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カタログ
番号

商 品 名 訂正前 訂正後・変更内容
カタログ

番号
商 品 名 訂正前 訂正後・変更内容

A01-01 スケルトンDMタッチペン ¥40 ￥45 A11-12 メタリックラバー回転BP（高級ケース入） ¥850 ¥1,000

A01-02 キャップ式透明６角ＢＰ 廃番 A12-01 ミッドナイトラバー回転BP ¥550 ￥600

Ａ01-03 ノック式BP　スーパーエコノミー ¥40 ￥45 A12-02 かんきょうケース　ミッドナイトラバー回転BP ¥650 ￥700

Ａ01-04 キャップ式丸軸透明BPラバー ¥45 ￥50 A12-03 ミッドナイトラバー回転BP（高級ケース入） ¥850 ¥1,000

Ａ01-09 スティム100・SP ¥70 ￥75 A12-04 ステンレス402・BP ¥550 ¥600

Ａ02-07 スーパーベイシスカラーBPラバー付 ¥55 ￥60 A12-05 Z50・BP ¥550 ¥620

Ａ03-01 ヒストリーBP ¥60 ￥65 A12-06 メタルホワイトBP ¥580 ¥650

Ａ03-02 スケルトン・ヒストリーBP ¥60 ￥65 A12-07 かんきょうケース　ステンレス402・BP ¥650 ¥700

A03-08 HS-8・BP ¥95 ￥95、SPは￥90 A12-08 かんきょうケース　Z50・BP ¥650 ¥720

A04-07 スーパーメタリックポイントBPⅡ 大手筆記用具メーカーの芯と互換性あり（芯全長98mm） なし A12-09 かんきょうケース　メタルホワイトBP ¥680 ¥750

A06-05 エコGP・リンググリップBP ¥165 ￥180 A13-02 Z88ホワイトBP ¥650 ¥800

A06-06 メタル&ピッチグリップBP 斜めカットのラバーグリップ ラバーグリップがイボ出し突起へ A13-03 Z77・BP ¥650 ¥700

A06-07 メタル&ピッチグリップSP 廃番・オールシルバーでモデルチェンジ予定 A13-05 かんきょうケース　Z88ホワイトBP ¥750 ¥900

A06-08 スライトアルミBP ¥170 ￥180 A13-06 かんきょうケース　Z77・BP ¥750 ¥800

A07-03 ノック式BP　Since1970 ¥200 \220 A13-07 パーカー形金属芯入・ブラスダカーポ回転BP ￥800　パールホワイトメッキは￥1,000 ￥1,000　パールホワイトメッキは￥1,200

A07-04 スナップGX・大理石調BP 廃番 A13-08 かんきょうケース　ブラスダカーポ・ストリームライン ￥800　パールホワイトメッキは￥1,000 ￥1,000　パールホワイトメッキは￥1,200

A07-06 スリムネオD-60・BP ¥350 ¥380 A13-09 HS48・ラバーBP ¥700 ¥750

A07-07 ネオD-600・BP ¥420 ￥450 A13-10 ブラスダカーポ・クリップ付 ￥750　パールホワイトメッキは￥950 ￥1,000　パールホワイトメッキは￥1,200

A07-08 かんきょうケース　ネオD-600・BP ¥520 ￥550 A13-11 かんきょうケース　ブラスダカーポ・クリップ付 ￥850　パールホワイトメッキは￥1,050 ￥1,100　パールホワイトメッキは￥1,300

A07-09 Z-65・BP ¥480 ￥550 A14-01 Z400ホワイトBP ¥600 ¥700

A07-10 かんきょうケース　Z-65・BP ¥580 ￥600 A14-02 Z1000・BP ¥900 ¥1,000

A09-04 エレガントAP・BP ¥300 ￥350 A14-04 かんきょうケース　Z400ホワイトBP ¥700 ¥800

A09-06 かんきょうケース　ネオD・600・BP・SPシルバー ¥1,100 ￥1150 A14-05 Z1000・BP（高級ケース入） ¥1,100 ¥1,300

A09-07 ネオD・600・BP・SPｼﾙﾊﾞｰ（高級ケース入） ¥1,200 ￥1450 A14-06 ネオD900・BP（高級ケース入） ¥1,200 ¥1,300

A09-08 Z65・BPシルバー ¥580 ￥600 A14-09 ミッドナイト回転BP（ブルー・ブラック）（高級ケース入） ¥1,100 ¥1,200

A09-09 かんきょうケース　Z65・BP・SPシルバー ¥1,150 ¥1,250 A14-12 パールホワイト回転BP（高級ケース入） ¥1,100 ¥1,200

A09-10 Z65・BP・SPシルバー（高級ケース入） ¥1,350 ¥1,550 A15-01 本革巻回転BP・ディレクター ¥800 ¥1,000

A09-11 エレガントHS・BP ¥600 ¥700 A15-02 かんきょうケース　本革巻回転BP・ディレクター ¥900 ¥1,100

A09-12 かんきょうケース　エレガントHS・BP・SP ¥1,200 ¥1,400 A15-03 本革巻回転BP・ディレクター（高級ケース入） ¥1,100 ¥1,400

A09-13 エレガントHS・BP・SP（高級ケース入） ¥1,400 ¥1,700 A15-04 スパークリング・シルバー回転BP ¥1,000 ¥1,100

A11-01 Z44・BP ¥470 ¥530 A15-05 かんきょうケース　スパークリング・シルバー回転BP ¥1,100 ¥1,200

A11-02 メタリックレトロBP ¥470 ¥580 A15-06 スパークリング・シルバー回転BP（高級ケース入） ¥1,300 ¥1,500

A11-03 Z40・BP ¥500 ¥600 A15-07 ブリリアント・シルバー回転BP ¥1,000 ¥1,100

A11-04 かんきょうケース　Z44・BP ¥570 ¥630 A15-08 かんきょうケース　ブリリアント・シルバー回転BP ¥1,100 ¥1,200

A11-05 かんきょうケース　メタリックレトロBP ¥570 ¥680 A15-09 ブリリアント・シルバー回転BP（高級ケース入） ¥1,300 ¥1,500

A11-06 かんきょうケース　Z40・BP ¥600 ¥700 A15-10 カーボン・ファイバー回転BP ¥1,200 ¥1,600

A11-07 ラスティングピース金属回転BP ¥580 (台紙付のし箱入)\650 A15-11 かんきょうケース　カーボン・ファイバー回転BP ¥1,300 ¥1,700

A11-08 ラスティングピース金属回転BP(スリーブ箱入) ¥650 ¥700 A15-12 カーボン・ファイバー回転BP（高級ケース入） ¥1,500 ¥2,000

A11-09 かんきょうケース　ラスティングピース金属回転BP ¥750 ¥800 A16-02 エレガント・シルバー回転BP（高級ケース入） ¥1,300 ¥1,400

A11-10 メタリックラバー回転BP ¥550 ¥600 A16-03 エレガントゴールド回転BP（高級ケース入） ¥1,500 ¥1,600

A11-11 かんきょうケース　メタリックラバー回転BP ¥650 ¥700 A16-04 本革巻BP（高級ケース入） ¥1,700 ¥2,000

　　　　　　　NO.２２カタログ（Ａ・Ｂ）およびギフトセット専用カタログ（Ｃ）　　　価格訂正・仕様変更一覧表
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A16-05 真鍮六角回転ホリ金・BP ¥3,000 ¥3,200 A24-08 Z65　BP・SP（高級ケース入） ¥1,150 ¥1,300

A16-06 真鍮四角回転ホリ金・BP ¥3,500 ¥3,600 A24-09 メタリックレトロBP・SP（高級ケース入） ¥1,150 ¥1,500

A19-02 スティム100・BP・SP ¥125 ¥130 A24-10 かんきょうケース　2C800ラバーBP・SP ¥1,200 ¥1,300

A20-10 メタル&ピッチグリップBP・SP ペン変更・ｵｰﾙｼﾙﾊﾞｰでﾓﾃﾞﾙﾁｪﾝｼﾞ予定 A24-11 2C800ラバーBP・SP（高級ケース入） ¥1,400 ¥1,600

A20-11 エコGP・リンググリップBP・SP ¥330 ¥340 A24-12 HS48　BP・SPラバー（高級ケース入） ¥1,400 ¥1,550

A20-12 金属ビーズノックHS　BP・SP ¥360 ¥380 A25-01 かんきょうケース　ステンレス402　BP・SP ¥1,100 ¥1,200

A21-01 ペンセット2　スティム100BP&SP ¥210 ¥220 A25-02 かんきょうケース　Z40　BP・SP ¥1,000 ¥1,200

A21-03 PPチューブケース　スティム100BP&SP ¥240 ¥250 A25-03 かんきょうケース　Z50　BP・SP ¥1,100 ¥1,250

A21-05 PPチューブケース　メタル&ピッチグリップBP・SP ペン変更・ｵｰﾙｼﾙﾊﾞｰでﾓﾃﾞﾙﾁｪﾝｼﾞ予定 A25-04 ステンレス402　BP・SP（高級ケース入） ¥1,300 ¥1,500

A21-06 かんきょうケース　スケルトンラバーミニBP・SP ¥300 ¥330 A25-05 Z40　BP・SP（高級ケース入） ¥1,200 ¥1,500

A21-07 かんきょうケース　スケルトンラバー201BP・SP ¥320 ¥340 A25-06 Z50　BP・SP（高級ケース入） ¥1,300 ¥1,550

