります	
	



型番 規格

C-1 4512008 327219 パスポート･保険証

C-2 4512008 327226 母子手帳･年金手帳

C-3 4512008 327233 文庫

C-4 4512008 327240 新書

C-5 4512008 327257 Ｂ6

C-6 4512008 327264 四六

C-7 4512008 327271 四六（大）

C-8 4512008 327288 A5

C-9 4512008 327295 A5（大）

C-10 4512008 327301 パソコン教則本

C-11 4512008 327318 B5

C-12 4512008 327325 B5（大）

C-13 4512008 327332 A4（小）

C-14 4512008 327349 A4

C-15 4512008 327356 A4（大）

C-16 4512008 327363 A4（特大）

C-17 4512008 327370 大型雑誌

C-18 4512008 327387 B4

素材 PVC

　ブックカバー  

 クリアカバー

JAN 本体価格収納目安製品サイズ

\210 + 税

\200 + 税パスポート･保険証 

母子手帳･年金手帳･ 	ポケットマップ

約134×233mm/（内寸）約130×187mm

約155×285mm/（内寸）約150×236mm

\220 + 税

\240 + 税

文庫･コミック文庫

新書･コミック新書･ ポケット辞書

約153×293mm/（内寸）約150×244mm

約184×310mm/（内寸）約182×261mm

\250 + 税

\260 + 税

文芸書

文芸書･単行本･参考書･ コミック

約189×344mm/（内寸）約183×295mm

約197×343mm/（内寸）約191×294mm

\260 + 税

\300 + 税

文芸書･単行本･参考書･ビジネス書

教科書･参考書

約205×359mm/（内寸）約199×310mm

約220×382mm/（内寸）約214×333mm

\310 + 税

\320 + 税

ハードカバー書籍

パソコン教則本約244×452mm/（内寸）約238×403mm

約228×400mm/（内寸）約222×351mm

\350 + 税

\360 + 税

週刊誌･ドライブマップ

旅行情報誌･専門誌･月刊誌

約269×462mm/（内寸）約263×413mm

約270×496mm/（内寸）約264×443mm

\370 + 税

\400 + 税

テレビ情報誌･モーター雑誌・ スポーツ雑誌

オフィス用品カタログ･ ファッション情報誌･楽譜

約291×514mm/（内寸）約285×461mm

約305×521mm/（内寸）約299×468mm

\410 + 税

\420 + 税

女性誌･映画情報誌･通販雑誌・ 生活情報誌

絵本･写真集

約305×553mm/（内寸）約299×500mm

約316×551mm/（内寸）約310×498mm
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\520 + 税

\550 + 税

絵本･大型雑誌･写真集

写真集･画集･特大サイズ本

約347×596mm/（内寸）約341×543mm

約376×594mm/（内寸）約370×541mm

本やノート、手帳、楽譜などを保護できる半透明で厚手のカバー	
耐コピー生地を使用しているのでさらりとした触り心地です	
本の厚みにあわせて調整可能なので無理なく装着できます	
全18シリーズの幅広いサイズ展開が特徴です	

厚紙の本など、差し込みにくい場合は	
切り離してご使用ください	

粘着テープをはがし本の厚さに合わせてとめられます	
テープは繰り返し使用できます	



規格 本体価格

文庫 4512008 330912 \220 + 税

新書 4512008 330929 \240 + 税

B6 4512008 330936 \250 + 税

素材

規格

文庫 4512008 130413 20枚入り

新書・少年コミック 4512008 130420 20枚入り

B6・青年コミック 4512008 130437 20枚入り

四六・ハードカバー（単行本） 4512008 130444 20枚入り

A5 4512008 130451 20枚入り

素材

製品サイズ

約157×294mm　/　（内寸）　約154×244mm

約179×307mm　/　（内寸）　約176×253mm

約188×344mm　/　（内寸）　約185×294mm

　ブックカバー　

JAN

 コミックカバー

PVC

文庫・コミック文庫

新書・コミック新書

コミックB6

収納目安

\370 + 税

\400 + 税

 透明ブックカバーフィルム

JAN 本体価格

\300 + 税

製品サイズ

約155×290mm　/　（内寸）　約152×240mm

約180×310mm　/　（内寸）　約176×255mm

約185×360mm　/　（内寸）　約182×290mm

約200×355mm　/　（内寸）　約194×307mm

\340 + 税
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\430 + 税

PP

※厚みは製品サイズをご確認ください

約215×392mm　/　（内寸）　約211×320mm

コミック本などにジャストフィットするクリアカバー	
半透明で厚手のカバーが本やノート、手帳、楽譜などをしっかり保護します
耐コピー生地を使用しているのでさらりとした触り心地です	
（背幅約10~30mm対応のフリーサイズ）	

