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マットなオレンジが大人可愛い～透明素材で中身が見える！

❽5ポケットフォルダー A4
　MAESTRO

■324×244×10mm□324×244×10mm
●クリア袋入り▲PP　〈80〉　M2102PF

JAN 4580004-390889
MS7215-01

¥792（税抜￥720）
ご注文番号

A4クリアファイルが
そのまま入っちゃう♪

5つのポケットでスッキリ整理♪
マチ付きだからたっぷり収納♪

動画で
チェック！

ピアノ

応援隊

図柄

図柄

21S/N マグカップ

■φ80×80mm□105×90×90mm●箱入り▲陶器
〈72〉　SN253-11,SN254-11

JAN 4979855-211373

JAN 4979855-211380

SY1020-01〈ピアノ〉

SY1020-02〈応援隊〉
ご注文番号

ご注文番号

¥792（税抜￥720） 24S/N 耳付ボウル

■φ125×45mm□130×130×50mm●箱入り
▲陶器　〈48〉　SN251-351

JAN 4979855-203019
SY7020-01〈ピアノ〉ご注文番号

¥748（税抜￥680）

MUG CUP
★☆ PLATE

★☆

BOWL
★☆

22S/N プレート

■φ165mm□165×170×25mm●箱入り▲陶器
〈48〉　SN254-318

JAN 4979855-211403
SY2020-02〈応援隊〉ご注文番号

¥770（税抜￥700）

25S/N ウォッシュタオル

■340×350mm□210×240×10mm
●PE袋入り▲綿100%〈360〉　2279-03804

JAN 4549510-300843 
NS5020-01〈音符〉

¥660（税抜￥600）
ご注文番号

26S/N ミニタオル

■250×250mm□160×160×10mm
●PE袋入り▲綿100%　〈330〉　2279-04802

JAN 4549510-300836
NS3020-01〈音符〉

¥550（税抜￥500）
ご注文番号

WASH 
TOWEL

★☆

MINI TOWEL

★☆

12ペンケース　プルミエ

■210×100×10mm□210×100×10mm
●クリア袋入り▲合成皮革　〈200〉　P1802PC

ご注文番号

¥660（税抜￥600）
CY6015-01
JAN 4580004-390018

ふんわりやわらか上質な手触り♪

裏柄

11クリアペンポーチ vivace

■215×110×10mm□215×110×10mm●クリア袋入り
▲ポリエステル・TPU　〈200〉　V1807CP

JAN 4580004-390124
VC6015-01

¥660（税抜￥600）
ご注文番号

マグネットタイプなので
テープの取り外しも簡単♪

ピアノの屋根（フタ）を
ガチャっと押して
ください♪

内側の底にはクッション付。

音色が聞こえてきそうなアップライト型♪

メガネケース
にも！！

●がま口なので開閉もカンタン!!
●シリコンなので傷付きにくい!
●スタンドするので机の上もスッキリ!
●車のカップホルダーに入るので
　サングラス置き場にも

16シリコンスタンドケース

■φ58×205mm□72×62×210mm●透明箱入り▲シリコン・スチール
〈70〉　MI212BK,WH

JAN 4589870-211380

JAN 4589870-211199

TY5110-01-01〈ブラック〉

TY5110-01-02〈ホワイト〉

¥1,320（税抜￥1,200）
ご注文番号

ご注文番号

※小物は商品に
　含まれておりません。

使い方いろいろ♫

ブラック

ホワイト

ふわふわモコモコの

マイクロファイバー
タオル♪ふわふわモコモコの

マイクロファイバー
タオル♪

15マスコットタオル 
　グランドピアノ

■（使用時）240×380mm、（収納時）120×110×60mm
□240×380×10mm●クリア袋入り▲ポリエステル、ナイロン
〈100〉　GP2103-BK,WH