A21-08 かんきょうケース　ラバーグリップ904BP・SP ¥320 ¥340 A25-07 かんきょうケース　Z77　BP・SP ¥1,300 ¥1,400

A21-09 かんきょうケース　クリスタルスクリューBP・SP ¥320 ¥340 A25-09 かんきょうケース　Z88ホワイトBP・SP ¥1,300 ¥1,600

A21-10 かんきょうケース　スーパーメタリックポイントBP・SPⅡ ¥320 ¥370 A25-10 Z77　BP・SP（高級ケース入） ¥1,500 ¥1,700

A22-01 かんきょうケース　シルバーポイントBP・SP ¥370 ¥390 A25-11 頑強ストレートアルミノックBP・SP（高級ケース入） ¥1,500 ¥1,600

A22-02 かんきょうケース　メタルポイントBP・SP ¥370 ¥390 A25-12 Z88ホワイトBP・SP（高級ケース入） ¥1,500 ¥1,900

A22-03 かんきょうケース　GXトーメイBP・SP ¥430 ¥450 A26-02 かんきょうケース　カスタム2色BP・SP ¥1,500 ¥1,700

A22-04 かんきょうケース　スケルトンHSⅢBP・SP ¥430 ¥450 A26-03 かんきょうケース　Z1000　BP・SP ¥1,500 ¥1,700

A22-05 かんきょうケース　GXパールBP・SP ¥450 ¥460 A26-04 メタルスコーピィオングラファイトBP・SP（高級ケース入） ¥1,700 ¥1,800

A22-06 かんきょうケース　エコGP　BP・SP ¥460 ¥480 A26-05 カスタム2色BP・SP（高級ケース入） ¥1,700 ¥2,000

A22-07 かんきょうケース　ジェントルグリップBP・SP ¥470 ¥490 A26-06 Z1000　BP・SP（高級ケース入） ¥1,700 ¥2,000

A22-08 かんきょうケース　GXスナップBP・SP ¥480 ¥500 A26-07 Z400ホワイトBP・SP（高級ケース入） ¥1,400 ¥1,700

A22-09 かんきょうケース　メタル&ピッチグリップBP・SP ¥520 Y500ペン変更・ｵｰﾙｼﾙﾊﾞｰでﾓﾃﾞﾙﾁｪﾝｼﾞ予定 A26-08 ネオD900　BP・SP（高級ケース入） ¥2,000 ¥2,200

A22-10 かんきょうケース　ジャイアングリップBP・SP ¥480 ¥500 A26-09 エレガント・シルバー回転BP・SP（高級ケース入） ¥2,500 ¥2,600

A22-11 かんきょうケース　エコGPリンググリップBP・SP ¥500 ¥540 A26-10 真鍮6角回転ホリ金BP・SP（高級ケース入） ¥6,000 ¥6,200

A22-12 かんきょうケース　金属ビーズノックHS　BP・SP ¥550 ¥580 A26-11 真鍮4角回転ホリ金BP・SP（高級ケース入） ¥7,000 ¥7,200

A23-01 ノック式BP・SP　Since1970 ¥400 ¥440 A27-03 かんきょうケース　Z44　BP・SP ¥950 ¥1,100

A23-02 かんきょうケース　ノック式BP・SP　Since1970 ¥580 ¥640 A27-04 かんきょうケース　メタルホワイトBP・SP ¥1,150 ¥1,300

A23-03 メタル&ピッチグリップBP・SP（高級ケース入） ¥780 ¥800 A27-05 Z88　BP・SP（高級ケース入） ¥1,600 ¥2,200

A23-04 スナップGX　BP・SP 廃番 A27-06 かんきょうケース　メタルスコーピィオンBP・SP ¥1,180 ¥1,200

A23-05 かんきょうケース　スナップGX　BP・SP 廃番 A27-07 メタルスコーピィオンBP・SP（高級ケース入） ¥1,350 ¥1,500

A23-06 スナップGX　BP・SP（高級ケース入） 廃番 A27-08 エポキシ回転シルバーBP・SP（高級ケース入） ¥1,500 ¥1,700

A23-09 かんきょうケース　メタルリングレトロBP・SP ¥540 ¥560 A27-09 メタリックラバー回転BP・SP（高級ケース入） ¥1,800 ¥2,000

A23-10 メタルリングレトロBP・SP（高級ケース入） ¥740 ¥860 A27-10 ミッドナイトラバー回転BP・SP（高級ケース入） ¥1,800 ¥2,000

A23-11 かんきょうケース　スリムネオD60　BP・SP ¥750 ¥800 A27-11 パールホワイト回転BP・SP（高級ケース入） ¥2,500 ¥2,800

A23-12 スリムネオD60　BP・SP（高級ケース入） ¥950 ¥1,100 A27-12 702ステンレスBP・SP（高級ケース入） ¥2,000 ¥2,500

A24-01 ネオD600　BP・SP ¥750 ¥800 A28-02 えんぴつ型BP　A(丸)B(角) ¥230 廃番

A24-02 かんきょうケース　ネオD600　BP・SP ¥850 ¥900 A28-03 えんぴつ型BP・SP　(A)丸軸ロング ¥300 ¥380

A24-03 ネオD600　BP・SP（高級ケース入） ¥1,050 ¥1,200 A28-03 えんぴつ型BP・SP　(B)6角SPロング消しゴム付 ¥270 ¥350

A24-04 かんきょうケース　2色回転BP・SP　#600 ¥900 ¥1,000 A28-03 えんぴつ型BP・SP　（C）6角BPショート ¥300 ¥380

A24-05 かんきょうケース　Z65　BP・SP ¥950 ¥1,000 A28-03 えんぴつ型BP・SP　(D)6角SPショート ¥250 ¥380

A24-06 かんきょうケース　メタリックレトロBP・SP ¥950 ¥1,200 A28-04 ストレート木軸BP ¥700 ¥800

A24-07 2色回転BP・SP　#600（高級ケース入） ¥1,100 ¥1,300 A28-05 木軸回転403BP ￥700　ローズウッド ￥850　かりんへ
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A28-07 木軸レトロ・トネリコBP ¥850 ￥950　受注生産 A33-11 金属手帳用スリム55・BP ¥300 ¥350

A28-08 木軸回転403BP(化粧箱入) ￥750　ローズウッド ￥900　かりんへ A33-12 ユーロスタイル金属手帳用BP ¥340 ￥400

A28-09 木軸レトロBP ￥900　ローズウッド ￥1,000　かりんへ A34-02 スリム60・BPシルバー ¥350 ￥400

A28-10 木軸レトロ・トネリコBP（高級ケース入） ¥1,200 ¥1,400 A34-03 スリム60・BPゴールド ¥400 ￥500

A28-11 木軸回転403BP（高級ケース入） ￥1,050　ローズウッド ￥1,300　かりんへ A34-05 ダイヤノック・手帳用BP 廃番

A28-12 木軸レトロBP（高級ケース入） ￥1,200　ローズウッド ￥1,400　かりんへ A34-06 スリム60・ホワイトBP ¥450 ￥500

A29-01 木軸ロイヤル・トネリコBP ¥900 ¥1,100 A34-07 ショート人工皮革BP 廃番

A29-02 木軸レトロ回転BP・エクサ ￥850　ローズウッド ￥1,000　かりんへ A34-08 スリム60　BP・SPシルバー ¥750 ¥900

A29-03 木軸ロイヤルBP ￥1,000　ローズウッド ￥1,200　かりんへ A34-09 スリム60　BP・SPゴールド ¥850 ¥1,100

A29-04 木軸ロイヤル・トネリコBP（高級ケース入） ¥1,200 ￥1,500　受注生産 A34-10 ダイヤノック・手帳用BP・SP 廃番

A29-05 木軸レトロ回転BP・エクサ（高級ケース入） ￥1,150　ローズウッド ￥1,400　かりんへ A35-01 卓上バンカースBP ¥80 ¥95

A29-06 木軸ロイヤルBP（高級ケース入） ￥1,300　ローズウッド ￥1,600　かりんへ A35-07 ペンホルダーＮｏ．１ 廃番

A29-07 木軸レトロ・トネリコBP・SP（高級ケース入） ¥2,000 ¥2,300 A35-08 ペンホルダーＮｏ．２ 廃番

A29-08 木軸レトロBP・SP（高級ケース入） ￥2,000　ローズウッド ￥2,300　かりんへ B35-09 真鍮卓上BP B35-09 A35-09

A29-09 木軸ロイヤル・トネリコBP・SP（高級ケース入） ¥2,000 ￥2,500　受注生産 B35-10 オーストリッチ羽根ペン・ディスクセット B35-10 A35-10

A29-10 木軸ロイヤルBP・SP（高級ケース入） ￥2,200　ローズウッド ￥2,700　かりんへ B35-11 オニックスペンスタンド・スタンダード B35-11 A35-11

A30-01 木軸ミニケースセット　トネリコジャパン ¥1,600 ￥1,700　受注生産 B35-12 オニックスペンスタンド・くさり付 B35-12 A35-12

A30-02 木軸ミニケースセット　403BP ￥1,450　ローズウッド ￥1,700　かりんへ B35-13 オニックスペンスタンド・朱肉付 B35-13 A35-13

A30-03 木軸ミニケースセット　トネリコロイヤル ¥1,600 ￥1,800　受注生産 B35-14 オニックスWペンスタンド・朱肉付 B35-14 A35-14

A30-04 木軸ミニケースセット　ジャパン ￥1,600　ローズウッド ￥1,800　かりんへ B35-15 オニックスWペンスタンド・特大フロント用 B35-15 A35-15