【文庫】	 【新書】　	 【B６】	

粘着テープをはがし本の厚さに
合わせてとめられます	
テープは繰り返し使用できます	

厚紙の本など	
差し込みにくい場合は	
切り離してご使用ください	

のり付	
テープ	

帯	 袋状のポケット	

【文庫】	

【新書・少年コミック】	

【B6・青年コミック】	

【四六・ハードカバー（単行本）】	

【A5】	

本の厚みにあわせて調整可能なのでピッタリ装着できます	
静電気加工が施されているのでホコリが付きにくいです	
全５サイズでの展開（１サイズ20枚入り）	



カラー カラー カラー カラー

ブラック 4512008 126416 パープル 4512008 126447 ブラック 4512008 131014 パープル 4512008 131045

ブラウン 4512008 126423 キャメル 4512008 126454 ブラウン 4512008 131021 キャメル 4512008 131052

ネイビー 4512008 126430 レッド 4512008 126461 ネイビー 4512008 131038 レッド 4512008 131069

素材 表/PU、裏/ポリエステル 素材 表/PU、裏/ポリエステル

★（製品サイズ）　約45×180×20mm

カラー カラー

ミッキー DTS-0403C 4512008 513216

ミニー DTS-0404C 4512008 513223

プー DTS-0405C 4512008 513230

マリー DTS-0406C 4512008 513247

素材 表/PVC、裏/ポリエステル、チャーム/亜鉛合金

★（製品サイズ）　約90×190×50mm
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　ペンケース / ペンポーチ

 Rostock　ペンケース  Rostock　RFスリムペンケース

JAN JAN JAN JAN

 本体価格 \930 + 税

 本体価格 \1,200 + 税  本体価格 \1,000 + 税

 ディズニー　マルチポーチ

JAN JAN

合成皮革を使用した高級感のあるステーショナリーシリーズ	
水をはじき汚れに強いのが特徴です	
合成皮革の中でも、柔らかく肌触りのよい質感のポリウレタンを使用しています	
文房具で有名なドイツをイメージして企画されたシリーズで、	
シリーズ名の「Rostock(ロストック)」はドイツの地名が由来です	

RF スリムペンケース	ペンケース	

キュートなディズニーキャラクターが目印！	
便利な背面ポケット付きなので、ペンケースやコスメポーチとしてもおすすめ	
たっぷり入って使いやすいマルチポーチです	

裏	 裏	 裏	 裏	

ミッキー	 ミニー	 プー	 マリー	

ネイビー	ブラウン	ブラック	

レッド	キャメル	パープル	



カラー JAN カラー JAN

レッド 4512008 131427 ピンク 4512008 131441

ネイビー 4512008 131410 ブルー 4512008 131458

ベージュ 4512008 131434 ブラウン 4512008 131465

素材 綿80%、麻20%（裏PVC加工）

★（製品サイズ）　約50×185×50mm

　　　

  

 

カラー カラー カラー カラー

ネイビー 4512008 130710 ブラウン 4512008 130734 ネイビー 4512008 130819 ブラウン 4512008 130833

グリーン 4512008 130727 マルチ 4512008 130741 グリーン 4512008 130826 マルチ 4512008 130840

素材 素材

★（製品サイズ）　約200×50×20mm ★（製品サイズ）　約180×65×20mm
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　ペンケース / ペンポーチ 

 Patch　ペンケース

本体価格 \850 + 税

 Toledo　ペンケース  Toledo　ペンポーチ

表/ポリエステル（内側PVC加工）、裏/ポリエステル 表/ポリエステル（内側PVC加工）、裏/ポリエステル

JAN JAN JAN JAN

 本体価格 \800 + 税  本体価格 \920 + 税

鮮やかなチェック柄とカラー合皮の組み合わせが可愛い	
「トレド」シリーズ	
手軽に持ち歩ける細身でスマートなペンケースと	
筆記用具がたくさん入るマチ付きペンポーチの２デザインです	

ネイビー	 グリーン	

ブラウン	 マルチ	

ネイビー	 グリーン	

ブラウン	 マルチ	

ペンケース	 ペンポーチ	

リバーシブルの生地で作った、
オモテとウラ両方で
楽しい・かわいい・おもしろい
“Patch”シリーズ

レッド	

ネイビー	

ベージュ	

ピンク	

ブルー	

ブラウン	



　ペンケース / ペンポーチ　

カラー カラー

ブラック 4512008 113911 コーラルピンク 4512008 113959

サンドベージュ 4512008 113928 チェリーピンク 4512008 114765

アーミーグリーン 4512008 113935 レッド 4512008 114772

オックスフォードブルー 4512008 113942 ディープブルー 4512008 114789

素材 綿（裏PVC加工）

★（製品サイズ）　約80×205mm

カラー カラー

ブラック 4512008 117018 コーラルピンク 4512008 117056

サンドベージュ 4512008 117025 チェリーピンク 4512008 117063

アーミーグリーン 4512008 117032 レッド 4512008 117070

オックスフォードブルー 4512008 117049 ディープブルー 4512008 117087

素材 綿（裏PVC加工）

★（製品サイズ）　約80×190×43mm
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 カダケス　ペンケース

