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私たちの提案する商品は紙を基軸とした「ひと」と「ひと」を結ぶコミュニケーションです。素材感やデザイン性に
こだわったペーパーをはじめ、オリジナルアイテムや海外ブランドとのコラボレーションアイテムなど取り扱い数は3000以上。

パーティ関連商品は充実したラインナップです。
私たちは、様々な角度から新鮮な視点で「紙」を見つめ、温かなコミュニケーションをスピーディなレスポンスで
サポートし続けます。

　　　　マイマインズアイ                                ・My Mind’s Eye       　　　　トフラクンカリメア                   STFARC  NACIREMA・
・FISKARS                                         フィスカス　        　　　　　　　　リトルビー              ・Little B                             
・Hester＆Cook                              へスター &クック                                      and more......　　　　   



Decoration/Party



American Crafts “Marquee Limited Version” 

マーキーレター Ltd 
 2500円（本体価格）＋税   

369179 

☆ 

369106 

& 

313139 

ﾌｷﾀﾞｼ 

313140 

ｱﾝｶｰ 

313136 

♡ 

 

   

 

キット内容 

・マーキーシェイプ☓1 

・LEDライトストランド☓1 

・トレーシングテンプレート☓1 

・マーキーテープ☓2 

・クリアバルブキャップ☓ 

  &-18,☆-11,♡-14,ﾌｷﾀﾞｼ-14, 

  ｱﾝｶｰ-13 

 （シェイプによって数量が異なります） 
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American Crafts “Marquee Letter” 

マーキーレター 
 2500円（本体価格）＋税   
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American Crafts “Marquee Letter” 

マーキーレター 
 2500円（本体価格）＋税   

     

     

     

    

312000 

MARQUEE  # 
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American Crafts “Marquee Letter Large” 

マーキーレター ラージ 
 3000円（本体価格）＋税   

312909 

A 
312910 

B 
312911 

C 
312912 

D 

312913 

E 
312914 

F 
312915 

G 
312916 

H 

312917 

I 
312918 

J 
312919 

K 
312920 

L 
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American Crafts “Marquee Letter Large” 

マーキーレター ラージ 
 3000円（本体価格）＋税   

312921 

M 
312922 

N 
312923 

O 
312924 

P 

312925 

Q 
312926 

R 
312927 

S 
312928 

T 

312929 

U 
312930 

V 
312931 

W 
312932 

X 

312933 

Y 
312934 

Z 

    

    

    

 

312945 

& 
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American Crafts “Marquee Letter Number” 

マーキーレター ナンバー 
 2500円（本体価格）＋税   

312021 

ﾅﾝﾊﾞｰ1 

31202 

ﾅﾝﾊﾞｰ2 
312023 

ﾅﾝﾊﾞｰ3 
312024 

ﾅﾝﾊﾞｰ4 
312025 

ﾅﾝﾊﾞｰ5 

312026 

ﾅﾝﾊﾞｰ6 
312027 

ﾅﾝﾊﾞｰ7 
312028 

ﾅﾝﾊﾞｰ8 
312029 

ﾅﾝﾊﾞｰ9 
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American Crafts “Marquee Tape” 

和紙テープ 
 800円（本体価格）＋税   
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American Crafts “Marquee Tape” 

グリッターテープ 
 800円（本体価格）＋税   
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“Medallion Garland” Paper Intelligence

ﾘﾝｸﾞｺﾞｰﾙﾄﾞ 

メダリオン ガーランド 
 直径10cmX6個 600円（本体価格）＋税   

メダリオン BIG 
 20cmX1個 28cmX1個 36cmX2個 43cmX2個 1800円（本体価格）＋税   

 

ﾄﾞｯﾄｺﾞｰﾙﾄﾞ ｴﾒﾗﾙﾄﾞ ﾋﾟﾝｸﾄﾞｯﾄ 

    

ｾﾚﾌﾞﾚｲﾄ ﾊｯﾋﾟｰﾎﾘﾃﾞｲ 
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My Mind’s Eye “Party Fan” 

パーティファン 
 3800円（本体価格）＋税   

BWP205 

ﾊﾟｰﾃｨｰﾌｧﾝ 
HRP209 

ﾊﾟｰﾃｨｰﾌｧﾝ 
MSP207 

ﾊﾟｰﾃｨｰﾌｧﾝ 

TRP008 

ﾊﾟｰﾃｨｰﾌｧﾝ 
LFP008 

ﾊﾟｰﾃｨｰﾌｧﾝ 

FYP108 

ﾊﾟｰﾃｨｰﾌｧﾝ 
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My Mind’s Eye “Party Fan” “Banner” 

ベーシック パーティファン 
 2200円（本体価格）＋税   

ベーシック パーティファン 
 2500円（本体価格）＋税   

レターバナー 
 3300円（本体価格）＋税   

ミニバナー 
 2300 円（本体価格）＋税   

PGB202 

ﾊﾟｰﾃｨｰﾌｧﾝ 
PGB204 

ﾊﾟｰﾃｨｰﾌｧﾝ 
PGB205 

ﾊﾟｰﾃｨｰﾌｧﾝ 
PGB209 

ﾊﾟｰﾃｨｰﾌｧﾝ 

PGB210 

ﾊﾟｰﾃｨｰﾌｧﾝ 
PGB211 

ﾊﾟｰﾃｨｰﾌｧﾝ 

TRP005 

ﾚﾀｰﾊﾞﾅｰ 
FYP101 

ﾚﾀｰﾊﾞﾅｰ 
FYP109 

ﾐﾆﾊﾞﾅｰ 
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Paper Intelligence “Paper Garland” 

ペーパーガーランド 
 バナー 15枚 ガーラント紐3m 600円（本体価格）＋税    

ﾍﾟｰﾊﾟｰｶﾞｰﾗﾝﾄﾞ 
HAPPY BIRTHDAY 

ﾍﾟｰﾊﾟｰｶﾞｰﾗﾝﾄﾞ 
HAPPY WEDDING 

アルファベットガーランド 
 バナー 13枚 ガーラント紐3m 600円（本体価格）＋税   

ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄｶﾞｰﾗﾝﾄﾞ 
HAPPY BIRTHDAY 

ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄｶﾞｰﾗﾝﾄﾞ 
HAPPY WEDDING 

  

  

90cm 
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Paper Intelligence “Party Fringe” 

パーティーフリンジ  
 600円（本体価格）＋税   

ｺﾞｰﾙﾄﾞ 

幅100cmX高さ200cm 

NEW
 

ﾗｲﾄﾋﾟﾝｸ 

幅100cmX高さ200cm 
ﾊﾟｰﾙ 

幅50cmX高さ200cm 
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“Honeycomb Flake mini” Paper Intelligence

ﾊﾆｶﾑ ﾐﾆﾍﾞﾙ 

ハニカム ミニベル 6cm 
 4色X2個アソート 1500円（本体価格）＋税   

ハニカム ミニドロップ 8cm 
 3色アソート 500円（本体価格）＋税   

ﾊﾆｶﾑ ﾐﾆﾄﾞﾛｯﾌﾟ ｳｫｰﾀｰ ﾊﾆｶﾑ ﾐﾆﾄﾞﾛｯﾌﾟ ｻﾆｰ 

 

  

NEW
 

NEW
 

ｽｲｰﾄ 

ハニカムフレーク ミニ 8cm 3Pアソート 540円（本体価格）＋税   

ﾛｲﾔﾙ ﾊﾟｽﾃﾙ 

   

actual size 
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“Honeycomb Ball” Paper Intelligence
ハニカムボール 5cm 200円（本体価格）＋税  1P 吊り下げ糸 1本 

ﾎﾜｲﾄ 

ﾎﾜｲﾄ 

ﾎﾜｲﾄ 

ﾋﾟﾝｸ ﾀｰｺｲｽﾞ ﾗｲﾑ ｲｴﾛｰ ｵﾚﾝｼﾞ 

ﾋﾟﾝｸ ﾀｰｺｲｽﾞ ﾗｲﾑ ｲｴﾛｰ ｵﾚﾝｼﾞ 

ﾎﾜｲﾄ 

ﾋﾟﾝｸ 

ﾋﾟﾝｸ ﾀｰｺｲｽﾞ ﾗｲﾑ 

ﾀｰｺｲｽﾞ ﾗｲﾑ ｲｴﾛｰ ｵﾚﾝｼﾞ 

ｲｴﾛｰ ｵﾚﾝｼﾞ 

ハニカムボール 10cm 300円（本体価格）＋税  1P 留めピン 1本、吊り下げ糸 1本 

ハニカムボール 20cm 500円（本体価格）＋税  1P 留めピン 2本、吊り下げ糸 1本 

ハニカムボール 30cm 700円（本体価格）＋税  1P 留めピン 2本、吊り下げ糸 1本 
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“Honeycomb Ball” Paper Intelligence
ハニカムボール 5cm 200円（本体価格）＋税  1P 吊り下げ糸 1本 

ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ 

ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ 

ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ 

ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ ｱｲﾎﾞﾘｰ 

ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ ｱｲﾎﾞﾘｰ 

ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ 

ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ 

ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ 

ｱｲﾎﾞﾘｰ 

ｱｲﾎﾞﾘｰ 

ハニカムボール 10cm 300円（本体価格）＋税  1P 留めピン 1本、吊り下げ糸 1本 

ハニカムボール 20cm 500円（本体価格）＋税  1P 留めピン 2本、吊り下げ糸 1本 

ハニカムボール 30cm 700円（本体価格）＋税  1P 留めピン 2本、吊り下げ糸 1本 
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“Honeycomb Flake” Paper Intelligence

ﾎﾜｲﾄ ｽｶｲﾌﾞﾙｰ ﾐﾝﾄ ｱﾌﾟﾘｺｯﾄ ﾗｲﾄｲｴﾛｰ 

ハニカムフレーク サン 42cm 650円（本体価格）＋税  1P 

ハニカムフレーク フラワー 30cm 500円（本体価格）＋税  1P 

ハニカムフレーク フラワー 44cm 650円（本体価格）＋税  1P 

ﾎﾜｲﾄ ｽｶｲﾌﾞﾙｰ ﾐﾝﾄ ｱﾌﾟﾘｺｯﾄ ﾗｲﾄｲｴﾛｰ 

ﾎﾜｲﾄ ｽｶｲﾌﾞﾙｰ ﾐﾝﾄ ｱﾌﾟﾘｺｯﾄ ﾗｲﾄｲｴﾛｰ 
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“Honeycomb Flake” Paper Intelligence
ハニカムフレーク スノー 28cm 500円（本体価格）＋税  1P 

ハニカムフレーク スノー 50cm 650円（本体価格）＋税  1P 

ﾎﾜｲﾄ ｽｶｲﾌﾞﾙｰ ﾐﾝﾄ ｱﾌﾟﾘｺｯﾄ ﾗｲﾄｲｴﾛｰ 

ﾎﾜｲﾄ ｽｶｲﾌﾞﾙｰ ﾐﾝﾄ ｱﾌﾟﾘｺｯﾄ ﾗｲﾄｲｴﾛｰ 
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American Crafts “Large Honeycomb” 

DIY Party ハニカムラージ 
 14.6X30.5cm 1800円（本体価格）＋税   

NEW 

660783 ﾒﾄﾞｳ 

    
DIY Party ハニカムラージ

 

 14.6X30.5cm 650円（本体価格）＋税

   

DIY Party ハニカムステンシル  
 9P 2200円（本体価格）＋税    

 
   

 
660787 ｻﾝﾗｲｽﾞ 

660781 ｽﾃﾝｼﾙ  

660815 ﾎﾜｲﾄ 
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Paper Intelligence “Paper Tassel” 