A30-05 木軸ミニケースセット　エクサBP ￥1,550　ローズウッド ￥1,800　かりんへ A36-03 羽根ペン・バンカース形B 廃番

A30-06 木軸ミニケースセット　ロイヤル ￥1,700　ローズウッド ￥2,000　かりんへ A36-04 羽根ペン・ディスク形C 廃番

A30-07 木軸レトロケースセット・403 ￥1,650　ローズウッド ￥1,800　かりんへ A37-03 かんきょうケース　エコHS　BP・SP ¥420 ¥440

A30-08 木軸レトロケースセット・ジャパン ￥1,800　ローズウッド ￥2,000　かりんへ A37-06 かんきょうケース　エコGXスナップ　BP・SP ¥480 ¥500

A30-09 木軸レトロケースセット・エクサ ￥1,750　ローズウッド ￥2,000　かりんへ A37-09 かんきょうケース　エコGX21　BP・SP ¥520 ¥540

A30-10 木軸レトロケースセット・ロイヤル ￥1,900　ローズウッド ￥2,200　かりんへ A37-12 かんきょうケース　エコ・ジャイアントBP・SP ¥520 ¥540

A31-01 木軸レトロケースセット・トネリコジャパン ¥2,600 ￥2,800　受注生産 A38-01 エコ・2色BP ¥150 ¥170

A31-02 木軸ロイヤルケースセット・トネリコジャパン ¥2,600 ￥3,000　受注生産 A38-02 エコ・サイドノック2色BP 廃番

A31-03 木軸レトロケースセット ￥2,600　ローズウッド ￥2,800　かりんへ A38-03 古紙再生2色サイドノックBP 廃番

A31-04 木軸ロイヤルケースセット ￥2,800　ローズウッド ￥3,200　かりんへ A38-06 エコ・ネックレスBＰ ¥250 ¥280

A31-05 木軸回転403BP・SP（高級ケース入） ￥2,000　ローズウッド ￥2,500　かりんへ A38-07 エコ・3色ラバーBP・SP ¥450 ¥470

A31-06 木軸回転エクサBP・SP（高級ケース入） ￥2,300　ローズウッド ￥2,600　かりんへ A38-08 かんきょうケース　エコ3色BP・SP ¥550 ¥570

A31-07 木軸レトロケースセット・403W ￥2,600　ローズウッド ￥3,000　かりんへ A38-09 エコ・レトロ3点セット 廃番

A31-08 木軸エクサケースセット・1455W ￥2,900　ローズウッド ￥3,200　かりんへ A39-01 Ｅペレット・ヒストリーＢＰ 受注生産品

A32-01 0.7mm芯・クリップBPキャップ付 ¥45 ¥50 A39-06 ペーパーBP・ボードクリップ ¥90 ¥100

A32-02 PR・BP 廃番 A39-10 かんきょうケース　ペーパーBP・SP ¥520 ¥540

A32-09 スリム66・SP ¥95 ¥110 A40-03 エコノミー・マーカークリップ付 品：137×φ9.4（15-49） 品：137×φ9.4（15-77）

A32-10 完全ノック式・スリム66BP ¥100 ¥110 A40-05 プラクリップ付サインペン 品：138×φ9.4（13-43） 品：138×φ9.4（13-82）

A33-01 消しゴムキャップ付スリム65・シャープペン ¥130 ¥135 A41-01 安全キャップ付香りインクツイン蛍光マーカー ¥110 ¥120

A33-02 スリム65・BP ¥130 ¥140 A41-02 ガラスのようなミリペン ¥125 ¥130

A33-07 手帳用ショート金属回転BPクリップ付 ¥220 ¥250 A41-07 蛍光マーカー4本セット 受注生産1,000～

A33-09 金属ケータイBP・カニカンストラップ付 ¥320 ¥450 A41-08 ツイン蛍光ペン5本セット 受注生産1,000～

A33-10 金属手帳用スリム50・BP ¥280 ¥300 A41-09 蛍光マーカー5本セット 受注生産1,000～
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A41-11 スリム蛍光ペン5本セット ¥470 ¥550 A52-09 メタリック回転式ライトペン(中間発光)細型L736 ¥600 ¥700

A42-07 PPケース入　ツイン蛍光マーカー3本セット 廃番 A52-11 光るリキッドペン・回転式 ¥700 ¥800

A42-09 PPケース入　蛍光マーカー6本セット ¥320 ¥280 A53-02 スライディングフローターペンφ12 ¥600 ¥700

A42-12 極細ペン5 ¥450 ¥500 A53-03 スライディングフローターペンφ13 ¥600 ¥700

A43-05 安全キャップ付太書油性マーカー 安全キャップ付太書油性マーカー 安全キャップ付太軸油性マーカー A53-04 リキッドペン・回転式 ¥600 ¥700

A43-08 筆ペン・レトロキャップ \110 キャップ形状変更 A53-05 フローターペン・キャップ式 ¥550 ¥600

A45-03 6角鉛筆 Q-CIL40 Q-SIL40 A53-06 キャップ式・のびるペン ¥120 ¥150

A47-01 ロケットクレヨン ¥90 ¥100 A54-04 転写専用キャップ式BP・クリップ金属 ¥180 ¥200

A47-05 くるくる消しゴム 廃番 A54-05 転写専用キャップ式BP・上軸回転 ¥200 ¥240

A47-11 ロケットペンシル・6P ¥45 ¥55 A54-06 転写専用キャップ式BP・ショート ¥150 ¥170

A47-12 ロケットペンシル・11P消しゴムクリップ付 ¥50 ¥60 A54-07 クリスタルストーン回転BP・φ10mm金属軸 転換パーツがABS+塗装(メッキ）は￥1,200。 天冠パーツがABS+塗装(メッキ）は￥1,300。

A47-13 ロケット色エンピツ・11Pクリップ付（A)・（B) ¥60 ¥70 A54-08 クリスタルストーン回転BP・φ12mmABS軸 先テイパー。天冠パーツがABS+塗装(メッキ）は￥1,200。 左の部分を削除

A47-14 ロケット色エンピツ・7P ¥60 ¥70 B01-01 吊り下げ対応・スケルトンラバー201BP ¥60 ¥80

A47-15 (A)ダンゴ&(B)ハートペンシル ¥80 ¥90 B01-02 マスコット・スティム100BP ¥60 ¥80

A47-16 ダンゴ色エンピツ ¥90 ¥100 B01-03 吊り下げ対応・スティム100BP ¥70 ¥90

A48-09 シャープペンキット ¥250 ￥380　1万以上受注 B01-04 両側カニカンチェーン付・きらきらミニペン ¥80 ¥90

A48-10 デュオコンビ・フレデル のし箱入 のし箱別売 B01-05 クリップスライドBP (C)3重嵌合安全ストラップ付　￥100 (C)3重嵌合安全ストラップ付　￥180

A48-11 スタンドペン5 廃番 B01-07 極細ニードル・吊り下げクリップBP ¥100 ¥110

A48-12 ワンタッチケース入ペンリー5 廃番 B02-01 マスコット・ジャイアンBP ¥120 ¥125

A49-01 ミニサーカスキー付BP ￥70　金属アームを180度回転させて定置できるBP。 ￥80　金属アームを180度回転させて定置できる構造のBP。 B02-02 マスコット・HS13・BP ¥125 ¥130

A49-02 ドレミサーカスBP ¥70 ¥80 B02-04 スティム100・金属ノック&テイパーBP ¥130 ¥170

A49-03 クリッププレート付　ピコレⅢ・BP ¥80 ¥95 B02-06 マスコット・ノック式ケータイBP ¥135 ¥150

A49-06 クリッププレート付　スーパーメタリックポイントBPⅡ ¥120 ¥130 B02-07 スティム100・金属ノック&テイパーBPクリップメッキ ¥140 ¥180

A50-01 プラスチックバットBP ¥80 ¥90 B02-11 マスコット・エコGPリンググリップBP ¥165 ¥180

A50-02 木のバットBP ¥150 ¥180 B03-03 金属ビーズノックHS・BP ¥180 ¥190

A50-04 注射器型BP ¥90 ¥100 B03-04 極細ニードル・金属丸ノックストレートBP ¥230 ¥240

A50-05 花のつぼみBP 廃番 B03-05 極細ニードル・金属ビーズノック　ストレートBP ¥230 ¥240

A50-06 ウルトラBP 廃番 B03-06 極細ニードル・金属丸ノック　ストレートBPシルバー ¥300 ¥320

A50-07 逆三角形コーンノックBP 廃番 B03-08 ノックターンSP ¥300 ¥350

A50-08 コマーシャルターンBP 廃番 B06-03 マスコット・スケルトン2色BPショートタイプ ¥140 ¥150

A50-09 ぐるぐるBP ¥200 ¥250 B06-04 吊り下げ7色BP ¥150 ¥180

A50-10 オープンノックBP 廃番 B06-05 吊り下げ・スケルトン2色BPショートタイプ ¥160 ¥170

A50-12 ウキウキBP ¥400 ¥450 B06-06 (A)吊り下げ・3色BPジャパンラバー ¥210 ¥240

A50-13 ワールドタイムBP ¥300 ¥400 B06-06 (B)マスコット・3色BPジャパンラバー ¥190 ¥210

A51-01 ホーネット回転ラバースライドBP ¥120 ¥150 B06-07 (A)吊り下げ・4色BPジャパンラバー ¥230 ¥260

A51-03 ネックレスBP ¥240 ¥260 B06-07 (B)マスコット・4色BPジャパンラバー ¥210 ¥230

A07-01 メタルリング　キャップスライド式レトロBP 片軸加工上代￥1,700　両軸加工上代￥3,200 片軸加工上代￥1,800　両軸加工上代￥3,300 B07-02 マスコット・ノック式4メカジャパン ¥330 ¥420

