
最大φmm 重量ｇ

金型所在 軸材質

定番性 ＳＰ上代

18 3.5

日本 電導ABS

定番 -

2

中国 電導ABS

受注 -

11 3

中国 アルミ

受注 -

18 4.5

日本 電導ABS

定番 -

18 5

日本 電導ABS

定番 -

13 6

日本 電導ABS

定番 -

14 5

日本 アルミ

定番 -

5

中国 鉄

受注 -

軸以外材質
特記事項

定番色展開

¥160
スマートフォン用　タッチ棒ミニ　ノーマル

60×φ9.5 QS-AB 38

部　　材　　画　　像
上代

部　　　　材　　　　名　　　　称

サイズmm 品番 軸長mm 芯全長mm

真鍮・電導BRゴム 電導成型ABS+真鍮リング+電導ゴムによって、スマートフォンヘ静電
気を伝導できるタッチ棒ミニ。電導ABSにより成型色は黒のみ。組み
立て前の軸の状態で回転印刷や転写加工が可能(ロット必要)。黒

真鍮・電導BRゴム・ナイロン・PON 電導成型ABS+真鍮リング+電導ゴムによって、スマートフォンヘ静電
気を伝導できるタッチ棒ミニ。コネクタージャック付で僅か2gの超軽量
設計。紐は60mm、イヤージャック17mm。黒成型しかできない。電導
ABS軸へ塗装済み。単色5,000本以上の受注生産。受注色

¥200
スマートフォン用　メタルタッチ棒　スリム

109×φ7.1 JW-704 94

¥260
スマートフォン用　電導成型タッチ棒ミニ

42×φ8.5 JW-705 13

真鍮・電導BRゴム アルミ+真鍮リング+電導ゴムによって、スマートフォンヘ静
電気を伝導できるメタルタッチ棒。金属アルミボディによっ
て僅か3gの軽量設計。単色5,000本以上の受注生産。受注色

真鍮・電導BRゴム・ナイロン・鉄・亜鉛合金 電導成型ABS+真鍮リング+電導ゴムによって、スマートフォンヘ静電
気を伝導できるタッチ棒ミニ。電導ABSにより成型色は黒のみ。組み
立て前の軸の状態で回転印刷や転写加工が可能(ロット必要)。カニ
カン式のストラップを標準装備。僅か5gの軽量設計。黒

¥230
スマートフォン用　タッチ棒ミニ　コネクタストラップ付

60×φ9.5 QS-ABC 38

¥200
スマートフォン用　タッチ棒ミニ　カニカンストラップ付

60×φ9.5 QS-ABK 38

真鍮・電導BRゴム・ナイロン・鉄・POM・亜鉛合金 電導成型ABS+真鍮リング+電導ゴムによって、スマートフォンヘ静電
気を伝導できるタッチ棒ミニ。電導ABSにより成型色は黒のみ。組み
立て前の軸の状態で回転印刷や転写加工が加工(ロット必要)。イ
ヤーコネクタージャックを標準装備。僅か5gの軽量設計。黒

真鍮・電導BRゴム 電導成型ABS+真鍮リング+電導ゴムによって、スマートフォンヘ静電
気を伝導できるキャップ式BP。電導ABSにより成型色は黒のみ。組
み立て前の軸の状態で回転印刷や転写加工が可能(ロット必要)。黒

¥300
スマートフォン用　メタルタッチ棒　日本製

102×φ8.5 QS-AL 77

¥200
スマートフォン用　タッチ&BP

121×φ9.5 QS-T&BP 79 91+(真鍮)

真鍮・電導BRゴム・ABS アルミ+真鍮リング+電導ゴムによって、スマートフォンヘ静
電気を伝導できるメタルタッチ棒。アルマイトメッキにより
指定色の表現も可能。白・青・銀・黒・赤

真鍮・BRゴム・ナイロン・POM 鉄+真鍮リング+電導ゴムによって、スマートフォンヘ静電
気を伝導できるタッチ棒ミニ。コネクタージャック付で僅か
3gの金属製。単色3,000本以上の受注生産。受注色

¥450
スマートフォン用　メタルタッチ棒ミニ

42×φ8.5 JW-705BR 14



最大φmm 重量ｇ

金型所在 軸材質

定番性 ＳＰ上代

10 11.5

中国 鉄

定番 -

10 11

中国 アルミ・真鍮

受注 -

12 13

中国 鉄(ｽﾃﾝﾚｽ)