JAN JAN

 本体価格 \780 + 税

 本体価格 \580 + 税

 カダケス　ペンポーチ

JAN JAN

綿100％で豊富なカラー展開が魅力な「カダケス」シリーズ	
シンプル＆スマートデザインで、男女問わずお使いいただけます	

ペンケース	

コーラルピンク	 チェリーピンク	 レッド	 ディープブルー	

ブラック	 サンドベージュ	 アーミーグリーン	 オックスフォードブルー	

ペンポーチ	

ディープブルー	

オックスフォードブルー	アーミーグリーン	サンドベージュ	ブラック	

レッド	チェリーピンク	コーラルピンク	



 カダケス　スリムペンケース

カラー カラー

ブラック 4512008 126713 マスタード 4512008 126751

ネイビーブルー 4512008 126720 アーミーグリーン 4512008 126768

ディープブルー 4512008 126737 レッド 4512008 126775

ベージュ 4512008 126744 ディープパープル 4512008 126782

素材

★（製品サイズ）　約45×190×40mm

カラー カラー カラー カラー

ブラック 4512008 122012 プルーン 4512008 122074 ブラック 4512008 122210 プルーン 4512008 122272

ミスターグレー 4512008 122050 アプリコット 4512008 122067 ミスターグレー 4512008 122258 アプリコット 4512008 122265

プリンセスブルー 4512008 122043 チェリーピンク 4512008 122029 プリンセスブルー 4512008 122241 チェリーピンク 4512008 122227

ターコイズブルー 4512008 122081 イタリアンレッド 4512008 122036 ターコイズブルー 4512008 122289 イタリアンレッド 4512008 122234

ライムグリーン 4512008 122098 ライムグリーン 4512008 122296

素材 綿（表ＰＶＣ加工） 素材 綿（表ＰＶＣ加工）

★（製品サイズ）　約40×190×40mm ★（製品サイズ）　約90×195×40mm
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ペンケース / ペンポーチ　

JAN JAN

 本体価格 \600 + 税

綿（裏ＰＶＣ加工）

 本体価格 \700 + 税  本体価格 \900 + 税

 バーゼル　ペンケース  バーゼル　ペンポーチ

JAN JAN JAN JAN

ブラック	 ネイビーブルー	
	

ベージュ	ディープーブルー	

マスタード	 アーミーグリーン	 ディープパープル	レッド	

綿100％で豊富なカラー展開が魅力な「カダケス」シリーズ	
シンプル＆スマートデザインで、男女問わずお使いいただけます	

スリムペンケース	

外側は定規などを	
収納できるポケット付き	

ブラック	 イタリアンレッド	チェリーピンク	
	

プリンセスブルー	ミスターグレー	

アプリコット	プルーン	ターコイズブルー	ライムグリーン	

ペンケース	

ペンポーチ	

丈夫でカラフル、豊富なカラー展開が魅力の「バーゼル」ステーショナリーシリーズ	
表面をビニール加工しているため、光沢がありビビットでカジュアルなデザインです	
	

スリムな形でもマチが	
あるので収納力抜群	



カラー カラー

NV×YE 4512008 127215 NV×YE 4512008 127314

OR×PK 4512008 127222 OR×PK 4512008 127321

PK×GY 4512008 127239 PK×GY 4512008 127338

GR×OL 4512008 127345

SA×BR 4512008 127352

素材 表/ナイロン、裏/ポリエステル 素材 表/ナイロン、裏/ポリエステル

★（製品サイズ）　約45×200×40mm ★（製品サイズ）　約80×195×10mm

 ＨＵＥ　ペンポーチ 

カラー

NV×YE 4512008 127413

OR×PK 4512008 127420

PK×GY 4512008 127437

SA×BR 4512008 127451

素材 表/ナイロン、裏/ポリエステル

★（製品サイズ）　約85×180×40mm
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JAN JAN

JAN

 本体価格 \1,000 + 税

 本体価格 \800 + 税  本体価格 \900 + 税

 ペンケース / ペンポーチ　

 ＨＵＥ　スリムペンケース  ＨＵＥ　フラットペンケース

OR×PK	

PK×GY	

NV×YE	

裏	

表	

OR×PK	

NV×YE	

SA×BR	
PK×GY	

OR×PK	

NV×YE	

SA×BR	

GR×OL	

PK×GY	

スリムペンケース	

フラットペンケース	

ペンポーチ	

鮮やかな色のコンビネーションが特長の「HUE」シリーズ	
「HUE（ヒュー）」とは色相の意味で、色の違いを楽しめる	
カラーリングになっています	
生地はしっかりとした高密度ナイロンと合皮を	
使用しているので使い心地も抜群！	