A07-07 ネオD-600・BP(またはSP) 片軸加工上代￥1,900　両軸加工上代￥3,400 片軸加工上代￥2,000　両軸加工上代￥3,500 B07-03 マスコット・イレイサ4Mジャパン(2色BP&SP&イレイザー) ¥430 ¥520

B16-05 2色回転BP・600 片軸加工上代￥1,900　両軸加工上代￥3,400 片軸加工上代￥2,000　両軸加工上代￥3,500 B07-04 吊り下げ・ストレート6カラー　日本仕様 ¥270 ¥360

B20-08 ボール&シャープ・BS-1100 片軸加工上代￥2,000　両軸加工上代￥3,400 片軸加工上代￥2,100　両軸加工上代￥3,600 B07-05 吊り下げ・ストレート6メカ　日本仕様 ¥300 ¥400

B22-03 エレガント・回転3メカ 片軸加工上代￥2,300　両軸加工上代￥3,800 片軸加工上代￥2,400　両軸加工上代￥3,900 B07-06 フィギア対応・ストレート6カラー　日本仕様 ¥280 ¥380

A29-03 木軸ロイヤルBP 片軸加工上代￥2,400　両軸加工上代￥3,900 片軸加工上代￥2,600　両軸加工上代￥4,100 B07-07 フィギア対応・ストレート6メカ　日本仕様 ¥310 ¥420

A52-07 下軸発光ライトペン ¥600 ¥700 B11-03 安全キャップ付・クイックリリース　ネックレス7色BP ¥180 ¥200
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B11-07 プロジェクトシルバー3重勘合安全ストラップ付　ショート4色ラバーBP ¥200 ¥240 B18-10 ストレート6メカ　日本仕様　(かんきょうケース入) ¥480 ¥600

B12-01 ストレート6カラー　日本仕様 ¥270 ¥360 B20-01 ボール&シャープ・BS-2400 ¥240 ¥320

B12-02 ストレート6カラー　日本仕様(かんきょうケース入) ¥450 ¥560 Ｂ20-02 ボール&シャープ・スナップ ¥250 ¥330

B12-03 ストレート6カラー・パステルインク　日本仕様 ¥320 ¥420 Ｂ20-03 エコ・サイドノックBP&SP ¥250 ¥330

B12-04 ストレート6カラー・安全ストラップ添付　日本仕様 ¥350 ¥460 B20-04 スケルトンBP&SPラバー ¥280 ¥330

B12-05 クイックリリース・ショート10色BP 廃番 B20-05 ボール&シャープ・BS-2800ラバー ¥300 ¥350

B12-06 クイックリリース・ネックレス10色BP ¥220 ¥250 Ｂ20-06 ストレートＢＰ＆ＳＰ ¥320 ¥380

B12-07 ロケット4色BP ¥280 ¥300 Ｂ20-07 ストレートＢＰ＆ＳＰラバー ¥340 ¥400

B13-01 サイドノック2色BP ¥150 ¥160 B20-08 ボール&シャープ・BS-1100 ¥530 ¥650

B13-02 2色回転BP　2C-190 ¥160 ¥170 B20-09 かんきょうケース　ボール&シャープ・BS-1100 ¥630 ¥750

B13-08 2色回転BP・200 ¥270 ¥320 B21-01 ノック式4メカジャパン ¥330 ¥420

B13-09 2色回転BP・250ラバー ¥300 ¥360 B21-02 イレイサ4Mジャパン(2色BP&SP&イレイザー) ¥430 ¥520

B14-05 極細ニードル3色BP ¥200 ¥220 Ｂ21-03 3Ｍカラー（トリプルペン） ¥400 ¥480

B14-06 (A)パール3　B-B-R、(B)パール3　B-B-B ¥220 ¥240 B21-04 3メカ・ジャパン ¥680 ¥850

B14-07 特殊印刷対応3色BPジャパンラバー ¥200 ¥220 B21-05 3メカジャパン・クリア ¥700 ¥880

B14-08 特殊印刷対応4色BPジャパンラバー ¥220 ¥240 B21-06 かんきょうケース　3メカジャパン・クリア ¥800 ¥980

B15-02 ストレート4色BPジャパン・パステルインク ¥260 ¥280 B21-07 3メカ・シルバー ¥850 ¥1,100

B15-05 ストレート2色回転BPシルバー ¥300 ¥360 B21-08 かんきょうケース　3メカ・シルバー ¥950 ¥1,200

B15-06 ストレート2色回転ラバーBPシルバー ¥350 ¥380 B22-01 トライアングル・3メカラバー 780　本体銀は￥850 ￥1,000　本体銀は￥1,100

B16-01 4色BP・ジャパン 廃番 B22-02 かんきょうケース　トライアングル・3メカラバー 880　本体銀は￥950 \1,100　本体銀は￥1,200

B16-02 ３色+極細芯 廃番 B22-03 エレガント・回転3メカ ¥800 ¥1,000

B16-03 4色BP・ジャパンクリア 廃番 B22-04 かんきょうケース　エレガント・回転3メカ ¥900 ¥1,100

B16-04 4色BP・ジャパンラバー 廃番 B22-05 エレガント・回転3メカ（高級ケース入） ¥1,100 ¥1,400

B16-05 2色回転BP・600 ¥400 ¥430 B22-06 ボール&シャープ・スーパーゴールド ¥900 ¥1,200

B16-06 2色回転BP・600(化粧箱入) ¥450 ¥480 B22-07 かんきょうケース　ボール&シャープ・スーパーゴールド ¥1,000 ¥1,300

B16-07 かんきょうケース　2色回転BP・600 ¥550 ¥580 B22-08 ボール&シャープ・スーパーゴールド（高級ケース入） ¥1,200 ¥1,600

B16-10 2色回転ラバーBP　#800 ¥600 ¥700 B23-01 ボール&シャープ・スーパーホワイト ¥950 ¥1,200

B16-11 かんきょうケース　2色回転ラバーBP　#800 ¥700 ¥800 B23-02 かんきょうケース　ボール&シャープ・スーパーホワイト ¥1,050 ¥1,300

B17-01 金属2色回転BPスーパー ¥750 ¥800 B23-03 ボール&シャープ・スーパーホワイト（高級ケース入） ¥1,250 ¥1,600

B17-02 ターボ2色BP・カスタムゴールド ¥800 ¥1,000 B23-04 ボール&シャープ・ラバーセレクト ¥950 ¥1,300

B17-03 かんきょうケース　ターボ2色BP・カスタムゴールド ¥900 ¥1,100 B23-05 かんきょうケース　ボール&シャープ・ラバーセレクト ¥1,050 ¥1,400

B17-04 ターボ2色BP・ラバーセレクト ¥900 ¥1,100 B23-06 ボール&シャープ・ラバーセレクト（高級ケース入） ¥1,250 ¥1,700

B17-05 かんきょうケース　ターボ2色BP・ラバーセレクト ¥1,000 ¥1,200 B23-07 ボール&シャープ・すべり止め ¥1,000 ¥1,300

B17-06 ターボ2色BP・ラバーセレクト（高級ケース入） ¥1,200 ¥1,500 B23-08 かんきょうケース　ボール&シャープ・すべり止め ¥1,100 ¥1,400

B17-07 ターボ2色BP・カスタムシルバー ¥900 ¥1,100 B23-09 ボール&シャープ・すべり止め（高級ケース入） ¥1,300 ¥1,700

B17-08 かんきょうケース　ターボ2色BP・カスタムシルバー ¥1,000 ¥1,200 B23-10 3メカニック・ラバー ¥1,100 ¥1,300

B17-09 ターボ2色BP・カスタムシルバー（高級ケース入） ¥1,200 ¥1,500 B23-11 かんきょうケース　3メカニック・ラバー ¥1,200 ¥1,400

B18-03 ウイングクリップ3メカ ¥160 ¥180 B23-12 3メカニック・ラバー（高級ケース入） ¥1,400 ¥1,700

B18-05 スケルトンラバー・トリプルペン ¥200 ¥220 B24-01 金属3メカ・すべり止めスーパースリム ¥1,150 ¥1,500

B18-06 シルバーポイント　回転3メカニックペン ¥220 ¥250 B24-02 かんきょうケース　金属3メカ・すべり止めスーパースリム ¥1,250 ¥1,600

B18-07 ストレート6メカ　日本仕様 ¥300 ¥400 B24-03 金属3メカ・すべり止めスーパースリム（高級ケース入） ¥1,450 ¥1,900

B18-08 ストレート6メカ・パステルインク　日本仕様 ¥330 ¥450 B24-04 4メカニックペン・ラバー専用ケース入（蛍光BP芯・パソコン用タッチ芯添付） ¥1,300 ¥1,700

B18-09 ストレート6メカ・安全ストラップ添付　日本仕様 ¥380 ¥500 B24-05 かんきょうケース　4メカラバー ¥1,150 ¥1,500
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B24-06 4メカニックペン・ラバー高級ケース入（蛍光BP芯・パソコン用タッチ芯添付） ¥1,500 ¥1,800 B30-03 オールラウンド再生牛革ミニノートカバー　金属ミニレトロBP付 ¥1,500 ¥1,700