ペーパータッセル 20cm 
 3色各4個 計12個入 ガーラント紐3m 350円（本体価格）＋税   

ﾗﾌﾞﾘｰ 

ﾋﾟｰﾁ・ﾋﾟﾝｸ・ｵｰｷｯﾄﾞ 各4個 

NEW 

ﾊﾟｽﾃﾙ 

ｽｶｲﾌﾞﾙｰ・ﾋﾟｰﾁ･ｱｲﾎﾞﾘｰ 各4個 

ﾌﾞﾘﾘｱﾝﾄ 

ﾀｰｺｲｽﾞ・ｼﾙﾊﾞｰ・ﾎﾜｲﾄ 各4個 
ｺﾞｰｼﾞｬｽ 

ｱｲﾎﾞﾘｰ・ｺﾞｰﾙﾄﾞ・ﾎﾜｲﾄ 各4個 

ペーパータッセル 
 3色各4個 計12個入 ガーラント紐3m 600円（本体価格）＋税   

ﾗﾌﾞﾘｰ 

ﾋﾟｰﾁ・ﾋﾟﾝｸ・ｵｰｷｯﾄﾞ 各4個 
ﾊﾟｽﾃﾙ 

ｽｶｲﾌﾞﾙｰ・ﾋﾟｰﾁ･ｱｲﾎﾞﾘｰ 各4個 

ﾌﾞﾘﾘｱﾝﾄ 

ﾀｰｺｲｽﾞ・ｼﾙﾊﾞｰ・ﾎﾜｲﾄ 各4個 
ｺﾞｰｼﾞｬｽ 

ｱｲﾎﾞﾘｰ・ｺﾞｰﾙﾄﾞ・ﾎﾜｲﾄ 各4個 
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Paper Intelligence “Paper Pompom” 

ペーパーポンポン L   
 約35cm 350円（本体価格）＋税   

ｺﾞｰﾙﾄﾞ 

ｼﾙﾊﾞｰ 

ｺﾞｰﾙﾄﾞ 

ｼﾙﾊﾞｰ 

ｺﾞｰﾙﾄﾞ 

ｼﾙﾊﾞｰ 

ペーパーポンポン S   
 約15cm 200円（本体価格）＋税   

ペーパーポンポン M   
 約23cm 300円（本体価格）＋税   
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Paper Intelligence “Paper Pompom” 

ペーパーポンポン L   
 約35cm 350円（本体価格）＋税   

ﾎﾜｲﾄ 

ﾗｲﾄﾋﾟﾝｸ 

ﾎｯﾄﾋﾟﾝｸ 

ﾗｲﾄﾌﾞﾙｰ 

ﾌﾞﾙｰ 

ﾗｲﾄｲｴﾛｰ 

ﾎﾜｲﾄ 

ﾗｲﾄﾋﾟﾝｸ 

ﾎｯﾄﾋﾟﾝｸ 

ﾗｲﾄﾌﾞﾙｰ 

ﾌﾞﾙｰ 

ﾗｲﾄｲｴﾛｰ 

ﾌﾞﾙｰ 

ﾎﾜｲﾄ 

ﾗｲﾄﾋﾟﾝｸ 

ﾎｯﾄﾋﾟﾝｸ 

ﾗｲﾄﾌﾞﾙｰ 

ﾗｲﾄｲｴﾛｰ 

ペーパーポンポン M   
 約23cm 300円（本体価格）＋税   

ペーパーポンポン S   
 約15cm 200円（本体価格）＋税   
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 “プレイスシート” Hester & Cook 

KP100 ﾊﾟｰﾌｪｸﾄｾｯﾃｨﾝｸﾞ 

プレイスシート 
 47X31.8cm <  1枚 100円（本体）+税 > 50枚 3500円（本体価格）+税 

KP101 ｲﾀﾘｱﾝｽｸﾛｰﾙ KP103 ﾌﾞﾙｰﾑ KP108 ﾌｫｰｸ､ﾅｲﾌ､ｽﾌﾟｰﾝ 

KP128 ｺﾝﾌｪﾃｨ KP184 ﾌｧｰﾏｰｽﾞﾏｰｹｯﾄ KP189 ﾎﾞﾅﾍﾟﾃｨ 

プレイスシート 
 47X31.8cm < 1枚 100円（本体）+税 > 50枚 3800円（本体価格）+税 

KP113VS ﾋﾟｸﾆｯｸｾｯﾃｨﾝｸﾞ KP115VS ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞﾊﾟｰﾃｨｰ 

KP118 ﾍﾟｰﾊﾟｰﾃﾞｨｽｶﾞｲｽﾞ 

KP132 ﾋﾞﾝﾃｰｼﾞﾌﾞﾙｰ KP190VS ｳｨﾝﾀｰ ｵｳﾙ 

プレイスシート 
 47X31.8cm 25枚 3800円（本体価格）+税 

   

  

   

  
 

 

 

 

  

   

 

50枚 

1枚 1枚 

50枚 

1枚 

50枚 

1枚 

1枚 

50枚 

1枚 

50枚 

1枚 

 

1枚 

50枚 

1枚 

50枚 

1枚 

50枚 

1枚 

KP117 ﾍﾟｰﾊﾟｰﾃﾞｨｽｶﾞｲｽﾞ KP144 ﾍﾟｰﾊﾟｰﾃﾞｨｽｶﾞｲｽﾞ 
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 “テーブルランナー” Hester & Cook 

テーブルランナー 
 51X1524cm 1枚 4500円（本体価格）+税 

KP411 

ｾﾚﾌﾞﾚｰｼｮﾝ 
KP438 

ｳｫｰﾍﾞﾝﾌﾛｰﾗﾙ 
KP4999 

ﾌﾞﾗｯｸﾍﾞﾘｰﾊｰﾍﾞｽﾄ 

テーブルランナー 
 76X1524cm 1枚 5000円（本体価格）+税 

KP400 

ｶﾄﾗﾘ-ｵﾝｸﾗﾌﾄ 
KP401 

ﾌﾛｰﾘｯｼｭ 
KP437 

ﾌｧｰﾏｰｽﾞﾏｰｹｯﾄ 
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 “ペーパーリボン ” Hester & Cook 

PF500 

ﾍﾘﾝﾎﾞﾝ 

ペーパーリボン 
 3.8X1524cm 1枚 850円（本体価格）+税 

PF501 

ｽﾄﾗｲﾌﾟ 
PF502 

ﾊﾆｶﾑ 
PF503 

ｴｯｸﾞ&ﾀﾞｰﾄ 

PF508 

ｽｷｬﾛｯﾌﾟﾄﾞｯﾄ 

ペーパーリボン 
 6.34X1524cm 1枚 1500円（本体価格）+税 

PF509 

へﾘﾝﾎﾞﾝG 
PF510 

ｽﾄﾗｲﾌﾟR 

PF511 

ｽｲｽﾄﾞｯﾄ 

PF504 

ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ 

PF505 

ｽﾀｰｽﾞ 
PF506 

ｽｹｰﾙ 
PF507 

ﾌﾞﾙｰﾑﾄﾞｯﾄ 
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MS-020-00005 

ﾌﾟﾘﾝﾄ ｸﾗﾌﾄ 

36枚 

ﾀﾞﾌﾞﾙｻｲﾄﾞ 

マットスタック 4.5×6.5 

 750円（本体価格）＋税 

“Mat Stack” “Place Card” DCWV Hester & Cook 

 

プレイスカード 
 650円（本体価格）+税 

KP509 

ｲﾀﾘｱﾝｽｸﾛｰﾙ 

8.9X12.7cm 12枚 

KP514 

ﾊﾞﾅｰ 

7.6X8.9cm 12枚 
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“CONFETTI PROJECT” Paper Intelligence 

CONFETTI PROJECT   300円（本体価格）＋税   

733-1514 
ｽﾊﾟﾝｺｰﾙ ｱｿｰﾄ 

‘☆’ 14x14mm 

682-1514 
ﾘｰﾌ ｱｿｰﾄ 

‘ﾘｰﾌ大’ 25x14mm 

115-1514 
ﾘｯﾌﾟ 

 8x15mm 

117-1514 
ﾊｰﾄ 

 19x17mm 

124-1514 
ﾘﾎﾞﾝ 

 6x13mm 

153-1514 

ﾍﾞﾋﾞｰ ｱｿｰﾄ 

 ‘ﾎﾞﾄﾙ’20x8mm 

680-1514 
ｱﾆﾏﾙ ｱｿｰﾄ 

‘馬’ 14x17mm 

118-1514 
ﾐﾆﾊﾞﾀﾌﾗｲ 
 2x3mm 
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106-1514 
ﾊｯﾋﾟｰ ﾊﾞｰｽﾃﾞｰ 

 16x30mm 

148-1514 

ｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞ ｱｿｰﾄ 

 ‘ﾊﾞﾙｰﾝ’13x8mm 

 

820-1514 
ﾅﾝﾊﾞｰ 

‘0’ 8x6mm 

821-1514 
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ 

‘H’ 8x7mm 

  

 

“CONFETTI PROJECT” Paper Intelligence 

CONFETTI PROJECT   300円（本体価格）＋税   
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ドレスデン トリムス    
 1枚 300円（本体価格）＋税   

ﾅﾝﾊﾞｰ S  
138X47mm 

ﾌﾚｰﾑ

 

100X80mm 

ドレスデン トリムス    
 1枚 税込価格 400円（本体価格）＋税   

ドレスデン トリムス 

   

 1枚 500円（本体価格）＋税

   

ｺｰﾅｰ 

270X52mm 

ﾐｭｰｼﾞｯｸ 

120X78mm 

ﾃﾞｺﾚｰｼｮﾝｱｿｰﾄ I
 

170X100mm 

ｸﾗｳﾝ 

120X90mm 

ｽﾀｰ M 

235X134mm 

ﾊﾞﾀﾌﾗｲ 

232X120mm 

ｴﾝｼﾞｪﾙｳｨﾝｸﾞ 
230X110mm 

ドレスデン トリムス    
 1枚 1200円（本体価格）＋税   

ﾅﾝﾊﾞｰ L

 

364X65mm 

ﾃﾞｺﾚｰｼｮﾝｱｿｰﾄ II 

182X83mm 

ｵｰﾊﾞﾙ 

90X70mm 

“Paper Parts” Paper Intelligence

ﾘﾎﾞﾝ 
140X51mm 
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ドレスデン トリムス    
 1枚 500円（本体価格）＋税   

ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ S 

172X132mm 

ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ L 

265X134mm 

ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ M 

265X134mm 

“Paper Parts” Paper Intelligence
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“Paper Parts” Paper Intelligence
ドレスデン トリムス  シルバーライン   
 1枚 300円（本体価格）＋税   

ﾘﾎﾞﾝ 
140X51mm 

ﾅﾝﾊﾞｰ S 
138X47mm 

ﾌﾚｰﾑ 
100X80mm 

ドレスデン トリムス  シルバーライン  
 1枚 500円（本体価格）＋税   

ｺｰﾅｰ 

270X52mm 

ｴﾝｼﾞｪﾙｳｨﾝｸﾞ 
230X110mm 

ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ M 

265X134mm 

ドレスデン トリムス  シルバーライン  
 1枚 1200円（本体価格）＋税   

ﾅﾝﾊﾞｰ L 

265X134mm 

ｵｰﾊﾞﾙ 

90X70mm 

ドレスデン トリムス  シルバーライン   
 1枚 400円（本体価格）＋税   
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“Chipboard” Wycinanka 

チップボード    
 200円（本体価格）＋税 

68B7-554CE 

ｼﾞｬｰﾆｰ ｱｿｰﾄ 

D3C5-85590Y 

you & me 

D3C5-85590L 

little Angel 

D3C5-85590B 

Beautiful 

AF5F-55367 

sweet little things 

03F1-861B9 

so Sweet 

C835-8733F 

ﾅﾝﾊﾞｰ 

687C-96278 

ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ ﾎﾟｯﾌﾟ 
6142-962B7 

ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ 

4EEE-3366E 

ﾃﾞｺｾｯﾄ2 

チップボード    
 300円（本体価格）＋税 
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1583-51674 

