
最大φmm 重量ｇ

金型所在 軸材質

定番性

15 2

日本 再生PS

定番

クリップなし 4

日本 木

定番

クリップなし 4.5

日本 木

定番

クリップなし 4.5

日本 木

定番

クリップなし 3.5

中国 AS

受注

13 6

中国 AS

受注

クリップなし 3.5

中国 AS

受注

8 6

日本 木

受注

真鍮

定番色展開

青・緑・黄・赤・黒

定番色は緑・深緑

定番色は緑・深緑

木の地色

受注色

PP・ABS

PP・ABS 使い切り色エンピツ６色をチューブに収納した便利品。
チューブへの全ての印刷方法に対応。頂上フィギア取付
加工可能。５万本以上の受注生産。

¥70
消しゴム付鉛筆(丸軸・6角軸)

190×φ7.2(7.8) Q-ERA50 170

消しゴムの色や接続金具は1万本以上で変更可
能。1,000本以上の受注生産。

受注色

受注色

ABS 使い切りエンピツ11本をチューブに収納した便利品。
チューブへは全ての印刷方法に対応。頂上フィギア取付
加工可能。５万本以上の受注生産。

¥55
ロケット色鉛筆　６P ショート

101×φ8.1 28(63)

¥50
ロケットペンシル　11P 消しゴムクリップ付

153×φ7.5(φ8.3) Q93-MY11 35(103)

受注色

あまり木をつなぎ合わせて作られたエコ鉛筆。
全ての印刷方法に対応。ＵＶオフ印刷は下地の茶色に
よって正確な発色が困難。

¥45
ロケットペンシル　6P ショート

102×φ8.3 Q93-MY6 29(63)

使い切りエンピツ6本をチューブに収納した便利品。
チューブへは全ての印刷方法に対応。頂上フィギア取付
加工可能。５万本以上の受注生産。

緑と深緑以外は1万本以上の受注生産。
全ての印刷方法に対応。ＵＶオフ印刷の場合は軸を白塗
りする必要あり。

¥50
エコ・鉛筆

177×φ7.2(φ7.8) Q-CIL40E 177

¥50
6角鉛筆

177×φ7.2(φ7.8) Q-SIL40 177

日本製で最も販売数の多い使い切りエンピツ。イ
ベント・ゴルフスコア用として定着。
出荷単位は単色1,000本。

¥50
丸鉛筆

176×φ7.5 Q-CIL40 176

緑と深緑以外は1万本以上の受注生産。全ての
印刷方法に対応。ＵＶオフ印刷の場合は軸を白
塗りする必要あり。

芯全長mm

軸以外材質
特記事項

¥12
クリップペンシル

111×φ5.2 Q-S15 21×6

部　　材　　画　　像
上代

部　　　　材　　　　名　　　　称

サイズmm 品番 軸長mm



最大φmm 重量ｇ

金型所在 軸材質

定番性

13 7

中国 AS

受注

12 7

中国 AS

受注

クリップなし 8.5

中国 AS

受注

クリップなし 4.5

日本 木

定番

22 22

中国 AS

受注

20 11

中国 ABS

受注

15.8 13

中国 ABS

受注

受注色

金

受注色

受注色

受注色

AS

ハート形の使い切り鉛筆(色鉛筆)を７個ドッキン
グさせた便利品。5万本以上の受注生産。

¥90
ダンゴエンピツ/色エンピツ　7P　(A 鉛筆　B 色エンピツ)

123×φ15.6 Q89-MYS062A(B) 9×9

ダンゴ形の使い切り鉛筆(色鉛筆)を７個ドッキン
グさせた便利品。5万本以上の受注生産。

AS

太軸使い切りクレヨンの5色をチューブに収納した
便利品。チューブへは全ての印刷方法に対応。
１万本以上の受注生産。

¥80
ハートペンシル/色エンピツ 7P　(A 鉛筆　B 色エンピツ)

153×φ8.2 Q89-MYS061A(B) 12×9

¥90
ロケットクレヨン

119×φ16.1 Q93－MY579 33(72・77)

