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カスタマイズできる

スケルトン万年筆”Fonte（フォンテ）”

"Fonte" とはイタリア語で「泉」を意味します。

コンコンと泉が湧き上がるように

ペン先を紙にのせ、なめらかにインクが滑り出す

その至福の瞬間を味わってほしい――

そんな思いから、この名をつけました。

お気に入りのキャップとインクを選んで

組み合わせれば

＂私だけの万年筆＂のできあがり。

ペン先から溢れるカラフルな泉を楽しんで。

# はじめての万年筆
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万年筆 ローラーボールペン スケルトン イエロー オレンジ

ピンク グリーン ブルー

[仕様] ペン先：F字(細字)、　　　　　　　　
コンバーター・カートリッジ両用式

サイズ／最大径:φ13mm　全長:117mm

600円＋税

材質／本体：ABS　ペン先：ステンレス　　
コンバーター：PP、亜鉛合金

外装／PP袋　　ロット／1個

万年筆

[仕様] ペン先：0.7mm、　　　　　　　　
コンバーター・カートリッジ両用式

サイズ／最大径:φ13mm　全長:117mm

750円＋税

材質／本体：ABS　ペン先：ポリエステル、
ステンレス　コンバーター：PP、亜鉛合金

外装／PP袋　　ロット／1個

ローラーボールペン

[仕様] 

サイズ／最大径φ：13mm　全長：65mm

250円＋税

材質／本体：ABS　リング・クリップ：亜鉛合金

外装／化粧箱　　ロット／1個

キャップ

step 1
万年筆・ローラーボールペンを選ぶ

step 2
キャップを選ぶ

step 3
インクを選ぶ

Fonte の作り方



ブラック(Hyades) ブルーブラック(Nereis) ブルー(Naias)

グリーン(Alseid) イエロー(Hesperis) オレンジ(Napaeae)

レッド(Lampas) ピンク(Britomartis) ミックス(Nymph)

専用什器もご用意しております。数量限定の為、ご希望
の場合は事前にご連絡ください。

[仕様]

サイズ／【什器】W298×H230×D251mm　　　
【POP台】W150×H240 mm

内容／【什器】Fonte本体：48本　キャップ：全6色×各10個　インクカー
トリッジ単色：全8種×各5個　インクカートリッジミックス：全1色×10個

専用什器

[仕様]単色5本入、ミックス10本入（ブラック、
ブルーブラック各2本、その他6色各1本）、　 
欧州統一規格

サイズ／外装：【単色】W40×H56×D9mm
【ミックス】W80×H56×D9mm

【単色】300円＋税　【ミックス】400円＋税

材質／PP、水性インク

外装／化粧箱　　ロット／5個

インクカートリッジ
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[仕様]ドット方眼、ミシン目入り 

サイズ／W100×H139mm

400円＋税

材質／本体：紙　バンド：ゴム、PVC

外装／PP袋　　ロット／1個

メモパッド

ピンク

オレンジ イエロー グリーン ブルー

万年筆でも裏抜けしにくい 用紙を使用。

ゴムバンド付きなのでペンケースとまとめて持ち運べる。



[仕様] 

サイズ／W210×H100mm

600円＋税

材質／本体：PVC　ファスナー：ナイロン

外装／化粧箱　　ロット／1個

ペンケース

ピンク

[仕様]キャップ：1個、万年筆：1個※コンバー
ター付、インク(ブラック)：2本入

サイズ／W57×H185×D30mm

1,200円＋税

材質／万年筆本体：ABS　ペン先：ステンレス 
コンバーター：PP、亜鉛合金　キャップ：ABS
クリップ・リング（キャップ）：亜鉛合金

外装／化粧箱　　ロット／1個

Fonte 万年筆セット

全種共通 裏面

オレンジ

ブルー

イエロー グリーン

厚さ3mmにも関わらず、

 Fonte万年筆が7本入る収納力！

ブルー ピンク クリア
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男が惚れる雑貨を作りたい ̶

そんな想いからこのブランドを立ち上げました。

手元を輝かせる文房具や小粋な小物など、

シックでラグジュアリーな

アイテムをラインナップしています。

ありそうでなかった大人の男のための雑貨。

オンもオフも男臭さの中に

ラグジュアリーを求めたい。

そんな欲望を Greeful は叶え続けます。
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学
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ネイビー×イエローM ネイビー×イエローS ブラック×ワインM ブラック×ワインS ブラウン×オレンジM ブラウン×オレンジS

Stationery
Greeful Products 01



ワイン×ブラウンM ワイン×ブラウンS ダークグリーン×キャメルM ダークグリーン×キャメルS

[仕様] 6穴

サイズ／【M】W170×H230×D28mm　　
【S】W130×H185×D28mm　

【M】1,780円＋税　【S】1,380円＋税

材質／ポリウレタン、クロムメッキ　　　　
外装／PP袋　　ロット／1個

システムノート
M・S

Mサイズ
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[仕様] 6穴

サイズ／【M】W148×210mm　　　　　
【S】W100×H170mm

材質／紙　　外装／PP袋　　ロット／1個

リフィルM・S

上質な日本製の紙を使用
書き心地がよく、ボールペンはもちろん

万年筆などの濃いインクでも裏写りしにくい。

こだわりのクリーム紙
目に優しいクリーム色の上質紙を使用することで

ストレスのない書き味を実現。

あなた次第で使い方色々。
オリジナル台紙付

インデックスや下敷き、タイトルをつけてノートの表紙としても。

B罫M B罫S

[仕様]B罫（6mm） 　80枚入り

【M】500円＋税　【S】450円＋税

A罫M A罫S

[仕様]A罫（7mm） 　80枚入り

【M】500円＋税　【S】450円＋税



TO DOリスト M TO DOリスト S

[仕様]上下カットタイプ、裏面方眼（5mm） 
64枚入り

【M】500円＋税　【S】450円＋税

フリーマンスリーM フリーマンスリーS

[仕様]フリーマンスリー21枚(月曜はじまり)
マンスリープラン11枚

【M】470円＋税　【S】420円＋税

方眼M 方眼S

[仕様]方眼（5mm） 　80枚入り

【M】500円＋税　【S】450円＋税
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ネイビー×イエローM ネイビー×イエローS ブラック×ワインM ブラック×ワインS

ワイン×ブラウンM ワイン×ブラウンS ダークグリーン×キャメルM ダークグリーン×キャメルS

ブラウン×オレンジM ブラウン×オレンジS

[仕様] マグネット式

サイズ／【M】W233×H325mm　　　　
【S】W172×H230mm

【M】1,780円＋税　【S】1,380円＋税

材質／ポリウレタン

外装／PP袋　　ロット／1個

クリップボード
M・S

マグネットで簡単に挟め、
便利なペンホルダー付き。
Greefulの刻印入り。



ネイビー×イエローM

ネイビー×イエローS

ブラック×ワインM

ブラック×ワインS

ブラウン×オレンジM

ブラウン×オレンジS

ワイン×ブラウンM

ワイン×ブラウンS

ダークグリーン×キャメルM

ダークグリーン×キャメルS

[仕様]収納本数【M】約6本 【S】約2本

サイズ／【M】W170×H45×D35mm　　
【S】W165×H25×D25mm

【M】1,480円＋税　【S】1,280円＋税

材質／ポリウレタン、ポリエステル、鋼　　　
外装／PP袋　　ロット／1個

ペンケース
M・S

コンパクトに持ち運べる
スマートなペンケース。
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ネイビー×イエロー ブラック×ワイン ブラウン×オレンジ

ワイン×ブラウン ダークグリーン×キャメル

[仕様]

サイズ／W600×H330mm

1,580円＋税

材質／ポリウレタン、亜鉛合金

外装／PP袋　　ロット／1個

デスクマット

気分に合わせて使えるリバーシブル仕様。
付属の留め具はコードクリップとしても
使用可能。



[仕様] 

サイズ／φ75×H100mm

1,580円＋税

材質／ポリウレタン、厚紙

外装／化粧箱　　ロット／1個

ペンスタンド

ブラック×ワイン ブラウン×オレンジネイビー×イエロー

ワイン×ブラウン ダークグリーン×キャメル

[仕様] 

サイズ／球体円周：445mm　　　　　　　
スタンド高さ：200mm　　　　　　　　　
スタンド直径：120mm

1,980円＋税

材質／球体：ABS　スタンド：鉄

外装／化粧箱　　ロット／1個

地球儀

ペンスタンドとしても
メガネなど小物の収納にも。
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[仕様] 

サイズ／【M】W150×H30×D180mm　　
（収納部分：W150×H30×D150mm）

【S】W110×H25×D145mm　　　　　　
（収納部分：W110×H25×D110mm）

【M】1,780円＋税　【S】1,380円＋税

材質／ポリウレタン、ポリプロピレン板

外装／化粧箱　　ロット／1個

小物入れM・S

ブラック×ワインM

ブラック×ワインS

ネイビー×イエローM ネイビー×イエローS

ブラウン×オレンジM

ブラウン×オレンジS

ワイン×ブラウンM

ワイン×ブラウンS

ダークグリーン×キャメルM

ダークグリーン×キャメルS

鍵やアクセサリー、印鑑など小物を
すっきり整頓できるマルチトレイ。
デスク、リビング、玄関などで活躍。



ネイビー×ホワイト

ネイビー ネイビー×ホワイト

オールブラック ブラック×ゴールド

[仕様] 6穴、ルーズリーフ付

サイズ／　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【ネイビー×ホワイト】W170×H230×D35mm 
【ネイビー】W175×H230×D35mm　　　　　
（外装：W175×H234×D50m）