JAN 4580004-390957

JAN 4580004-390964

DE2015-01〈ブラック〉

DE2015-02〈ホワイト〉

¥858（税抜￥780）
ご注文番号

ご注文番号

動画で
チェック！

ピンク ブルー

アイボリー

柄アップ

ふっくらとした吸水性の良いタオル生地に
大作曲家の刺繍を贅沢に施しました♪

29ブラボーマグ

■φ70×80mm□110×90×90mm●箱入り
▲陶磁器　〈60〉

JAN 4589946-370157　

JAN 4589946-372922

LN1820-01〈胸像〉

LN1820-02〈手つなぎ〉

￥990（税抜￥900）
ご注文番号

ご注文番号

裏柄 裏柄
手つなぎ胸像

飲み物を入れると何だか気持ちよさそうに浸っているよ♪

27マグカップ　MAESTRO

■φ80×80mm□110×91×91mm●箱入り
▲陶磁器　〈36〉　M2009MC

ご注文番号

¥792（税抜￥720）
MS4215-01
JAN 4580004-390742

28プレート　MAESTRO

■φ150mm□162×162×25mm●箱入り
▲陶磁器　〈40〉　M2010PL

ご注文番号

¥792（税抜￥720）
MS5915-01
JAN 4580004-390759

❽ ❾

W抗菌
抗菌素材+抗菌加工

ブルー ピンク イエロー グリーン

32抗菌マスクケース　クロネコカルテット

■140×140×8mm□145×145×8mm●クリア袋入り▲抗菌PP（内側：抗菌加工）
〈20〉　K2106-BL,PK,YE,GR

JAN 4580004-391039

JAN 4580004-391046

JAN 4580004-391053

JAN 4580004-391060

DE8015-01〈ブルー〉

DE8015-0２〈ピンク〉

DE8015-0３〈イエロー〉

DE8015-0４〈グリーン〉

￥330（税抜￥300）
ご注文番号

ご注文番号

ご注文番号

ご注文番号

ドットたま

音たま

各色裏面

耳ひもを出してボタンで
留めれば掛け置きに便利

洗って使えるネコマニアな かわいく・清潔にマスクを収納まけニャイmask

さあ、「マエストロ」と素敵なメロディーを

偉大な作曲家が「ＢＲＡＶＯ」
といっている表情が、
ぷっと笑えて幸せな気分になる
大人気シリーズ！

ぽ
っ
て
り
フ
ォ
ル
ム
が
カ
ワ
イ
イ
ね
♪

コンパクトタイプのかわいいステープラー♪ マスキングテープなど
コンパクトなテープにぴったり♪

31まけニャイマスク

■170×125mm□135×205×30mm●PP袋入り
▲ポリエステル91%（内、抗菌糸含有量30%）、ポリウレタン9%
E701_DT,OT

JAN 4571226-753736

JAN 4571226-753781

NF4615-01〈ドットたま〉

NF4615-02〈音たま〉

¥616（税抜￥560）
ご注文番号

ご注文番号

17作曲家タオルハンカチ
¥594（税抜￥540）
ご注文番号

ご注文番号

■250×250mm ●裸▲綿100%　ＣＴ-4,5,6

ご注文番号

MZ1020-01〈アイボリー〉

MZ1020-02〈ピンク〉

MZ1020-03〈ブルー〉

JAN 4582173-591333

JAN 4582173-591340

JAN 4582173-591357

く
る
く
る
収
納
す
れ
ば

か
わ
い
い
ピ
ア
ノ
の

マ
ス
コ
ッ
ト
に
♪

鍵盤は刺繍で表現♪

18ステープラー　ピアノ

■60×43×50mm□72×62×58mm●箱入り
▲レジン・スチール　〈144〉　SCB-1141

JAN 4945119-099827
SE9310-01

¥1,078（税抜￥980）
ご注文番号

19ミニテープカッター　ピアノ

■85×75×40mm□98×50×88mm●箱入り
▲レジン・スチール・マグネット　〈72〉　SCB-1142

JAN 4945119-099834
SE9410-01

¥1,650（税抜￥1,500）
ご注文番号

20ペンスタンド　ピアノ

■72×90×72mm□85×83×108mm●箱入り
▲レジン　〈72〉　SCB-1143

JAN 4945119-099841
SE9710-01

¥1,650（税抜￥1,500）
ご注文番号

マグ
カップ

とセットで揃えたいね♪

マーチングバンド

楽器

30マグカップ　コースター付き

■φ75×100mm□125×104×80mm●クリア箱入り▲陶磁器
〈48〉　8080013,8080014

JAN 4580472-203476

JAN 4580472-203483

JY7215-01〈マーチングバンド〉

JY7215-02〈楽器〉

¥880（税抜￥800）
ご注文番号

ご注文番号

ブラック
ホワイト

※テープは付属しません。
幅18mm、外径φ52mmまでの小巻きテープが使用できます。

※小物は商品に
　含まれて
　おりません。

10ワイドクリップ　MAESTRO

■150×50×22mm●クリア袋入り▲プラスチック製
〈300〉　M2101SC

JAN 4580004-390872
MS2815-01

¥308（税抜￥280）
ご注文番号

❾レッスントートバッグ
　MAESTRO

■400×300mm（持ち手含まず）□400×300mm
●クリア袋入▲ポリエステル　〈100〉　M2007LB

ご注文番号

¥990（税抜￥900）
MS9015-01
JAN 4580004-390728

より上質なポリエステル
生地を使用し、裏地・
内ポケット付きで
機能もバッチリ♪

ゆったりサ
イズの

ヨコ型トー
ト

14メッセージ付箋　MAESTRO

■120×60×4mm□120×60×4mm●クリア袋入り▲紙
〈100〉　M21MF-01　※付箋：30枚

JAN 4580004-390841
MS8015-01

¥330（税抜￥300）
ご注文番号

13メッセージ付箋　クロネコカルテット

■120×60×4mm□120×60×4mm●クリア袋入り▲紙
〈100〉　K21MF-02,03　※付箋：30枚

JAN 4580004-390858

JAN 4580004-390865

DE3015-01〈コーラルピンク〉

DE3015-02〈ターコイズ〉

¥330（税抜￥300）
ご注文番号

ご注文番号

コーラルピンク ターコイズ

コーラルピンク：付箋 ターコイズ：付箋

付箋

数量限定 数量限定

23S/N プレート

■φ165mm□165×170×25mm●箱入り
▲陶器　〈48〉　SN251-318

JAN 4979855-203057
SY6520-01〈ピアノ〉ご注文番号

¥715（税抜￥650）

数量限定