ﾚｸﾀﾝｸﾞﾙ ﾃﾞｺﾌﾚｰﾑ  

9502-818E2 

ﾌｫﾄﾌﾚｰﾑ 

9502-818E2L 

ﾌｫﾄﾌﾚｰﾑ4 ﾗﾌﾞ 
9502-818E2S 

ﾌｫﾄﾌﾚｰﾑ5 ｽﾏｲﾙ 

9502-818E2I 

ﾌｫﾄﾌﾚｰﾑ6 ｲﾝ 

52E4-869A0 

ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ ﾌﾚｰﾑ 

AA6E-512FDF 

ﾜｲﾙﾄﾞﾛｰｽﾞ ﾌﾚｰﾑ  

“Chipboard” Wycinanka 

チップボード    
 300円（本体価格）＋税   

7D91-813CA 

ﾊﾟｰﾃｨ ｱｿｰﾄ  

46CB-85851 

ｶﾒﾗ 

84A8-79195 

ﾚｰｽ ﾊｰﾄ 

2325-72002 

ﾌｨﾙﾑ 

F9F8-7642C 

ﾚｰｽ ｹｰｷ 

3088-31597P 

ﾛﾏﾝｽ ﾃﾞｺﾌﾟﾚｰﾄ 
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37BA-679DE 

ｵｰﾊﾞﾙ ﾃﾞｺﾌﾚｰﾑ 

2C51-3689B 

ﾌﾚｰﾑ ｱｿｰﾄ 

9119-989FC 

ﾀｸﾞ ｱｿｰﾄ 

“Chipboard” Wycinanka 

チップボード    300円（本体価格）＋税 

9CD1-4908B 

ﾄﾗﾍﾞﾙｾｯﾄ 

15CC-227ED 

ﾃﾞｺｾｯﾄ3 

1CE6-942AA 

ﾌｪｻﾞｰ  

2E18-447D8M 

Wedding Day  hearts 

4CCF-419AC 

ｺﾒﾝﾄ ﾀｸﾞ 

チップボード    400円（本体価格）＋税 

チップボード    500円（本体価格）＋税 
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“Scrapbook Album” Paper Intelligence
スクラップブック  ミニ   
 クラフト 20ページ （10枚） 
 300円（本体価格）＋税  

ｽｸﾗｯﾌﾟﾌﾞｯｸ ﾐﾆ 

ｽｸﾗｯﾌﾟﾌﾞｯｸ 8ｲﾝﾁ 

スクラップブック 8インチ   
 クラフト 12ページ （6枚） 
 500円（本体価格）＋税  
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“Album” KAZARU 

KAZARU アルバム 8インチ 
 ポケット 10枚＋CDポケット 
 フォトコーナーテープ 40P×2シート付き 
 1200円（本体価格）＋税  

KAZARUｱﾙﾊﾞﾑ8ｲﾝﾁ 

KAZARUｱﾙﾊﾞﾑ12ｲﾝﾁ 

KAZARU アルバム 12インチ 
 ポケット 10枚＋CDポケット付き 
 フォトコーナーテープ 40P×2シート付き 
 1800円（本体価格）＋税  

12インチ用スペア台紙 
 5枚 追加ビス付き 
 550円（本体価格）＋税  

ｱﾙﾊﾞﾑ12ｲﾝﾁ用ｽﾍﾟｱ台紙 

8インチ用スペア台紙 
 5枚 追加ビス付き 
 400円（本体価格）＋税  

ｱﾙﾊﾞﾑ8ｲﾝﾁ用ｽﾍﾟｱ台紙 

8インチサイズは、L判の写真1～2枚とマットペーパー＋デコレーションパーツで 

手軽に作品を仕上げられます 

ベーシックで落ち着いたクラフトカラーは、どんな作品にもマッチします 

 

         ※サンプルは全て8インチサイズです 
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Paper Intelligence “FOAMY STICKER” 

FOAMY STICKER  
 42P 380円（本体価格）＋税   

Glitter POP 
ﾌﾟﾗﾑ 

Glitter POP 
ｱｸｱ 

Glitter POP 
ｱﾝﾃｨｰｸ 

Glitter POP 
ﾎｯﾄﾋﾟﾝｸ 

Glitter POP 
ﾎﾜｲﾄ 

Glitter Party 
ｺﾞｰﾙﾄﾞ 

Glitter Party 
ｼﾙﾊﾞｰ 

Party フォント見本 

POP フォント見本 
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American Crafts “Thickers” “Stickers” 

 

683050 

On  Trend 

ﾁｯﾌﾟﾎﾞｰﾄﾞｱﾙﾌｧ 

Thickers 
 2シート 11”×6” 750円（本体価格）＋税   

368162 

Shimelle 

ｸﾞﾘｯﾀｰｺﾞｰﾙﾄﾞ 

368036 

remarks 
ｸﾞﾘｯﾀｰｽﾃｯｶｰ ｺﾞｰﾙﾄﾞ 

368035 

remarks 
ｸﾞﾘｯﾀｰｽﾃｯｶｰ ｼﾙﾊﾞｰ 

369032 

DIY Shop 

ﾗｰｼﾞｽﾃｯｶｰ ﾎﾜｲﾄ 

Stickers 
 5シート 11”×6” 950円（本体価格）＋税   

Stickers 
 55P 350円（本体価格）＋税   

369033 

DIY Shop 

ﾗｰｼﾞｽﾃｯｶｰ ｺﾞｰﾙﾄﾞ 

  

  

  

368037 

remarks 

ﾌｫｲﾙｽﾃｯｶｰｺﾞｰﾙﾄﾞ 

368038 

remarks 

ﾌｫｲﾙｽﾃｯｶｰ ｼﾙﾊﾞｰ 

  

Stickers 
 52P 350円（本体価格）＋税   
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American Crafts “Banners” “Cards & Envelopes” 

DIY Shop Banners 
 600円（本体価格）＋税   

DIY Shop Cards & Envelopes 
 680円（本体価格）＋税   

DIY Shop Pens/Markers/Pencils 
 1350円（本体価格）＋税   

366648 

ﾍﾟﾅﾝﾄ ｸﾗﾌﾄ 

3.5“X4.5” 24P  

366649 

ﾉｯﾁ ｸﾗﾌﾄ 

3.5“X4.5” 24P  

366651 

ﾍﾟﾅﾝﾄ ﾁｮｰｸﾎﾞｰﾄﾞ 

3.5“X4.5” 24P  

366652 

ﾉｯﾁ ﾁｮｰｸﾎﾞｰﾄﾞ 

3.5“X4.5” 24P  

366661 

ｾｷｭﾘﾃｨ ｴﾝﾍﾞﾛｰﾌﾟ ｸﾗﾌﾄ 

4.25“X5.75” 12P 

366662 

ｾｷｭﾘﾃｨ ｴﾝﾍﾞﾛｰﾌﾟ ﾁｮｰｸﾎﾞｰﾄﾞ 

4.25“X5.75” 12P 

366600 

ﾊﾟｰﾏﾈﾝﾄ ﾁｮｰｸ ﾏｰｶｰ 

ﾍﾟﾝ・ﾏｰｶｰ・ﾍﾟﾝｼﾙ 5P  
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American Crafts “Journaling Notes” “Photo Protector” 

ジャーナリングノート M 
 5.5”×8.5” 24ページ 900円（本体価格）＋税   

76211 

ｱｲ ﾊｰﾄ ﾕｰ 
76212 

ｵﾌ ｻﾞ ﾏｯﾌﾟ 
76213 

ﾘﾄﾙ ｼﾝｸﾞ 
76214 

ﾉｰﾄﾜｰｼﾞｰ 

76224 

ｽﾃｯﾁﾄﾞ ﾁｬﾌﾟﾀｰ 
76225 

ｽﾍﾟｼｬﾙ ﾓﾝﾀｰｼﾞｭ 

ジャーナリングノート M 
 5.5”×8.5” 24ページ 

 1000円（本体価格）＋税  

ジャーナリングノート S 
 3”×6.5” 700円（本体価格）＋税   

ジャーナリングノート M リングタイプ 
 5.5”×8.5” 18ページ 

 1000円（本体価格）＋税  

    

  

ページプロテクター 
 12” 700円（本体価格）＋税   

76711 

ﾍﾟｰｼﾞﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ 

フォトプロテクター 
 12” 4×6 700円（本体価格）＋税   

76728 

ﾌｫﾄﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ 
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NEW 

Paper Intelligence “Planner Addict”  

プランナー  
 2200円（本体価格）＋税   

ﾈｲﾋﾞｰ 

スティッキーノート 
 380円（本体価格）＋税   

ｽﾋﾟｰｷﾝｸﾞ 

チップボードステッカー 
 450円（本体価格）＋税   

ラベルステッカー 
 330円（本体価格）＋税   

ステッカーブック 
 380円（本体価格）＋税   

ﾋﾟﾝｸ ｷｬﾒﾙ 

   

ﾌﾗｯｸﾞ Love Hello 

    

Sunny Day Holiday ｽﾃｯｶｰﾌﾞｯｸ 
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“YUMEKAWA Tape” Paper Intelligence 

YUMEKAWAテープ   
 18mmX5m 350円 (本体価格)＋税  

ﾚｲﾝﾎﾞｰ ﾎﾜｲﾄ 

NEW
 

ﾚｲﾝﾎﾞｰ ｸﾞﾘｰﾝ ﾚｲﾝﾎﾞｰ ﾋﾟﾝｸ ﾊﾟｰﾙ ﾎﾜｲﾄ 
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“Foil Tape” Paper Intelligence

フォイルテープ   
 15mmX8m 330円 (本体価格)＋税  

ﾚｰｽ 

NEW
 

ﾓﾛｯｶﾝ 

ｼｪﾌﾞﾛﾝ 

Thank you 

For You 

Love 
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“Decorative Foil Tape” Little B 

100408 
25mmX10m 

100409 
25mmX10m 

100439 
25mmX10m 

100415 
25mmX10m 

100440 
25mmX10m 

100412 
25mmX10m 

デコラティブ フォイル テープ    
 450円（本体価格）＋税   
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NEW
 

“Masking Tape” Rink 

絵本作家 マスキングテープ 
 22mmX8m 350円（本体価格）＋税   

ES00401P 五味太郎 ES00501P 斉藤槙 

ES00601P 佐々木ﾏｷ ES01001P 山脇百合子 

ES00201P いとうひろし 

IR010038P 彩り水彩 8色ｾｯﾄ 

マスキングテープ セット 
 15mmX7m 彩り水彩 8色セット 1000円（本体価格）＋税 いろどりくれよん 5色セット 800円（本体価格）＋税   

IR010025P いろどりくれよん 5色ｾｯﾄ 
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NEW
 

