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発 表 会 記 念 品発 表 会 記 念 品

ロングパックンポーチ
¥770（税抜￥700）
ご注文番号

ご注文番号

■95×175mm □100×177mm ●PP袋入り
▲マイクロファイバー　J575DT,PT,TJ

ご注文番号

NF7015-05〈ドーナツとたま〉

NF7015-06〈ピアノとたま〉

NF7015-07〈たまじゃらけ〉

JAN 4571226-696170

JAN 4571226-696217

JAN 4571226-696224

ドーナツとたま 裏柄 裏柄 裏柄ピアノとたま たまじゃらけ

ペン、キャンディ！ 
メガネも収納できるロングタイプの
パックンポーチ♪

ピアノ

ドット図柄

図柄

MUG CUP
★☆

CUTE

PLATE
★☆

S/N マグカップ

■φ75×90mm□95×95×100mm●箱入り
▲陶器　〈60〉　SNZ51-11,SNZ52-11
※この商品は、色釉薬、撥水、パットによる技法にて
製作しているため多少の色むら、濃淡などは趣のある
風合であり焼き物の特性としてご了承ください。

JAN 4979855-218372

JAN 4979855-218389

SY3020-01〈ピアノ〉

SY3020-02〈ドット〉
ご注文番号

ご注文番号

¥990（税抜￥900）

ピアノ

ドット

S/N キュートプレート

■φ135mm□140×140×25mm●箱入り▲陶器
〈72〉　SNZ51-257,SNZ52-257
※この商品は、色釉薬、撥水、パットによる技法にて
製作しているため多少の色むら、濃淡などは趣のある
風合であり焼き物の特性としてご了承ください。

JAN 4979855-218396

JAN 4979855-218402

SY5020-01〈ピアノ〉

SY5020-02〈ドット〉
ご注文番号

ご注文番号

¥660（税抜￥600）

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

スリムペンスタンド　ピアノの音色

■50×91×204mm□55×97×210mm●箱入り▲ポリプロピレン　
〈60〉　PN22-08

ご注文番号

¥858（税抜¥780）
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

¥770（税抜¥700）
PN6815-01
JAN 4580004-391251

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

文具などを
スッキリ見やすく
収納しちゃお♪

横向きにも使える♪

マルチに使える
フラットポーチ♪

ミニメモ　ピアノの音色

■95×55×7mm●裸▲紙　〈200〉　PN22-10
本文：60枚

ご注文番号

¥165（税抜￥150）
PN1515-01
JAN 4580004-391336

消しゴム　ピアノの音色

■53×20×13mm□53×20×13mm●クリア袋入り
▲PVC　〈200〉　PN22-11

ご注文番号

¥132（税抜￥120）
PN1215-01
JAN 4580004-391350

ミニタオル　ピアノの音色

■200×200mm ●裸▲綿100％　〈50〉　PN22-12

ご注文番号

¥462（税抜￥420）
PN3915-01
JAN 4580004-391398

メモ面

スヌーピーの

可愛い仕
草に癒され

るね

スヌーピーと仲間たち
の

　　楽しいアイテム大
集合！！

ポケットポーチ　音符鍵盤

■135×100×20ｍｍ□150×120×30ｍｍ
●OP袋入り▲ポリエステル　〈160〉　※内側仕切りあり

JAN 4990650-446890
OK1015-01

¥770（税抜￥700）
ご注文番号

クリップで挟むだけ！
ハンカチや

ポケットティッシュなどの
持ち運びに
便利♪

裏柄

シリコンスタンドケース 音楽とネコ

■φ58(底部)×H205mm□72×210×62ｍｍ●透明箱▲シリコン,スチール
〈70〉　MC05BK,WH

JAN 4589870-213643

JAN 4589870-213650

TY5315-01〈ブラック〉

TY5315-02〈ホワイト〉

¥1,540（税抜￥1,400）
ご注文番号

ご注文番号

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♪

※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

認定番号：第2015-2087号 認定番号：第2015-2086号 認定番号：第2022-793号

音符 五線譜 リズム

JAN 4981181-481801
OY6515-05〈リズム〉ご注文番号

今治タオルハンカチ

■250×250mm□250×250mm●PP袋入り▲綿100%　〈200〉　AOTM-651,650,655

JAN 4981181-488367

JAN 4981181-488350

OY6515-01〈音符〉

OY6515-02〈五線譜〉

¥715（税抜￥650）
ご注文番号

ご注文番号

シックな柄の本格タオル♪
吸水性と肌触りが最高です。

部活動やレッスンの必需品♪厚手の表紙で楽譜を綺麗に収納できます♪

クラフト紙にモノトーンのたまちゃんがお洒落♪

シンプルな黒色がスタイリッシュでおしゃれ♫
ネコちゃんがたわむれている遊び心も♪

譜面台にのせても
180度きれいに開きます。

光が反射しにくいオレンジピール
加工でステージ上でも見やすい♪

表・裏表紙は
ポケットが付いて
便利 ！

A4サイズのポケット
がたっぷり24枚。
A3サイズは11枚を
見開きで収納可能 ！

ミュージックレッスンファイル

■315×243×17mm□315×243mm●クリア袋▲ポリプロピレン　〈2〉
FL-95/KB/BLG,FL-95/GC/IVG

JAN 4534203-108639

JAN 4534203-117525

NA3815-01〈鍵盤　ブラックゴールド〉

NA3815-02〈ト音記号　アイボリーゴールド〉

￥1,320（税抜￥1,200）
ご注文番号

ご注文番号

鍵盤　ブラックゴールド

ト音記号　アイボリーゴールド

スチールペンスタンド 音楽とネコ

■ト音記号：83×118×80mm■ピアノ：80×100×80mm□90×123×85mm●紙箱
▲本体/スチール,滑り止め/EVA　〈50〉　MC03PST,MC03PSP

JAN 4589870-213391

JAN 4589870-213407

TY7615-01〈ト音記号〉

TY7615-02〈ピアノ〉

¥1,518（税抜￥1,380）
ご注文番号

ご注文番号

音たまクラフト付箋

■70×70mm□70×70mm●PP袋入り▲紙　P198FA,ON
※本文50枚 

JAN 4571226-703540

JAN 4571226-703557

NF1215-01〈フェイス〉

NF1215-02〈音符〉

¥308（税抜￥280）
ご注文番号

ご注文番号

フェイス

音符

ピアノ

ト音記号

ト音記号/柄 ピアノ/柄

イ
ン
テ
リ
ア
に
も
マ
ッ
チ
し
や
す
く

色
々
な
シ
ー
ン
で
小
物
類
を
ス
ッ
キ
リ
収
納
♪

トートバッグ

■360×370×90（マチ）mm(持ち手含まず）□365×380×50mm
●OPP袋入り▲綿70％、ポリエステル30％　〈50〉
上部ファスナー付、内ポケット×1

JAN 4990650-459623

JAN 4990650-459630

YB1215-01〈まめしば鍵盤〉

YB1215-02〈まめはち音符〉

¥1,320（税抜￥1,200）
ご注文番号

ご注文番号

上部ファスナー付き 内側ポケット

まめしば鍵盤 まめはち音符