定番 -

13 16

中国 真鍮

受注 -

13 25

中国 真鍮

受注 -

15 15.5

中国 ABS

受注 -

15 13.5

中国 ABS

受注 -

12 23

中国 真鍮

受注 　－

部　　材　　画　　像
上代

部　　　　材　　　　名　　　　称

サイズmm 品番 軸長mm 芯全長mm

軸以外材質
特記事項

定番色展開

真鍮・電導BRゴム
鉄+真鍮リング+電導ゴムによって、スマートフォンヘ静電
気を伝導できる回転式金属軸BP。30年近いロングセラー
を続けるクロスタイプの細軸ボディペンはペンとしても逸
品。黒・青

¥500
スマートフォン用　メタル回転式　BP メッキ仕上げ

139×φ8.5 QS-PD04MX 48 116+(クロスPP)

¥450
スマートフォン用　メタル回転式　BP

138×φ8.5 K2-QSPD04M 47 114+(クロスPP)

鉄・電導BRゴム 鉄+真鍮リング+電導ゴムによって、スマートフォンヘ静電気を伝導で
きる回転式金属軸BP。30年近い支持を得ているクロスタイプの細軸
ボディ。鉄製の軸を真鍮やアルミボディへ変更して、メッキや指定色
塗装加工ができるバージョン。単色3,000本以上の受注生産。受注色

真鍮・電導BRゴム
ステンレス製は13.5ｇ。鉄+真鍮リング+電導ゴムによって、スマート
フォンヘ静電気を伝導できる回転式金属軸BP。BPの芯は国際規格
金属D-1芯を使用。電導ステンレス軸で製作することも可能。

銀

¥800
スマートフォン用　メタルキャップ式　BPショート

122×φ9.0 K2-QSJW702 33(74) 98+(パーカー)

¥750
スマートフォン用　金属２色回転　BP

121×φ8.7 K2-QSJW703 49(49) 67+(D・1)

鉄・電導BRゴム・ABS 伝統的なキャップ式金属BPのショートタイプ。下軸先端へスマート
フォンタッチ機能を備えたタッチ＆BP。パーカー型芯を使用。真鍮軸
+真鍮リング+電導ゴムによって、スマートフォンヘ静電気を伝導。単
色3,000本以上の受注生産。受注色

鉄・電導BRゴム・ABS 伝統的なデザインと重量感に富んだキャップ式真鍮BP。下軸先端へ
スマートフォンタッチ機能を備えたタッチ＆BP。パーカー型芯を使用。
真鍮軸+真鍮リング+電導ゴムによって、スマートフォンヘ静電気を伝
導。単色3,000本以上の受注生産。受注色

¥1,100
スマートフォン用　クリスタルストーン回転BP　φ12

146×φ12.0 K2-P035BS 55(64) 67+

¥850
スマートフォン用　メタルキャップ式　BPエクストラ

141×φ9.7 K2-QSJW701 51(71) 98+(パーカー)