使い切り色エンピツ7色をチューブに収納した便利品。
チューブへは全ての印刷方法に対応。頂上フィギア取付
加工可能。５万本以上の受注生産。

¥75
金の合格　五角鉛筆

179×φ7.4 BG-A854 177

金箔 ５角形の鉛筆。合格祈願・学業成就の定番・　金
箔加工済の為、全ての印刷方法へは対応できな
い。

使い切り色エンピツ11色を３角形チューブに収納した便利
品。チューブへは転写印刷が可能。頂上フィギア取付加
工可能。５万本以上の受注生産。

¥60
ロケット色エンピツ　7P

143×φ10.4 Q93-MY507 33(92)

ABS

¥60
ロケット色エンピツ　11P クリップ付　三角軸

 155×φ8.6 Q93-MY511 39(109)

受注色

ABS

芯全長mm

特記事項

¥60
ロケット色エンピツ　11P クリップ付　丸軸

140×φ8.3 Q93-MY511 34(92)

使い切り色エンピツ11色をチューブに収納した便利品。
チューブへは全ての印刷方法に対応。頂上フィギア取付
加工可能。５万本以上の受注生産。

部　　材　　画　　像
上代

部　　　　材　　　　名　　　　称

サイズmm 品番 軸長mm

定番色展開

受注色

ABS

軸以外材質



最大φmm 重量ｇ

金型所在 軸材質

定番性

7.6 2.5（24.5)

中国 木

受注

7.6 2.5（26)

中国 木

定番

7.6 2.5(43)

中国 木

受注

7.6 2.5(45)

中国 木

定番

再生紙・AS・鉄

指定受注色６本

定番は６色(赤・桃・青・緑・茶・水)

定番色展開

軸以外材質

再生紙・AS・鉄
筒サイズ　100×φ36。半切りナチュラル6角軸色エンピツ12色セット。筒
へのフルカラー印刷は24,000以上の受注生産。鉛筆へのニス引き、塗
り、箔押し、丸軸変更、16本セットへの変更は１万以上必要。筒へのシー
ル貼り、シルク印刷は小ロットで日本加工。蓋は鉛筆削り機能付。

¥240
筒入りショート色鉛筆　12V削付

87×φ7.0 Q-2727A-12Ⅱ 73

¥200
筒入りショート色鉛筆　12V

87×φ7.0 Q-2727-12Ⅱ 73

再生紙
筒サイズ　102×φ36。半切りナチュラル6角軸色エンピツ6色セット。　筒
へのフルカラー印刷は24,000以上の受注生産。鉛筆へのニス引き、塗
り、箔押し、丸軸変更、12本セットへの変更、筒へのシール貼り、シルク
印刷も可能。１万個以上の受注生産。

定番は12色(赤・桃・橙・黄・青・紫・緑・茶・黒・水・白・黄
緑・紺・ぼたんの中の12色)

指定受注色12本

筒サイズ　105×φ27。半切りナチュラル6角軸色エンピツ6色セット。筒
へのフルカラー印刷は24,000以上の受注生産。鉛筆へのニス引き、塗
り、箔押し、丸軸変更、８本セットへの変更は１万以上必要。筒へのシー
ル貼り、シルク印刷は小ロットで日本加工。蓋は鉛筆削り機能付。

¥150
筒入りショート色鉛筆　6V削付

87×φ7.0 Q-2727A-6Ⅱ 73

特記事項

¥120
筒入りショート色鉛筆　6V

87×φ7.0 Q-2727-6Ⅱ 73

再生紙
筒サイズ99×φ27。半切りナチュラル6角軸色エンピツ6色セット。筒へ
のフルカラー印刷は24,000セット以上の受注生産。鉛筆へのニス引き、
塗り、箔押し、丸軸変更、８本セットへの変更、筒へのシール貼り、シル
ク印刷可能。１万個以上の受注生産。

部　　材　　画　　像
上代

部　　　　材　　　　名　　　　称

サイズmm 品番 軸長mm 芯全長mm



最大φmm 重量ｇ

金型所在 軸材質

定番性

7.6 5.5(75.5)

中国 木

受注

7.3 6(85.5)

中国 木

定番

7.6 5(87.5)

中国 木

受注

7.6 5(91.5)