“Masking Tape” Rink 

マスキングテープ 
 15mmX7m 190円（本体価格）＋税   

IR00701P 色鉛筆ﾚｲﾝﾎﾞｰ 

IR01401P 夜空 IR01201P ｶﾗﾌﾙﾌﾞﾛｯｸ IR01301P 夕暮れ 

IR00601P くれよんﾚｲﾝﾎﾞｰ 

マスキングテープ 
 20mmX7m 250円（本体価格）＋税   

IR00901P 絵具波打ち際 

IR01801P ﾕｳﾀﾞﾁ IR01601P ﾎｼｿﾞﾗ IR01701P ｱﾒｱｶﾞﾘ 

IR00801P 絵具ﾚｲﾝﾎﾞｰ 
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NEW
 

“Lace Tape” Pavilio 

パビリオ レーステープ ホワイト 47 
 47mmX5m 800円（本体価格）＋税   

GO47-01-ST ｽﾀｰｽﾞ 

BL47-01-LE ﾘｰﾌ 

RE47-01-BU ﾊﾞﾌﾞﾙ 

GO70-01-ST ｽﾀｰｽﾞ 

BL70-01-LE ﾘｰﾌ 

RE70-01-BU ﾊﾞﾌﾞﾙ 

WH47-01-FL ﾌﾗﾜｰ 

WH47-02-GE ｼﾞｪﾑ 

WH47-03-ST ｽﾀｰｽﾞ 

WH70-01-FL ﾌﾗﾜｰ 

WH70-02-GE ｼﾞｪﾑ 

WH70-03-ST ｽﾀｰｽﾞ 

パビリオ レーステープ ホワイト 70 
 70mmX5m 1000円（本体価格）＋税   

パビリオ レーステープ G･B･R 47 
 47mmX5m 800円（本体価格）＋税   

パビリオ レーステープ G･B･R 70 
 70mmX5m 1000円（本体価格）＋税   

 

 

 

 

 

 

 

 

WH47-04-BU ﾊﾞﾌﾞﾙ 

WH47-05-LE ﾘｰﾌ 

 

WH70-04-BU ﾊﾞﾌﾞﾙ 

WH70-05-LE ﾘｰﾌ 

 

 

 

 

 
 

 

2-13



NEW
 

“Pavilio Botanical” Pavilio 

パビリオ レーステープ ボタニカル 47 
 47mmX5m 800円（本体価格）＋税   

BO47-01-FL ﾌﾛｰﾚｯﾄ 

BO47-02-SP ｽﾌﾟﾗｳﾄ 

BO47-03-OR ｵｰﾅﾒﾝﾄ 

パビリオ レーステープ ボタニカル 70 
 70mmX5m 1000円（本体価格）＋税   

BO70-01-FL ﾌﾛｰﾚｯﾄ 

BO70-02-SP ｽﾌﾟﾗｳﾄ 

BO70-03-OR ｵｰﾅﾒﾝﾄ 

 

 

 

 

 

 

パビリオ シャセリオー展 
 47mmX5m 1000円（本体価格）＋税   

ﾅﾙｼｽ 

ﾊﾞｲｵﾚｯﾄ 
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NEW
 

“Pavilio Collaboration” Pavilio 

クラーナハ展 コラボ 
 30mmX5m 780円（本体価格）＋税   

JUD-01 ｼﾞｭﾃﾞｨｽ 

SAL-01 ｻﾛﾒ 

ゴッホとゴーギャン展 コラボ 
 30mmX5m 780円（本体価格）＋税   

PRO-01 ﾌﾟﾛﾊﾞﾝｽ 

TAH-01 ﾀﾋﾁ 

メディチ家の至宝展 コラボ 
 15mmX10m 680円（本体価格）＋税   

FIR-01 ﾌｨﾚﾝﾂｪ 

FIR-02 ﾌｨﾚﾝﾂｪ 

VEN-01 ﾍﾞﾈﾁｱ 

VEN-02 ﾍﾞﾈﾁｱ 

ベネツィア・ルネサンスの巨匠たち展 コラボ 
 15mmX10m 680円（本体価格）＋税   
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NEW
 

“Pavilio Collaboration” Pavilio 

フェルメールとレンブラント展 コラボ 
 15mmX10m 780円（本体価格）＋税   

DEL-01 ﾃﾞﾙﾌﾄ 

黄金のファラオと大ピラミッド展 コラボ 
 15mmX10m 680円（本体価格）＋税   

DEL-02 ﾃﾞﾙﾌﾄ 

DEL-03 ﾃﾞﾙﾌﾄ 

DEL-04 ﾃﾞﾙﾌﾄ 

DEL-05 ﾃﾞﾙﾌﾄ 

EGY-01 ｴｼﾞﾌﾟﾄ 

EGY-02 ｴｼﾞﾌﾟﾄ 

EGY-03 ｴｼﾞﾌﾟﾄ 

EGY-04 ｴｼﾞﾌﾟﾄ 

EGY-05 ｴｼﾞﾌﾟﾄ 
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NEW
 

“Pavilio Light” Pavilio 

パビリオ ライト アニマル 
 10mmX3m 280円（本体価格）＋税   

ANI-01-BI ﾊﾞｰﾄﾞ 

ANI-02-FO ﾌｫｯｸｽ 

ANI-03-DO ﾄﾞﾙﾌｨﾝ 

パビリオ ライト トラベル 
 10mmX3m 280円（本体価格）＋税   

TRA-01-NE ﾆｭｰﾖｰｸ 

TRA-02-KY 京都 

TRA-03-PA ﾊﾟﾘｽ 

パビリオ ライト メッセージ 
 10mmX3m 280円（本体価格）＋税   

FLM-01-TH ｻﾝｷｭｰ 

FLM-02-IL ｱｲﾗﾌﾞﾕｰ 

FLM-03-HA ﾊｯﾋﾟｰﾊﾞｰｽﾃﾞｲ 

パビリオ ライト パターン 
 10mmX3m 280円（本体価格）＋税   

PAT-01-FL ﾌﾛｰﾗﾙﾌﾞﾚｽﾚｯﾄ 

PAT-02-GA ｶﾞｰﾗﾝﾄﾞ 

PAT-03-ME ﾒﾀﾞｶﾉﾀﾏｺﾞ  
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“Lace Tape” Pavilio 

パビリオ レーステープ スター 
 15mmX10m 580円（本体価格）＋税   

STA-01-SP ｽﾋﾟｶ 

パビリオ レーステープ フラワー  
 15mmX10m 480円（本体価格）＋税   

FLO-01-SA ｻｸﾗｿｳ 

パビリオ レーステープ ブレスレット 
 15mmX10m 580円（本体価格）＋税   

FLO-02-NA ﾅﾃﾞｼｺ 

FLO-03-YA ﾔﾏﾌﾞｷ 

BRA-01-CH ﾁｪｰﾝ 

BRA-02-BU ﾊﾞﾌﾞﾙ 

BRA-03-BL ﾌﾞﾙｰﾑ 

 

 

 

 

 

 

JAP-01-CA ｶﾒﾘｱ 

パビリオ レーステープ ジャポニズム 
 15mmX10m 580円（本体価格）＋税   

JAP-02-BU ﾊﾞﾀﾌﾗｲ 

JAP-03-CR ｸﾚｰﾝ 

STA-02-PO ﾎﾟﾗﾘｽ 

STA-03-SI ｼﾘｳｽ 
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“Lace Tape - Limited Color Edition” Pavilio 

BLO-01-BW ｳｨﾝﾄﾞﾐﾙ 

パビリオ レーステープ アクア 
 15mmX10m 420円（本体価格）＋税   

BLO-02-BS ｽﾀｰﾀﾞｽﾄ 

BLO-03-BF ﾌｫｰﾁｭﾝ 

AQU-01-AJ ｼﾞｪﾘｰﾋﾞｰﾝｽﾞ 

AQU-02-AW ｳｪｲﾌﾞ 

AQU-03-AM ﾒｯｼｭ  

BRE-01-BN ﾅﾐ 

BRE-02-BC ﾁﾄﾞﾘ 

BRE-03-BR  

LUS-01-LT ﾀｲﾙ 

LUS-02-LK ｶｻﾞｸﾞﾙﾏ 

LUS-03-LR ﾛﾀﾗ 

パビリオ レーステープ ラッシュ 
 15mmX10m 420円（本体価格）＋税   

パビリオ レーステープ ブリーズ 
 10mmX6m 350円（本体価格）＋税   

パビリオ レーステープ ブロッサム 
 10mmX6m 350円（本体価格）＋税   
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“Lace Tape” Pavilio 

パビリオ スタンダード    
 15mmX10m 420円（本体価格）＋税   

ST-01 ﾀｲﾙ ｲｴﾛｰ ST-01 ﾀｲﾙ ﾋﾟﾝｸ ST-02 ｸﾘｽﾀﾙ ｸﾞﾘｰﾝ 

ST-03 ｽﾃｨｯﾁ ﾋﾟﾝｸ ST-03 ｽﾃｨｯﾁ ｸﾞﾘｰﾝ 

ST-02 ｸﾘｽﾀﾙ ｵﾚﾝｼﾞ 

ST-04 ｱﾗﾍﾞｽｸ  

ST-05 ｱｻﾉﾊ ﾚｯﾄﾞ ST-06 ｳﾐ ｺﾞｰﾙﾄﾞ ST-06 ｳﾐ ｼﾙﾊﾞｰ ST-05 ｱｻﾉﾊ ﾌﾞﾙｰ 

ST-04 ｱﾗﾍﾞｽｸ  

ST-07 ｼﾞｬｷﾞｰ ｲｴﾛｰ ST-07 ｼﾞｬｷﾞｰ ﾌﾞﾙｰ ST-08 ﾍｷｻｺﾞﾝ ｵﾚﾝｼﾞ 

ST-09 ﾊﾆｶﾑ ｵﾚﾝｼﾞ ST-09 ﾊﾆｶﾑ ﾌﾞﾙｰ 

ST-08 ﾍｷｻｺﾞﾝ ｸﾞﾘｰﾝ 

ST-10 ﾂｲﾝｽﾞ ﾚｯﾄﾞ ST-10 ﾂｲﾝｽﾞ ﾌﾞﾙｰ 

ST-11 ｳｪｰﾌﾞ ｲｴﾛｰ ST-12 ﾂｲｽﾄ ﾌﾞﾙｰ ST-12 ﾂｲｽﾄ ﾚｯﾄﾞ ST-11 ｳｪｰﾌﾞ ｸﾞﾘｰﾝ 
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ST-13 ﾊﾞﾌﾞﾙ ﾚｯﾄﾞ ST-13 ﾊﾞﾌﾞﾙ ﾊﾟｰﾌﾟﾙ ST-14 ｸﾛｰﾊﾞｰ ｸﾞﾘｰﾝ ST-14 ｸﾛｰﾊﾞｰ ｵﾚﾝｼﾞ 

“Lace Tape” Pavilio 

パビリオ スタンダード    
 15mmX10m 420円（本体価格）＋税   

ST-15 ﾊﾞｰﾊﾞｰ ﾋﾟﾝｸ ST-15 ﾊﾞｰﾊﾞｰ ｸﾞﾘｰﾝ ST-16 ﾀﾅﾊﾞﾀ ﾋﾟﾝｸ ST-16 ﾀﾅﾊﾞﾀ ｸﾞﾘｰﾝ 

ST-17 ﾒﾀﾞｶﾉﾀﾏｺﾞ ｲｴﾛｰ ST-18 ﾛﾀﾗ ﾋﾟﾝｸ ST-18 ﾛﾀﾗ ｲｴﾛｰ ST-17 ﾒﾀﾞｶﾉﾀﾏｺﾞ ﾌﾞﾙｰ 

ST-19 ｼﾞｪﾘｰﾋﾞｰﾝｽﾞ ｸﾞﾘｰﾝ ST-19 ｼﾞｪﾘｰﾋﾞｰﾝｽﾞ ﾌﾞﾙｰ ST-20 ｶｻﾞｸﾞﾙﾏ ﾋﾟﾝｸ 

ST-21 ﾜ ﾚｯﾄﾞ ST-21 ﾜ ﾌﾞﾙｰ 

ST-20 ｶｻﾞｸﾞﾙﾏ ｲｴﾛｰ 

ST-22 ｷﾞｮｸ ﾚｯﾄﾞ ST-22 ｷﾞｮｸ ﾊﾟｰﾌﾟﾙ 

ST-23 ﾁｪｯｸ ﾌﾞﾙｰ ST-24 ﾒｯｼｭ ｵﾚﾝｼﾞ ST-24 ﾒｯｼｭ ｸﾞﾘｰﾝ ST-23 ﾁｪｯｸ ﾚｯﾄﾞ 
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MI-01 ｽｲｰﾄｱﾘｯｻﾑ ﾊﾟｰﾌﾟﾙ MI-01 ｽｲｰﾄｱﾘｯｻﾑ ｸﾞﾘｰﾝ MI-02 ﾌﾟﾚﾊﾟﾗｰﾄ ﾋﾟﾝｸ 