カラー カラー カラー カラー

ライトグレー 4512008 127512 ライトグレー 4512008 127611

グレー 4512008 127529 グレー 4512008 127628

4512008 127550 ダークブルー 4512008 127659

表地/PU、裏/綿・ポリエステル　 表地/PU、裏/綿・ポリエステル　

チュール/ナイロン、紐/アクリル・麻 チュール/ナイロン、紐/アクリル・麻

★（製品サイズ）　約50×180×25mm ★（製品サイズ）　約110×200×50mm

4512008 117315 4512008 117216

 本体価格 \780 + 税

素材 表/ポリエステル、裏/ナイロン・綿（裏PVC加工） 素材 表/ポリエステル、裏/ナイロン

★（製品サイズ）　約90×200×35mm ★（製品サイズ）　約80×200mm

STATIONERY CATALOG | 23

ペンケース / ペンポーチ　

 ＬＡＤＯ　ペンケースＳ

JAN JAN

 ＬＡＤＯ　ペンケースM

JAN JAN

 本体価格 \1,000 + 税

 本体価格 \1,000 + 税

素材

 フェイクファーポーチ　ヒョウ柄  フェイクファーペンケース　ヒョウ柄

JAN JAN

 本体価格 \1,200 + 税

素材

ダークブルー	

ライトグレー	

グレー	

かわいいヒョウ柄プリントのフェイクファーポーチ	
ステーショナリーポーチだけでなくメイクポーチとしてもおすすめです	

ポーチ	 ペンケース	

フェイクファー�
ポーチ・ペンケース�

内側はポケット付き	
マチがあるので大きく開いて	
中身が見やすいです	

el otro LADO(エル オトロ ラド）	

“el otro LADO”とは、スペイン語で「向こう側」という意味の言葉です	
ネコのシルエット部分がメッシュ生地で中が見えるデザインになっています	

ペンケース M	

グレー	 ダークブルー	

ライトグレー	

ペンケース S	



カラー カラー カラー カラー

ブラック 4512008 114017 コーラルピンク 4512008 114055 ブラック 4512008 115519 コーラルピンク 4512008 115557

サンドベージュ 4512008 114024 チェリーピンク 4512008 114864 サンドベージュ 4512008 115526 チェリーピンク 4512008 115595

アーミーグリーン 4512008 114031 レッド 4512008 114871 アーミーグリーン 4512008 115533 レッド 4512008 115618

オックスフォードブルー 4512008 114048 ディープブルー 4512008 114888 オックスフォードブルー 4512008 115540 ディープブルー 4512008 115625

素材 素材

★（製品サイズ）　約110×80mm ★（製品サイズ）　約110×78mm

カラー カラー

ブラック 4512008 122418 ターコイズブルー 4512008 122487 4512008 122463

ミスターグレー 4512008 122456 ライムグリーン 4512008 122494 4512008 122425

プリンセスブルー 4512008 122449 プルーン 4512008 122470 4512008 122432

素材 綿（表PVC加工）

★（製品サイズ）　約105×70mm

 本体価格 \950 + 税

綿（裏ＰＶＣ加工） 綿（裏ＰＶＣ加工）

 パスケース / カードケース　

 カダケス　パスケース  カダケス　カードケース

JAN JAN JAN JAN

 バーゼル　パスケース

アプリコット

チェリーピンク

イタリアンレッド

 本体価格 \950 + 税

JAN JAN カラー JAN
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綿100％で豊富なカラー展開が魅力な「カダケス」シリーズ	
シンプル＆スマートデザインで、男女問わずお使いいただけます	

イタリアンレッド	 ターコイズブルー	

表面	 裏面	

プリンセスブルー	 ライムグリーン	 プルーン	 アプリコット	 チェリーピンク	ミスターグレー	ブラック	

パスケース	

カードケース	

レッド	

ディープブルー	
チェリーピンク	コーラルピンク	オックスフォードブルー	

アーミーグリーン	

サンドベージュ	

ブラック	

丈夫でカラフル、豊富なカラー展開が魅力の「バーゼル」ステーショナリーシリーズ	
表面をビニール加工しているため、光沢がありビビットでカジュアルなデザインです	
	



カラー カラー カラー カラー

ブラック 4512008 127918 グリーン 4512008 127956 ブラック 4512008 128014 グリーン 4512008 128052

ネイビー 4512008 127925 イエロー 4512008 127963 ネイビー 4512008 128021 イエロー 4512008 128069

レッド 4512008 127932 レッド 4512008 128038

4512008 127949 オレンジ 4512008 128045

 本体価格 \2,850 + 税  本体価格 \3,700 + 税

素材 本体/牛革（一部PVC）、裏/ポリエステル 素材 本体/牛革（一部PVC）、裏/ポリエステル

★（製品サイズ）　約104×70×4mm（金具含まず） ★（製品サイズ）　約105×75×13mm

カラー カラー カラー カラー

ブラック 4512008 128113 グリーン 4512008 128151 ブラック 4512008 128311 グリーン 4512008 128359

ネイビー 4512008 128120 イエロー 4512008 128168 ネイビー 4512008 128328 イエロー 4512008 128366

レッド 4512008 128137 レッド 4512008 128335

オレンジ 4512008 128144 オレンジ 4512008 128342

素材 本体/牛革（一部PVC）、裏/ポリエステル 素材

★（製品サイズ）　約78×110×15mm ★（製品サイズ）　約70×100mm（本体外寸）、90cm（ストラップ長さ）

パスケース / カードケース　

 ＬＯＣＵ　ＩＣ単パスケース  ＬＯＣＵ　ＩＣ二つ折りパスケース

 ＬＯＣＵ　名刺入れ  ＬＯＣＵ　ＩＤカードホルダー

JAN JANJANJAN
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本体/牛革（一部PVC）、裏/ポリエステル　金具/鉄：メッキ

JAN JAN JAN JAN

 本体価格 \3,000 + 税  本体価格 \2,500 + 税

裏面	

単パス	

二つ折り	

裏面	

改札エラー防止機能付ＩＣパスケース 	

２種類の交通系ＩＣカードを改札エラーを	  
起こすことなく使い分けできる	  
セパレーターを内蔵したパスケースです 	

IC pass-case

ＩＣカードを２枚収納したまま
エラーなく自動改札が通れます
" Simple and smooth !
No trouble if you carry
two IC cards in this pass case.