中国 木

受注

紙

定番色展開

指定受注色12本

12色(白・紫・青・緑・橙・黄・桃・赤・茶・黒・紺・
エメラルド)

(赤・青・黄・橙・紫・桃・ボタン・黒・茶・緑・黄緑・白・灰・
黄緑・水色)の中の12色

筒サイズ195×φ36.ナチュラル6角軸色鉛筆12色セット。蓋は鉛筆削
り機能付。筒へのフルカラー印刷・鉛筆へのニス引き・塗り・箔押・丸
軸への変更等も可能。筒へのシール貼り・シルク印刷は日本加工。2
万個以上の受注生産。

再生紙・AS・鉄

¥500
筒入色鉛筆　12V削付

177×φ7.0 Q-2722A-12 161

筒サイズ190×φ36。ナチュラル6角軸色鉛筆12色セット。筒へのフ
ルカラー印刷・鉛筆へのニス引き・塗り・箔押・丸軸への変更等も可
能。筒へのシール貼り・シルク印刷は日本で加工。2万個以上の受注
生産。

再生紙

(赤・青・黄・橙・紫・桃・ボタン・黒・茶・緑・黄緑・白・灰・
黄緑・水色)の中の12色

紙・PP
中国製環境対策PPケース入り、色鉛筆12色セットの最
安。中台紙は、5,000セット以上でオリジナルへ変更可能。
鉛筆の箔押・セット本数変更等は、2万セット以上の受注
生産。

¥450
筒入色鉛筆　12V

177×φ7.0 Q-2722-12 161

¥350
PPケース入　色鉛筆12V

177×φ7.2 Q89-PE012 163

軸以外材質
特記事項

¥300
紙ケース入　色鉛筆12V

177×φ7.0 162

紙ケース入色エンピツ12色セットのエコノミーバージョン。
紙ケースへのフルカラー印刷・鉛筆への箔押・6角軸への
変更・セット本数変更も可能。2万セット以上の受注生産。

部　　材　　画　　像
上代

部　　　　材　　　　名　　　　称

サイズmm 品番 軸長mm 芯全長mm



最大φmm 重量ｇ

金型所在 軸材質

定番性

22 22.5

中国 AS

受注

14 9.5

日本 ABS

定番

12 65

日本 ABS

定番

10 5.5

日本 ABS

定番

黄・灰・桃・紫

黒・白

PP 消しゴムとシャープペン替芯を1本に纏めた便利品。消し
ゴムはノックスライド式で、パイロットの消しゴムと互換性
有り。シャープペン替芯は12本収納。

シャープペンの構造を流用し、先金具をφ2.3mmに設計し
たノック式極細消しゴム。日本のクオリティを駆使した世
界最極細クラスのイレイザー。全ての印刷方法に対応。

エラストマラバー

¥150
消しゴム付替芯(シャープペン0.5㎜)

129×φ9.5 70(58)

黒・白

¥150
φ2.3㎜　スーパー極細ノック式消しゴム

140×φ8.5 V-ER15 104

チューブケース入の入れ替え消しゴム5色セット。
チューブケースへは全ての印刷方法に対応。
1万個以上の受注生産。

¥140
ノック型消しゴム

132×φ10.4 V-CL15 63

エラストマラバー 国産ノック式消しゴムの最安。三菱鉛筆・トンボ鉛
筆の消しゴムと互換性有り。多くの印刷方法に対
応可能。

芯全長mm

軸以外材質
特記事項

¥100
ロケット消しゴム

119×φ16.1 Q93-MY9711 33(72・77)

定番色展開

受注色

PVC系

部　　材　　画　　像
上代

部　　　　材　　　　名　　　　称

サイズmm 品番 軸長mm



最大φmm 重量ｇ

金型所在 軸材質

定番性 ＳＰ上代

クリップなし 5

日本 ABS

定番 ―

クリップなし 6

日本 ABS

受注 ―

クリップなし 8

日本 ABS

受注 ―

クリップなし 8

日本 ABS

受注 　-

クリップなし 10.5

日本 ABS

受注 ―

クリップなし 18.5

中国 真鍮

受注 ―

8 15

中国 真鍮

受注 ―

クリップなし 22.5

中国 真鍮

定番 ―

鉄 グレー色は￥800。クリップなどの突起が一切無
い、重く美しい真鍮回転式BP。銀はパールメッキ
仕様。銀・黒

鉄 ホテルや高級専門店等の受付で使用されている
真鍮回転式バンカース型BPの最上クラス。
3,000本以上の受注生産。銀

¥1,000
パーカー型金属芯入　ブラスダカーポ回転BP

132×φ9.8 Q-TK12B 45(60) 98+(パーカー)