MI-03 ﾛｰｼﾞｰ ﾊﾟｰﾌﾟﾙ MI-03 ﾛｰｼﾞｰ ｸﾞﾘｰﾝ 

MI-02 ﾌﾟﾚﾊﾟﾗｰﾄ  ﾌﾞﾙｰ 

MI-04 ﾌｫｰﾁｭﾝ ﾌﾞﾙｰ MI-04 ﾌｫｰﾁｭﾝ ｵﾚﾝｼﾞ 

MI-05 ｶｲﾄ ﾋﾟﾝｸ MI-06 ﾌﾛｰﾗﾙﾌﾞﾚｽﾚｯﾄ ﾌﾞﾙｰ MI-06 ﾌﾛｰﾗﾙﾌﾞﾚｽﾚｯﾄ ﾋﾟﾝｸ MI-05 ｶｲﾄ ﾌﾞﾙｰ 

MI-07 ﾒﾀﾞｶﾉﾀﾏｺﾞ ｲｴﾛｰ MI-07 ﾒﾀﾞｶﾉﾀﾏｺﾞ ﾌﾞﾙｰ MI-08 ｱﾛｰ ｸﾞﾘｰﾝ 

MI-09 ｶﾞｰﾗﾝﾄﾞ ｲｴﾛｰ MI-09 ｶﾞｰﾗﾝﾄﾞ ﾌﾞﾗｯｸ 

MI-08 ｱﾛｰ ﾚｯﾄﾞ 

MI-10 ﾃﾏﾘ ﾚｯﾄﾞ MI-10 ﾃﾏﾘ ﾊﾟｰﾌﾟﾙ 

MI-11 ｻﾝｿﾝ ﾌﾞﾙｰ MI-12 ﾊｯﾋﾟｰﾋﾞﾚｯｼﾞ ﾚｯﾄﾞ MI-12 ﾊｯﾋﾟｰﾋﾞﾚｯｼﾞ ﾊﾟｰﾌﾟﾙ MI-11 ｻﾝｿﾝ ﾚｯﾄﾞ 

“Lace Tape” Pavilio 

パビリオ ミニ   
 10mmX6m 350円（本体価格）＋税   
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MI-13 ﾎﾞﾀﾝ ｸﾞﾘｰﾝ MI-13 ﾎﾞﾀﾝ ﾋﾟﾝｸ 

MI-15 ﾉﾙﾃﾞｨｯｸ ｸﾞﾘｰﾝ MI-15 ﾉﾙﾃﾞｨｯｸ ﾚｯﾄﾞ MI-16 ｵﾙﾃｶﾞ ﾋﾟﾝｸ MI-16 ｵﾙﾃｶﾞ ｸﾞﾘｰﾝ 

MI-14 ﾄﾞﾛｯﾌﾟ ﾋﾟﾝｸ MI-14 ﾄﾞﾛｯﾌﾟ ｸﾞﾘｰﾝ 

MI-17 ｽﾊﾟｲﾗﾙ ｸﾞﾘｰﾝ MI-18 ﾁﾄﾞﾘ ﾌﾞﾙｰ MI-18 ﾁﾄﾞﾘ ﾊﾟｰﾌﾟﾙ MI-17 ｽﾊﾟｲﾗﾙ ﾋﾟﾝｸ 

MI-19 ﾅﾐ ﾚｯﾄﾞ MI-19 ﾅﾐ ｸﾞﾘｰﾝ MI-20 ｳｨﾝﾄﾞﾐﾙ ﾚｯﾄﾞ 

MI-21 ｽﾀｰﾄﾞｯﾂ ﾋﾟﾝｸ MI-21 ｽﾀｰﾄﾞｯﾂ ｵﾚﾝｼﾞ 

MI-20 ｳｨﾝﾄﾞﾐﾙ ﾌﾞﾙｰ 

MI-22 ﾋﾞｰｽﾞｶｰﾃﾝ ｲｴﾛｰ MI-22 ﾋﾞｰｽﾞｶｰﾃﾝ ﾌﾞﾙｰ 

MI-23 ｽﾉｰﾌラワー ﾌﾞﾙｰ MI-24 ﾘﾊﾞｰ ﾚｯﾄﾞ MI-24 ﾘﾊﾞｰ ｸﾞﾘｰﾝ MI-23 ｽﾉｰﾌラワー ﾚｯﾄﾞ 

“Lace Tape” Pavilio 

パビリオ ミニ   
 10mmX6m 350円（本体価格）＋税   
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“Lace Tape” Pavilio 

パビリオ レーステープ FRUIT 
 15mX6m 280円（本体価格）＋税   

Fruit-01 

Fruit-02 

Fruit-03 

パビリオ レーステープ  DELICIOUS 
 15mX6m 280円（本体価格）＋税   

Delicious-01 

Delicious-02 

Delicious-03 

 

 

 

 

 

 

パビリオ レーステープ アラベスク 
 15mmX13m 580円（本体価格）＋税   

ARA-01-UN ﾕﾆﾊﾞｰｽ 

ARA-02-EL ｴﾚﾒﾝﾂ 

ARA-03-IN ｲﾝﾌｨﾆﾃｨ 

 

 

 

NEW
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“Roll Seal” Sanrio 

サンリオ ロールシール 
 30mmX6m 480円（本体価格）＋税   

ﾊﾛｰｷﾃｨ1 

ﾊﾛｰｷﾃｨ2 

ﾏｲﾒﾛﾃﾞｨ1 

ﾏｲﾒﾛﾃﾞｨ2 

ﾎﾟﾑﾎﾟﾑﾌﾟﾘﾝ1 

ﾎﾟﾑﾎﾟﾑﾌﾟﾘﾝ2 

ぐでたま1 

ぐでたま2 
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“Comment Roll” Bandai 

おそ松さん ピタッと貼り松 コメントロール 
 40mmX3.36m 580円（本体価格）＋税   

おそ松さん おそ松ver 

おそ松さん ｶﾗ松ver 

おそ松さん ﾁｮﾛ松ver 

おそ松さん 一松ver 

おそ松さん 十四松ver 

おそ松さん ﾄﾄﾞ松ver 
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NEW
 

“PETAPETA” HARULABO 

PETAPETA ウォーターカラー 15mmX3m 480円（本体価格）＋税  40mmX6m 580円（本体価格）＋税   

HL/WC-1-PU ﾊﾟｰﾌﾟﾙ 

HL/WC-2-PU ﾊﾟｰﾌﾟﾙ 

HL/WC-1-Y ｲｴﾛｰ 

HL/WC-2-Y ｲｴﾛｰ 

HL/WC-1-R ﾚｯﾄﾞ 

HL/WC-2-R ﾚｯﾄﾞ 

HL/WC-1-YG ｲｴﾛｰｸﾞﾘｰﾝ 

HL/WC-2-YG ｲｴﾛｰｸﾞﾘｰﾝ 

HL/WC-1-PI ﾋﾟﾝｸ 

HL/WC-2-PI ﾋﾟﾝｸ 

HL/WC-1-BG ﾌﾞﾙｰｸﾞﾘｰﾝ 

HL/WC-2-BG ﾌﾞﾙｰｸﾞﾘｰﾝ 

HL/WC-1-LPI ﾗｲﾄﾋﾟﾝｸ 

HL/WC-2-LPI ﾗｲﾄﾋﾟﾝｸ 

HL/WC-1-LB ﾗｲﾄﾌﾞﾙｰ 

HL/WC-2-LB ﾗｲﾄﾌﾞﾙｰ 

HL/WC-1-OR ｵﾚﾝｼﾞ 

HL/WC-2-OR ｵﾚﾝｼﾞ 

HL/WC-1-BL ﾌﾞﾙｰ 

HL/WC-2-BL ﾌﾞﾙｰ 

HL/WC-1-POR ﾍﾟｰﾙｵﾚﾝｼﾞ 

HL/WC-2-POR ﾍﾟｰﾙｵﾚﾝｼﾞ 

HL/WC-1-LG ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ 

HL/WC-2-LG ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ 
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NE
W
 

“Pop-Up Sticker” HARULABO 

ポップアップ ステッカー フラワー 
 12P 380円（本体価格）＋税 

HL/PFS-RE ﾌﾗﾜｰ ﾘｱﾙ HL/PFS-GR ﾌﾗﾜｰ ｸﾞﾗﾌｨｯｸ HL/PFS-ST ﾌﾗﾜｰ ｽﾃﾝﾄﾞｸﾞﾗｽ 

ポップアップ ステッカー バタフライ 
 12P 380円（本体価格）＋税 

HL/PBS-RE ﾊﾞﾀﾌﾗｲ ﾘｱﾙ HL/PBS-GR ﾊﾞﾀﾌﾗｲ ｸﾞﾗﾌｨｯｸ HL/PBS-ST ﾊﾞﾀﾌﾗｲ ｽﾃﾝﾄﾞｸﾞﾗｽ 
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American Crafts “Tools” 

アルファベット パンチ ボード 
 4800円（本体価格）＋税   

アルファベット パンチ ボード替刃 
 900円（本体価格）＋税   

660889 ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ ﾊﾟﾝﾁﾎﾞｰﾄﾞ 

 

662566 ﾊﾟﾝﾁﾎﾞｰﾄﾞ替刃 

 

ガーランド パンチ 
 3500円（本体価格）＋税   

コンフェティ パンチ  
 3500円（本体価格）＋税   

660780 

ｶﾞｰﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾝﾁ 
660779 

コンフェティﾊﾟﾝﾁ 

  

ミニ アルファベット パンチ ボード 
 3800円（本体価格）＋税   

ミニ アルファベット パンチ ボード替刃 
 1300円（本体価格）＋税   

663005 ﾊﾟﾝﾁﾎﾞｰﾄﾞﾐﾆ替刃 663004 ﾐﾆｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ ﾊﾟﾝﾁﾎﾞｰﾄﾞ 
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Paper Intelligence “Card Envelope Maker” 

カード エンベロープ メーカー 
 1500円（本体価格）＋税   

ｶｰﾄﾞ ｴﾝﾍﾞﾛｰﾌﾟ ﾒｰｶｰ 

 台紙裏面説明書 

付属品2: ｽｺｰﾗｰ・ｴﾝﾎﾞｯｻｰ 

付属品1: ﾊﾟﾝﾁ 
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Paper Intelligence “Hand Punch” “Trimmer” 

ハンドパンチ 
 380円（本体価格）＋税   

NEW 

1/4 ﾌﾗﾜｰ 

1/4ｲﾝﾁ（6.3mm） 

1/4 ｻｰｸﾙ 

1/4ｲﾝﾁ（6.3mm） 

1/8 ｻｰｸﾙ 

1/8ｲﾝﾁ（3.0mm） 

1/12 ｻｰｸﾙ 

1/12ｲﾝﾁ（2.0mm） 

1/4 ﾊｰﾄ 

1/4ｲﾝﾁ（6.3mm） 

1/4 ﾚｸﾀﾝｸﾞﾙ 

1/4ｲﾝﾁ（6.3mm） 

1/4 ｽﾀｰ 

1/4ｲﾝﾁ（6.3mm） 

 