【ネイビー×ホワイト】1,780円＋税　　　　　　
【ネイビー】1,680円＋税

材質／ポリウレタン、クロムメッキ

外装／PP袋　　ロット／1個

システムノート

[仕様] ペン先F字(細字)、コンバーター・カー
トリッジ両用式、カートリッジ1本（ブラック
／欧州統一規格）付き。

サイズ／最大径:φ15mm 全長:140mm　
（外装：W60×H85×D30mm）

1,780円＋税

材質／本体：スチール　パーツ：銅　　　　　
ペン先：ステンレス

外装／化粧箱　　ロット／1個

万年筆

#文
学
の
雑
貨



ネイビー×イエロー

ネイビー×イエロー ブラック×ワイン

ブラック×ワイン ブラウン×オレンジ

ワイン×ブラウン ダークグリーン×キャメル

[仕様] 専用しおり付き

サイズ／W240×H165mm　（文庫サイズ）

1,280円＋税

材質／ポリウレタン

外装／PP袋　　ロット／1個

ブックカバー

[仕様] 

サイズ／W105×H80mm

1,680円＋税

材質／ポリウレタン、亜鉛合金

外装／PP袋　　ロット／1個

ID ホルダー

バイカラーがアクセントの
しおりと収納ケース付き。



ブラウン×オレンジ ワイン×ブラウン ダークグリーン×キャメル

ネイビー×イエロー

ブラック×ワイン ブラウン×オレンジ

ワイン×ブラウン ダークグリーン×キャメル

[仕様] カード収容可能枚数：6枚

サイズ／W130×H80mm

1,780円＋税

材質／ポリウレタン、銅、ポリエステル

外装／PP袋　　ロット／1個

フラグメントケース

カード収納部分はバイカラー。
スリムなデザインでかさばらず、
スマートに持ち歩ける。
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ブラック×ホワイト

ネイビー×ホワイト

ブラック

ネイビー

[仕様] 

サイズ／全長146cm　　　　　　　　　　
（外装：W80×H222×D30mm）

1,780円＋税

材質／ポリエステル

外装／化粧箱　　ロット／1個

バイカラーニットタイ

[仕様] 

サイズ／W70×H210×D9mm　　　　
（外装：W90×H220×D30mm）

1,780円＋税

材質／本体：アルミニウム合金　フック：鉄　

外装／化粧箱　　ロット／1個

ネクタイハンガー

[仕様] 

サイズ／全長110cm　幅17cm　　　　　
（外装：W130×H210×D50mm）

1,980円＋税

材質／本体：ポリエステル　　　　　　　　
中綿：ポリエステル　　　　　　　　　　　
バンド：ポリエステル、ラテックス

外装／化粧箱　　ロット／1個

ループマフラー

Fashion
Greeful Products 02

軽くて保温性に優れたマフラー。
オン・オフ使えるシンプルな　　
デザイン。



ブラック

ネイビー

[仕様] 爪切り、眉毛ピンセット、シザー、　　
耳かき、靴べらセット

サイズ／W80×H140×D15mm　　　　
（外装：W110×H160×D30mm）

1,780円＋税

材質／ケース外面：ポリウレタン　　　　　
ケース内面：ポリエステル　爪切り・眉毛ピン
セット・シザー・ 耳かき・靴べら：ステンレス

外装／化粧箱　　ロット／1個

グルーミングキット

[仕様]ブラシ、クロス、クリーム(黒/ニュート
ラル)セット

サイズ／ブラシ：W40×H120×D30mm　
クロス：W100×H250mm　　　　　　　
クリーム：φ70×H20mm　　　　　　　
（外装：W150×H185×D35mm）

1,680円＋税

材質／ブラシ：楓、豚毛　クリーム缶：SPTE 
クロス：綿

外装／化粧箱　　ロット／1個

シューケアセット

Accessories
Greeful Products 03

ブラシ、クリーム、クロスの
セット。これ一つで革靴の
メンテナンスができる。

#文
学
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シルバーマットブラック

[仕様] 

サイズ／W40×H110mm　　　　　　　
（外装：W63×H185×D23mm）

1,680円＋税

材質／亜鉛合金

外装／化粧箱　　ロット／1個

シューホーン

[仕様] 

サイズ／W72×H105×D5mm　　　　
（外装：W90×H120×D30mm）

1,980円＋税

材質／牛革

外装／化粧箱　　ロット／1個

本革カードケース

[仕様] 

サイズ／W130×H85×D25mm　　　　
（外装：W100×H155×D30mm）

1,980円＋税

材質／本体：牛革　カラビナ：亜鉛合金

外装／化粧箱　　ロット／1個

本革コインケース

[仕様] 

サイズ／W33×H75×D3mm　　　　　
（外装：W50×H140×D22mm）

1,680円＋税

材質／真鍮

外装／化粧箱　　ロット／1個

フィンガーガード

鍵と一緒に持ち運べる
キーホルダー仕様の靴べら。

直接触れたくない
ドアノブや鍵の開閉に。

ベルトを引くとカードが出て
くるスマートなカードケース。

使い込むほど味が出る本革製。
便利なカラビナ付き。



ブラック ネイビー

[仕様] 

サイズ／本体：W80×H100×D10mm　
紐：100mm　　　　　　　　　　　　　　
（外装：W90×H120×D30mm）

1,980円＋税

材質／牛革

外装／化粧箱　　ロット／1個

本革キーケース

専用販促物もご用意しております。数量限定の為、　　
ご希望の場合は事前にご連絡ください。

[仕様]

内容／TOPボード（大・小 ２サイズ）　　　　　　　　
販促用マット（W870×H290mm）　　　　　　　　
L字型アクリルスタンド（W180×H60×D30mm）　
プライスカード（W59×H32mm）

専用販促物

#文
学
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[仕様] ダブルリング 7mm罫

サイズ／【A5】W148×H204×D15mm　
（リング込：W154×H204×D15mm）

【B6】W128×H176×D15mm　　　　　
（リング込：W134×H176×D15mm）

【A5】720円＋税　【B6】580円＋税

材質／紙製　　外装／PP袋　　ロット／5個

ブラウン A5 ブラウン B6 グレー A5 グレー B6

Greeful リングノート
A5・B6　7mm罫 

A5 B6

アメリカンヴィンテージを基調とした持つだけでおしゃれにキマる

色使いとデザインで幅広いユーザーにお使いいただけるシリーズ



[仕様] 油性インク 0.5mm ノック式

サイズ／全長145mm

360円＋税

材質／本体：ABS、AS(中軸)　　　　　　　　
クリップ：スチール、金メッキ　ノック部：ABS

外装／PP袋　　ロット／10本

Greeful ボールペン

ベージュ×ネイビー

ワイン×ブラックグレー×オレンジ カーキ×マスタード

スモーキーグリーン×ホワイト

スモーキーグリーン A5 スモーキーグリーン B6ベージュ A5 ベージュ B6

[仕様] ダブルリング・5mm方眼

サイズ／【A5】W148×H204×D15mm　
（リング込：W154×H204×D15mm）

【B6】W128×H176×D15mm　　　　　
（リング込：W134×H176×D15mm）

【A5】720円＋税　【B6】580円＋税

材質／紙製　　外装／PP袋　　ロット／5個

Greeful リングノート
A5・B6　5mm方眼 

A5 B6

ヴィンテージシリーズを
代表するデザインと

カラー展開。

表紙・裏表紙が厚紙仕様
なので、外出先で手持ち
でも書きやすい。

今までにない形状で、
手にフィットして書きやすい。
マットでスタイリッシュなのに
遊びのきいたデザイン。

#文
学
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[仕様] ダブルリング 5mm方眼

サイズ／【A7】W77×H105×D15mm
（リング込：W77×H111×D15mm）

300円＋税

材質／紙製　　外装／PP袋

ロット／4個

Greeful メモ帳

オレンジ ベージュライトブルー

スクエアA スクエアB

スティックC スティックD

[仕様] 45枚入

サイズ／W75×H75×D5mm
（台紙込：W82×H110×D5mm）

420円＋税

材質／紙製　　外装／PP袋

ロット／5個

付箋スクエア

[仕様] 5種各30枚入り

サイズ／W13×H46×D4mm
（台紙込：W72×H81×D4mm）

420円＋税

材質／紙製　　外装／PP袋

ロット／5個

付箋スティック

ノートと一緒に使いたくなるカラーとデザイン。
中面は方眼なので横書き・縦書きどちらでも使いやすい。



THANK YOU ピンクM THANK YOU ピンクSTHANK YOU ワインM THANK YOU ワインS

HAPPY BIRTHDAY
ネイビーM

HAPPY BIRTHDAY
ネイビーS

HAPPY BIRTHDAY
ライトブルーM

HAPPY BIRTHDAY
ライトブルーS

FOR YOU ブラウンM FOR YOU ブラウンS

FOR YOU ベージュM FOR YOU ベージュS

GREEFUL カーキM GREEFUL カーキS

GREEFUL オレンジM GREEFUL オレンジS

[仕様] 二つ折りタイプ・封筒付き

サイズ／【M】W135×H91×D1mm　　　　　
（外装：W155×H101×D2mm）　　　　　　
【S】W95×H64×D1mm　　　　　　　　　　
（外装：W115×H74×D2mm）

