
鉛筆も「ピアノ」にこだわりたい！

カタログ有効期限／2022年4月30日※品切れ・廃番の場合がございます。在庫をお確かめの上ご注文ください。

ご注文の際には、ご注文番号、商品名、色･柄のある商品はその色･柄をご指定下さい。

◎■は商品のサイズ、□はパッケージサイズ、●はパッケージ形態、▲は材質です。多少表示数値と異なる場合があります。
◎〈　〉の数字は、1箱または1パックの入数です。
◎当カタログに掲載されている税込価格は、消費税率10％で計算した金額です。また、市場変動により告知なく販売価格を変更する場合が
ございます。予め御了承ください。

◎カタログに印刷された商品の色調は、実際の商品と多少異なる場合があります。
◎商品によっては、季節・流行・諸般により色・規格デザイン等の変更がありますので予めご了承ください。
◎掲載商品で〈色柄指定不可〉と明示してある商品につきましては色・柄・種類の指定ができませんの指定無しでのご注文をお願い致します。

A5罫線ノート　ピアノの音色

■148×210mm ●裸▲紙　〈50〉　PN21-01　※本文48ページ

ご注文番号

¥220（税抜￥200）
PN1015-01
JAN 4580004-391169

３ポケットファイル A４　ピアノの音色

■220×310mm ●裸▲ポリプロピレン　〈250〉　PN21-02

ご注文番号

¥396（税抜¥360）
PN2015-01
JAN 4580004-391176

鉛筆２B　ピアノの音色

■177mm●裸▲木　〈1000〉　PN21-03

ご注文番号

¥77（税抜¥70）
PN0715-01
JAN 4580004-391183

鉛筆 ２B　スターダストシンフォニー

■177mm●裸▲木　〈1000〉　SS21-03

ご注文番号

¥77（税抜¥70）
SS0715-01
JAN 4580004-391213

３ポケットファイル A４　スターダストシンフォニー

■220×310mm ●裸▲ポリプロピレン　〈250〉　SS21-02

ご注文番号

¥396（税抜¥360）
SS2015-01
JAN 4580004-391206

A５罫線ノート　スターダストシンフォニー

■148×210mm ●裸▲紙　〈50〉　
SS21-01　※本文48ページ

ご注文番号

¥220（税抜¥200）
SS1015-01
JAN 4580004-391190

スリムペンスタンド　ピアノの音色

■50×91×204mm□51×92×205mm●箱入り▲ポリプロピレン　
〈60〉　PN22-08

ご注文番号

¥792（税抜¥720）
PN7215-01
JAN 4580004-391275

ペンポーチ　ピアノの音色

■210×120mm □210×120×10mm●クリア袋入り
▲ポリエステル　〈200〉　PN22-06

ご注文番号

¥748（税抜¥680）
PN6815-01
JAN 4580004-391251

クリアボトル ３５０ml　ピアノの音色

■Φ65×H145mm□70×70×152mm●箱入り
▲本体：ポリカーボネート、蓋・飲み口：ポリプロピレン、パッキン：シリコン　〈80〉　
PN22-05　※耐熱温度：-20℃～100℃

ご注文番号

¥792（税抜¥720）
PN3515-01
JAN 4580004-391244

レッスンバッグ　familiar MUSIC

■360×280×80（マチ）mm（持ち手含まず）□360×280×5mm
●クリア袋入り▲本体：ポリエステル、持ち手：ポリプロピレン
〈100〉　FM22-01BK,01NV