AS・鉄・真鍮・電導ゴム・非承認石
クリスタルストーン(非承認石)を挿入した回転式スマートフォン用BP。下部・先テイパー・

天冠パーツはABS(一部ABS+塗装又はクロームメッキ加工)。石の数は120～150個。石

の色(非承認石)の変更が可能(紫60円、桃300円アップ）。メタルプレート付は250～300

円アップ。スチールクリップ+真鍮リング+電導ゴムによってスマートフォンへ静電気を伝

導。受注色

AS・鉄・真鍮・電導ゴム 背景印刷と前面スライドパネル印刷を、上軸の液体パラフィンオイルで浮遊移動させるスマートフォ

ン用回転式フローターペン。フィギアのみが浮遊するタイプもあり。3段にスライドパネルが移動する

タイプも製作可能。フィギアスライドパネル抜型、印刷加工工賃は別料金。スチールクリップ+真鍮リ

ング+電導ゴムによってスマートフォンへ静電気を伝導。5,000本以上の受注生産。受注色

¥850
スマートフォン用メタルキャップ式BPスリムエクストラ

141×φ9.0 K2-QSJW700 98+

¥700
スマートフォン用 スライディングフローターペン　φ12　

146×φ12.0 Q-P040BS 55(58) 67+

鉄・BRゴム・ABS 伝統的なデザインと重量感に富んだ細軸キャップ式真鍮BP。日本の大手筆記具メーカーと共通の

全長９８mmφ３mmの芯と互換性を持たせた完全日本仕様。下軸先端へスマートフォンタッチ機能を

備えたタッチ＆BP。真鍮軸＋真鍮リング＋電導ゴムによって、スマートフォンへ静電気を伝導。受注色



最大φmm 重量ｇ

金型所在 軸材質

定番性 ＳＰ上代

18 45

日本 電導ABS

受注 -

18 5

日本 電導ABS

受注 -

18 3.5

日本 電導ABS

受注 -

14 5

日本 アルミ

受注 -

17 11

中国 電導ABS

受注 　－

軸以外材質
特記事項

定番色展開

¥280
スマートフォン用　タッチ棒ミニ　コネクタストラップ付・カラー

60×φ9.5 QS-ABCP 38

部　　材　　画　　像
上代

部　　　　材　　　　名　　　　称

サイズmm 品番 軸長mm 芯全長mm

真鍮・電導BRゴム・ナイロン・鉄・亜鉛合金 電導成型ABS+真鍮リング+電導ゴムによって、スマートフォンヘ静電気を伝

導できるタッチ棒ミニ。電導ABSにより黒成型しかできない為、塗装により軸

のカラーを表現するバージョン。イヤーコネクタージャックを標準装備(イヤー

ジャック無しは￥200）。単色3,000本以上の受注生産。受注色

真鍮・電導BRゴム・ナイロン・鉄・亜鉛合金 電導成型ABS+真鍮リング+電導ゴムによって、スマートフォンヘ静電
気を伝導できるタッチ棒付BP。BPの芯は3角芯で露出タイプにつき
衣類汚れに注意。イヤーコネクタージャックを標準装備(イヤージャッ
ク無しは￥230）。3,000本以上の受注生産。黒

¥160
フィギア取付専用　スマートフォン用　タッチ棒ミニ　

66×φ9.5 QS-MAB 38

スマートフォン用　タッチ&BPミニ　コネクタストラップ付

70×φ9.5 QS-ABS&BP 38 35+(三角)

真鍮・電導BRゴム 電導成型ABS+真鍮リング+電導ゴムによって、スマートフォンヘ静電
気を伝導できるタッチ棒ミニ。電導ABSにより成型色は黒のみ。組み
立て前の軸の状態で回転印刷や転写加工が可能(ロット必要)。頂上
へフィギア取付用パーツを標準装備。1,000本以上の受注生産。黒

真鍮・電導BRゴム アルミ+真鍮リング+電導ゴムによって、スマートフォンヘ静電気を伝
導できるメタルタッチ棒。アルマイトメッキにより指定色の表現も可
能。頂上へフィギア取付用パーツを標準装備。単色1,000本以上の受
注生産。白・青・銀・黒・赤

¥240
スマートフォン用４色ラバーBP

137×φ11.8 SG3147 47 85+

¥300
フィギア取付専用　スマートフォン用　メタルタッチ棒　

108×φ8.5 QS-MAL 77

TPR・鉄・真鍮・電導ゴム 直径φ１２mm以下のスリムなボディの４色BPラバーグリップ付。軸は
電導ABSで成型し、金属クリップ＋電導ABS＋真鍮リング＋電導ゴ
ムによって、スマートフォンの画面へ静電気＆電導できるスーパー４
色BP。青・緑・橙・赤

中 止



最大φmm 重量ｇ

金型所在 軸材質

定番性 ＳＰ上代

9 2

中国 電導ABS

受注生産 -

7 6

中国 アルミ

受注生産 -

9 7

中国 アルミ

受注生産 -

9 6

中国 アルミ

受注生産 -

13 6

日本 電導ABS

定番 -

17 11

中国 電導ABS

定番 -

16 7

中国 電導ABS

定番 -

部　　材　　画　　像
上代

部　　　　材　　　　名　　　　称

サイズ 品番 軸長mm 芯全長mm

軸以外材質
特記事項

定番色展開

¥160
スマートフォン用　ミニタッチ棒

48×φ9 QS-TP 23 -

ナイロン・BRゴム･POM わずか２gの超軽量タッチ棒。イヤｰジャック18㎜、ストラップ40㎜。電
導成型ABSへメタリック塗装を施し、クロームメッキの接続パーツにて
静電気を伝導.するタッチ専用棒。5,000本以上の受注生産。受注色