B24-07 かんきょうケース　4メカニック・すべり止め ¥1,200 ¥1,600 B30-04 再生牛革4ポケット名刺入 ¥2,000 ¥2,400

B24-08 4メカニック・すべり止め（高級ケース入） ¥1,400 ¥1,900 B31-01 再生牛革A6ビジネスホルダー ¥5,000 ¥6,500

B24-09 4メカラバー・ロイヤルセット 廃番 B31-02 再生牛革B6ビジネスホルダー ¥5,500 ¥7,000

B25-09 スマートフォン用　タッチ＆ＢＰ 廃番 B31-03 再生牛革A5ビジネスホルダー ¥6,000 ¥8,000

B26-09 スマートフォン用　ショート金属回転BP 受注生産5,000～ B31-04 再生牛革B5ビジネスホルダー ¥6,500 ¥10,000

B26-10 スマートフォン用　金属ミニレトロ回転BP 受注生産3,000～ B31-05 再生牛革A4ビジネスホルダー ¥7,500 ¥12,000

B27-12 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（高級ケース入） ¥1,150 ¥1,250 B31-06 再生牛革A5ブック&ノートカバー ¥2,200 ¥3,000

B27-13 スマートフォン用　金属2色回転BPジャパン ¥900 ¥1,000 B31-07 再生牛革B5ブック&ノートカバー ¥2,500 ¥3,500

B27-14 かんきょうケース　スマートフォン用　金属2色回転BPジャパン ¥1,000 ¥1,100 B31-08 再生牛革A4ブック&ノートカバー ¥3,200 ¥4,000

B27-15 スマートフォン用　金属2色回転BPジャパン（高級ケース入） ¥1,200 ¥1,400 B32-07 新書判ブックカバー ¥700 ¥900

B28-01 環境対策PPケース(100%PPケース) ¥180 ¥200 B32-09 合皮名刺入 ¥600 ¥650

B28-02 紙スリーブ式化粧箱(ザ・ペンⅡ) ¥180 ¥200 B32-11 牛革名刺入 ¥2,000 ¥2,200

B28-03 筒のペンケース・クリア ¥100 ¥150 B32-12 牛革免許証・定期入 ¥2,000 ¥2,200

B28-04 筒のアルミペンケース ¥300 ¥350 B32-15 牛革2面窓定期入 ¥7,500 ¥8,000

B28-05 高級プラスチックケース(八角ケース) ¥350 ¥500 B32-16 牛革札入カード12段 ¥20,000 ¥22,000

B28-06 木のミニケース ¥800 ¥1,000 B33-01 ミニミニ朱肉 ¥190 ￥250（OPP袋デザイン変更）

B28-10 木のケース　A:1P用　B:2P用 ¥1,000 ¥1,200 B33-02 φ42朱肉 台紙デザイン変更

B28-11 PPチューブケース ¥100 ¥120 B33-05 PPケース・スタンプ台 日本製、材:PP、布 中国製、材:PP、布、ABS

B28-12 PP透明片開き　2P用プラケース ¥150 ¥180 B33-09 シェル朱肉 色:青・ピンク ピンク廃番

B28-13 透明蓋式　1P用プラケース ¥180 ¥200 B33-13 インパクト朱肉&スタンプ 受注生産5,000～

B28-14 透明片開き　1P用プラケース ¥180 ¥200 B33-15 朱肉スタンプペンセット・4メカラバー ¥2,500 ¥3,000

B28-15 スクエアケース ¥180 ¥200 B33-16 朱肉スタンプペンギフト・No.60木軸エクサ ¥4,500 ¥5,000

B28-16 透明片開き3P用プラケース ¥200 ¥250 B34-09 朱肉No.60 受注生産　数量要相談

B28-17 突毛片開き2P用プラケース ¥250 ¥300 B34-10 朱肉No.75 受注生産　数量要相談

B28-18 突毛片開き2P用丸型プラケース ¥250 ¥300 B34-11 本練朱肉・美石φ６４ 木箱入 透明邑楽ケース入　受注生産

B29-01 エコ・スリム合皮ペンケース ¥500 ¥600 日本製フルカラースリーブ消しゴム① 40×16×11ｍｍ サイズ変更予定

B29-03 エコ・筆入 ¥800 ￥1,200　在庫なくなり次第中国生産切替予定 日本製フルカラースリーブ消しゴム② 45×20×10ｍｍ サイズ変更予定

B29-04 牛革筆入 ¥2,400 ¥4,000 日本製フルカラースリーブ消しゴム③ 35×30×10ｍｍ サイズ変更予定

B29-05 文具ケース ¥800 ¥1,100 日本製フルカラースリーブ消しゴム④ 60×26×10ｍｍ サイズ変更予定

B29-06 エコ・文具ケース ¥1,000 ¥1,300 日本製フルカラースリーブ消しゴム⑤ 87×12×12ｍｍ サイズ変更予定

B29-07 牛革文具ケース ¥4,500 ¥5,500 C01-01 エコ文具シース4　シルバーポイント ¥1,100 ¥1,400

B29-08 スリム牛革ペンケース ¥2,400 ¥4,000 C01-02 エコ文具シース4　メタルポイント ¥1,100 ¥1,400

B29-09 ビジネスケース ¥950 ¥1,200 C01-03 エコ文具シース4　メタル&ピッチグリップ ¥1,200 ¥1,600

B29-10 エコ・ビジネスケース ¥1,200 ¥1,400 C01-04 エコ文具シース4　ジェントルグリップ ¥1,200 ￥1,500　オールシルバーでモデルチェンジ予定

B29-11 牛革ビジネスケース ¥5,000 ¥6,000 C01-05 エコ文具シース4　ノック式Since1970 ¥1,300 ¥1,700

B29-12 牛革ペンケース（メタル付） ¥5,000 ¥6,000 C01-06 エコ文具シース4　スナップGX ¥1,300 廃番

B29-13 レトロ牛革ペンケース ¥2,800 ¥7,000 C01-07 エコ文具シース4　スリムネオD ¥1,500 ¥1,800

B29-14 本革ペンケース ¥2,800 ¥3,000 C01-08 エコ文具シース4　2C-600 ¥1,600 ¥2,000

B29-15 エコ・エグゼクティブケース 廃番 C01-09 エコ文具シース4　メタリックレトロ ¥1,700 ¥2,200

B29-16 人工皮革エグゼクティブケース 廃番 C02-01 エコ文具シース4　3メカシルバー ¥1,700 ¥2,400

B30-01 オールラウンド再生牛革ミニノートカバー ¥1,100 ¥1,300 C02-02 エコ文具シース4　エレガント3M ¥1,700 ¥2,300

B30-02 オールラウンド再生牛革ミニノートカバー　回転ミニBP付 ¥1,300 ¥1,500 C02-03 エコ文具シース4　Z65 ¥1,800 ¥2,000
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C02-04 エコ文具シース4　ステンレス402 ¥1,800 ¥2,200 C06-06 エコレザーペンケースギフト　4メカメタルラバー ¥2,200 ¥2,700

C02-05 エコ文具シース4　Z65シルバー ¥1,800 ¥2,300 C06-07 エコレザーペンケースギフト　4メカメタル滑り止め ¥2,200 ¥2,800

C02-06 エコ文具シース4　4メカメタルすべり止め ¥2,000 ¥2,800 C06-08 エコレザーペンケースギフト　2C800 ¥2,200 ¥2,500

C02-07 エコ文具シース4　メタルホワイト ¥2,000 ¥2,300 C06-09 エコレザーペンケースギフト　メタルスコーピィオン・グラファイト ¥2,500 ¥2,700

C02-08 エコ文具シース4　3メカスーパースリム ¥2,100 ¥2,700 C06-10 エコレザーペンケースギフト　木軸レトロ ¥2,500 ¥3,200

C02-09 エコ文具シース4　Z88ホワイト ¥2,200 ¥2,600 C06-11 エコレザーペンケースギフト　Z1000 ¥2,500 ¥2,800

C02-10 エコ文具シース4　木軸レトロ ¥2,200 ¥3,000 C06-12 エコレザーペンケースギフト　木軸ロイヤル ¥2,500 ¥3,500

C02-11 エコ文具シース4　2Cカスタム ¥2,300 ¥2,700 C07-01 エコB7牛革ミニシステム手帳　メタリックレトロ (A)￥5,600、(B)￥4,800 (A)￥5,700、(B)￥5,200

C02-12 エコ文具シース4　メタルスコーピィオン・グラファイト ¥2,400 ¥2,700 C07-02 エコB7牛革ミニシステム手帳　3メカシルバー (A)￥6,000、(B)￥5,200 (A)￥6,300、(B)￥5,800

C03-01 エコスリム合皮ペンケースギフト　シルバーポイント ¥800 ¥1,000 C07-03 エコB7牛革ミニシステム手帳　木軸403 (A)￥6,000、(B)￥5,200 (A)￥6,000、(B)￥5,500

C03-02 エコスリム合皮ペンケースギフト　ジェントルグリップ ¥900 ¥1,100 C07-04 エコB7牛革ミニシステム手帳　ブラスダカーポ (A)￥6,000、(B)￥5,200 (A)￥6,000、(B)￥5,500

C03-03 エコスリム合皮ペンケースギフト　メタルリングレトロ ¥1,000 ¥1,200 C07-05 エコB7牛革ミニシステム手帳　BP&SPスーパー (A)￥6,200、(B)￥5,400 (A)￥6,300、(B)￥5,800

C03-04 エコスリム合皮ペンケースギフト　スナップGX ¥1,000 廃番 C07-06 エコB7牛革ミニシステム手帳　本革巻BP (A)￥6,000、(B)￥5,500 (A)￥6,000、(B)￥5,500

