
ピアノ

音符

五線譜

消しゴム付鉛筆〈クリスマス〉
30本BOX

■本体長さ：約 200㎜□57㎜×90㎜（消しゴムのみパッケージあり）
●モール留めOP袋▲PET、ウッド、ゴム
※1本単価￥77（税抜￥70）
※3柄アソート 色指定不可

ご注文番号

¥2,310（税抜￥2,100）
XJ2115-01〈サンタ・雪だるま・トナカイ〉

お
勧
め
アイ
テム

大
集
合
！

鉛筆にもっと
トキメキを♥

クリスマス包装紙

XH9010-01〈50枚セット〉
￥5,500（税抜￥5,000）
ご注文番号

■860×610mm
XH9020-01〈単品1枚〉

￥110（税抜￥100）
ご注文番号

X’mas柄ラッピング
包装紙

1包／￥66（税抜￥60）（包装紙代込）
※包装紙の柄は予告なく変更する場合がござい
　ます。予めご了承ください。

サンタ消しゴム

※1個単価￥99（税抜￥90）　5-ST/6

￥594（税抜￥540）
ご注文番号 XM7315-01〈6個セット〉

JAN 4523929-050117

可愛い洋服と
帽子の
セットだよ！

クリスマスクリップ３個セット　スモーキー

■26×28×18mm□90×50×18ｍｍ●OP袋入り▲スチロール樹脂
7-X-Sm

￥396（税抜￥360）
ご注文番号 XM0315-04

JAN 4523929-070559

クリスマスポップアップメモ

■80×80×5mm□90×90×10mm●OP袋入り▲紙
9-35

JAN 4986755-077008
XJ4015-01

¥143（税抜￥130）
ご注文番号

クリスマスブランケット

■900×700mm□230×240×40mm●紙帯巻きOP袋入
▲ポリエステル　8-34　※2色（青・赤）アソート 色指定不可

JAN 4986755-074953
XJ6015-01

¥693（税抜￥630）
ご注文番号

ジングルベルが街に響けば、わくわくドキドキ！

カタログ有効期限
2022年12月25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で指定無しでの
ご注文をお願い致します。

クリスマスギフトセレクション2022

音
楽
雑
貨
で
暮
ら
し
を
素
敵
に
ド
レ
ス
ア
ッ
プ
♪

雨田カレンダー2023

■260（展開は520mm）×362mm
※チラシ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ございます。

￥1,870（税抜￥1,700）
ご注文番号 AM0522-01

リングカレンダー大2023
音楽のある生活

■300×300mm□300×300mm●PP袋入り▲紙
〈6〉　※表紙1枚、本文12枚、六曜・24節気付き

￥1,650（税抜￥1,500）
ご注文番号 YDC-804-596

JAN 4961099-804596

卓上カレンダー2023
音楽のある生活

■137×135×75mm□134×180mm●PP袋入り▲紙
〈6〉　※表紙1枚、本文12枚、六曜・24節気付き

￥880（税抜￥800）
ご注文番号 YDC-804-800

JAN 4961099-804800

スリムマンスリーダイアリー2023
音楽のある生活

■90×160mm□90×160mm●裸▲紙　〈6〉
イヤーカレンダー/イヤリープラン/マンスリースケジュール/
横罫メモ/フリーメモ/アドレス/緊急連絡先

￥770（税抜￥700）
ご注文番号 YDD-805-012

JAN 4961099-805012

数量
限定

数量
限定 365日、毎日音楽と一緒

2023 CALENDAR

X’mas
Gift 

Selection
2022

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,02DN

JAN 4580004-391282

JAN 4580004-391404

FM6315-01〈ブラック〉

FM6315-03〈ダークネイビー〉

¥770（税抜￥700）
ご注文番号

ご注文番号

ブラック

ダークネイビー

ファスナーケース付きだから小物も整理できちゃう♪

残量がわかりやすい
便利なクリアボトル♪

クリアボトル ３５０ml　スターダストシンフォニー

■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〉　SS22-12　※耐熱温度：-20℃～100℃

JAN 4580004-391374
SS3515-01

¥858（税抜￥780）
ご注文番号

６ポケットリングファイル
スターダストシンフォニー

■235×311×12mm□235×311×12mm●クリア袋入り
▲本体：PP、リング：スチール　〈60〉　SS22-13

JAN 4580004-391381
SS7815-01

¥946（税抜￥860）
ご注文番号

飲み口

図柄

裏柄

全パーツ取り外して
洗えるから清潔！

6つのポケットにA4サイズも
A3サイズも収まります♪

※小物は商品に含まれておりません。

A3サイズ

中身も見える
クリアポケット

A4サイズ

シリコンサニタイザーケース
Music landscape

■35×70×25ｍｍ（取り付け部分・ボトル含まず）
□135×195×35mm●クリア袋入り 
▲本体/シリコン,ボトル/PET,スプレー・キャップ/PP,
チューブ/PE,チャーム/亜鉛合金
〈70〉　MLS006SCB

ご注文番号

¥715（税抜￥650）
TY6415--01〈ブラック〉
JAN 4589870-212448

ぐるりと一周木々が
描かれています♫

鍵盤に見える木々がおしゃれ♫

裏柄

マグカップ　Piano Tree

■φ80×85mm□115×85×90mm●箱入り▲陶器　〈60〉
P22-0721-80

JAN 4945119-102107
SE3615-01

¥880（税抜￥800）
ご注文番号

プレート　Piano Tree

■φ160×20mm□165×165×25mm●箱入り▲陶器
〈60〉　P22-0722-80

JAN 4945119-102114
SE3915-01

¥880（税抜￥800）
ご注文番号

木が鍵盤のようなピアノツリー♪
音楽の森から楽しい音色が聴こえてきそう♪

アクリルタンブラー

■φ82×90mm□95×95×98mm●箱入り
▲メタクリル樹脂　〈36〉　AJAＹ-600,601,602

OY4815-01〈ピアノ〉

OY4815-02〈音符〉

OY4815-03〈五線譜〉

¥660（税抜￥600）
ご注文番号

ご注文番号

ご注文番号

JAN 4981181-481771

JAN 4981181-481788

JAN 4981181-481795

カラフル

手つなぎ

ブラボーハイブリッドハンカチ

■200×200mm□215×215mm●PP袋入り
▲表地：マイクロファイバークロス、裏地：綿　
434640201,434640202

JAN 4589946-375237

JAN 4589946-375244

LN6520-01〈カラフル〉

LN6520-02〈手つなぎ〉

¥660（税抜￥600）
ご注文番号

ご注文番号

YOSHIZAWAYOSHIZAWA 秋冬おすすめ
コレクション2022

発 表 会 記 念 品発 表 会 記 念 品

楽譜やノー
トなどの

勉強道具
がすっぽり

♪

消毒液などを持ち運びできる
ケース♪

11月
上旬
発売

シリコン製で柔らかく
バッグに取り付け可能♪

ト音記号の
チャーム付き♪

一見かわいいミニハンカチですが、
手もスマホもメガネも楽器も拭ける
便利な多機能ハンカチです。
表はマイクロファイバー素材で、
4つ折りで違う作曲家が楽しめます。
ポケットにもかさばりません。