名 刺	

IDカードホルダー	

自分に合う色とアイテムで生活を彩る	
「LOCU」シリーズ	
主張しすぎないシワ模様と鮮やかな色合いが特徴です	
生地は柔らかな牛革を使用しています	

裏面	

裏面	



カラー カラー

ホルス・ベージュ 4512008 329619 ゼブラ・ベージュ 4512008 329633

ホルス・黒 4512008 329626 ゼブラ・チョコ 4512008 329640

素材 本体/牛革、生地/レーヨン

★（製品サイズ）　約106×72×3mm

カラー

黒 4512008 322313

茶 4512008 322320

キャメル 4512008 322337

紺 4512008 322344

緑 4512008 322368

素材 発泡PVC

 本体価格 \800 + 税

　パスケース / カードケース　

 ICパスケース（スリム）　IC-H1
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JAN JAN

 本体価格 \3,200 + 税

 皮革調　名刺入れ

JAN

Ｈシリーズは牛革とアニマル柄ヘアーカーフのコンビデザインシリーズです	  
ヘアーカーフ（ハラコ）とは、毛並みが整っていて	  
手触りがよく希少性の高い素材のことです	  
このヘアーカーフに、アニマル柄（ホルス/ゼブラ）をプリントしています	

窓枠タイプで中身が見えやすいデザインです	
引き出し付きなので、名刺をさっと取り出すことができます	

緑	

紺	 茶	

キャメル	

黒	

ホルス・ベージュ	 ホルス・黒	 ゼブラ・ベージュ	 ゼブラ・チョコ	

改札エラー防止機能付ＩＣパスケース 	

２種類の交通系ＩＣカードを改札エラーを	  
起こすことなく使い分けできる	  
セパレーターを内蔵したパスケースです	

IC pass-case

ＩＣカードを２枚収納したまま
エラーなく自動改札が通れます
" Simple and smooth !
No trouble if you carry
two IC cards in this pass case.

H series 
ハラコシリーズ　ICパスケース	 

皮革調	 名刺入れ	 

引き出せるスライド板付き	



カラー

ブラック 4512008 509011 ブラック 4512008 509110

ネイビー 4512008 509028 ネイビー 4512008 509127

レッド 4512008 509042 キャメル 4512008 509134

レッド 4512008 509141

素材 素材
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パスケース / カードケース　

 シワ加工　パスケース  シワ加工　名刺入れ

JAN JAN

 本体価格 \1,800 + 税  本体価格 \2,700 + 税

表/本革、裏/ナイロン 表/本革、裏/ナイロン

パスケース	

名刺入れ	
ブラック	 ネイビー	

キャメル	 レッド	

ネイビー	 レッド	ブラック	

光沢のある本革を使用した小物シリーズです	

レザー小物シリーズ	

シワ加工	 パスケース/名刺入れ	 



 カラー直定規　15ｃｍ

カラー カラー

クリア 4512008 118312 ピンク 4512008 118343

ブルー 4512008 118329 ブラック 4512008 118350

イエロー 4512008 118336

素材 アクリル

★（製品サイズ）　30×160×2mm 

 カラー三角定規セット　15ｃｍ

カラー カラー

クリア 4512008 118411 ピンク 4512008 118442

ブルー 4512008 118428 ブラック 4512008 118459

イエロー 4512008 118435

素材 アクリル

★（製品サイズ）　45゜/150×2mm　60゜/150×2mm
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 本体価格 \250 + 税

　定規　

JAN JAN

JAN JAN

 本体価格 \600 + 税

これまでの製図用品、一般文具にはないデザイン性があり、	
実用面でも優れている方眼直定規です	
	
◆測りたいものに直接あてて測れる０(ゼロ)スタート仕様の目盛り	
◆定規の余白がないのでスムーズに長さが測れます	
◆水平垂直が見やすく、平行線が引きやすい５ｍｍ方眼目盛り付き	

製図用品にも匹敵するクオリティにカラーとデザイン性を	
プラスした三角定規セットです	
	
◆45度三角定規には180度までの分度器の目盛りが入って	
　 いるため通常の三角定規では測れない細かい角度まで	
　 測ることができます(定規目盛りは13cm）	
◆60度三角定規には5mmの方眼目盛りが入っているので	
　 平行線・垂直線が取りやすく便利です（定規目盛りは13cm）	