【M】320円＋税　【S】280円＋税

材質／紙製　　外装／PP袋　　ロット／5個

Greeful グリーティングカード
M・S 紳士の粋な文言をデザインし、

明るめのカラーと落ち着いたカラーの二つの異なる色味をご用意。

#文
学
の
雑
貨



[仕様] 5枚入

サイズ／W65×H110mm　　　　　
（外装：W70×H120×D6mm）

400円＋税

材質／紙製　　外装／PP袋

ロット／5個

Greeful ポチ袋

[仕様] 4種各5枚入

サイズ／φ30mm　　　　　　　　　
（外装：W75×H87×D1.5mm）

400円＋税

材質／紙製　　外装／PP袋

ロット／5個

Greeful フレークシール

THANK YOU スモーキーグリーン

THANK YOU ネイビー

フレークシール A フレークシール B

FOR YOU ワイン FOR YOU ダークオレンジ

WITH RESPECT カーキ WITH RESPECT ベージュ CONGRATULATIONS ライトベージュCONGRATULATIONS ブラウン

グリーティングカードやポチ袋と一緒に使うとオシャレに。
手帳や手紙、小物のデコレーションにも！



グレー

スモーキーピンクオフホワイト

ネイビー

[仕様] キャンバス地、マジックテープ式

サイズ／W175×H125×D25mm

1,480円＋税

材質／本体：綿100％　透明窓：PVC　　　　
外装／PP袋　　ロット／３個

Greeful
キャンバスポーチ

専用什器もご用意しております。数量限定の為、ご希望
の場合は事前にご連絡ください。

[仕様]

サイズ／W435×H295×D345mm 

内容／Greefulハングリーヴィンテージ 50SKU×各ロット数

専用什器

ありそうでなかったキャンバス素材×透明窓のポーチ。
Greefulの文具の持ち運びにも、
手持ちの雑貨を入れるにもピッタリ！

※什器はイメージです。商品はOPP袋入になります。

※什器のサイズは変更になる場合がございます。

#文
学
の
雑
貨



#文
学
の
雑
貨



「古い」からこそ、
シンプルで良いところがある。
「時が経過している」からこそ、
より一層の味わい深さがある。

新しいもの、今あるもの。
すべての原点は、そこから始まっている。

その原点が今、カタチを変えて復刻します。

Old Resta
レトロ文具コラボ雑貨ブランド

コラボ企業

オート株式会社／株式会社共和／株式会社呉竹／コクヨ株式会社／サンスター文具株式会社／株式会社シード／シヤチハタ株式会
社／ショウワノート株式会社／セーラー万年筆株式会社／ツバメノート株式会社／株式会社デビカ／寺西化学工業株式会社／株式
会社トンボ鉛筆／株式会社パイロットコーポレーション／ヒノデワシ株式会社／不易糊工業株式会社／プラチナ万年筆株式会社／ぺ
んてる株式会社／マルマン株式会社／ヤマト株式会社（50 音順・敬称略）

#文
学
の
雑
貨



FIRST EDITION

KOKUYO SUNSTAR

SECOND EDITION KURETAKE

[仕様] キャンバス地、ポーチ付き

サイズ／トートバッグ：W370×H390×マチ95mm、持ち手長さ540mm
ポーチ：W195×H150mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（内ポケットタイプのみ）内ポケット：W175×H140mm

1,580円＋税

材質／本体・ポーチ：コットン50％、ポリエステル50％　　　　　　　　　
タグ：ポリエステル100%

外装／PP袋　　ロット／1個

Old Resta BIG TOTE BAG

A４サイズのノートもスッキリ入る
スタンダードなサイズ。
同じデザインのポーチつき！

取り外し
ポーチ
タイプ

内ポケット
タイプ

取り外しポーチタイプ 取り外しポーチタイプ

取り外しポーチタイプ

取り外しポーチタイプ 取り外しポーチタイプ



PENTEL OBAND

SHACHIHATA SAILOR

取り外しポーチタイプ 取り外しポーチタイプ

取り外しポーチタイプ 取り外しポーチタイプ

#文
学
の
雑
貨



HINODEWASHI YAMATO

PLATINUM

DEBIKA FUEKI

SEED SHOWA NOTE

取り外しポーチタイプ 取り外しポーチタイプ

取り外しポーチタイプ 取り外しポーチタイプ

取り外しポーチタイプ

内ポケットタイプ内ポケットタイプ



TOMBOW PILOT

THIRD EDITION TSUBAMENOTE

TERANISHI KAGAKU MARUMAN

OHTO PENTEL CRAYON

内ポケットタイプ内ポケットタイプ

内ポケットタイプ内ポケットタイプ

内ポケットタイプ内ポケットタイプ

内ポケットタイプ内ポケットタイプ

#文
学
の
雑
貨



THIRD EDITION

SHOWA NOTE DEBIKA

OBAND SEED

[仕様] キャンバス地、ポーチ付き

サイズ／トート本体：W323×H230×マチ125mm、持ち手長さ355mm
ポーチ：W155×130mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（内ポケットタイプのみ）内ポケット：W147×H120mm

1,580円＋税

材質／本体・ポーチ：コットン50％、ポリエステル50％　　　　　　　　　
タグ：ポリエステル100%

外装／PP袋　　ロット／1個

Old Resta MINI TOTE BAG

ランチトートにぴったりなサイズ。
ポーチつきで、大活躍間違いなし！

取り外し
ポーチ
タイプ

内ポケット
タイプ

内ポケットタイプ

取り外しポーチタイプ 取り外しポーチタイプ

取り外しポーチタイプ 取り外しポーチタイプ



FUEKI PLATINUM

TERANISHI KAGAKU MARUMAN

OHTO PENTEL CRAYON

HINODEWASHI YAMATO

内ポケットタイプ内ポケットタイプ

内ポケットタイプ内ポケットタイプ

内ポケットタイプ内ポケットタイプ

取り外しポーチタイプ 取り外しポーチタイプ

#文
学
の
雑
貨



PILOT

TSUBAMENOTE TOMBOW

内ポケットタイプ内ポケットタイプ

内ポケットタイプ



FIRST EDITION

[仕様] キャンバス地、ポーチ付き

サイズ／トートバッグ：W380×H380×マチ100mm、
持ち手長さ580mm　ポーチ：W190×H140mm　　
内ポケット：W200×H140mm

3,200円＋税

材質／本体・ポーチ：コットン100%　持ち手：牛革　　
タグ：ポリエステル100%　

外装／PP袋　　ロット／1個

Leather & Canvas

内ポケット
タイプ

内ポケットタイプ

FUEKI DEBIKA

SAILOR

内ポケットタイプ内ポケットタイプ

内ポケットタイプ

PENTEL CRAYON MARUMAN

内ポケットタイプ内ポケットタイプ

#文
学
の
雑
貨



SUNSTAR SEED SHACHIHATA

FIRST EDITION

[仕様] 刺繍入り今治産タオルハンカチ

サイズ／W220×H220mm（外装：W150×H170×D15mm）

700円＋税

材質／コットン100％　外装／クラフト包装　　ロット／3枚

Old Resta 今治産タオルハンカチ

ⓒ



レトロ文具のワンポイント刺繍入りハンカチ。
吸水性の高い今治産タオルを使用。
上質でふっくら柔らかいボリュームのあるタオル
ハンカチ。
どこに触れても優しい肌触り。

FUEKI PENTELCRAYON MARUMAN

SHOWANOTE SAILOR DEBIKA

専用什器もご用意しております。数量限定の為、
ご希望の場合は事前にご連絡ください。

[仕様]

サイズ／W500×H470×D305mm 

内容／Old Restaハンカチ 10SKU×各3個

専用什器

今治産タオル 什器専用
POP付き

※什器はイメージです。

※什器のサイズは変更になる場合がございます。

#文
学
の
雑
貨



[仕様] 

サイズ／W190×H280ｍｍ（外装：W215×H295×D10mm）

700円＋税

材質／本体：コットン100％、紐：コットン90%、ポリエステル10%

外装／PP袋　　ロット／3枚

Old Resta 巾着

SUNSTAR

SEED SHACHIHATA

FIRST EDITION

Old Restaトートバッグのデザインとお揃いの巾着。
散らばりがちな小物をまとめるのに最適なサイズ！
デザインごとに異なるカラーの紐もアクセントに。

ⓒ



専用什器もご用意しております。数量限定の為、
ご希望の場合は事前にご連絡ください。

[仕様]

サイズ／W245×H80×D150mm 

内容／Old Resta巾着 10SKU×各3個

専用什器

FUEKI

PENTELCRAYON MARUMAN

SHOWANOTE SAILOR

DEBIKA

※什器はイメージです。

※什器のサイズは変更になる場合がございます。

什器専用
POP付き

#文
学
の
雑
貨



[仕様] 

サイズ／【S】H28.5×W31.8×D17.0cm　容量：11L　重量：1.10kg
【M】H56.0×W36.0×D20.5cm　容量：30L　重量：3.23kg　　　
【L】H66.0×W40.0×D23.5cm　容量：45L　重量：3.67kg　　　　