¥250
スマートフォン用　メタルタッチ棒　φ7

87×φ7 QS-TP-42 48 -

真鍮・亜鉛合金・鉄・ナイロン･POM・BRｺﾞﾑ 全長87㎜、直径7㎜のオール金属製タッチ棒。カニカンストラッ
プ(全長75㎜)付で、軸はアルマイトメッキ加工。小さくて贅沢な
タッチ専用棒。5,000本以上の受注生産。受注色

¥300
スマートフォン用　メタルタッチ棒　φ9

87×φ9 QS-TP-43 48 -

真鍮・亜鉛合金・鉄・ナイロン･POM・BRｺﾞﾑ 全長87㎜、直径9㎜のオール金属製タッチ棒。カニカンストラップ(全
長75㎜)付で、軸はアルマイトメッキ加工。静電気の伝導性が良好な
ハイクラスタッチ専用棒。5,000本以上の受注生産。受注色

¥200
スマートフォン用　ミニタッチ＆BP

80×φ9 QS-TP20 37 70

電導ABS・鉄・BRゴム 軸にアルミを使用する本格的なキャップ式BP&タッチペン。美しいメタ
リック塗装、ラバーコートのキャップ、φ25㎜のリング等独創的なスタ
イルとミニサイズを実現。5,000本以上の受注生産。受注色

¥200
スマートフォン用　タッチ＆BP　(ステンレス先ニブへ変更)

121×φ9 QS-T&BP 79 91

真鍮・BRゴム 100％日本製の電導成型ABSで製造されたキャップ式BP&タッチペ
ン。電導成型ABSにより黒成型のみ。軸色別注は塗装加工か転写加
工が必要。軸の状態で全ての印刷方法に対応。黒

¥120
スマートフォン用　メタリックコート回転式BP

137×φ13 QS-137 70 83

BRゴム・鉄 不規則なボディラインのスマートフォン用回転式BP。金属クリップと
ABSメタリック塗装、クロームメッキによりエコノミーと高級感を両立。
先テイパーの回転で芯が露出。橙・緑・青

¥150
スマートフォン用　ノック式ミニBP　メタリックコート

94×φ9 QS-94 49 61

BRゴム・真鍮・亜鉛合金・鉄・ナイロン･POM
タッチゴムの中心からBPの芯が露出する構造。軸はABSメタ
リック塗装を施し、ラバーコート加工のグリップで握度抜群。ミ
ニサイズで実用性とエコノミーを両立。全長49mmのイヤｰｼﾞｬｯ
ｸ付。銀・青



最大φmm 重量ｇ

金型所在 軸材質

定番性 ＳＰ上代

12 6

中国 電導ABS 

定番予定 -

13

中国 電導ABS 

定番予定 -

14 8

中国 再生紙筒

定番予定 -

13.5 7

中国 電導ABS 

定番予定 -

12 7

中国 電導ABS 

定番予定 -

10 13

中国 アルミ・鉄

定番予定 -

10 9

中国 鉄

定番 -

部　　材　　画　　像
上代

部　　　　材　　　　名　　　　称

サイズ 品番 軸長mm 芯全長mm

軸以外材質
特記事項

定番色展開

¥150
スマートフォン用　スリム回転式BP　(金属軸ではない)

136×φ9 QS-TP02 44 106

BRゴム・真鍮・鉄 細軸回転式BP&タッチペン。軸、先テイパー、頂上接続パーツ
に電導ABSを使用し、徹底的にコストダウンを実施。表面はメタ
リック塗装とクロームメッキにより金属軸と見間違うほどの質感
を確保。受注色(未確定)

¥150
スマートフォン用　ラバー回転式BP　(金属軸ではない)

134×φ9 QS-TP01 65 86

真鍮・BRゴム・鉄・TPR 回転式ラバーグリップ付BP&タッチペン。。軸、先テイパー、頂
上接続パーツに電導ABSを使用し、徹底的にコストダウンを実
施。表面はメタリック塗装とクロームメッキにより金属軸のよう
な質感を演出。受注色(未確定)

¥150
スマートフォン用　ペーパーノック式BP

135×φ10 QS-TP06 100 107

電導ABS・BPゴム 再生紙筒のノック式BP＆タッチペン。タッチゴムの中心からBPの芯
が露出する構造。内部軸と頂上接続パーツは、電導ABSを使用し静
電気を伝道。黒クリップ

¥150
スマートフォン用ノック式BP　(金属軸ではない)