colorful straight scale 15cm 

colorful triangle set 15cm 

①４５゜三角定規	

１８０゜までの分度器目盛りが入っているため
通常の三角定規では測れない細かい角度ま
で測ることができます	

外周の目盛りは１゜目盛りに
なっているので細かい角度	
まで測ることができます	

５mmの方眼目盛りが
入ってるので	
平行線・垂直線が	

取りやすいです	

従来の三角定規としても	
使えるので便利です	

②６０゜三角定規	

片側が０目盛りスタート
なので測りやすくなって
います	

①測りやすい方眼０目盛りスタート＋厚さ２mm	

定規の厚みが２mm厚で	
ペンケースや手帳などに
収まりやすいサイズです	

③選べるカラーバリエーション	

モノトーンタイプ、クリアカラータイプとカラーバリエーションを増やし	
製図文具にはないデザイン性を加えました	

②面取り角度がゆるやか	

モノトーン・ブラックはクリアタイプと面取りを	
逆にすることで、水性インクなどで線を引際に	
線がのびません	

クリアタイプは測る際に
数字が見やすいよう	
面取り角度をゆるやか

に仕上げています	
面取り角度が
ゆるやかです	



カラー カラー

マットブラック 4512008 125310 ブルー 4512008 125358

ホワイト 4512008 125327 グリーン 4512008 125365

シルバー 4512008 125334 ピンク 4512008 125372

レッド 4512008 125341

素材

カラー カラー

マットブラック 4512008 125518 ブルー 4512008 125556

ホワイト 4512008 125525 グリーン 4512008 125563

シルバー 4512008 125532 ピンク 4512008 125570

レッド 4512008 125549

素材
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アルミ（リサイクルアルミ100％使用）

定規　

 アルミフラットスケール　12cm

JAN JAN

 本体価格 \280 + 税

★（製品サイズ）　22×160mm 

★（製品サイズ）　22×130mm 

 アルミフラットスケール　15cm

JAN JAN

 本体価格 \300 + 税

アルミ（リサイクルアルミ100％使用）

アルミ三⾓角スケール

目盛りは１本ずつレーザー加工を施しているため	
非常に精密であり擦れて消える心配がありません	
また、オールアルミ製なので木製・プラスチック製に比べ	
耐久性に優れ誤差がありません	