鉄 グレー色は￥800。クリップなどの突起が一切無い、重く
美しい真鍮回転式BP。華麗で印象的な流線棒。銀は
パールメッキ仕様で、3,000本以上の受注生産。銀・灰

¥800
バンカース　シルバーペン

165×φ7.6 Q87-023B07 60(60) 115+(クロス)

真鍮・鉄 国産少ロット生産のバンカース型BPクサリ付。50年近く同
じスタイルを継承。中心リングと頂上パーツに真鍮を用い
た上級スタイル。盗難防止用。黒・白

¥1,000
ブラスダカーポ　ストリームライン回転BP

132×φ9.8 K2-TK12 45(60) 115+(クロス)

真鍮 下軸φ９．５。国産少ロット生産のバンカース型BP。　中
心リングと頂上パーツと先テイパーに真鍮を使用し、ステ
ンレス芯を挿入できるメンテナンスを考慮したバージョン。
１００本以上の受注生産。

黒

¥500
卓上BP DX クサリ付

147×φ9.3 Q87-400 45(35) 106+(真鍮)

真鍮 下軸φ9.5。国産少ロット生産のバンカース型BP。50年近
く同じスタイルを継承。中心リングと頂上パーツに真鍮を
使った最上級バージョン。100本以上の受注生産。黒・白

¥450
先テイパー真鍮・ステンレス芯入　卓上BP　DX

159×φ9.3 Q87-450 107+

真鍮 下軸φ9.5。国産少ロット生産のバンカース型BP。50年近
く同じスタイルを継承。中心リングに太い真鍮を使ったハ
イクラスバージョン。100本以上の受注生産。黒・白

¥400
卓上　BP DX

159×φ9.3 Q87-300 45(35) 106+(真鍮)

真鍮リング 国産バンカース型BPの基本形。50年近く同じ形
状を継承する受付用ペンの定番品。白軸・黒軸
以外は、1万本以上の受注生産。黒・白・赤

¥180
卓上　BP #150

166×φ9.3 Q87-150 45(35) 106+(真鍮)

軸以外材質
特記事項

定番色展開

¥80
卓上バンカース　BP

162×φ9.0 Q87-60 50(30) 106+(真鍮)

部　　材　　画　　像
上代

部　　　　材　　　　名　　　　称

サイズmm 品番 軸長mm 芯全長mm



最大φmm 重量ｇ

金型所在 軸材質

定番性 ＳＰ上代

8 13.5

中国 真鍮

受注 ―

クリップなし 16.5

中国 胡桃・楓

受注 ―

11 18

中国 真鍮

受注 ―

8 18

日本 真鍮

受注 ―

国産真鍮6角軸のディスク用BP。
単色1,000本以上の受注生産。金・銀

¥1,500
真鍮卓上　BP

147×φ7.2 Q87-1200 123 138+

ガチョウ羽根・ABS パーティー・結婚式・ホテル式典専用の羽根ペン。ガチョ
ウの羽根を洗浄漂白して染めた高級品。ガチョウの特大
羽根手配ロットの問題で2,000本以上の受注生産。受注色

¥1,500
羽根ペン　ディスク形　C

139(330～340)×φ9.8 QA-023B08C 94 98+(パーカー)

真鍮・鉄 バンカース型のウォールナット・メイプル軸ペン。
太いパーカー型芯を内蔵しながら突起の無い高
いデザイン性を保持。くるみ色・かえで色

¥1,200
木の卓上BP

169×φ10.7 Q-TK38 100 98+(パーカー)