※【S】サイズのみショルダーストラップ付き　　　　　　　　　　　
【ストラップM】幅1.5cm　全長約129cm（金具含む約135cm）　　
【ストラップS】幅1.5cm　全長約42cm（金具含む約48cm）

【S】7,800円＋税　【M】16,800円＋税　【L】19,800円＋税　

材質／表地：PVC　裏地：ポリエステル　取っ手：PVC　　　　　　　
金具：アルミニウム、亜鉛合金

外装／段ボール　　ロット／1個

Carry Case

サイズ：M、L



ネイビーS ネイビーM ネイビーLレッドS レッドM レッドL

アイボリーS アイボリーM アイボリーL

キャリーケースには3種から選べる　　　　　　　　
キャリーケースカバーがついています。

[仕様]

材質／ポリエステル70%、綿23%、レーヨン6%、　　　
ナイロン1% 

キャリーケースカバー

ストラップM・S

アイボリーS

#文
学
の
雑
貨



注文の多い料理店M

銀河鉄道の夜M銀河鉄道の夜L 赤毛のアンM赤毛のアンL

[仕様] 

サイズ／【L】W320×H370×D30mm　
【M】W280×H320mm　　　　　　　　　
（持ち手の部分は含まず）

オープン価格

材質／ポリエステル70%、コットン30%

外装／PP袋　　ロット／300枚

エコバッグ L・M

#文学の雑貨
『名作文学作品』をイメージした
SNS で話題のアイテム。



人間失格M 人魚姫M 吾輩は猫であるM

ハムレットM こころM 道程M

女の子は何でできてる？M 男の子は何でできてる？Mウォールデン 森の生活Mウォールデン 森の生活L

#文
学
の
雑
貨



人間失格 人魚姫

ブックカバー
［仕様］文庫本対応、しおり紐付き

サイズ／W315×H165mm（開いた状態）　　
しおりの長さ：193mm

オープン価格

材質／表地:ポリエステル 60%、コットン40%
裏地:ポリエステル 85%、コットン15% 　　　
リボン:ポリエステル 　しおり:PUレザー

外装／PP袋　ロット／30枚

銀河鉄道の夜 ウォールデン 森の生活

赤毛のアン



女の子は何でできてる？ 男の子は何でできてる？

吾輩は猫である こころ

注文の多い料理店

#文
学
の
雑
貨



兎と月

猫と水玉 パンダと風船 猫と本 犬と本

文豪猫A 文豪猫B

猫と雪

猫と紅葉 鳥獣戯画

[仕様]文庫本対応、しおり紐＋木製ボールつき

サイズ／W240×H165mm（開いた状態）

1,300円＋税

材質／本体、リボン :ポリエステル　　　　　
しおり :ナイロン 60%　ポリウレタン 40%　
木製ボール:シナミザクラ

外装／PP袋　　ロット／3個

ブックカバー

ほのぼの和柄



兎と月

猫と水玉 パンダと風船 猫と本 犬と本

文豪猫A 文豪猫B

猫と雪

猫と紅葉 鳥獣戯画

[仕様]木製ボールつき

サイズ／W45×H110ｍｍ

600円＋税

材質／本体:ポリエステル　中芯:PET　　　
スピン:ポリエステル　　　　　　　　　　
木製ボール:シナミザクラ

外装／PP袋　　ロット／5個

しおり

̃読書雑貨シリーズ ̃

#文
学
の
雑
貨



―絵本と友だち―

―絵本と共に生きていく―

―絵本と共にプレゼント―

 
もっと絵本が好きになる。

絵本を通して成長する。

「eh o n * t om o」はそんなブランドを

目指しています。

あかちゃんのあそびえほん
シリーズ

作・絵　木村雄一 / 偕成社

ねずみくんのチョッキ
シリーズ

作　なかえよしを / 絵　上野紀子 / ポプラ社

ノンタン
シリーズ

作・絵　キヨノサチコ / 偕成社



ねずみくんのチョッキ ノンタン あかちゃんのあそびえほん

ねずみくんのチョッキ

ノンタン

あかちゃんのあそびえほん

[仕様] ホルマリン検査、堅牢度検査、検針済み

サイズ／W1200×H1200mm　　　　　　
（外装：W210×H210×D60mm）

2,800円＋税

材質／コットン100%

外装／化粧箱　　ロット／1個

おくるみ

[仕様] ホルマリン検査、堅牢度検査、検針済み

サイズ／【ねずみくん】約W175×H210×D195mm
【ノンタン】約W160×H160×D100mm                
【あかちゃん】約W180×H140×D100mm 　           
（外装：【ねずみくん】W180×H180×D180mm　　
【ノンタン・あかちゃん】W180×H180×D90mm）

2,980円＋税

材質／ポリエステル100%

外装／化粧箱　　ロット／1個

リュック

ベビーカーの日除け、おむつ替えシート、授乳ケープなど
マルチに使用できる出産祝いの定番アイテム！

35～60cmで調節できるベルトなので、
歩きはじめたお子様から長く使える。
背中にはアメや小さなおもちゃが入れられる
ポケット付き。

©SACHIKO KIYONO/MIKA KIYONO/KAISEI-SHA

©SACHIKO KIYONO/MIKA KIYONO/KAISEI-SHA

©Yuichi Kimura/KAISEI-SHA

©Yuichi Kimura/KAISEI-SHA

©nezumikun/ポプラ社

©nezumikun/ポプラ社

#文
学
の
雑
貨



[仕様] 

サイズ／【おとな／フリーサイズ】身丈：65cm 身幅：49cm 袖丈：19cm 肩幅：42cm
【こども／110cm】身丈：44cm 身幅：33cm 袖丈：13cm 肩幅：29cm　　　　　　
【こども／120cm】身丈：48cm 身幅:35cm 袖丈：14cm 肩幅：31cm　　　　　　
【こども／130cm】身丈：52cm 身幅：37cm 袖丈：15cm 肩幅：33cm

（外装：【おとな】約W265×H387×D10mm　【こども】約W225×H283×D10mm）

【おとな】2,380円＋税　【こども】1,880円＋税

材質／コットン100%　　外装／PP袋　　ロット／1個

親子リンク Tシャツ

こども130cm

こども120cm

こども110cm おとなフリーサイズ

いっせのーせ

こども

おとな

親子で着ると絵柄が繋がり、リンクする！ 
布に描けるペンを使えば親子でぬりえを楽しめる。



こども130cm

こども120cm

こども110cm おとなフリーサイズ

プリンセスは準備中

こども

おとな

こども130cm

こども120cm

こども110cm おとなフリーサイズ

雨はどこから？

こども

おとな

こども130cm

こども120cm

こども110cm おとなフリーサイズ

らくがきしたの、だあれ？

こども

おとな

こども130cm

こども120cm

こども110cm おとなフリーサイズ

かわいいプリンセス

こども

おとな

#文
学
の
雑
貨



[仕様] 

サイズ／【M】 W300×H225×D120mm　持ち手：260mm
【S】W200×H140×D75mm　持ち手：170mm

（外装：【M】約W330×H290×D20mm　　　　　　　　　
【S】約W230×H205×D15mm）

【M】1,380円＋税　【S】980円＋税

材質／ポリエステル、綿

外装／PP袋　　ロット／1個

親子トートバッグ

ホワイトM ホワイトS

ブラックM ブラックS

[仕様] 

2,400円＋税

ZIG FABRICOLOR
ツイン 12 色セット

Linco Tシャツは
『布にかけるペン』との
併売がオススメです！

参考商品：株式会社呉竹様
※こちらの商品をご希望の方は株式会社呉竹様に
ご連絡ください。弊社からの販売は出来かねます
のでご了承ください。



[仕様] 

【ODANGO】1,200円＋税　　　　　　
【PONYリボンクリップ】1,200円＋税　
【PONY星ヘアゴム】1,500円＋税　　
【MESH】1,500円＋税　　　　　　
【CURLER】1,500円＋税

親子ヘア
アレンジセット

ODANGO

内容／
・おだんごクッション（2個）
・デニムターバン
・デニムリボンゴム

PONYリボンクリップ

内容／
・くるりんぱスティック（大・小）
・リボンクリップ（大2個・小2個）

PONY星ヘアゴム

内容／
・くるりんぱスティック（大・小）
・ラメ入り星ヘアゴム　
・ラメ入り三角バンス

MESH

内容／
・ワンタッチメッシュウィッグ（2個）
・べっ甲風ヘアゴム（大・小）

CURLER

内容／
・熱を使わない布ヘアカーラー（6個）
・大理石調ヘアゴム（ハート・ダイヤ）

ヘアアレンジも
リンクコーデ！

参考商品：株式会社ビューティーワールド様
※こちらの商品をご希望の方は株式会社ビュー
ティーワールド様にご連絡ください。弊社からの
販売は出来かねますのでご了承ください。

#文
学
の
雑
貨





ありきたりな日常を、

カラフル に
自 由 に越えていく

#文
学
の
雑
貨



Black Red

Blue Yellow

[仕様] 