アルミスケール

アルミフラットスケール

定規の側面にインクエッジ加工を施しているため	
サインペン・マジックなどで線を引いたときに	
インクのにじみがありません	

三角スケールとは主に製図の際に用いられる縮尺定規の一種です	  
よく「サンスケ」と略して呼ばれています	  
（※三角定規とは別の道具ですのでご注意ください）	  

三つの面の両側に合計6種類の縮尺の異なる目盛りが刻まれています	
必要な縮尺に合わせて使用面を選び寸法を測って図面を描いたり、	

すでに描かれた図面から寸法を測ることができます	



カラー カラー

ホワイト 4512008 120315 グリーン 4512008 120346

クリアブラック 4512008 120322 レッド 4512008 120353

シルバー 4512008 120384 ブルー 4512008 120360

ブロンズ 4512008 120377 ピンク 4512008 120391

パープル 4512008 120339

素材

縮尺

カラー カラー

ホワイト 4512008 124115 グリーン 4512008 124160

クリアブラック 4512008 124122 レッド 4512008 124177

シルバー 4512008 124139 ブルー 4512008 124184

ブロンズ 4512008 124146 ピンク 4512008 124191

パープル 4512008 124153

素材

縮尺

カラー カラー

ホワイト 4512008 119814 ブロンズ 4512008 119845

マットブラック 4512008 119821 シルバー 4512008 119852

クリアブラック 4512008 119838

素材

縮尺

カラー カラー

パープル 4512008 119890 レッド 4512008 119869

グリーン 4512008 119883 ブルー 4512008 119876

素材

縮尺
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 本体価格 \550 + 税

　定規  

 アルミ三角スケール ＮＡＮＯ SANSUKE　15ｃｍ

JAN JAN

 本体価格 \600 + 税

アルミ（リサイクルアルミ100％使用）

1/100，1/200，1/300，1/400，1/500，1/600

★（製品サイズ）　9×170×9mm

 アルミ三角スケール ＮＡＮＯ SANSUKE　10ｃｍ

JAN JAN

アルミ（リサイクルアルミ100％使用）

1/100，1/200，1/300，1/400，1/500，1/600

★（製品サイズ）　9×120×9mm

 アルミ三角スケール　15ｃｍ　Ｓｔａｎｄａｒｄ Ｃｏｌｏｒ

JAN JAN

 本体価格 \1,600 + 税

アルミ（リサイクルアルミ100％使用）

1/100，1/200，1/300，1/400，1/500，1/600

★（製品サイズ）　15×170×13mm

 本体価格 \1,100 + 税

アルミ（リサイクルアルミ100％使用）

1/100，1/200，1/300，1/400，1/500，1/600

★（製品サイズ）　15×170×13mm

 アルミ三角スケール　15ｃｍ　Ｐｒｅｍｉｕｍ Ｃｏｌｏｒ

JAN JAN



カラー

ホワイト 4512008 120216

マットブラック 4512008 120223

素材

カラー

パープル 4512008 120261

グリーン 4512008 120254

レッド 4512008 120230

ブルー 4512008 120247

素材

縮尺

カラー

ホワイト 4512008 120018

マットブラック 4512008 120247

素材

縮尺

カラー

レッド 4512008 20032

素材

縮尺
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アルミ（リサイクルアルミ100％使用）

定規　

 アルミカラー三角スケール　10cmストラップ付　Ｓｔａｎｄａｒｄ Ｃｏｌｏｒ

JAN

 本体価格 \1,500 + 税

 本体価格 \2,000 + 税

★（製品サイズ）　23×130×2mm

 アルミカラー三角スケール　10cmストラップ付　Ｐｒｅｍｉｕｍ Ｃｏｌｏｒ

JAN

 本体価格 \1,800 + 税

アルミ（リサイクルアルミ100％使用）

1/100，1/200，1/300，1/400，1/500，1/600

★（製品サイズ）　15×120×13mm、ナスカンストラップ付（長さ5cm）

 アルミカラー三角スケール　30ｃｍ　Ｓｔａｎｄａｒｄ Ｃｏｌｏｒ

JAN

 本体価格 \2,400 + 税

アルミ（リサイクルアルミ100％使用）

1/100，1/200，1/300，1/400，1/500，1/600

★（製品サイズ）　15×326×13mm

アルミ（リサイクルアルミ100％使用）

1/100，1/200，1/300，1/400，1/500，1/600

★（製品サイズ）　15×326×13mm

 アルミカラー三角スケール　30ｃｍ　Ｐｒｅｍｉｕｍ Ｃｏｌｏｒ

JAN



品番 品番

№27N 4512008 100805 重量計算器 4512008 100843

素材 ＰＶＣ 直径 素材 ＰＶＣ 直径

尺度

品番 品番

№28N 4512008 100973 №480 4512008 100836

素材 ＰＶＣ 直径 素材 ＰＶＣ 直径

尺度 尺度

品番

№270N 4512008 100812 4512008 100850

素材 ＰＶＣ 直径 素材 ＰＶＣ 直径

尺度 尺度

品番

№300 4512008 100829 4512008 100867

素材 ＰＶＣ 直径 素材 ＰＶＣ 直径

尺度
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 ＮＯ.28 Ｎ　計算尺  ＮＯ.480（日数）　計算尺

　円形計算尺　

 ＮＯ.27 Ｎ　計算尺  重量計算器

JAN JAN

 本体価格 \1,200 + 税  本体価格 \3,000 + 税

84ｍｍ 106ｍｍ

表面　Ｄ・Ｃ　ＣＩ，Ａ，Ｋ
金属の重量計算ができます

一般向けの小型タイプでもっともポピュラーな円形計算尺です

JAN JAN

 本体価格 \1,200 + 税  本体価格 \3,000 + 税

84ｍｍ 105ｍｍ

表面　Ｄ・Ｃ　ＣＩ，Ａ，Ｋ 裏面　Ｄ・Ｃ，ＣＩ，Ｐ1，Ｐ2

一般向け計算尺ＮＯ.27の英語版です 日数に関する計算が簡単にできます

 ＮＯ.270 N　計算尺  スタジア計算器

JAN JAN

 本体価格 \2,700 + 税  本体価格 \3,000 + 税

100ｍｍ 96ｍｍ

表面　Ａ，Ｄ・Ｃ，ＣＩ，Ｂ，Ｋ，Ｌ　　裏面　ＤＩ，Ｄ・Ｓ，Ｔ1，Ｔ２，ＳＴ 表面　Ｄ・ＳＩＮ，ＣＯＳ，ＣＯＳ2　　裏面　Ｄ・Ｃ，Ｓ，Ｔ，ＳＴ，Ｌ

代表的な計算尺で広範囲の計算が可能です スタジア測量に役立つ計算尺です

 ＮＯ.300　計算尺  工作機械時間計算器

JAN JAN

 本体価格 \3,200 + 税  本体価格 \3,600 + 税

110ｍｍ 120ｍｍ

表面　Ｋ，Ａ，Ｄ・Ｃ，ＣＩ，Ｂ，Ｌ　　裏面　ＬＬ3，ＬＬ3，Ｄ・Ｃ，Ｓ，Ｔ１，Ｔ2，ＳＴ
工作機械の主加工時間を計算できます

様々な分野で使用できる技術者向けの計算尺です



カラー カラー

ホワイト 4512008 201700 イエロー 4512008 201830

イエロー 4512008 201731 ブルー 4512008 201847

ブルー 4512008 201748

ピンク 4512008 201755

素材 ＰＶＣ 寸法 素材 ＰＶＣ 寸法

4512008 101215 4512008 101222

素材 ＰＶＣ 寸法 素材 ＰＶＣ 寸法

4512008 201656

素材 ＰＶＣ 直径

円形計算尺　

 万年カレンダー（小）  万年カレンダー（大）

JAN JAN

 本体価格 \400 + 税  本体価格 \800 + 税

85×57ｍｍ 100×75ｍｍ

世界の時刻が一目でわかる簡易型の世界時刻計算器です
表/過去・現在・未来の「曜日」がわかる万年カレンダー
裏/明治33~平成35年の年号・西暦・満年齢早見表

世界の時刻が一目でわかる簡易型の世界時刻計算器です
表/過去・現在・未来の「曜日」がわかる万年カレンダー
裏/明治33~平成35年の年号・西暦・満年齢早見表

 体格指数・肥満度計算尺  輸液ゲージ

JAN JAN

 本体価格 \600 + 税  本体価格 \600 + 税

100×75ｍｍ 85×57ｍｍ

表/ＢＭＩ肥満度計算の式に基づいた計算尺です
裏/明治33年~平成31年の年号・西暦・満年齢早見表

点滴計算尺です

 世界時刻計算尺　ＮＯ.73

JAN

 本体価格 \500 + 税  

77ｍｍ

世界約40都市の時刻と時差がわかる計算尺です
現在自分のいる都市の時刻をセットすると一目で目標の都市の時刻が分かります
旅行などに携帯しても便利です
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カラー カラー カラー