140×φ10 QS-TP08 76 107

BRゴム タッチゴムの中心からBPの芯が露出する構造のノック式BP＆
タッチペン。軸と接続パーツに電導ABSを使用し、メタリック塗
装によって金属軸のような質感を表現しているストレート軸。受注色(未確定)

¥200
スマートフォン用　φ9回転式BP　(金属軸ではない)

124×φ9 QS-TP04 65 75

鉄・BRゴム・アルミ ショートサイズのスマートフォン用回転式BP＆タッチペン。軸、先テイ
パー、頂上パーツに電導ABSを使用して、徹底的にコストダウンを実
施。表面はメタリック塗装により質感を確保。グリップは珍しいアルミ
ノッチ加工。受注色(未確定)

¥350
スマートフォン用　エコノミーメタル回転式BP　(真鍮軸ではない)

136×φ7.5 QS-CC603 48 115(ｸﾛｽ)

真鍮・BRゴム クロス形芯を使用する回転式BP&タッチペン。人気の細軸で全パー
ツに金属を使用。静電気の伝導性は高レベルでありながら、ローコス
トの鉄、アルミを中心に製造されたコストパフォーマンスの高い部材。受注色(未確定)

¥380
スマートフォン用　ショート金属回転式BP

107×φ7 QS-9A094A 42 67

真鍮・BRゴム 国際規格のD-1芯を使用する全長わずか107㎜の回転式BP&
タッチペン。頂上接続パーツは真鍮を使用し、全身クロームメッ
キのシャイニングバージョン。銀



最大φmm 重量ｇ

金型所在 軸材質

定番性 ＳＰ上代

18 11

中国 電導ABS

定番 -

18 13

中国 電導ABS

定番 -

18 11

中国 電導ABS

定番予定 -

17 13

中国 電導ABS

定番予定 -

17 12

中国 電導ABS

定番予定 -

14 17

日本 アルミ

定番 -

¥900
スマートフォン用　金属2色回転BP　ジャパン

140×φ10 QS-2C 50 67（D-1）

真鍮・鉄 100％日本製の金属回転式2色BP&タッチペン。アルミ軸+真鍮先テイ
パー+真鍮頂上パーツにより、伝導性抜群。全金属製造のハイクラス
バージョン。回転式BP&SPも製作可能（\1,000）。国際規格の金属D-
1芯を使用。銀

¥240
スマートフォン用　メタリックコート4色BPスリム

143×φ12 QS-TP24 56 87

BRゴム・ABS・TPR スリムタイプの4色BPの頂上へタッチ機能を持たせた5wayペン。電導
ABSの表面へメタリック塗装を施し、コストダウンと高級感、実用性を
満たす4色ペンラバーグリップ付。受注色（未確定）

¥240
スマートフォン用　シルバーポイント4色BP

147×φ12 QS-TP23 59 97

BRゴム・ABS・TPR・鉄 シルバーポイント4色BPの頂上へタッチ機能を持たせた5wayペン。電
導成型ABSの表面へメタリック塗装を施し、コストダウンと独特の雰
囲気、実用性を満たす4色ペン。金属クリップによって伝導性抜群。受注色(未確定）

¥220
スマートフォン用　メタリックコート3色BP

143×φ12 QS-TP22 57 87

BRゴム・ABS・TPR
スリムタイプの3色BPの頂上へタッチ機能を持たせた
4wayペン。電導ABSの表面へメタリック塗装を施し、コスト
ダウンと高級感、実用性を満たす3色ペン。ラバーグリップ
付。受注色(未確定）

¥240
スマートフォン用　4色BP・メタリックコート

139×φ12 QS-4C139 58 68

BRゴム・ABS ストレート4色BPの頂上へタッチ機能を持たせた5wayペン。電導ABS
の表面へメタリック塗装を施し、エコノミー・高級感・実用性を満たした
4色ペン。ストレート軸により広い印刷面積を確保。青・グラファイト

¥180
スマートフォン用　3色BP

143×φ12.5 QS-3C143 58 88

BRゴム・TPR・ABS
電導ABS軸へ塗装を施し、頂上へタッチ機能を持たせた4wayペン。
エコノミーと実用性を両立させたラバーグリップ付3色ペン。

ワイン・緑・青

部　　材　　画　　像
上代

部　　　　材　　　　名　　　　称

サイズ 品番 軸長mm 芯全長mm

軸以外材質
特記事項

定番色展開