偏光レンズ・UV400　　　　　　　　　　　　　　　　
可視光線透過率：15%　　　　　　　　　　　　　　　
紫外線透過率：1.0%以下

サイズ／本体：W145×H50×D160mm　　　　　　
（外装：W107×H85×D50mm）

2,000円＋税

材質／レンズ：プラスチック（トリアセテート偏光レンズ）
フレーム：ポリカーポネート　　　　　　　　　　　　　
鏡脚：ステンレス、シリコン

外装／専用ボックス　　ロット／1個

Stride Life Number 折りたためる
どこにでも巻き付けられる



Green Orange

Gray

ランニング、フェス、

アウトドア、ウィンタースポーツ…

1つあるだけで大活躍間違いなし。

偏光レンズ UV400仕様

着用してテンプルを軽く押すと頭にフィット！
サングラスがズレにくくなります。

カチッ

PUSH

#文
学
の
雑
貨



Khaki

Sand beige

専用什器もご用意しております。数量限定の為、
ご希望の場合は事前にご連絡ください。

[仕様]

サイズ／W450×H450×D260mm 

内容／合計28個以上のご注文

専用什器

試着に
便利な

ミラー付き



着圧サポート 衝 撃 吸 収 滑り止め機能吸 汗 速 乾

高性能、多機能でしっかりサポート！

通気性のあるメッシュ加工
で熱や湿気を放出

つま先にしっかりと
フィットし、衝撃を吸収

踵にしっかりと
フィットし、衝撃を吸収

アーチ状の
着圧サポートで
土踏まずを保護

厚みのあるタオル地で
衝撃吸収、滑り止め効果も

ブラック

グレー

[仕様] 

サイズ／本体：フリー（25～27cm相当）　
（外装：W140×H305mm）

1,050円＋税

材質／コットン57.5%、ナイロン37.6%、　　
ポリウレタン3.6%、ポリエステル1.3%

外装／PP袋　　ロット／1個

Sports socks

#文
学
の
雑
貨



あなただけの
お気に入りの一本が、
必ず見つかる。

ベルトは「Nylon BELT（別売り）」と交換可能。
自分好みにカスタマイズできる腕時計。

Madelight ShadeStandys Bright
「Standys Bright」
「Madelight Shade」
腕時計本体を選ぶ。
※本体にはベルトが1本付属しています。

Step1

#文
学
の
雑
貨



カスタマイズ用ベルト
「Nylon BELT」
を選ぶ。

Step2
組み合わせは150通り。
あなただけの時計が
完成。

Step3

#文
学
の
雑
貨



[仕様] カラー：全10色

サイズ／本体：W47×H55×D7mm　　　
（外装：φ83mm　高さ87mm）　　　　　 
ベルト：長さ123～205mm（装着可能サイズ）
ワイド：22mm

2,280円＋税

材質／本体：亜鉛合金　ベルト：ナイロン　　
外装／缶　　ロット／1個

Standys Bright

シックなデザインで全10色。
自分好みの1本がきっと見つかる。

ゴールド×ブラック ゴールド×シルバー

ゴールド×ブラウンゴールド×ネイビー ゴールド×カーキ



シルバー×ブラック シルバー×シルバー

シルバー×ブラウンシルバー×ネイビー シルバー×カーキ

#文
学
の
雑
貨



[仕様] カラー：全5色

サイズ／本体：W52×H55×D12mm　　　
（外装：φ83mm　高さ87mm）　　　　　 　 
ベルト：長さ 123～205mm（装着可能サイズ）
ワイド：22mm

2,480円＋税

材質／本体：亜鉛合金　ベルト：ナイロン　　
外装／缶　　ロット／1個

Madelight Shade

ミリタリーな雰囲気と
大きめのサイズで手元に武骨さを。

ブラック×ブラック

ブラック×イエローブラック×レッド

ブラック×ホワイト

ブラック×カーキ



[仕様] カラー:全10色

サイズ／サイズ:長さ123～205mm（装着可能サイズ)
（外装：φ43mm　高さ87mm）　　　　　　　　　 
ワイド：22mm

680円＋税

材質／ナイロン　　外装／缶　　ロット／1個

Nylon BELT

ブラック シルバー

ネイビー ブラウン

カーキ レッド

ネイビー×ホワイト ブラック×ダークグレイ

カモ(グレイ) カモ(カーキ)
「StandysBright」「MadelightShade」
付属のベルトと交換可能です。
※DIGMOLEのベルトは交換不可

#文
学
の
雑
貨



[仕様] カラー：全12色

サイズ／本体：W48×H55×D15mm　　　
（外装：φ83mm　高さ87mm）　　　　　 　
ベルト：長さ 145～215mm（装着可能サイズ）
ワイド：27mm

2,280円＋税

材質／本体：ABS樹脂、ステンレス　ベルト：TPU
外装／缶　　ロット／1個

DIGMOLE

スポーティなデザインで
カジュアルさを演出。

ブラック×ホワイト

ブラック×イエローブラック×グリーン

ブラック×レッド

カーキ×グリーン

カーキ×ホワイト



ネイビー×ホワイト

ネイビー×グリーンカーキ×イエロー

ネイビー×レッドカーキ×レッド

ネイビー×イエロー

狭い売り場でも展開可能な専用什器もご用意しており
ます。数量限定の為、ご希望の場合は事前にご連絡くだ
さい。

[仕様]

サイズ／W530×H415×D300 ｍｍ 

内容／時計15個・ベルト10個　展開可能

専用什器

#文
学
の
雑
貨



Black Blue Black

Black　太軸

Mottled　中軸Bordeaux　中軸 Mat Black　中軸

Navy　太軸

[仕様] ペン先：F字（細字）、コンバーター 1本付属
コンバーター、カートリッジ両用式　　　　
（カートリッジは欧州統一規格 ）

サイズ／太軸：最大径Φ18mm、全長148mm、　
中軸：最大径Φ15mm、全長140mm　　　　　
（外装：W56×H185×D30mm）

1,680円＋税

材質／本体：スチール　パーツ：銅　　　　　　
ペン先：ステンレス

外装／化粧箱　　ロット／1個

Hmmm!?
カジュアル万年筆

Hmmm!?
カジュアル万年筆2

[仕様]  ペン先：F字（細字）、コンバーター 1本付属
コンバーター、カートリッジ両用式　　　　
（カートリッジは欧州統一規格 ）

サイズ／最大径Φ12.0mm、全長138mm　　
（外装：W60×H185×D30mm）

1,680円＋税

材質／本体：スチール　パーツ：銅　　　　　　
ペン先：ステンレス

外装／化粧箱　　ロット／1個

[仕様] 5本入り、欧州統一規格

サイズ／外装：W55×H40×D8mm

300円＋税

材質／容器：PP　水性インク

外装／化粧箱　　ロット／1個

オリジナル
インクカートリッジ

Black GoldMarble Gold White Silver White Gold



A6変形

A5変形

[仕様] 5mmドット・160ページ　　　　　
ハードカバー、糸かがり綴じ

サイズ／【L】W145×H215×D12mm　　
【M】W130×H180×D12mm

【L】1,600円＋税　【M】1,400円＋税

材質／PU、紙、ゴム

外装／PP袋　　ロット／1個

Editable NoteBook
M・L

[仕様] 5mm方眼・96ページ

サイズ／W95×H145×D15mm

500円＋税

材質／コットン、紙、ゴム

外装／シュリンク包装　　　　　　　　　
ロット／1個

Hmmm!? ノート

ブルーパール Mピンクパール M アクアグリーン M アイボリー M ライトネイビー M ブラック M

ブルーパール Lピンクパール L アクアグリーン L アイボリー L ライトネイビー L ブラック L

クリムゾンレッド Lグリーン L イエロー L コーラルピンク L グレーブラウン L ネイビー L

デニム調ピンクS デニム調ライトグレーSデニム調ネイビーS デニム調ブルーSデニム調オレンジS

#文
学
の
雑
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[仕様]電池別売り：単3電池3本使用　　　　
対象年齢：3歳以上

サイズ／W790×H348×D23mm　　　
（外装：W360×H205×D37mm）

2,980円＋税

材質／電池ケース：ABS　　　　　　　　
マット：ポリエチレン

外装／化粧箱　　ロット／1個

ダンスピアノ

[仕様] 組み立て式

サイズ／W300×H500×D250mm　　　　
（外装：W282×H173×D95mm）

2,980円＋税

材質／吸盤・ドラム支柱：PVC　吸盤フック：ABS
脚棒・脚棒受け・ドラムスタンド：PP　シンバル支
柱・ドラムスティック：PP　ドラム：ABS、PVC、紙

外装／化粧箱　　ロット／1個

おうちでドラマー
ドラムセット

組み立て式のお子様用ドラムセット。
遊びながら、手首の力加減などの練習もできる。

[仕様] 

サイズ／W223×H35×D85mm　　　　
（外装：W230×H90×D46mm）

2,180円＋税

材質／アルミニウム、木

外装／化粧箱　　ロット／1個

はじめての
てっきん

遊びながら、音感や自由な発想力を学べる。

[仕様] お題カード 45枚、説明書 1枚

サイズ／カードサイズ： W63×H88mm　
（外装：W100×H149×D28mm）

1,600円＋税

材質／紙

外装／化粧箱　　ロット／1個

ソコウメ !!