 

 

 

 

  
ペーパートリマー 
 2000円（本体価格）＋税   

NEW 

トリマーブレード 
 600円（本体価格）＋税   

NEW 

ﾍﾟｰﾊﾟｰﾄﾘﾏｰ 

12ｲﾝﾁ 

ﾄﾘﾏｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ 

替え刃2P 

ﾄﾘﾏｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ 

替え刃&ｽｺｱﾗｰ 
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Paper Intelligence “Tools” 

DOCODEMO PUNCH   
 1300円（本体価格）＋税   

ﾊｰﾄ 
35X35mm 

ｽﾀｰ 
35X35mm 

ｽｷｬﾛｯﾌﾟｵｰﾊﾞﾙ 
21X35mm 

ｽｷｬﾛｯﾌﾟｻｰｸﾙ 
35mm 

NEW
 

    

紙のどこにでもパンチできます。 

マグネット機能で紙を上下のパーツ

で挟んで上から押すだけ。 

側面のくぼみの目印を上下あわせ

ればマグネットが固定されます。 
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ｴﾝﾎﾞｽﾊﾟﾝﾁ 

ﾏﾘｰｺﾞｰﾙﾄﾞ 
32X31mm 

Paper Intelligence “DECOP” 

ｴﾝﾎﾞｽﾊﾟﾝﾁ 

ｻﾝﾌﾗﾜｰ 
32X32mm 

DECOP    
 32mm 950円（本体価格）＋税   

ｴﾝﾎﾞｽﾊﾟﾝﾁ 

ﾌﾛｰﾗﾙ 
32X29mm 

ｴﾝﾎﾞｽﾊﾟﾝﾁ 

ﾌﾗﾜｰ4 
32X24mm 

ｴﾝﾎﾞｽﾊﾟﾝﾁ 

ﾘｰﾌ 
32X20mm 

ｴﾝﾎﾞｽﾊﾟﾝﾁ 

ﾒｲﾌﾟﾙ 
32X30mm 

ｴﾝﾎﾞｽﾊﾟﾝﾁ 

ｸﾞﾚｰﾌﾟ 
28X24mm 

ｴﾝﾎﾞｽﾊﾟﾝﾁ 

ﾎｰｿﾝ 
32X21mm 

ｴﾝﾎﾞｽﾊﾟﾝﾁ 

ﾌﾗﾜｰ1 
30X31mm 

ｴﾝﾎﾞｽﾊﾟﾝﾁ 

さくら 
30X30mm 

ｴﾝﾎﾞｽﾊﾟﾝﾁ 

ﾎｰﾘｰ 
28X32mm 

ｴﾝﾎﾞｽﾊﾟﾝﾁ 

ﾍﾟﾀﾙ1 
30X30mm 

ｴﾝﾎﾞｽﾊﾟﾝﾁ 

さくら花びら 
28X28mm 

ｴﾝﾎﾞｽﾊﾟﾝﾁ 

ｴﾚｶﾞﾝﾄ ﾛｰｽﾞ 
32X25mm 

ｴﾝﾎﾞｽﾊﾟﾝﾁ 

ｷｭｰﾄ ﾌﾗﾜｰ 
30X32mm 

ｴﾝﾎﾞｽﾊﾟﾝﾁ 

ｶﾞｻﾞﾆｱ 
30X30mm 

ｴﾝﾎﾞｽﾊﾟﾝﾁ 

ｸﾛｰﾊﾞｰ 
32X32mm 
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ｴﾝﾎﾞｽﾊﾟﾝﾁ 

ｴﾚﾌｧﾝﾄ 
21X32mm 

ｴﾝﾎﾞｽﾊﾟﾝﾁ 

ﾃﾞｨｱ 
30X25mm 

ｴﾝﾎﾞｽﾊﾟﾝﾁ 

ｵｳﾙ 
30X24mm 

ｴﾝﾎﾞｽﾊﾟﾝﾁ 

ﾘｽ 
29X30mm 

Paper Intelligence “DECOP” 

DECOP    
 32mm 950円（本体価格）＋税   

ｴﾝﾎﾞｽﾊﾟﾝﾁ 

ﾊﾞﾀﾌﾗｲ 
24X27mm 

ｴﾝﾎﾞｽﾊﾟﾝﾁ 

ｽﾀﾝﾌﾟ 
25X20mm 

ｴﾝﾎﾞｽﾊﾟﾝﾁ 

3D ｽﾀｰ 
30X30mm 

ﾀﾞﾌﾞﾙｶｯﾄ ｴﾝﾎﾞｽ 

ﾊﾞﾀﾌﾗｲ 1 
20X29mm 

ﾀﾞﾌﾞﾙｶｯﾄ ｴﾝﾎﾞｽ 

ﾊﾞﾀﾌﾗｲ 2 
20X29mm 

ｴﾝﾎﾞｽﾊﾟﾝﾁ 

ﾎﾞｰｲ 

32X25mm 

ｴﾝﾎﾞｽﾊﾟﾝﾁ 

ｶﾞｰﾙ 
32X21mm 

ｴﾝﾎﾞｽﾊﾟﾝﾁ 

ｸﾗｳﾝ 
29X32mm 

ﾀﾞﾌﾞﾙｶｯﾄ ｴﾝﾎﾞｽ 

ﾊﾞﾌﾞﾙﾊｰﾄ 
28X29mm 

ﾀﾞﾌﾞﾙｶｯﾄﾊﾟﾝﾁ 

ｽｲｰﾄﾊｰﾄ 
31X17mm 

ﾀﾞﾌﾞﾙｶｯﾄﾊﾟﾝﾁ 

ﾘﾝｸﾞ 
30mm 

ﾓｻﾞｲｸﾊﾟﾝﾁ 
#106 

24X24mm 

ﾓｻﾞｲｸﾊﾟﾝﾁ 
#113 

24X24mm 
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Paper Intelligence “DECOP” 

DECOP    
 25mm 650円（本体価格）＋税   

ｴﾝﾎﾞｽﾊﾟﾝﾁ 

3Dｽﾀｰ ｽﾓｰﾙ 
24X24mm 

ｴﾝﾎﾞｽﾊﾟﾝﾁ 

さくら ｽﾓｰﾙ 
25X25mm 

ｴﾝﾎﾞｽﾊﾟﾝﾁ 

ﾘｰﾌ ｽﾓｰﾙ 
23X12mm 

ｴﾝﾎﾞｽﾊﾟﾝﾁ 

ｻﾝﾌﾗﾜｰ ｽﾓｰﾙ 
23X23mm 

ｺｰﾅｰﾊﾟﾝﾁ 
#103 

20X28mm 

ｺｰﾅｰﾊﾟﾝﾁ 

ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ 
28X28mm 

DECOP  コーナーパンチ  
 28mm 750円（本体価格）＋税   

ｴﾝﾎﾞｽﾊﾟﾝﾁ 

ﾎﾞﾀﾝ 13mm 
13mm 

ｴﾝﾎﾞｽﾊﾟﾝﾁ 

ﾎﾞﾀﾝ 25mm 
25mm 

ｴﾝﾎﾞｽﾊﾟﾝﾁ 

ﾎﾞﾀﾝ 19mm 
19mm 

 

  

    

ｴﾝﾎﾞｯｼﾝｸﾞﾊﾟﾝﾁ 

ﾛｰｽﾞ 
23X23mm 

ｽﾘｯﾄﾊﾟﾝﾁ 

ｽﾀｰ 
24X24mm 

ｽﾘｯﾄﾊﾟﾝﾁ 

ﾊｰﾄ 
24X24mm 

ｴﾝﾎﾞｯｼﾝｸﾞﾊﾟﾝﾁ 

ｽﾀｰ1 
24X25mm 

    

  

NEW
 

NEW
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Paper Intelligence “Tools” 

DECOP  BIG2 パンチ  
 1400円（本体価格）＋税   

ﾘｰﾌ 

約25x50mm 

ﾃﾞｲｼﾞｰ 

約50x50mm 

ﾘﾘｰ 

約45x40mm 

ｽｷｬﾛｯﾌﾟｻｰｸﾙ 

直径約50mm 

ﾋﾟｼﾞｮﾝ 

約32x48mm 

ﾋﾞｯｸﾊｰﾄ 

約40x42mm 

ﾊﾞﾀﾌﾗｲ 

約30x40mm 

ﾏｽﾀｯｼｭ 

約14x50mm 

ｱﾗﾋﾞｱﾝﾗﾍﾞﾙ 

約30x45mm 

さくら 

約48x48mm 

ｽﾀｰ 

約45x47mm 
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Paper Intelligence “Tools” 

DECOP  BIG3 パンチ  
 2300円（本体価格）＋税   

ｽｷｬﾛｯﾌﾟ ｽｸｴｱ 

約55X55mm 

ﾌﾟﾗｲｽﾀｸﾞ 

約68X45mm 

ふきだし 

約53X73mm 

ﾊｰﾄ1 

約65X73mm 

ｽﾀｰ 

約71X71mm 

ｽｷｬﾛｯﾌﾟ ｻｰｸﾙ 

約75mm径 

さくら 

約70X74mm 

ｻｰｸﾙ 

約75mm径 
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Disney “Disney Punch” 

ディズニー  アートパンチ 
 500円（本体価格）＋税   

大 ｽﾃｨｯﾁ 

25×25mm 

大 ｽﾃｨｯﾁ #2 

18×25mm 

ディズニー  アートパンチ  
 500円（本体価格）＋税   

ﾎﾞｰﾀﾞｰ ﾌﾟｰｻﾝ 

10×48mm 
ﾎﾞｰﾀﾞｰ ｽﾃｨｯﾁ 

10×46mm 
ﾎﾞｰﾀﾞｰ ﾐﾆｰ 

10×46mm 

ﾐﾆｰ 

16×16mm 

ディズニー  コーナーパンチ  
 550円（本体価格）＋税   
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Disney “Disney Punch” 

ｳｫｰｷﾝｸﾞﾌﾟｰ ﾚｷﾞｭﾗｰ 

16×12mm 

ﾐｯｷｰ 横顔 

18×23mm 
ﾐｯｷｰ ｽﾘｰｻｰｸﾙ大 

19×22mm 
ﾐﾆｰ 横顔 

18×23mm 

ディズニー  パンチ 
 800円（本体価格）＋税   

ﾐﾆｰ ｽﾘｰｻｰｸﾙ 

23×20mm 

ｼﾙｴｯﾄ ﾐｯｷｰﾎﾞﾃﾞｨ 

25×25mm 
ｼﾙｴｯﾄ ﾐｯｷｰﾌｪｲｽ 

25×25mm 

ディズニー  パンチ 
 600円（本体価格）＋税   

ディズニー  ミニアイコンパンチ 5P 1500円（本体価格）＋税   

ﾐﾆ ﾌﾟｰｱｲｺﾝ 

9×5mm(ﾌﾟｰ) 

ﾋﾟｸﾞﾚｯﾄ 

24×19mm 

ｲｰﾖｰ 

32×22mm 

ﾀﾞﾌﾞﾙﾌﾚｰﾑ ｽﾏｲﾘﾝｸﾞﾌﾟｰ 

25×25mm 
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“Paper” Paper Intelligence