ダチョウ羽根 パーティー・結婚式・ホテル式典専用の羽根ペン。ダチョ
ウの羽根を洗浄漂白して染めた高級品。ダチョウの羽根
の手配ロットの問題で2,000本以上の受注生産。受注色

軸以外材質
特記事項

定番色展開

¥1,100
羽根ペン　バンカース形B

150(340～350)×φ9.8 QA-023B07B 60(60) 115+(クロス)

部　　材　　画　　像
上代

部　　　　材　　　　名　　　　称

サイズmm 品番 軸長mm 芯全長mm



最大φmm 重量ｇ

金型所在 軸材質

定番性 ＳＰ上代

11 19

中国 真鍮

受注 ―

18.4～30.0 17(131)

中国 真鍮

受注 ―

18.4～30.0 22.5(135)

中国 真鍮

定番 ―

鉄・ABS
美しい真鍮回転式BPと重くコンパクトな金属台座の受付
専用ペンスタンド。パーカ形金属芯は回転機能付のペン
に組み込まれ通常のペンとしても使用可能。銀はパール
メッキ仕様。銀パールメッキは￥3200。銀・黒

¥3,000
ブラスダカーポ　ペンスタンド

132(147)×φ9.8 Q-TK12P 45(60)(39) 98+(パーカー)

鉄・ABS
美しい真鍮BPと重くコンパクトな金属台座の受付専用ペ
ンスタンド。芯は露出タイプの構造で、金属パーカー形芯
を使用。スタンドは鉄＋塗装。単色3,000個以上の受注生
産。桃・緑・白

¥2,800
ブラスペンスタンド　(芯露出タイプ)

137(142)×φ9.6 90(39) 98+(パーカー)

ダチョウ特大羽根・ABS パーティー・結婚式・重要会議式典用の羽根ペン。最高級
ダチョウの特大羽根を洗浄漂白して染めた逸品。羽根手
配ロットの問題で2,000本以上の受注生産。受注色

軸以外材質
特記事項

定番色展開

¥1,800
羽根ペン　ディスク形　A

139(405～415)×φ9.8 QA-023B08A 94 98+(パーカー)

部　　材　　画　　像
上代

部　　　　材　　　　名　　　　称

サイズmm 品番 軸長mm 芯全長mm



最大φmm 重量ｇ

金型所在 軸材質

定番性 ＳＰ上代

22.0～40.7 16.5(111)

中国 胡桃・楓

不定 ―

22.0～40.7 24.5(111)

中国 胡桃・楓

不定 ―

9(70)

日本 ABS

受注 ―

真鍮・アクリル・ダチョウ羽根
ペンホルダーサイズ80㎜×φ9、台座サイズ69×65×10㎜、羽根サイズ約

290×230mm(約)。最高級ダチョウの大羽根付の卓上ディスクペンスタンド。

立て掛け全長約480mm以上、ペン全長約440mm以上。羽根+ペンの重量僅

か10g。堂々たる風格と美しさ、軽さに圧倒される特注羽根ペン。10セット以

上の受注生産。
白

¥7,000
オーストリッチ　羽根ペン　ディスクセット

158(500～520）×φ9.4 Q-166H 45(35) 106+(真鍮)