ソコウメ!!んのありかよ～編 ソコウメ!!んの天才かよ～編 ソコウメ!!んのアツいわ～編



[仕様] 対象年齢15歳以上

サイズ／　　　　　　　　　　　　　　　　
①②④～⑦⑪ W70×D70×H70mm　　　
③⑨⑫～⑭ W75×H75×D75mm　　　　
⑧ W73×H76×D74mm　　　　　　　　
⑩ W75×H75×D74mm　　　　　　　
（外装：W80×H80×D115mm）

【①～⑦、⑪⑬】800円＋税　　　　　　　　
【⑧～⑩】1,000円＋税　　　　　　　　　
【⑫⑭】900円＋税

材質／天然木

外装／化粧箱　　ロット／1個

木製立体パズル
KUMUZ

①ダイヤモンドスター

難易度 ★★★☆☆

②パンドラスフィア

難易度 ★★★☆☆

④ランパスポッド

難易度 ★★★★☆

⑤クロスプエルタ

難易度 ★★★★☆

⑦クローズドラティス

難易度 ★★★★★

⑧セプテム

難易度 ★★☆☆☆

⑩コルムナ

難易度 ★★★★★

⑬ラウンドセクション

難易度 ★★★★☆

⑭チェックド・ボックス

難易度 ★★★☆☆

③ダイヤモンドスターII

難易度 ★★★★☆

⑥チェッカーキューブ

難易度 ★★★★★

⑨アルテーニス

難易度 ★★★★☆

⑫ロック・ロック

難易度 ★★★★★

 ⑪ダングルムーン　

難易度 ★★★☆☆

[専用什器] 
サイズ／W400×D345×H190mm
内容／木製立体パズル15個

#文
学
の
雑
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カーキ

ネイビー

カーキ×ブラック ブラック ネイビーブラック×レッド

[仕様] 倍率6倍×対物レンズ30mm　　　
持ち運び専用ケース付き

サイズ／W110×H110×D40mm　　　
（外装：W113×H160×D42mm）

1,680円＋税

材質／本体：PVC、ABS　レンズ：ガラス　　
紐・ケース：ナイロン

外装／化粧箱　　ロット／1個

双眼鏡

アウトドア、スポーツ観戦などで活躍。
プチプラなのによく見えて、
持ち運び用の専用ケース付き。

[仕様] 倍率8倍×対物レンズの有効径21mm
持ち運び専用ケース、レンズ拭き付き

サイズ／Φ30×90mm　　　　　　　　　
（外装：W50×H160×D48mm）

1,680円＋税

材質／本体：PVCゴム、ABS、ガラス　持ち運び専用
ケース：ナイロン　レンズ拭き：ポリエステル

外装／化粧箱　　ロット／1個

単眼鏡

携帯に便利な専用ケース付きで、 
片手でも使いやすいコンパクトサイズです。

[仕様] ポーチ付き

サイズ／本体：W700×H1100mm、　　　
ポーチ：W110×D155mm　　　　　　　
（外装：W100×H160×D30mm）

1,780円＋税

材質／本体：ポリエステル　ポーチ：ポリエス
テル、PP

外装／化粧箱　　ロット／1個

コンパクト
レジャーシート

60gと超軽量で持ち運びやすいレジャーシート。
防水・撥水加工なのであらゆるシーンで活躍。

[仕様] 

サイズ／W120×H350mm　　　　　　
（外装：W110×H193×D28mm）

1,000円＋税

材質／外側：ポリエステル　　　　　　　　
内側：ポリエステル85%、 ナイロン15%

外装／化粧箱　　ロット／1個

傘カバー

内側のマイクロファイバーが水滴を吸収。
折りたたみ傘だけでなく、ペットボトルの
収納にも役立つ。



カモフラージュ

カーキ ブラックカーキ

ブラック M

ホワイト L

[仕様] 耐荷重目安 約80kg、専用バッグ付き

サイズ／組み立て時：W300×H280×D190mm 
バッグ収納時：W210×H230×D50mm　　　
（PP袋：W210×H240×D30mm）

1,980円＋税

材質／シート：ポリエステル　フレーム：ステ
ンレススチール　バンド：PPファイバー

外装／PP袋　　ロット／1個

折りたたみチェア

折り畳んでコンパクト専用バッグがついている
ので簡単、便利に持ち運べる。

[仕様] クオーツ式(電池式)、日常生活防水

サイズ／φ45×全長145mm　　　　　　
（外装：W77×H190×D30mm）

1,980円＋税

材質／本体：亜鉛合金　ストラップ：ナイロン
バックル：アルミニウム合金

外装／化粧箱　　ロット／1個

カラビナウォッチ

 色々なスタイルに合わせやすい、 シンプルなデ
ザイン。レジャーや腕時計がつけられないシーン
でも カラビナで洋服やバッグに付けられる。

[仕様] 

サイズ／【ブラック／Mサイズ】:24～26cm 
【ホワイト／Lサイズ】:26～28cm　　　　
（外装：W115×H160×D45mm）

1,380円＋税

材質／本体・ソール：PVC　紐：ポリエステル

外装／化粧箱　　ロット／1個

レインシューズカバー

いつものシューズにサッとかぶせて雨の日仕様に。
天気が変わりやすいアウトドアシーンで
大活躍間違いなし！

[仕様] 専用ポーチ、スナップボタン、　　　　
タープ用ハトメ付き

サイズ／フリー：W1,220×H1,000m　　　
（外装：W113×H200×D45mm）

1,980円＋税

材質／本体：エチレン酢酸ビニール、ポリプロピレン、銅　ポー
チ：エチレン酢酸ビニール、ポリプロピレン、 ポリホルムアデヒド

外装／化粧箱　　ロット／1個

レインギアポンチョ

四隅にハトメがついており、 
タープとしても使用可能。

#文
学
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[仕様]10～15.6インチのノートPC対応

サイズ／組み立て時：W200×H170×D263mm
収納時：W60×H20×D263mm　　　　　　　
（外装：W70×H270×D30mm）

1,980円＋税

材質／本体：ABS、ステンレス鋼　　　　　　
滑り止め部分：シリコーンゴム

外装／化粧箱　　ロット／1個

コンパクト
PCスタンド

[仕様] 17インチまでのノートPC対応

サイズ／約W280×D280mm　　　　　　
組立時最大高：H160mm　　　　　　　　
（外装：W295×H295×D35mm）

1,980円＋税

材質／ABS

外装／化粧箱　　ロット／1個

折りたたみ
ノートPCスタンド

PCを見やすい角度に傾けることで、 
デスクワーク時の負担を軽減。

[仕様] 人体赤外線センサー感知機能：点灯時
間約30秒、連続点灯時間:約10時間、単4電池
3本（別売り）

サイズ／W75×H75×D75mm　　　　
（外装：W75×H160×D80mm）

1,880円＋税

材質／ABS樹脂、マグネット

外装／化粧箱　　ロット／1個

LED
センサーライト

LED
スイッチライト

[仕様] 連続点灯時間約15時間、単4電池3本
（別売り）

サイズ／W75×H112×D33mm　　　　
（外装：W79×H160×D40mm）

980円＋税

材質／ABS樹脂、マグネット、ナイロン

外装／化粧箱　　ロット／1個

[仕様]

サイズ／W137×H87×D23mm　　　　
（外装：W115×H170×D40mm）

2,200円＋税

材質／表生地：ポリエステル　　　　　　　
裏生地：ポリエステル（電波遮断生地）

外装／化粧箱　　ロット／1個

カードスキミング
防止ケース



レッド

ブラック ホワイト

ホワイト ブラック ブルー

[仕様] 容量400ml、耐熱温度100℃、耐冷温度:-10℃
サイズ／φ60×210mm　　　　　　　　　　　　　　
（外装：W75×H220×D75mm）

1,980円＋税

材質／本体：PCT樹脂（トライタン） 　蓋・飲み口蓋・茶漉し：
ポリプロピレン、パッキン：シリコーンゴム

外装／化粧箱　　ロット／1個

マルチクリアボトル

[仕様] 満水約120ml、保温効力:40度以上(約6時間)、
保冷効力:10度以下(約6時間)

サイズ／本体：W45×H147mm、口径：約35mm　
（外装：W55×H160×D55mm）

1,980円＋税

材質／ボディ・フタ外側：ステンレス鋼　フタ内側：ポリプロピ
レン、シリコーンゴム　専用ケース：合成ゴム、ポリプロピレン

外装／化粧箱　　ロット／1個

コンパクト
ステンレスボトル

お気に入りの 紅茶やハーブティーを
作って持ち運べる。

使い方／本体のアダプターを外した状態で
茶葉を入れ、アダブターをはめてからお湯を
いれる。

真空断熱構造で、保冷保温対応のコンパクトな
ステンレスボトル。 やわらか素材の専用ケース
付きで持ち歩きも安心。

#文
学
の
雑
貨



[仕様]

サイズ／W270×H250 ×D15mm　　　
（外装：W130×H210×D30mm）

800円＋税

材質／ポリエステル80%、ナイロン20%

外装／化粧箱　　ロット／1個

ヘアドライキャップ

[仕様]

サイズ／W210×H245×D15mm　　　　
（外装：W117×H220×D31mm）

1,200円＋税

材質／ポリエステル80%、ナイロン20%

外装／化粧箱　　ロット／1個

ヘアドライキャット

[仕様]