ﾋﾟｰﾁ ﾁｪﾘｰﾌﾞﾛｯｻﾑ ﾗﾃﾞｨｯｼｭ ﾍﾞﾘｰﾚｯﾄﾞ ﾄﾞﾗｺﾞﾝﾌﾗｲ ﾎﾞﾙﾄﾞｰ 

ﾌﾚｯｼｭﾚﾓﾝ ﾏﾘｰｺﾞｰﾙﾄﾞ ｻﾆｰﾃﾞｲｼﾞｰ ﾊﾟﾜｰｵﾚﾝｼﾞ ｻﾝﾄﾞﾍﾞｰｼﾞｭ 

ﾗﾏ ｵｰｼｬﾝﾌﾞﾙｰ ﾌﾟﾗﾈｯﾄ ｽｶｲﾌﾞﾙｰ ﾀｰｺｲｽﾞ ﾌﾚﾝﾁﾌﾞﾙｰ 

カットペーパー    
 148X100mm 10枚 120円（本体価格）＋税  

ｻﾆｰ 

カットペーパー アソートパック    
 148X100mm 120円（本体価格）＋税   

 ﾊﾟｽﾃﾙﾋﾟﾝｸ 

5色X各2枚 

ﾊﾟｽﾃﾙﾌﾞﾙｰ 

5色X各2枚 

ﾓﾉｸﾛ 

5色X各2枚 

ﾋﾞﾋﾞｯﾄﾞ 

10色X各1枚 
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“Paper” Paper Intelligence

ｴﾒﾗﾙﾄﾞｱｲｽ ｾﾛﾘ ｸｰﾙｼｬﾜｰ ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰﾐｽﾄ ｻｰﾓﾝﾋﾟﾝｸ 

ﾓｽﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ ﾌﾟﾗﾑ ｶﾌｪｵﾚ ﾏﾎｶﾞﾆｰ ｽﾄｰﾝｸﾞﾚｰ 

ｽﾉｰﾎﾜｲﾄ 

カットペーパー    
 148X100mm 10枚 120円（本体価格）＋税   

ﾌﾞﾗｯｸ 

ｶﾑｻﾞﾅｲﾄ ﾌﾚｯｼｭﾗｲﾑ ﾘｰﾌﾄﾞﾛｯﾌﾟ ｸﾞﾘｰﾝ ｸﾞﾘｰﾝﾃｨ ﾓｽｸﾞﾘｰﾝ 
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Paper Intelligence “Paper” 

ﾏﾝｺﾞ ﾚｯﾄﾞ ﾌﾟﾗﾁﾅ ｲｴﾛｰ ｵﾚﾝｼﾞ ﾊﾞｲｵﾚｯﾄ 

ﾌﾞﾙｰ ｸﾞﾘｰﾝ ｸﾞﾚｰ ｸﾗｼｺｵﾘｼﾞﾅﾙ 

スケルトンペーパー    
 148X100mm 3枚 120円（本体価格）＋税   

      

    

3-3



American Crafts “Paper Pad” 

ペーパーパッド  
 6”×6” 36枚 36柄 シングルサイド パターンペーパー   750円（本体価格）＋税   

732935 
DIY HOME 

733082 
Everyday 
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American Crafts “Paper Pad” 

ペーパーパッド  
 6”×6” 36枚 36柄 シングルサイド パターンペーパー   750円（本体価格）＋税   

374047 
STAR shine 

 

332225 
Wanderlust 
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“Mat Stack”  Die Cuts With A View 

マットスタック 6×6 

 750円（本体価格）＋税 

00004 

ｺﾙｸ 

1色 15枚 

ｺﾙｸｽﾃｯｶｰ 
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Bazzill Basics Paper “Foil Board” “Mylar Sheet” 

305091 
ﾊﾟｰﾙ 

305092 
ﾃｨｰﾙ 

305094 
ﾗｲﾄﾋﾟﾝｸ 

305096 
ｸﾞﾘｰﾝ 

305097 
ﾚｯﾄﾞ 

305098 
ﾎﾛｸﾞﾗﾌｨｯｸｼﾙﾊﾞｰ 

303153 
ｺﾞｰﾙﾄﾞ 

303155 
ｼﾙﾊﾞｰ 

305099 
ｺﾞｰﾙﾄﾞ 

305100 
ｼﾙﾊﾞｰ 

  

     

 

  

フォイルボード 
 12”×12” 出荷単位 1枚 250円（本体価格）＋税   

マイラーシート 
 12”×12” 出荷単位 1枚 250円（本体価格）＋税   
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American Crafts “Glitter Paper” 

POW グリッターペーパー 
 12”×12” 出荷単位 1枚 300円（本体価格）＋税   

71511 
ｼﾙﾊﾞｰ 

71512 
ﾏﾘﾝ 

71514 
ｴﾊﾞｰｸﾞﾘｰﾝ 

71515 
ﾌﾞﾛｯｻﾑ 

71634 
ｺﾞｰﾙﾄﾞ 

71675 
ｱｸｱ 

71676 
ｸﾘﾑｿﾞﾝ 

71690 
ﾚﾓﾝ 

71691 
ﾌﾞﾛｯｻﾑ 

    

グリッターペーパー デュオトーン 
 12”×12” 出荷単位 1枚 280円（本体価格）＋税   

     

3-8



303198 

ﾘｯﾌﾟﾀｲﾄﾞ 
303078 

ﾌﾟｰﾙｻｲﾄﾞ 
303079 

ｻｰﾌｽ ｱｯﾌﾟ 

303194 

ｽﾘｯﾊﾟｰ 
303195 

ﾍﾞﾙﾍﾞｯﾄ 

 “Paper” Bazzill Basics Paper  

ドットペーパー 12×12  
 95円（本体価格）＋税  

303066 

ｻﾝｾｯﾄ ﾛｰｽﾞ 

303073 

ｱｲﾘｯｼｭ ｱｲｽﾞ 

303085 

ﾛｰﾌﾟ ｽｲﾝｸﾞ 

303072 

ｾﾙﾃｨｯｸ ｸﾞﾘｰﾝ 

303199 

ﾅｲﾄ ｳｫｰｶｰ 
303084 

ｻﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ 

303071 

ﾊﾆｰ 

303082 

ｸﾞﾚｰﾌﾟ ｾﾞﾘｰ 
303081 

ﾍﾞﾘｨ ﾌﾟﾘﾃｨ 

303069 

ｺｰﾝ ﾐｰﾙ 
303070 

ﾊﾞﾀｰ 

303088 

ﾍﾟｯﾊﾟｰ 
303087 

ｿﾙﾄ 

303075 

ﾀﾋﾁｱﾝ ﾌﾟﾘﾝｾｽ 

303076 

ﾏｰﾒｲﾄﾞ 

303196 

ﾋﾟﾙｴｯﾄ 
303068 

ﾌﾞﾘｽﾌﾙ 

303074 

ｸﾛﾊﾞｰ ﾘｰﾌ 

303080 

ﾈﾌﾟﾁｭｰﾝ 
303200 

ﾃﾞｨｰﾌﾟﾌﾞﾙｰ 

303083 

ﾌﾟﾗﾑ ﾌﾟﾃﾞｨﾝｸﾞ 

303086 

ﾏｯﾄﾞﾊﾟﾄﾞﾙ 

303197 

ﾌｪﾆｯｸｽ 

309272 

ﾌｪｽﾃｨﾌﾞ 
304088 

ｸﾚｲ 

      

      

       

       

    

305078 

ﾚﾓﾝｾﾞｽﾄ 

305074 

ｿﾌﾄｼｪﾙ 

 

 

305032 

ﾌﾛﾝﾄﾎﾟｰﾁ 
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309275 

ﾍﾟﾁｭﾆｱ 
309003 

ﾍﾟﾀﾙｿﾌﾄ 
309005 

ﾛﾏﾝｽ 

 “Paper” Bazzill Basics Paper  

mono 12×12  
 95円（本体価格）＋税  

309234 

ﾎﾟﾒｸﾞﾗﾈｯﾄ 

309233 

ﾏﾗｽｷﾉ 
309004 

ﾌﾗﾐﾝｺﾞ 
309232 

ｳｫｰﾀｰﾒﾛﾝ 

309179 

ｸｫｰﾂ 

309276 

ﾌﾞﾛｯｻﾑ 

309008 

ｹｼﾞｭﾝ 

309010 

ﾔﾑ 
309009 

ｱﾌﾟﾘｺｯﾄ 

309007 

ｼﾞｭﾝﾍﾞﾘｰ 
309006 

ｽｳｨｰﾄﾊｰﾄ 

309039 

ﾗﾊﾞ 

309011 

ｼﾌｫﾝ 
309012 

ﾚﾓﾈｰﾄﾞ 
309236 

ｻﾝﾋﾞｰﾑ 
301647 

ﾋﾞｰｽﾞﾜｯｸｽ 
301646 

ｷｬﾝﾄﾞﾙ 

309013 

ｱﾛｴ ﾍﾞﾗ 
309015 

ﾋﾗﾘｰ 

309014 

ﾗｲﾑｴｲﾄﾞ 

309237 

ﾊﾟﾗｷｰﾄ 
303391 

ﾆｸｿﾝ 
309016 

ﾍﾟｱｰ 
309017 

ｱｽﾍﾟﾝ 
309018 

ｱｲﾋﾞｰ 

309033 

ﾌｫｰﾝ 
309032 

ﾊﾞﾆﾗ 
301836 

ﾄｩｲｸﾞ 

301837 

ﾌﾞﾗｳﾝ 
309034 

ﾁｮｺﾚｰﾄ 
309037 

ｼﾞｬﾜ 

309035 

ｳｫｰﾙﾅｯﾂ 

309244 

ﾊﾞｰｸ 
309036 

ﾊﾟｲﾝｺｰﾝ 

301648 

ｸﾞﾛｰ 

305048 

ｺｰﾗﾙ ｸﾘｰﾑ 

305040 

ﾛｾﾞﾘｰ 

       

     

 

 

     

       

       

       

309049 
ｸﾘｰﾑﾊﾟﾌ 

309047 

ｷｽ 
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 “Paper” Bazzill Basics Paper  

mono 12×12  
 95円（本体価格）＋税  

300792 

ｼﾞｪｲﾄﾞ 
300800 

ｱｸｱ 
300793 

ﾗｸﾞｰﾝ 

309020 

ｳﾞｪﾙｳﾞｪｯﾄ 
309023 

ﾊﾟﾝｼﾞｰ 
309022 

ﾍｻﾞｰ 
309021 

ｳｨｽﾃｨﾘｱ 
300790 

ﾍｲﾃﾞｨ 

309024 

ﾊﾟｳﾀﾞｰﾌﾞﾙｰ 
309027 

ｽﾌﾟﾗｯｼｭ 

309026 
ｱｰｸﾃｨｯｸ 

309242 

ｽﾀｰﾐｽﾄ 

309025 

ｼﾞｬｶﾗﾝﾀﾞ 

301953 

ｼｰｳｫｰﾀｰ 
301955 

ｵｰｼｬﾝ 
301957 

ﾎﾟｰﾘｰﾌﾟｰ 

301949 

ﾐｽﾃﾘｱｽﾃｨｰﾙ 

302090 

ｺｰｽﾄﾗﾙ 

309031 

ｽﾄｰﾝｳｫｯｼｭ 

309030 

ﾊﾞﾊﾏ 
309028 

ｼﾞｪｯﾄｽﾄﾘｰﾑ 
309241 

ｱﾄﾞﾐﾗﾙ 

309215 

ﾌﾞﾙｰ 

309240 

ﾀｲﾌｰﾝ 

309002 

ｽﾓｰｷｰ 

309001 

ﾊﾞｼﾞﾙﾎﾜｲﾄ 
303393 

ｱｯｼｭ 
309245 

ｻﾝﾀﾞｰ 
309246 

ﾚｲﾊﾞﾝ 
303394 

ｼﾝﾀﾞｰ 

  

305044 

ｶﾌﾟﾘ ｼｰ 
305046 

ﾋﾟｰｺｯｸ 

    

       

       

       

     