C03-05 エコスリム合皮ペンケース　スリムネオD ¥1,100 ¥1,400 C07-07 エコB7牛革ミニシステム手帳　4メカメタルすべり止め (A)￥6,400、(B)￥5,600 (A)￥6,700、(B)￥6,200

C03-06 エコスリム合皮ペンケースギフト　2C-600 ¥1,200 ¥1,600 C07-08 エコB7牛革ミニシステム手帳　3メカスーパースリム (A)￥6,400、(B)￥5,600 (A)￥6,500、(B)￥6,000

C03-07 エコスリム合皮ペンケースギフト　メタリックレトロ ¥1,300 ¥1,800 C07-09 エコB7牛革ミニシステム手帳　P1(パーカー) (A)￥7,600、(B)￥6,800 (A)￥9,000、(B)￥8,500

C03-08 エコスリム合皮ペンケースギフト　3メカシルバー ¥1,300 ¥1,800 C08-01 エコB7牛革ミニシステム手帳　P2(パーカー) 廃番

C03-09 エコスリム合皮ペンケース　トライアングル3メカ ¥1,300 ¥1,900 C08-02 エコB7牛革ミニシステム手帳　P5(パーカー) 廃番

C04-01 エコスリム合皮ペンケースギフト　エレガント3M ¥1,300 ¥1,700 C08-03 エコB7牛革ミニシステム手帳　C1(クロス) (A)￥11,000、(B)￥10,200 (A)￥13,000、(B)￥12,500

C04-02 エコスリム合皮ペンケースギフト　ステンレス402 ¥1,500 ¥1,800 C08-04 エコ合皮筆入ギフト　シルバーポイント ¥1,500 ¥2,000

C04-03 エコスリム合皮ペンケースギフト　木軸レトロ ¥2,000 ¥2,600 C08-05 エコ合皮筆入ギフト　ジェントルグリップ ¥1,600 ¥2,100

C04-04 合皮システム ¥8,300 ¥12,500 C08-06 エコ合皮筆入ギフト　スリムネオD ¥1,800 ¥2,400

C04-05 合皮システム手帳電卓付・777 ¥9,800 ¥13,500 C08-07 エコ合皮筆入ギフト　2C-600 ¥2,000 ¥2,600

C04-06 合皮システム手帳電卓付・4メカメタル滑り止め ¥10,000 ¥14,000 C08-08 エコ合皮筆入ギフト　ネオDシルバー ¥2,300 ¥2,800

C04-07 牛革システム ¥11,000 ¥15,000 C08-09 エコ合皮筆入ギフト　3メカシルバー ¥2,400 ¥3,200

C04-08 牛革システム手帳・777(電卓付) ¥12,500 廃番 C08-10 エコ合皮筆入ギフト　4メカメタルラバー ¥2,600 ¥3,500

C04-09 牛革システム手帳・P5(電卓付) ¥15,000 ¥25,000 C08-11 エコ合皮筆入ギフト　木軸レトロ ¥3,000 ¥3,600

C04-11 人工皮革・A4エグゼクティブⅡ ¥9,000 ¥20,000 C09-01 エコメタル付牛革ペンケースギフト・メタルリングレトロ ¥2,800 ¥3,400

C04-12 牛革A4エグゼクティブⅡ ¥16,000 ¥30,000 C09-02 エコメタル付牛革ペンケースギフト　スリムネオD ¥3,000 ¥3,600

C05-01 エコレザーペンケースギフト　シルバーポイント ¥900 ¥1,000 C09-03 エコメタル付牛革ペンケースギフト　ネオD600 ¥3,200 ¥3,800

C05-02 エコレザーペンケースギフト　ジェントルグリップ ¥1,000 ¥1,100 C09-04 エコメタル付牛革ペンケースギフト・2C-600 ¥3,200 ¥3,800

C05-03 エコレザーペンケースギフト　メタルリングレトロ ¥1,100 ¥1,200 C09-05 エコメタル付牛革ペンケースギフト・メタリックレトロ ¥3,200 ¥4,000

C05-04 エコレザーペンケースギフト　スナップGX ¥1,500 廃番 C09-06 エコメタル付牛革ペンケースギフト　エレガント3M ¥3,300 ¥4,000

C05-05 エコレザーペンケースギフト　スリムネオD ¥1,600 ¥1,900 C09-07 エコメタル付牛革ペンケースギフト　4メカメタルラバー ¥3,500 ¥4,300

C05-06 エコレザーペンケースギフト　ネオD-600 ¥1,700 ¥2,000 C09-08 エコメタル付牛革ペンケースギフト　4メカメタルすべり止め ¥3,500 ¥4,400

C05-07 エコレザーペンケースギフト　2C-600 ¥1,800 ¥2,100 C09-09 エコメタル付牛革ペンケースギフト　3メカスーパースリム ¥3,600 ¥4,300

C05-08 エコレザーペンケースギフト・メタリックレトロ ¥1,800 ¥2,300 C10-01 エコメタル付牛革ペンケースギフト　2C800 ¥3,600 ¥4,200

C05-09 エコレザーペンケースギフト　3メカシルバー ¥2,000 ¥2,500 C10-02 エコメタル付牛革ペンケースギフト　2Cカスタム ¥3,700 ¥4,500

C06-01 エコレザーペンケースギフト　トライアングル3メカ ¥2,000 ¥2,500 C10-03 エコメタル付牛革ペンケースギフト　メタルスコーピィオン・グラファイト ¥3,800 ¥4,500

C06-02 エコレザーペンケースギフト　エレガント3M ¥2,000 ¥2,400 C10-04 エコメタル付牛革ペンケースギフト・木軸レトロ ¥3,800 ¥4,800

C06-03 エコレザーペンケースギフト　ネオDシルバー ¥2,000 ¥2,300 C10-05 エコメタル付牛革ペンケースギフト・Z1000 ¥3,800 ¥4,500

C06-04 エコレザーペンケースギフト　Z65シルバー ¥2,000 ¥2,400 C10-06 エコメタル付牛革ペンケースギフト・木軸ロイヤル ¥3,800 ¥5,000

C06-05 エコレザーペンケースギフト　メタルホワイト ¥2,000 ¥2,400 C10-07 エコメタル付牛革ペンケースギフト・ネオD-900 ¥4,000 ¥4,600
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C10-08 エコメタル付牛革ペンケースギフト・P1(パーカー) ¥7,000 ¥11,000 C14-09 本革ペンケースギフト　真鍮6角回転 (A)￥8,700(B)￥9,500 (A)￥9,400(B)￥10,200

C10-09 エコメタル付牛革ペンケースギフト・真鍮6角回転 ¥8,000 ¥9,500 C14-10 本革ペンケースギフト　P2(パーカー) 廃番

C10-10 エコメタル付牛革ペンケースギフト・P2(パーカー) 廃番 C14-11 本革ペンケースギフト　P5(パーカー） (A)￥10,700(B)￥11,500 新型(A)￥13,800(B)￥14,600

C10-11 エコメタル付牛革ペンケースギフト・P5(パーカー) 廃番 C14-12 本革ペンケースギフト　C1(クロス) (A)￥14,300(B)￥15,100 (A)￥19,300(B)￥20,100

C10-12 エコメタル付牛革ペンケースギフト・C1(クロス) ¥13,500 ¥18,700 C15-01 コンパクトペンストックⅡ　シルバーポイント ¥1,800 ¥2,000

C11-01 レトロ牛革ペンケースギフト　メタルリングレトロ 廃番 C15-02 コンパクトペンストックⅡ　ジェントルグリップ ¥1,900 ¥2,100

C11-02 レトロ牛革ペンケースギフト　ネオD600 廃番 C15-03 コンパクトペンストックⅡ　ノック式BP Since1970 ¥2,000 ¥2,200

C11-03 レトロ牛革ペンケースギフト　Z65 廃番 C15-04 コンパクトペンストックⅡ　スリムネオD ¥2,100 ¥2,300

C11-04 レトロ牛革ペンケースギフト　2C600 廃番 C15-05 コンパクトペンストックⅡ　2C600 (A)￥2,300(B)￥3,100 (A)￥2,500(B)￥3,300

C11-05 レトロ牛革ペンケースギフト　トライアングル3メカ 廃番 C15-06 コンパクトペンストックⅡ　Z65 ¥2,400 ¥2,500

C11-06 レトロ牛革ペンケースギフト　Z65シルバー 廃番 C15-07 コンパクトペンストックⅡ　メタリックレトロ (A)￥2,400(B)￥3,200 (A)￥2,700(B)￥3,500

C11-07 レトロ牛革ペンケースギフト　ネオDシルバー 廃番 C15-08 コンパクトペンストックⅡ　Z65シルバー ¥2,500 ¥2,800

C11-08 レトロ牛革ペンケースギフト　2C800 廃番 C15-09 コンパクトペンストックⅡ　ネオDシルバー (A)￥2,500(B)￥3,300 (A)￥2,800(B)￥3,600

C11-09 レトロ牛革ペンケースギフト　2Cカスタム 廃番 C16-01 メカニックペンストック　3メカシルバー ¥2,700 ¥3,200

C12-01 レトロ牛革ペンケースギフト　木軸レトロ・トネリコ 廃番 C16-02 コンパクトペンストックⅡ　Z88ホワイト ¥2,700 ¥3,100

C12-02 レトロ牛革ペンケースギフト　メタルスコーピィオン・グラファイト 廃番 C16-03 メカニックペンストック　エレガント3M (A)￥2,700(B)￥3,500 (A)￥3,000(B)￥3,800