サイズ／ターバン：W200×H105×D55mm
泡立てネット：W65×H150×D20mm　　
（外装：W115×H190×D32mm）

890円＋税

材質／本体：ポリエステル85%、ナイロン15%

泡立てネット：PE（ネット・スポンジ）、PP（リン
グ）、ポリエステル（紐）

外装／化粧箱　　ロット／1個

ヘアドライターバン
with 泡立てネット

ベビーピンク クリームイエロー

ベビーピンク ミントグリーン

ベビーピンク

インディゴブルー ミントグリーン

ヘアドライキャップにかわいい猫のデザインが
登場！マイクロファイバーの吸水性はそのまま
に、お風呂あがりのリラックスタイムをかわい
く楽しめる。

お風呂上がりに被るだけで、
濡れた紙の水分をしっかり吸収。

アイボリー



[仕様] 乾電池式（単3アルカリ電池1本使用・
別売り）

サイズ／Φ30×H115mm　　　　　　　
（外装：W82×H188×D47mm）

1,800円＋税

材質／本体：ABS　刃部分：ステンレススチー
ル　巾着：ポリエステル

外装／化粧箱　　ロット／1個

ポータブルシェーバー

[仕様]

サイズ／W50×H135 ×D80mm　　　　
（外装：W92×H190×D65mm）

1,860円＋税

材質／本体：ABS　洗顔ブラシ・角質洗浄ブラシ：
ナイロン、ABS　ラテックススポンジ：ラテックス、
ABS　かかと角質取り：軽石、ABS　ケース：PP

外装／化粧箱　　ロット／1個

電動洗顔ブラシ

[仕様]充電時間：約60分　使用時間：約50分

サイズ／W58×H135×D35mm　　　　
（外装：W148×H210×D35mm）

2,500円＋税

材質／シリコン、ABS

外装／化粧箱　　ロット／1個

電動シリコンフェイシャルブラシ

優しい剃り心地でお顔周りにも。
 刃の部分は簡単に外せて、 水洗い可能。

電動式でお手軽に洗顔できる。 
ブラシを変えれば、かかとの角質のお掃除も！

#文
学
の
雑
貨



Pink

[仕様]

サイズ／フェイス：W38×H178mm　アイシャドウL：W10×H143mm
アイシャドウM：W8×H154mm　アイブロウ：W9×H140mm　　　　　
ブラシ&コーム：W25×H148mm　（外装：W182×H257×D25mm）

1,680円＋税

材質／毛：ナイロン　軸：木、アルミニウム

外装／化粧箱　　ロット／1個

up PLUS 特別編集
ヘア＆メイクアップアーティスト新見千晶さん
『ブラシ活用BOOK』付き

Makeup Brush Set

Black

[仕様]

サイズ／フェイス：W38×H175mm　アイシャドウL：W10×H143mm
アイシャドウM：W8×H154mm　アイブロウ：W9×H140mm　　　　　
ブラシ&コーム：W25×H148mm　（外装：W125×H205×D25mm）

1,500円＋税

材質／毛：ナイロン　軸：木、アルミニウム

外装／化粧箱　　ロット／1個

メイクブラシセット
Black・Pink

up PLUS特別編集
 ヘア＆メイクアップアーティスト
新見千晶さん『ブラシ活用BOOK』

※写真はイメージです。
デザインが変更になる場合がございます。



頭皮を
健やかに

髪ツヤを
保つ

静電気を
防止

髪通り
なめらか

手に馴染む

竹素材

[仕様]

サイズ／W80×H230×D40mm　　　　
（外装：W58×H240×D85mm）

1,300円＋税

材質／ハンドル：ヤチダモ　　　　　　　　
ブラシ部分：豚毛、ナイロンピン　台座：ゴム

外装／化粧箱　　ロット／1個

頭皮ケア＋
サラサラ美髪ヘアブラシ

[仕様]

サイズ／W60×H220×D33mm　　　　
（外装：W65×H222×D44mm）

1,080円＋税

材質／ハンドル・ピン：竹　台座：ゴム

外装／化粧箱　　ロット／1個

バンブーパドルブラシ

[仕様]

サイズ／W430×H250×D90mm

2,180円＋税

材質／カバー：ポリエステル100%　　　　
本体・中袋：ポリプロピレン100%　　　　　
詰め物：ウレタンフォーム

外装／台紙・PP袋　　ロット／1個

とろける快眠まくら

手に優しくなじみ、
静電気を抑える天然
木材を使用

「豚毛」でサラサラな
美しい髪に

「ピン」で頭皮を　　
優しくケア

#文
学
の
雑
貨



[仕様] 

サイズ／W45×H260×D30mm　　　　　　　　　　
（外装：W60×H265×D45mm）

900円＋税

材質／肉球部分：TPE、ABS　バネ：ステンレススチール　持ち手：木材

外装／化粧箱　　ロット／1個

肉球肩たたき
スティック

[仕様]

サイズ／W75×H130×D45mm　　　　
（外装：W117×H160×D47mm）

1,800円＋税

材質／本体：天然木　ベルト：綿

外装／化粧箱　　ロット／1個

木製ハンディープレス

[仕様] 

サイズ／W147×H45×D80mm　　　　　　　　
（外装：W80×H160×D50mm）

1,000円＋税

材質／天然木　外装／化粧箱　　ロット／1個

足裏リラックス
ローラー

グレー ピンク ミント

適度な凸凹が足裏のツボを刺激して、
 疲れた体をリフレッシュしてくれます。 
お手軽サイズで、狭い足元でも使えます。

天然素材の木製ピンが優しくツボを刺激。
バンド付きなので手にしっかりなじむ。

猫好きにはたまらない、 かわいらしい
肉球デザイン。コンパクトサイズで、
デスクに置いておくのにも◎



裏面

[仕様] Tシャツ収納目安　スクエア 10～12
枚　ラウンド 6～8枚

サイズ／スクエア：W360×H250 ×D130mm 
ラウンド：W300×H200 ×D180mm　　　
（外装：W132×H230×D70mm）

1,380円＋税

材質／ポリエステル

外装／化粧箱　　ロット／1個

ウォッシャブルポーチ

[仕様] 

サイズ／W440×H410×D250mm　　　
（外装：W130×H230×D70mm）

1,380円＋税

材質／ポリエステル

外装／化粧箱　　ロット／1個

ランドリーバッグ

[仕様]【M】23～25cm　【L】25～27cm

サイズ／【M】W150×H300×D30mm　　　　　
【L】W165×H300×D30mm　　　　　　　　　　
（外装：【M】W263×H340×D30mm　【L】W280×H348×D30mm）

1,980円＋税

材質／アッパー・中綿：ポリエステル　　　　　　　　
中敷き：綿80%、ポリエステル20%　底材 TPR

外装／PP袋　　ロット／1個

Comfy Slippers

[仕様]Tシャツ収納目安13枚 

サイズ／W400×D300mm　　　　　　
（外装：W280×H170mm）

1,680円＋税

材質／本体：ポリエステル　　　　　　　
ファスナー：ナイロン、亜鉛合金

外装／PP袋　　ロット／1個

衣類圧縮バッグ

M L

スクエアとラウンドの2種セット。キャリーケースの
中の整理もできて、 旅行から帰ったらそのまま洗濯
機へ 入れられて便利。

バッグのまま洗濯できる洗濯ネット。
ジムやサウナにオススメ。

ファスナーを閉めるだけで、容量の約50%を
圧縮可能。旅行だけでなくジムなどでも活躍！

中綿入りで寒い季節も暖かい。 　　　　　　　　
凸凹ソールになっているので滑りにくく、 安心。

#文
学
の
雑
貨



[仕様] 

サイズ／W216×H35×D35mm　　　　
（外装：W70×H190×D42mm）

1,480円＋税

材質／ABS樹脂、ポリカーボネート

外装／化粧箱　　ロット／1個

ハンディマウス
ウォッシャー

[仕様]

サイズ／W85×H165×D40mm　　　　
ベルト：750～1430mm　　　　　　　　
（外装：W235×H190×D30mm）

1,680円＋税

材質／ポリエステル、POM、PE

外装／化粧箱　　ロット／1個

ベルトポーチ

[仕様]

サイズ／φ41×H183mm　　　　　　　
（外装：W50×H195×D52mm）

1,500円＋税

材質／ABS、ポリエステル

外装／化粧箱　　ロット／1個

エチケットブラシ

[仕様] 乾電池式（単4アルカリ電池1本使用・
別売り）

サイズ／φ20×146mm、刃:φ8mm　　
（外装：W72×H183×D36mm）

1,480円＋税

材質／本体：ABS、PP、PS　刃：ステンレスア
イロン　ブラシ：ナイロン、PP

外装／化粧箱　　ロット／1個

エチケットシェーバー
（鼻毛カッター）

ミルクホワイト ピーチピンク ミントグリーン

持ち運びに便利なサイズなので、 カバンに
入れて出先でも使える。

気になる鼻毛、耳毛などを手軽に 処理。 
水洗いOKで清潔に使用可能。



[仕様] 耐熱温度:-30～230℃、各サイズ1枚
入り

サイズ／【XS】φ65mm　【S】φ95mm　　
【M】φ115mm【L】φ145mm　　　　　
（外装：W81×H220×D45mm）

1,280円＋税

材質／シリコン

外装／化粧箱　　ロット／1個

シリコンエコラップ

[仕様] 耐熱温度:-30～230℃

サイズ／W364×H250mm　　　　　　
（外装：W60×H260×D45mm）

1,280円＋税

材質／シリコン

外装／化粧箱　　ロット／1個

シリコングリルマット

[仕様] 