真鍮・鉄・ABS 太いパーカー形芯を内蔵しながら突起の無い高いデザイン性を持ったペンと、重量アッ

プのために鉄棒が埋め込まれた木の台座の受付専用ペンスタンド。ウォールナットとメイ

プル材で製作可能。ペンの頂上には真鍮穴開きパーツが組み込まれた紛失盗難防止ク

サリ付。クサリ全長50cm。在庫切れの場合は1,000個以上の予約合計で生産開始。くるみ色・かえで色

¥3,800
オールビュー　木のペンスタンド　クサリ付

172(184)×φ10.8 Q-TK38PⅡ 100(48) 98+パーカー

真鍮・鉄・ABS 太いパーカー形芯を内蔵しながら突起の無い高いデザイン性を持った木のバンカース

ペンと、重量アップのために鉄棒が埋め込まれた木の台座の受付専用ペンスタンド。

ウォールナットとメイプル材を使用。台座にペンを立て掛けると外見上は全て木のみとな

る。在庫切れの場合は1,000個以上の予約合計で生産開始。くるみ色・かえで色

軸以外材質
特記事項

定番色展開

¥3,500
オールビュー　木のペンスタンド

169(179)×φ10.7 Q-TK38P 100(48) 98+パーカー

部　　材　　画　　像
上代

部　　　　材　　　　名　　　　称

サイズmm 品番 軸長mm 芯全長mm



最大φmm 重量ｇ

金型所在 軸材質

定番性 ＳＰ上代

26 27

中国 ABS

受注 ―

19 20

中国 ABS

受注 ―

19 20.5

中国 ABS

受注 ―

15 13

中国 ABS

受注 ―

16 14.5

中国 ABS

受注 ―

15 13.5

中国 ABS

受注 ―

AS・スチール・真鍮・電導シリコン 回転式フローターペン＆スマートフォン用タッチ機能付。背景印刷と前面スラ

イドパネルを上軸の液体パラフィンオイルで浮遊移動させる。通常フィギア

浮遊タイプも製作可能。型代別途。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

AS・スチール・真鍮
回転式フローターペン。背景印刷と前面スライドパネルを
上軸の液体パラフィンオイルで浮遊移動させる。通常フィ
ギア浮遊タイプも製作可能。型代別途。5,000本以上の受
注生産。受注色

¥700
スライディング　フローターペン スマートフォン用φ12

146×φ12 55(58) 67+

AS・スチール・真鍮
回転式フローターペン。背景印刷と前面スライドパネルを
上軸の液体パラフィンオイルで浮遊移動させる。通常フィ
ギア浮遊タイプも製作可能。型代別途。5,000本以上の受
注生産。受注色

¥600
スライディング　フローターペンφ13

141×φ13.3 51(57) 67+

AS
回転式フローターペンの金属クリップバージョン。フィギア
の金型代別途。スライドパネル仕様も製作可。透明液体
はミネラルオイル、色液体はパラフィンオイル。1万本以上
の受注生産。受注色

¥600
スライディング　フローターペンφ12

141×φ12 55(58) 67+

AS
回転式フローターペンのプラクリップバージョン。フィギア
の金型代別途。スライドパネル仕様も製作可。透明液体
はミネラルオイル、色液体はパラフィンオイル。1万本以上
の受注生産。受注色

¥600
リキッドペン回転式　B 　金属クリップ

140×φ16.0 Q-FP065B 55(58) 67+

AS キャップ式フローターペンの太軸タイプ。フィギアの金型代
別途。透明液体はミネラルオイル、色液体はパラフィンオ
イル。1万本以上の受注生産。受注色

¥600
リキッドペン回転式　A プラクリップ

140×φ16.0 Q-FP065A 55(58) 67+

軸以外材質
特記事項

定番色展開

¥500
フローターペン　キャップ式

127×φ22.0 Q-501A 50 51(三角)

部　　材　　画　　像
上代

部　　　　材　　　　名　　　　称

サイズmm 品番 軸長mm 芯全長mm



最大φmm 重量ｇ

金型所在 軸材質

定番性 ＳＰ上代

14 21.5

中国 真鍮

受注 ―

16 33.5

中国 真鍮

受注 ―

13 23.5

中国 真鍮

受注 ―

15 15.5

中国 ABS

受注 ―

15 15.5

中国 ABS

受注 ―

ＡＳ・ＡＢＳ・スチール・非承認石・電導シリコン クリスタルストーン(非承認石)を挿入した回転式ＢＰ。石の数は120～
150個。石の数と色によって単価は変動。下軸・先テイパーパーツは
ABS+塗装(メッキ）。スチールクリップ+真鍮リング+電導ゴムによっ
て、スマートフォンヘ静電気を伝導。3,000本以上の受注生産。受注色

AS・スチール・真鍮・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ＢＰ。石の数は120～
150個。石の数と色によって単価は変動。先テイパー・天冠パーツが
ＡＢＳ+塗装(メッキ）は￥1,200。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　ABS軸(本物でない石)

146×φ12.0 K2-P035BS 56(64)