ブラック 4512008 119517 ピンク 4512008 119524 4512008 119531 グリーン 4512008 119548

素材

★（製品サイズ）　約120×60mm

 ダイアリークリアカバー　B６  ダイアリークリアカバー　Ａ５

カラー カラー カラー カラー

クリア 4512008 119012 グリーン 4512008 119050 クリア 4512008 119111 ブルー 4512008 119135

ブラック 4512008 119029 ブラック 4512008 119128 グリーン 4512008 119159

ピンク 4512008 119036 ピンク 4512008 119135

素材 素材

★（製品サイズ）　約185×269mm ★（製品サイズ）　約212×310mm

　その他　

 ダイアリーテンプレート

JAN JAN カラー JAN JAN

オレンジ

 本体価格 \340 + 税

アクリル

JAN JAN JAN JAN

 本体価格 \470 + 税  本体価格 \520 + 税

PVC PVC
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Diary Clear Cover 

スケジュール帳などによく使用するイラストのテンプレートです	
顔文字、天気、イベントなどのイラストがきれいに描けます	
定規目盛りや分度器目盛りなど便利な機能付き	
手帳にはさめるサイズなので持ち運びにもピッタリです 	

実際に書いた時の図柄	

①直線定規（11cm）	
②分度器（90度）	
③手帳用しおり機能	

④コンパス機能	
⑤テンプレート機能　	

ノートや手帳、スケジュール帳などに使えるクリアカバーです	
外側のポケットにはメモや名刺を入れておいたり、	
お気に入りの切り抜きでコラージュしたり、様々な使い方ができます	
内側は梨地になっているので、貼り付きにくく出し入れしやすくなっています	

ブラック	 ピンク	 オレンジ	 グリーン	

ブラック	 ピンク	 グリーン	 ブルー	 クリア	

ダイアリーテンプレートの機能	

カードポケット付き	太めのペンも入る	
ペンホルダー	

名刺や領収書などメモを挟める
アウトポケット付き	

Diary Template 



4530175 101340

素材

度数 度数

+ 1 4950515 310018 + 2 4950515 310032 4950515 310056

+ 1.5 4950515 310025 + 2.5 4950515 310049 4950515 310063
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★（製品サイズ）　約24×312mm（本体）、38×145×18mm（ケース）

　DN-DF05WH

 本体価格 \ 1,980　+ 税

度数

　品番

JAN

+ 3.5

JAN

 リバイスグラス(老眼鏡)

その他　

 本体価格 \1,000 + 税

+ 3

 カードLEDライト

ABS樹脂、スチール

★（製品サイズ）　約86×56×7.6mm

JAN

　JAN

小さなポケットにも入るカードサイズの薄型LEDライトです	
	
◆ブックライトや緊急用のライトとして便利です	
◆充電式のため、電池の必要がありません（USB充電式）	
◆明るさは３段階に調節可能	
◆約１時間の充電で４０分~２時間程度連続で使用できます	
（照度により異なります）	

カードLEDライト�
携帯型LEDライト(充電式)

近くの文字が見えにくく目の調整能力が減退した時に使用する	
携帯用視力補正眼鏡です	
コンパクトなサイズで携帯ケース付きなので	
胸ポケットや鞄に入れて持ち運びしやすいです	

視力補正用眼鏡（老眼用）	

専用ケース付きで携帯に便利	

リバイスグラス�
(⽼老老眼⽤用携帯眼鏡)



MEMO



MEMO



MEMO





その他　

本　        社 〒１３２-００３５

東京都江戸川区平井２-１６-２３

TEL．０３-３６８５-０８１１  FAX．０３-３６８５-０８２３

小松川営業部 〒１３２-００３４東京都江戸川区小松川３-４-１エクセルビル３F

TEL．０３-５８３６-７３０５  FAX．０３-５８５８-３７２６

秋葉原営業部 〒１１０-００１６東京都台東区台東１-１０-２

TEL．０３-６２４０-１７１５  FAX．０３-６２４０-１７１６

大阪営業部 〒５４０-００１２大阪府大阪市中央区谷町１-４-２オルガンビル８F

TEL．０６-６９２０-４５５１  FAX．０６-６９２０-４５５５

東金物流センター 〒２８３-０８２６千葉県東金市丘山台３-５-２

TEL．０４７５-７７-７３５０  FAX．０４７５-７７-７３５２

株式会社コンサイス	

http://www.concise.co.jp   	
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