サイズ／【ふつう】W150×H140mm(内径135mm) 
【小さめ】W133×H138mm(内径120mm)　　　
（外装：W170×H150×D22mm）

600円＋税

材質／本体：不織布、ポリプロピレン　　　　　　　
ゴム：ポリウレタン、エラスチック、ファイバー

外装／化粧箱　　ロット／1個

つり革握れるWA

[仕様] 

サイズ／W220×H145mm　　　　　　
（外装：W225×H328mm）

980円＋税

材質／EVA樹脂

外装／台紙　　ロット／1個

マルチシートポーチ

ブルー

ピンク

ふつう ちいさめ

XS S M L

洗って何度も使えるシリコンラップ。
サイズ4種類×各1枚。 四角い容器にもOK！

除菌シートやフェイスパックなど、 様々なシート
の収納に対応。 蓋つきで中身が乾きにくくなって
います。 鏡付きで身だしなみチェックにも便利。

つり革や手すりを直接触らず、 握ることが
できる。 使い捨てなので衛生的、 ゴムで固
定できるので滑りにくく安心。

※ウイルスや菌との接触を完全に防ぐもの
ではありません。

フライパンの大きさにカットすれば、 油なし
でもくっつきにくく、臭いもうつりにくい。

#文
学
の
雑
貨



ワイン

ブラック

グレー エメラルドグリーン

オレンジ グリーン

コンパクトな見た目ながらしっかりと 
マチもあり収納力が高く、 
便利な内ポケット付き。

[仕様] 

サイズ／W300×H215×D120mm　　　
（外装：W240×H190×D30mm）

1,980円＋税

材質／本体：ポリエステル　持ち手：合皮

外装／化粧箱　　ロット／1個

ミニトートバッグ

[仕様] 

サイズ／W320×H160×D30mm　　　
（外装：W233×H190×D33mm）

1,780円＋税

材質／本体・裏地：ポリエステル　ベルト：ポ
リエチレン　留め具：ポリホルムアルデヒド

外装／化粧箱　　ロット／1個

ウエストポーチ

[仕様] 

サイズ／間口：幅530mm　底幅：370mm 
高さ：300mm　厚さ：160mm　　　　　
（外装：W235×H210×D30mm）

1,980円＋税

材質／ポリエステル

外装／化粧箱　　ロット／1個

マルチポケットトート

外側と内側に計8つもポケットがついた便利な
トート。折り畳め、シンプルなデザインで、　　
マザーズバッグとして使用可能。



ブラック

ネイビー

ベージュ ブラック カーキ

オールホワイト マルチブルー

オールネイビー ピンクネイビー

ホワイト

ブラック ピンク

グリーン

[仕様] 

サイズ／約W200×H255×D3mm　　　
持ち手長さ：約1290mm　　　　　　　　
（外装：W245×H300×D15mm）

2,300円＋税

材質／本体：コットン90％、ポリエステル
10％　持ち手：牛革　ボタン：鉄

外装／PE袋　　ロット／1個

for Color Sacoche

[仕様] 

サイズ／全長115cm(バックルを含む)　　
幅3.7cm　　　　　　　　　　　　　　　
（外装：W57×H190×D50mm）

1,680円＋税

材質／ベルト：ポリプロピレン　バックル：亜
鉛合金

外装／化粧箱　　ロット／1個

フリーサイズ
リングベルト

[仕様] 

サイズ／全長 110cm(バックルを含む) 　　
幅 3.7cm　　　　　　　　　　　　　　　
（外装：W59×H240×D35mm）

1,680円＋税

材質／バックル：亜鉛合金　ベルト：ポリエステル70%、
スパンデックス30%、 革（ブラック、カーキのみPUレザー）

外装／化粧箱　　ロット／1個

ブレイド
ストレッチベルト

#文
学
の
雑
貨



セルリアンブルー
ブラック

ダスティピンク

ブラック

ベージュ

グレージュ

ブラック

カーキ

ダスティピンク

[仕様]

サイズ／W105×H75×D25mm　　　　
（外装：W100×H160×D30mm）

1,880円＋税

材質／PU、ポリエステル、亜鉛合金、銅、鉄

外装／化粧箱　　ロット／1個

たっぷり収納じゃばら
ポケットカードケース

[仕様]

サイズ／広げた時：W200×H96×D20mm
折り畳み時：W95×H73×D35mm　　　
（外装：W80×H100×D44mm）

2,250円＋税

材質／合成皮革

外装／化粧箱　　ロット／1個

ミニマムウォレット

[仕様] 

サイズ／W97×H80×D25mm　　　　　
広げた時：W180×H97×D10mm　　　　
（外装：W85×H130×D35mm）

1,980円＋税

材質／ポリエステル、PP

外装／化粧箱　　ロット／1個

コンパクト
ウォレット

[仕様] ムーブメント及び電池：日本製

サイズ／本体：W31×H28×D7mm　　　
ベルト（装着可能サイズ）：120～155mm/W11mm
（外装：W77×H190×D45mm）

1,980円＋税

材質／本体：亜鉛合金　ベルト：PU　　　
バックル：亜鉛合金

外装／PVCケース　ロット／1個

Hmmm!?
ファッショナブルウォッチ



長財布サイズに折りたためるエコバッグ。 　　
中は防水仕様なので、冷たい食品でも 安心。

[仕様] 

サイズ／広げた状態：W410×H366mm　
畳んだ状態：W193×H116mm　　　　　
（外装：W193×H116mm）

880円＋税

材質／本体：ポリエステル・PVC　ファスナー 
ナイロン

外装／PP袋　　ロット／1個

おサイフ型
エコバッグ

[仕様] 専用ケース付き

サイズ／【M】W365×H300mm　マチ：130mm　持ち
手：620mm　【L】W480×H400mm　マチ：150mm　
持ち手：620mm　（外装：【M】W76×H135×D75mm
【L】W86×H165×D85mm）

【M】1,200円＋税　【L】1,500円＋税

材質／ポリエステル

外装／フック穴付きパッケージ　　ロット／1個

BALES MOTTAKE
BAGGAGE M・L

ねこ　ブルー ねこ　ピンク ねこ　グレー ねこ　ブラック

ねこ　ネイビー

ワインL

ワインM

ブルーM ブルーL ベージュM ベージュL

カーキM カーキL ブラックM ブラックL

バラ　ネイビー バラ　ピンク バラ　ブラック バラ　ブルー

ハイビスカス　ネイビー ハイビスカス　ホワイト ハイビスカス　ブラック ハイビスカス　ブルー

#文
学
の
雑
貨



ネイビー

ワイン

ブラック×ボストン

ブラウン×ウェリントン

ブラック×ウェリントン

デミ×ボストン

オレンジ ネイビー カーキ

レッド

疲れがちな現代人の目をトレーニング。

[仕様] 

サイズ／W41×H110×D7mm　　　　
（外装：W59×H160×D23mm）

980円＋税

材質／牛革、ステンレス

外装／化粧箱　　ロット／1個

本革製靴べら
キーホルダー

[仕様] 

サイズ／フリー　　　　　　　　　　　　　
（外装：W55×H190×D45mm）

1,680円＋税

材質／レンズ・フレーム:ポリプロピレン

外装／化粧箱　　ロット／1個

眼トレ
ピンホールメガネ

[仕様]ブルーライトカット率 28%(EN基準)、
紫外線透過率 0.1%以下（99.9％以上カット）、
巾着付き

サイズ／フリー（外装：W60×H180×D48mm）

1,580円＋税

材質／フレーム：HPC　レンズ：アクリル
巾着：ポリエステル

外装／化粧箱　　ロット／1個

ブルーライト
カットメガネ

[仕様] 

サイズ／フリー　　　　　　　　　　　　　
（外装：W50×H165×D45mm）

1,780円＋税

材質／フレーム：ポリカーボネート　　　　
レンズ：アクリル

外装／化粧箱　　ロット／1個

LEDライト付き
ルーペメガネ

レンズアップ



ブラウン×ブラック1.0 ブラウン×ブラック2.0 ブラウン×ブラック3.0

ブルー×ブラック1.0 ブルー×ブラック2.0 ブルー×ブラック3.0

レッド×ブラック1.0 レッド×ブラック2.0 レッド×ブラック3.0

ブラック×ブラック1.0 ブラック×ブラック2.0 ブラック×ブラック3.0

オレンジ×ブラック1.0 オレンジ×ブラック2.0 オレンジ×ブラック3.0

コンパクトに折りたためる
リーディンググラス。 
ケースもついて、読書のお供にどこへでも
安心して持ち運びOK。

[仕様] 専用ケース付き

サイズ／組立時：フリー　　　　　　　　 
ケース収納時：W95×H50×D34mm　　
（外装：W52×H185×D35mm）

1,680円＋税

材質／フレーム：PC　レンズ：PMMA　　
ケース：ポリエステル、アルミニウム、合金、
EVAC

外装／化粧箱　　ロット／1個

キャリー
リーディンググラス

#文
学
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雑
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