JAN 4580004-391282

JAN 4580004-391299

FM6315-01〈ブラック〉

FM6315-02〈ネイビー〉

￥693（税抜￥630）
ご注文番号

ご注文番号

シリコンマルチミニケース

■50×28×58mm□51×30×82mm●透明箱入り
▲本体/シリコン,チャーム/亜鉛合金,ボールチェーン/スチール　
〈50〉　HX21BK,WH　

JAN 4589870-212486

JAN 4589870-212493

TY4010-01〈ブラック〉

TY4010-02〈ホワイト〉

￥550（税抜￥500）
ご注文番号

ご注文番号

６色マーカー　MAESTRO

■17×125×17mm□35×125×17mm●クリア袋入▲PP
〈200〉　M2006HL

ご注文番号

¥418（税抜￥380）
MS3815-01
JAN 4580004-390711

ロケット連結タイプで
組み合わせも自由に変えられる！

楽譜からお菓子の袋まで
何かと便利な万能クリップ！

明
日
は
ど
の
色
に

し
よ
う
か
な
♪

クリアファイル　MAESTRO

■220×310mm●裸▲PP　〈500〉　M2002F-BE

ご注文番号

¥198（税抜￥180）
MS1815-01
JAN 4580004-390674

裏柄

鉛筆 ２B　MAESTRO

■177mm●裸▲木　〈1000〉　M2005PC

ご注文番号

¥77（税抜￥70）
MS0715-01
JAN 4580004-390704

ミニメモ　MAESTRO

■95×55×7mm●裸▲紙　〈200〉　M2004MP　
本文：６０枚

ご注文番号

¥165（税抜￥150）
MS1515-01
JAN 4580004-390698

メモ面

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

ワイドクリップ　ピアノの音色

■150×50×22mm●クリア袋入り▲プラスチック製
〈300〉　PN22-09

JAN 4580004-391305
PN2815-01

¥308（税抜￥280）
ご注文番号

ワイドクリップ　la la PIANO

ご注文番号

¥308（税抜￥280）
LP2815-01
JAN 4580004-390551

■150×50×22mm●クリア袋入り
▲プラスチック製　〈300〉　L1922SC

鉛筆（２Ｂ）　CLASSIC

■177mm●裸▲木　〈1000〉　C1914PC

ご注文番号

¥77（税抜￥70）
CL0715-01
JAN 4580004-390407

ミニメモ　CLASSIC

■95×55×7mm●裸▲紙　〈200〉　C1915MP
本文：60枚

ご注文番号

¥165（税抜￥150）
CL1515-01
JAN 4580004-390414

メモ面 裏柄

クリアファイル CLASSIC

■220×310mm ●裸▲PP　〈500〉　C1905F-NV

ご注文番号

¥198（税抜￥180）
CL1815-01
JAN 4580004-390315

ギフト
セット
例

MS7015-01　鉛筆 ２B MAESTRO ×2
MS1815-01　クリアファイル MAESTRO ×2
MS0715-01　ワイドクリップ MAESTRO ×1

商品代合計¥660

オリジナル
ラッピング

の
ご案内

ギフト
セット

包装・
シール

さあ、「マエストロ」と素敵なメロディーを

中面もシックなタータンチェック♪ 上品なチェックがアクセント

商品形状によりましては、包装をできかねる場合がございます。

YOSHIZAWA 発 表 会 記 念 品春のおすすめコレクション
Yoshizawa Spring Collection 2022

YOSHIZAWA 発 表 会 記 念 品春のおすすめコレクション
Yoshizawa Spring Collection 2022

ブラック

ブラック

ネイビー

ホワイト

裏柄

裏柄

裏柄

中面

中面

裏柄

柄

柄

★楽器のカタチの星座たち♪こんな夜空を眺めてみたい！★

★
紙をはさむと

イメージチェンジ！
★

楽譜や

ノートなどの

勉強道具が

すっぽり♪

★
楽器のカタチの

星座たち★

文具などを
スッキリ見やすく
収納しちゃお♪

漫画タッチで
キュートなイラスト♪

漫画タッチの
いろんな音色がモチーフ

♪

チャームはト音記号♪

チャーム＆
ボールチェーン付き

横向きにも使える♪

柄

柄

コインやアクセサリーのケースにぴったり♪

紙をはさむと
イメージチェンジ♪

マルチに使える
フラットポーチ♪

残量が
わかりやすい便利な
クリアボトル♪

飲み口

持
ち
運
び
や
す
い
軽
量
設
計
、

優
し
い
口
当
た
り
の
飲
み
口
で
す
。

包装代 （包装紙代込み）

一包み 44円（税抜￥40）

一枚 11円（税抜￥10）
発表会記念シール貼付代

 （シール代込み）

貼付料金表

※包装紙の柄を指定してください。
※包装には通常、受注後2週間程かかります。
※繁忙期には包装の手配に受注後3週間程かかります。

発表会のギフトに
ふさわしいラッピングで
贈り手の心伝えて…。

包装紙　チェック 包装紙　レース

発表会シール

裏ワンポイント柄

クリアファイル 
　la la PIANO

■220×310mm ●裸▲PP　〈500〉　L1906F-WH

ご注文番号

¥198（税抜￥180）
LP1815-01
JAN 4580004-390322

シックでPOPなピアノの奏で！
「this is PIANO モチーフ」

メモ面

ミニメモ　la la PIANO

■95×55×7mm●裸▲紙　〈200〉　L1912MP
本文：60枚

ご注文番号

¥165（税抜￥150）
LP1515-01
JAN 4580004-390384

柄

鉛筆（２Ｂ）　la la PIANO

■177mm●裸▲木　〈1000〉　
L1911PC

ご注文番号

¥77（税抜￥70）
LP0715-01
JAN 4580004-390377

横長サイズで書きやすい♪

クラシカルなチェック柄は
流行りすたりのない「王道デザイン」

書きやすい2B芯！

見せたくなっちゃうピュアカラー♪

Yoshizawa Spring 
Collection 2022

￥77から
￥418まで
￥77から
￥418まで