C12-03 レトロ牛革ペンケースギフト　木軸レトロ 廃番 C16-04 コンパクトペンストックⅡ　2Cカスタム ¥2,800 ¥3,200

C12-04 レトロ牛革ペンケースギフト　木軸ロイヤル・トネリコ 廃番 C16-05 メカニックペンストック　4メカメタルすべり止め (A)￥2,800(B)￥3,600 (A)￥3,400(B)￥4,200

C12-05 レトロ牛革ペンケースギフト　頑強ストレートアルミ 廃番 C16-06 コンパクトペンストックⅡ　メタルスコーピィオン・グラファイト ¥3,000 ¥3,200

C12-06 レトロ牛革ペンケースギフト　木軸ロイヤル 廃番 C16-07 メカニックペンストック　3メカスーパースリム (A)￥3,000(B)￥3,800 (A)￥3,400(B)￥4,200

C12-07 レトロ牛革ペンケースギフト　ネオD900 廃番 C16-08 コンパクトペンストックⅡ　Z1000 (A)￥3,000(B)￥3,800 (A)￥3,200(B)￥4,000

C12-08 レトロ牛革ペンケースギフト　P1(パーカー) 廃番 C16-09 コンパクトペンストックⅡ　ネオD900 (A)￥3,200(B)￥4,000 (A￥3,300(B)￥4,100

C12-09 レトロ牛革ペンケースギフト　真鍮6角回転 廃番 C16-10 コンパクトペンストックⅡ　P1(パーカー) (A)￥6,200(B)￥7,000 (A)￥9,600(B)￥10,400

C12-10 レトロ牛革ペンケースギフト　P2(パーカー） 廃番 C16-11 コンパクトペンストックⅡ　P2EX(パーカー) 廃番

C12-11 レトロ牛革ペンケースギフト　P5(パーカー) 廃番 C16-12 コンパクトペンストックⅡ　P5(パーカー) 廃番

C12-12 レトロ牛革ペンケースギフト　C1(クロス) 廃番 C17-01 エコビジネス電卓付　シルバーポイント (A)￥1,900、(B)￥2,200 (A)￥2,200、(B)￥2,500

C13-01 本革ペンケースギフト　スリムネオD ¥3,500 ¥4,200 C17-02 エコビジネス電卓付　ジェントルグリップ (A)￥2,000、(B)￥2,300 (A)￥2,300、(B)￥2,600

C13-02 本革ペンケースギフト　2C600 (A)￥3,800(B)￥4,600 (A)￥4,400(B)￥5,200 C17-03 エコビジネス電卓付　ノック式 Since1970 (A)￥2,100、(B)￥2,400 (A)￥2,500、(B)￥2,800

C13-03 本革ペンケースギフト　メタリックレトロ (A)￥3,800(B)￥4,600 (A)￥4,600(B)￥5,400 C17-04 エコビジネス電卓付　スリムネオD (A)￥2,200、(B)￥2,500 (A)￥2,600、(B)￥2,900

C13-04 本革ペンケースギフト　3メカシルバー (A)￥3,800(B)￥4,600 (A)￥4,700(B)￥5,500 C17-05 エコビジネス電卓付　2C600 (A)￥2,400、(B)￥2,700 (A)￥2,800、(B)￥3,100

C13-05 本革ペンケースギフト　エレガント3M (A)￥3,800(B)￥4,600 (A)￥4,600(B)￥5,400 C17-06 エコビジネス電卓付　メタリックレトロ (A)￥2,500、(B)￥2,800 (A)￥3,000、(B)￥3,300

C13-06 本革ペンケースギフト　ネオDシルバー ¥4,000 ¥4,600 C17-07 エコビジネス電卓付　3メカシルバー (A)￥2,700、(B)￥3,000 (A)￥3,200、(B)￥3,500

C13-07 本革ペンケースギフト　Z65シルバー ¥4,000 ¥4,700 C17-08 エコビジネス電卓付　エレガント3M (A)￥2,700、(B)￥3,000 (A)￥3,100、(B)￥3,400

C13-08 本革ペンケースギフト　メタルホワイト ¥4,000 ¥4,700 C17-09 エコビジネス電卓付　ステンレス402 (A)￥2,700、(B)￥3,000 (A)￥3,000、(B)￥3,300

C13-09 本革ペンケースギフト　4メカメタルすべり止め (A)￥4,000(B)￥4,800 (A)￥5,100(B)￥5,900 C18-01 エコビジネス電卓付6　Z65 ¥2,800 ¥3,100

C14-01 本革ペンケースギフト　Z88ホワイト ¥4,200 ¥5,000 C18-02 エコビジネス電卓付6　Z65シルバー ¥3,000 ¥3,400

C14-02 本革ペンケースギフト　3メカスーパースリム (A)￥4,200(B)￥5,000 (A)￥5,000(B)￥5,800 C18-03 エコビジネス電卓付　4メカメタルすべり止め (A)￥3,000、(B)￥3,300 (A)￥3,600、(B)￥3,900

C14-03 本革ペンケースギフト　2Cカスタム (A)￥4,300(B)￥5,100 (A)￥5,100(B)￥5,900 C18-04 エコビジネス電卓付　2Cカスタム (A)￥3,000、(B)￥3,300 (A)￥3,500、(B)￥3,800

C14-04 本革ペンケースギフト　木軸レトロ (A)￥4,500(B)￥5,300 (A)￥5,500(B)￥6,300 C18-05 エコビジネス電卓付6　Z88ホワイト ¥3,200 ¥3,700

C14-05 本革ペンケースギフト　Z1000 (A)￥4,500(B)￥5,300 (A)￥5,200(B)￥6,000 C18-06 エコビジネス電卓付　3メカスーパースリム (A)￥3,200、(B)￥3,500 (A)￥3,500、(B)￥3,800

C14-06 本革ペンケースギフト　木軸ロイヤル (A)￥4,500(B)￥5,300 (A)￥5,800(B)￥6,600 C18-07 エコビジネス電卓付　メタルスコーピィオングラファイト (A)￥3,200、(B)￥3,500 (A)￥3,500、(B)￥3,800

C14-07 本革ペンケースギフト　ネオD900 (A)￥4,700(B)￥5,500 (A)￥5,200(B)￥6,000 C18-08 エコビジネス電卓付　木軸レトロ (A)￥3,200、(B)￥3,500 (A)￥3,800、(B)￥4,100

C14-08 本革ペンケースギフト　P1(パーカー) (A)￥7,700(B)￥8,500 (A)￥11,500(B)￥12,300 C18-09 エコビジネス電卓付　Z1000 (A)￥3,200、(B)￥3,500 (A)￥3,500、(B)￥3,800
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C18-10 エコビジネス電卓付6　木軸ロイヤル ¥3,600 ¥4,500 C22-11 EVAエコエグゼクティブ　P5(パーカー) (A)￥10,200、(B)￥11,000 新型(A)￥19,200、(B)￥20,000

C18-11 エコビジネス電卓付6　ネオD900 ¥3,800 ¥3,900 C22-12 EVAエコエグゼクティブ　C1(クロス) (A)￥13,500、(B)￥14,300 (A)￥19,200、(B)￥20,000

C18-12 エコビジネス電卓付6　P1(パーカー) ¥6,500 ¥10,200 C23-01 エコエグゼクティブ　シルバーポイント ケースなくなり次第廃番

C19-01 エグゼクティブ　シルバーポイント (A)￥2,400、(B)￥2,700 (A)￥2,800、(B)￥3,100 C23-02 エコエグゼクティブ　ジェントルグリップ ケースなくなり次第廃番

C19-02 エグゼクティブ　ジェントルグリップ (A)￥2,500、(B)￥2,800 (A)￥3,000、(B)￥3,300 C23-03 エコエグゼクティブ　2C600 (A)￥3,700、(B)￥4,000 ケースなくなり次第廃番(A)￥3,800、(B)￥4,100

C19-03 エグゼクティブ　ノック式 Since1970 (A)￥2,600、(B)￥2,900 (A)￥3,200、(B)￥3,500 C23-04 エコエグゼクティブ　メタリックレトロ (A)￥3,800、(B)￥4,100 ケースなくなり次第廃番(A)￥3,900、(B)￥4,200

C19-04 エグゼクティブ　スリムネオD (A)￥2,700、(B)￥3,000 (A)￥3,200、(B)￥3,500 C23-05 エコエグゼクティブ　3メカシルバー (A)￥3,800、(B)￥4,100 ケースなくなり次第廃番(A)￥3,900、(B)￥4,200

C19-05 エグゼクティブ　2C600 (A)￥2,800、(B)￥3,100 (A)￥3,500、(B)￥3,800 C23-06 エコエグゼクティブ　エレガント3M (A)￥3,800、(B)￥4,100 ケースなくなり次第廃番(A)￥4,000、(B)￥4,300

C19-06 エグゼクティブ　メタリックレトロ (A)￥3,000、(B)￥3,300 (A)￥3,700、(B)￥4,000 C23-07 エコエグゼクティブ　ネオDシルバー ケースなくなり次第廃番

C19-07 エグゼクティブ　3メカシルバー (A)￥3,000、(B)￥3,300 (A)￥3,600、(B)￥3,900 C23-08 エコエグゼクティブ　4メカメタルラバー (A)￥4,000、(B)￥4,300（C)￥5,100 ケースなくなり次第廃番(A)￥4,300、(B)￥4,600（C)￥5,400