ＡＳ・ＡＢＳ・スチール・非承認石 クリスタルストーン(非承認石)を挿入した金属回転式ＢＰ。石の数は
100～130個。石の数と色によって単価は変動。先テイパー・転換
パーツがＡＢＳ+塗装(メッキ）は￥1,200。3,000本以上の受注生産。受注色

¥1,000
クリスタルストーン回転BP φ12　ABS軸(本物でない石)

141×φ12.0 K2-A035B 56(64)

スチール・ＡＳ・承認石 スワロフスキーの承認済石を挿入した金属回転式ＢＰ。
石の数は150個前後。石の挿入数の調整と石の発色に
よって単価は変動。2,000本以上の受注生産。受注色

¥1,500
クリスタルストーン回転BP φ10　金属軸(本物でない石)

142×φ10.1 K2-A920B 51(57)

スチール・ＡＳ・承認石 スワロフスキーの承認済石を挿入した金属回転式ＢＰ。
石の数は100～130個。石の挿入数の調整と石の発色に
よって単価は変動。2,000本以上の受注生産。受注色

¥5,000
スワロフスキー回転BP φ12　金属軸(本物)

142×φ12.1 P1-TK170SW 51(57)

軸以外材質
特記事項

定番色展開

¥4,500
スワロフスキー回転BP φ10　金属軸(本物)

142×φ10.1 P1-TK160SW 51(57)

部　　材　　画　　像
上代

部　　　　材　　　　名　　　　称

サイズ 品番 軸長mm 芯全長mm



最大φmm 重量ｇ

金型所在 軸材質

定番性 ＳＰ上代

19(フィギア有)

中国 AS

受注 ―

20 13.5

中国 ABS

受注 ―

18 24.5

中国 AS

受注 -

15 25.5

中国 真鍮

受注 ―

15 28

中国 アルミ

受注 ―

14 22.5

中国 真鍮

受注 ―

20 24.5

中国 ABS

受注 ―

AS・鉄
回転式フローターペンの金属クリップバージョン。筆記により上軸発
光。LR41ボタン電池×1。フィギアの金型代別途。スライディングパネ
ル仕様も製作可。透明液体はミネラルオイル、色液体はパラフィンオ
イル。1万本以上の受注生産。受注色

鉄・AS・ABS 中間発光回転式ライトペン。単色発光と7色発光
が製作可能。L736ボタン電池×2。
3,000本以上の受注生産。銀

¥700
光るリキッドペン　回転式

140×φ16.0 Q-FP888 56(62) 51+

真鍮・鉄・AS・ABS 下軸発光回転式ライトペン。単色発光と7色発光
が製作可能。AG13ボタン電池×3。
5,000本以上の受注生産。銀

¥600
メタリック回転式　ライトペン(中間発光)

137×φ10.5 Q-8A02 43（39） 49+

鉄・AS・ABS 上軸発光回転式ライトペン。単色発光と7色発光
が製作可能。LR41ボタン電池×3。
5,000本以上の受注生産。銀

¥700
7色ライトペン　クリア(下軸発光）

146×φ14.21 Q-GSP01 43 67+(D・1)

真鍮・ABS・スチール 下軸発光回転式BP。ノックで点滅し、1色～7色へ発光設
定の別注製作が可能。ノックカバー付き。LR44ボタン電池
×2。5,000本以上の受注生産。白・黒・青

¥700
メタリック回転式　ライトペン(上軸発光)

142×φ10.5 ME-876 34(43) 48+

紫外線に反応して光る特殊インクの無色透明マーカー。
発光部からの紫外線により無色透明筆記文字を読み取
れる秘密のペン。単色1万本以上の受注生産。受注色

¥600
下軸発光ライトペン

147×φ14.7 IW-3C60 33 67+(D・1)

¥250
シークレットペン

139×φ12.1 70

PP・アクリル・鉄 筆記により発光するBP。LR-41ボタン電池×2。
単色1万本以上の受注生産。受注色

軸以外材質
特記事項

定番色展開

¥400
ファーペン　ライト付

154×φ13.3(フィギア無) Q-0139 80 107+

部　　材　　画　　像
上代

部　　　　材　　　　名　　　　称

サイズmm 品番 軸長mm 芯全長mm



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 -

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

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

¥450
スマートフォン用　メタルタッチ棒ミニ

42×φ8.5 JW-705BR 14

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

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

¥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・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

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

¥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・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

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

¥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

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



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 　－

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

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+

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

¥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・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+

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

¥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)

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)

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

¥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)

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)

軸以外材質
特記事項

定番色展開

¥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)

部　　材　　画　　像
上代

部　　　　材　　　　名　　　　称

サイズmm 品番 軸長mm 芯全長mm



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 　－

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

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+

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

¥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

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

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

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)

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

中 止



最大φmm 重量ｇ

金型所在 軸材質

定番性 ＳＰ上代

14.5/18 21

台湾 PA

定番 -

21

台湾 PA

定番 -

PC・POM 水性・油性インク両方に使えるステンレスチップの
細型修正液。PAの軟らかい軸を押して液を出す
タイプ。小売店向けシュリンク加工済

PC・POM 水性・油性インク両方に使えるステンレスチップの
細型修正液。PAの軟らかい軸を押して液を出す
タイプ。小売店向けシュリンク加工済

¥200
ステンレスチップ　修正液　B 長い

135×φ15.0 Q99-PAZIG 24(83)

軸以外材質
特記事項

定番色展開

¥200
ステンレスチップ　修正液　A 短い

117×16×17 Q99-PAZIG 24(74)

部　　材　　画　　像
上代

部　　　　材　　　　名　　　　称

サイズmm 品番 軸長mm 芯全長mm



最大φmm 重量ｇ

金型所在 軸材質

定番性 ＳＰ上代

14 16

日本 アルミ

受注生産 ¥550

12 16

日本 アルミ

受注生産 ¥550

9 5

日本 ABS

定番 -

9 6

日本 ABS

受注生産 -

9 8

日本 ABS

受注生産 -

9 11

日本 ABS

受注生産 -

¥500
卓上BP　DX　クサリ付

147×φ9 Q87-400 45（35） 106

真鍮 国産少ロット生産のバンカース型BPクサリ付。50年近く同じスタイル
を継承。中心リングと頂上パーツに真鍮挽物を使用する上級バー
ジョン。盗難防止用クサリ付。2015年より芯をステンレスニブへ変更
して品質アップ。1,000本以上の受注生産。黒・白(真鍮メッキ金は応談)

¥180
卓上BP　＃150

166×φ9.3 Q87-150 45（35） 106

真鍮 国産少ロット生産のバンカース型BPミドルクラス。50年近く同じスタイ
ルを継承。中心リングに太い真鍮を使用。2015年より芯をステンレス
ニブへ変更して品質アップ。1,000本以上の受注生産。黒・白(真鍮メッキ金は応談)

¥400
卓上BP　DX

159×φ9 Q87-300 45（35） 106

真鍮 国産少ロット生産のバンカース型BPハイクラスバージョン。50年近く
同じスタイルを継承。中心リングと頂上パーツに真鍮挽物を使用。
2015年より芯をステンレスニブへ変更して品質アップ。1,000本以上
の受注生産。黒・白(真鍮メッキ金は応談)

¥550
Ｚ４４０特殊加工用ＢＰ

132×φ8 Q-Z440BP 100 98

鉄・真鍮 軸の凹み部分に革・合皮・布等の生地を貼り付け加工する目的のペ
ン。クリップは軸に影響のないウォッシャークリップを採用。巻き加工
後の軸径はφ10㎜を想定。1,000本以上の受注生産。下地銀のみ

¥80
卓上バンカースBP

162×φ9 Q87-60 50（30） 106

真鍮 国産バンカース型BPの基本形。50年近く同じ形状を継承
する受付ペンの定番品。2015年より芯をステンレスニブへ
変更して品質アップ。黒・白・（赤は受注生産）

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

¥550
Ｚ５００加工用ＢＰ

136×φ10 Q-Z500BP 102 98

鉄・真鍮 φ10mm、軸長102㎜のストレートアルミ軸BP。後付け金属クリップに
よって、軸に大きな印刷面積を確保できる。ノックパーツは別注形状
も可能。1,000本以上の受注生産。下地銀のみ



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 -

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

¥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

¥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

¥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　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）

¥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）