C19-08 エグゼクティブ　エレガント3M (A)￥3,000、(B)￥3,300 (A)￥3,500、(B)￥3,800 C23-09 エコエグゼクティブ　4メカメタルすべり止め (A)￥4,000、(B)￥4,300（C)￥5,100 ケースなくなり次第廃番(A)￥4,300、(B)￥4,600（C)￥5,400

C19-09 エグゼクティブ　4メカメタルすべり止め (A)￥3,200、(B)￥3,500 (A)￥4,200、(B)￥4,500 C24-01 エコエグゼクティブ　Z65シルバー (A)￥4,000、(B)￥4,300 ケースなくなり次第廃番(A)￥4,100、(B)￥4,400

C20-01 エグゼクティブ　Z65シルバー 廃番 C24-02 エコエグゼクティブ　2C800 ケースなくなり次第廃番

C20-02 エグゼクティブ　2C800 (A)￥3,300、(B)￥3,600 (A)￥4,000、(B)￥4,200 C24-03 エコエグゼクティブ　2Cカスタム (A)￥4,300、(B)￥4,600 ケースなくなり次第廃番(A)￥4,600、(B)￥4,900

C20-03 エグゼクティブ　2Cカスタム (A)￥3,400、(B)￥3,700 (A)￥4,200、(B)￥4,500 C24-04 エコエグゼクティブ　木軸レトロ (A)￥4,500、(B)￥4,800 ケースなくなり次第廃番(A)￥4,900、(B)￥5,200

C20-04 エグゼクティブ　メタルスコーピィオン・グラファイト (A)￥3,600、(B)￥3,900 (A)￥4,200、(B)￥4,500 C24-05 エコエグゼクティブ　木軸ロイヤル (A)￥4,500、(B)￥4,800 ケースなくなり次第廃番(A)￥5,400、(B)￥5,700

C20-05 エグゼクティブ　木軸レトロ (A)￥3,600、(B)￥3,900 (A)￥4,500、(B)￥4,800 C24-06 エコエグゼクティブ　Z1000 ケースなくなり次第廃番

C20-06 エグゼクティブ　Z1000 (A)￥3,600、(B)￥3,900 (A)￥4,200、(B)￥4,500 C24-07 エコエグゼクティブ　ネオD900 ケースなくなり次第廃番

C20-07 エグゼクティブ　木軸ロイヤル (A)￥3,600、(B)￥3,900 (A)￥4,700、(B)￥5,000 C24-09 エコエグゼクティブ　P1(パーカー) (A)￥8,000、(B)￥8,800 ケースなくなり次第廃番(A)￥11,200、(B)￥12,000

C20-08 エグゼクティブ　ネオD900 (A)￥3,800、(B)￥4,100 (A)￥4,300、(B)￥4,600 C24-08 エコエグゼクティブ　真鍮6角回転 ケースなくなり次第廃番

C20-09 エグゼクティブ7　P1(パーカー) ¥7,000 ¥11,000 C24-10 エコエグゼクティブ　P2(パーカー) (A)￥9,000、(B)￥9,800 ケースなくなり次第廃番(A)￥9,200、(B)￥10,000

C20-10 エグゼクティブ7　P2(パーカー) ¥8,000 ¥8,300 C24-11 エコエグゼクティブ　P5(パーカー) (A)￥11,000、(B)￥11,800 ケースなくなり次第廃番(A)￥11,100、(B)￥11,900

C20-11 エグゼクティブ7　P5(パーカー) 廃番 C24-12 エコエグゼクティブ7　C1EX(クロス） ケースなくなり次第廃番

C20-12 エグゼクティブ7　C1(クロス) ¥13,300 ¥18,800 C25-01 人工皮革エグゼクティブ7　スリムネオD ¥4,000 ケースなくなり次第廃番￥4,100

C21-01 EVAエコエグゼクティブ　シルバーポイント (A)￥2,700、(B)￥3,000 (A)￥3,000、(B)￥3,300 C25-02 人工皮革エグゼクティブ6　3メカシルバー ¥4,300 ケースなくなり次第廃番￥4,500

C21-02 EVAエコエグゼクティブ　ジェントルグリップ (A)￥2,700、(B)￥3,000 (A)￥3,200、(B)￥3,500 C25-03 人工皮革エグゼクティブ6　トライアングル3メカ ¥4,300 ケースなくなり次第廃番￥4,500

C21-03 EVAエコエグゼクティブ　スリムネオD (A)￥3,000、(B)￥3,300 (A)￥3,500、(B)￥3,800 C25-04 人工皮革エグゼクティブ　2C600 ケースなくなり次第廃番

C21-04 EVAエコエグゼクティブ　2C600 (A)￥3,000、(B)￥3,300 (A)￥3,700、(B)￥4,000 C25-05 人工皮革エグゼクティブ　メタリックレトロ (A)￥4,300、(B)￥5,100 ケースなくなり次第廃番(A)￥4,400、(B)￥5,200

C21-05 EVAエコエグゼクティブ　メタリックレトロ (A)￥3,200、(B)￥3,500 (A)￥4,000、(B)￥4,200 C25-06 人工皮革エグゼクティブ　エレガント3メカ (A)￥4,300、(B)￥5,100 ケースなくなり次第廃番(A)￥4,500、(B)￥5,300

C21-06 EVAエコエグゼクティブ　3メカシルバー (A)￥3,200、(B)￥3,500 (A)￥3,900、(B)￥4,200 C25-07 人工皮革エグゼクティブ　ネオDシルバー ケースなくなり次第廃番

C21-07 EVAエコエグゼクティブ　エレガント3M (A)￥3,200、(B)￥3,500 (A)￥3,800、(B)￥4,100 C25-08 人工皮革エグゼクティブ　4メカメタルラバー (A)￥4,500、(B)￥5,300 ケースなくなり次第廃番(A)￥4,700、(B)￥5,500

C21-08 EVAエコエグゼクティブ　Z65シルバー (A)￥3,300、(B)￥3,600 (A)￥4,000、(B)￥4,200 C25-09 人工皮革エグゼクティブ　4メカメタルすべり止め (A)￥4,500、(B)￥5,300 ケースなくなり次第廃番(A)￥4,800、(B)￥5,600

C21-09 EVAエコエグゼクティブ　4メカメタルすべり止め (A)￥3,300、(B)￥3,600（C)￥4,400 (A)￥4,300、(B)￥4,600（C)￥5,400 C26-01 人工皮革エグゼクティブ　Z65シルバー ケースなくなり次第廃番

C22-01 EVAエコエグゼクティブ　2C800 (A)￥3,500、(B)￥3,800 (A)￥4,200、(B)￥4,500 C26-02 人工皮革エグゼクティブ　2C800 ケースなくなり次第廃番

C22-02 EVAエコエグゼクティブ　2Cカスタム (A)￥3,600、(B)￥3,900 (A)￥4,500、(B)￥4,700 C26-03 人工皮革エグゼクティブ　2Cカスタム ケースなくなり次第廃番

C22-03 EVAエコエグゼクティブ　頑強ストレートアルミ 廃番 C26-04 人工皮革エグゼクティブ　木軸レトロ (A)￥5,000、(B)￥5,800 ケースなくなり次第廃番(A)￥5,400、(B)￥6,200

C22-04 EVAエコエグゼクティブ　メタルスコーピィオングラファイト (A)￥3,800、(B)￥4,100 (A)￥4,500、(B)￥4,700 C26-05 人工皮革エグゼクティブ　Z1000 ケースなくなり次第廃番

C22-05 EVAエコエグゼクティブ　木軸レトロ (A)￥3,800、(B)￥4,100 (A)￥4,700、(B)￥5,000 C26-06 人工皮革エグゼクティブ　木軸ロイヤル (A)￥5,000、(B)￥5,800 ケースなくなり次第廃番(A)￥5,800、(B)￥6,600

C22-06 EVAエコエグゼクティブ　木軸ロイヤル (A)￥3,800、(B)￥4,100（C)￥4,900 (A)￥5,000、(B)￥5,200（C)￥6,000 C26-07 人工皮革エグゼクティブ　ネオD900 ケースなくなり次第廃番

C22-07 EVAエコエグゼクティブ　Z1000 (A)￥4,500、(B)￥4,800（C)￥5,600 (A)￥4,500、(B)￥4,800（C)￥5,600 C26-08 人工皮革エグゼクティブ　P1（パーカー） (A)￥8,200、(B)￥9,000 ケースなくなり次第廃番(A)￥11,400、(B)￥12,200

C22-08 EVAエコエグゼクティブ　ネオD900 (A)￥4,000、(B)￥4,300 (A)￥4,500、(B)￥4,800 C26-09 人工皮革エグゼクティブ　P2（パーカー） (A)￥、(B)￥ ケースなくなり次第廃番(A)￥、(B)￥

C22-09 EVAエコエグゼクティブ　P1(パーカー) (A)￥7,200、(B)￥8,000 (A)￥11,200、(B)￥12,000 C26-10 人工皮革エグゼクティブ　真鍮6角回転 ケースなくなり次第廃番

C22-10 EVAエコエグゼクティブ　P2(パーカー) 廃番 C26-11 人工皮革エグゼクティブ　P5（パーカー） (A)￥11,200、(B)￥12,000 ケースなくなり次第廃番。新型(A)￥14,200、(B)￥15,000
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C26-12 人工皮革エグゼクティブ　C1（クロス） (A)￥14,800、(B)￥15,600 ケースなくなり次第廃番(A)￥19,000、(B)￥19,800
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