305042 

ｱﾙﾊﾞ 
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1-167 

ｽﾃﾗ 

3-326 

ﾁｪﾀﾞｰ 
3-309 

ｼｴﾅ 
3-370 

ﾌｪｽﾃｨﾊﾞ 
4-411 

ﾊﾞﾀｰｶｯﾌﾟ 

6-667 

ﾊﾞｼｭﾌﾙ 

6-656 

ﾌﾟﾗﾑﾍﾞﾘｰ 

6-669 

ｻｼｰ 

7-7127 

ｼﾄﾞﾆｰ 
7-762 

ｽﾁｰﾙ ﾌﾞﾙｰ 

 “Paper” Bazzill Basics Paper  

mono 12×12  
 95円（本体価格）＋税  
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 “Paper” Bazzill Basics Paper  

bling 12×12  
 140円（本体価格）＋税  

302094 

ｲﾝｻﾞﾋﾟﾝｸ 

302119 

ﾌﾞﾗｯｸﾀｲ 
302311 

ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ 

302121 

ｸﾞﾗｽｽﾘｯﾊﾟｰ 

302120 

ﾃｨｱﾗ 

302103 

ﾊﾘｳｯﾄﾞ 
302101 

ﾌﾞﾘﾝｸﾞ 

302098 

ﾄｩｰｼﾞｰ 

302115 

ｽﾊﾟｰｸﾙ 
302113 

ｸﾞﾘｯﾂ 

302109 

ｲﾝﾌｧﾄｳｴｲｼｮﾝ 
302107 

ﾌﾗｰﾃｨ 

302106 

ﾍﾟﾃｨｷｬｯｼｭ 
302104 

ﾊﾞﾝｸﾛｰﾙ 

302116 

ｼｭｶﾞｰﾀﾞﾃﾞｨ 

18-902 

ﾌﾗｯﾄﾌﾞﾛｰｸ 

302118 

ｽﾄﾘﾝｸﾞｵﾌﾞﾊﾟｰ
302117 

ﾌﾞﾗﾝｸﾁｪｯｸ 

302112 

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾃﾞｰﾄ 

302110 

ﾌﾟﾘﾝｽﾁｬｰﾐﾝｸﾞ 

302095 

ﾚｯﾄﾞｶｰﾍﾟｯﾄ 

18-204 

ﾊｲﾋｰﾙ 

fourz 12×12  
 95円（本体価格）＋税  

300941 

ﾓｶ ﾃﾞｨﾊﾞｲﾝ 
300942 

ﾌﾚﾝﾁ ﾊﾞﾆﾗ 
302360 

ﾀﾝｼﾞｪﾛ 

   

       

       

       

 

300945 

ﾋﾞﾀｰ ﾁｮｺﾚｰﾄ 
300939 

ｼﾅﾓﾝ ｽﾃｨｯｸ 
300944 

ｷｬﾛﾌﾞ 
300940 

ﾄﾗﾌﾙ 
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309181 

ﾊﾞﾌﾞﾙｶﾞﾑ 

 “Paper” Bazzill Basics Paper  

classic 12×12  
 95円（本体価格）＋税  

309266 

ﾘﾘｨ ﾎﾜｲﾄ 
300366 

ｿｰﾀﾞｽﾄ 
300372 

ｽﾄﾛｰ 
300380 

ﾋﾞｰﾁ 

300396 

ﾎﾜｲﾄ 

300419 

ﾌﾞﾗｯｸ 
300362 

ﾅﾁｭﾗﾙ 

300377 

ｸﾗﾌﾄ 

classic 12×12  
 120円（本体価格）＋税  

  

       

302244 

ﾌﾞﾗｯｸﾍﾞﾘｰ 
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Paperparts



“Flower Marche” Paper Intelligence 

フラワーマルシェ アソート 
 アシッドフリー 350円 (本体価格)＋税  

ﾍﾞｺﾞﾆｱ ｶﾗｰｱｿｰﾄ 

花径約20mm 55枚 

NEW
 

ｽﾃｲｼｰ ﾊﾟｽﾃﾙｱｿｰﾄ 

花径約25mm 50枚 

フラワーマルシェ アソート   
 アシッドフリー 350円 (本体価格)＋税  

ｲﾓｰｼﾞｪﾝ ｽﾌﾟﾗｯｼｭ 

花径約30mm 12枚 

NEW
 

ｲﾓｰｼﾞｪﾝ ﾋﾞﾋﾞｯﾄ 

花径約30mm 12枚 
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“Flower Marche” Paper Intelligence
フラワーマルシェ フローラル   花径約25mm 10枚 アシッドフリー 350円 (本体価格)＋税  

ﾌﾞﾙｰ 

フラワーマルシェ ファンタジア   花径約25～55mm 5枚 アシッドフリー 350円 (本体価格)＋税  

ﾎﾜｲﾄ ｻｸﾗ ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ ﾋﾟｰﾁ ｲｴﾛｰ 

ﾌﾞﾙｰ ﾎﾜｲﾄ ﾋﾟﾝｸ ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ ﾋﾟｰﾁ ｲｴﾛｰ 

      

      

フラワーマルシェ マイクロペタル   約40P 花径約11mm アシッドフリー 350円 (本体価格)＋税  

ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ 

ｽｲｰﾄ 

ﾎﾜｲﾄ ｲｴﾛｰ ﾍﾞﾋﾞｰﾋﾟﾝｸ 

ｻﾝｼｬｲﾝ 

ﾎｯﾄﾋﾟﾝｸ 

ﾎﾜｲﾄ 

フラワーマルシェ パールペタル   約20P 花径約20mm アシッドフリー 350円 (本体価格)＋税  

   
ﾌﾞﾙｰｲｴﾛｰ 
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“Flower Marche” Paper Intelligence
フラワーマルシェ ヴェラムビジュー 約25P 花径約21mm アシッドフリー 350円 (本体価格)＋税  

ﾊﾟｰﾌﾟﾙ ﾎﾜｲﾄ ｵﾚﾝｼﾞ ﾋﾟﾝｸ 

    

フラワーマルシェ フラワーペタル   花径約25～28mm 20枚 アシッドフリー 350円 (本体価格)＋税  

ﾊﾟｽﾃﾙ ﾎﾜｲﾄ 

ｶﾗｰｽﾞ ｸﾞﾘｰﾝY ﾋﾟﾝｸ 

ｸﾘｰﾑ 

ﾎﾜｲﾄ 

ﾋﾟﾝｸ 

フラワーマルシェ ペタルアソート   花径約25～55mm 15枚 アシッドフリー 350円 (本体価格)＋税  

    

    

4-3



“Flower Marche” Papet Intelligence
フラワーマルシェ    300円（本体価格）＋税   

ﾛｰｽﾞ M 101 

10本 

花径約15mm 

ﾛｰｽﾞ M 706 

10本 

花径約15mm 

ﾛｰｽﾞ M 529 

10本 

花径約15mm 

ﾛｰｽﾞ M 530 

10本 

花径約15mm 

ﾌﾞﾙｰﾐﾝｸﾞﾛｰｽﾞ PP 

10本 

花径約7mm 

ｶｯﾌﾟﾛｰｽﾞ S P 

10本 

花径約8mm 

ｸﾁﾅｼ Y 

10本 

花径約17mm 

ｼﾝﾋﾞｼﾞｭｳﾑ P 

10本 

花径約25mm 

ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ YW 

10本 

花径約12mm 

ﾛｰｽﾞ M 716 

10本 

花径約15mm 

ﾌｧﾝﾌﾗﾜｰ RY 

10本 

花幅約15mm 

ﾛｰｽﾞ M 921 

10本 

花径約15mm 

ﾛｰｽﾞﾊﾞｯﾄﾞ R 

10本 

花径約8mm 

ﾘｰﾌ 1 

10枚 

25×13mm 

      

      

 

 

ﾛｰｽﾞ 2.5 #166 

5本 

花径約 25mm 

ﾛｰｽﾞ 2.5 #526 

5本 

花径約 25mm 

ﾛｰｽﾞ 2.5 #503 

5本 

花径約 25mm 

ﾃﾞｲｼﾞｰ ﾎﾜｲﾄ 

5本 

花径約 35mm 

ﾃﾞｲｼﾞｰ ﾋﾟﾝｸ 

5本 

花径約 35mm 

ｻﾝﾌﾗﾜｰ 

5本 

花径約 35mm 

ﾛｰｽﾞ ﾘｰﾌ 

10枚 
50X25mm 
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“Flower Marche” Paper Intelligence
フラワーマルシェ    600円（本体価格）＋税   

ﾛｰｽﾞ 6 #123 

2本 

花径約 60mm 

ﾛｰｽﾞ 5 #502 

4本 

花径約 50mm 

ﾛｰｽﾞ 6 #152 

2本 

花径約 60mm 

ﾛｰｽﾞ 5 #145S 

4本 

花径約 50mm 

ｸﾗｼｯｸﾛｰｽﾞ #145 

5本 

花径約 40mm 

ｸﾗｼｯｸﾛｰｽﾞ #118 

5本 

花径約 40mm 

ｸﾗｼｯｸﾛｰｽﾞ #122 

5本 

花径約 40mm 

ｸﾗｼｯｸﾛｰｽﾞ #151 

5本 

花径約 40mm 

ﾛｰｽﾞ 5 #152 

4本 

花径約 50mm 

ｸﾗｼｯｸﾛｰｽﾞ #102 

5本 

花径約 40mm 

     

     

フラワーマルシェ    400円（本体価格）＋税   

ﾘﾝｸﾞ  S ﾋﾟﾝｸ 

花16個 

ﾘﾝｸﾞ外径約60mm 

ﾘﾝｸﾞ  S ｵﾚﾝｼﾞ 

花16個 

ﾘﾝｸﾞ外径約60mm 

フラワーマルシェ    500円（本体価格）＋税   

ﾘﾝｸﾞ  L ﾋﾟﾝｸ 

花16個 

ﾘﾝｸﾞ外径約75mm 

ﾘﾝｸﾞ  L ﾚｯﾄﾞ 

花16個 

ﾘﾝｸﾞ外径約75mm 

ﾘﾝｸﾞ  S ﾚｯﾄﾞ 

花16個 

ﾘﾝｸﾞ外径約60mm 
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PI Original 

ﾂｲｽﾃｯﾄﾞﾌﾗﾜｰ 
25P 

13X13X2mm 

ﾃﾞｲｼﾞｰL ﾋﾟﾝｸ 
12P 

16X16X5mm 

ﾃﾞｲｼﾞｰS ﾚｯﾄﾞ 
16P 

12X12X5mm 

“Flower Parts” 

A2100 

10P 

140X37X3mm 

F2605 

12P 

16X16X5mm 

O3107 

20P 

31X31X1mm 

Z3602 

10P 

28X13X1mm 

D2407 

10P 

130X20X3mm 

E2506 

8P 

23X34X5mm 

G2704 

12P 

16X16X5mm 

L2803 

20P 
22X22X1mm 

M2902 

20P 
22X22X1mm 

N3008 

20P 
23X23X1mm 

P3206 

20P 

31X31X1mm 

ｸﾞﾘｰﾝｼﾞﾌﾟｻﾌｨﾗ 
32P 

8X8X1mm 

ペーパーパーツ    
 200円（本体価格）＋税   

0.5x4.5 ﾚｯﾄﾞﾛｰｽﾞ 
16P 

5X5X3mm 

ひまわり 
20P 

18X18X1mm 

0.9x17.0 ﾊﾟｰﾌﾟﾙﾛｰｽﾞ 
12P 

17X17X5mm 

ｼﾞｬﾝﾎﾞﾚｯﾄﾞﾛｰｽﾞ 
6P 

30X30X5mm 

ﾚｯﾄﾞﾊｰﾄ 
4P 

45X45X6mm 

0.9x17.0 ﾚｯﾄﾞﾛｰｽﾞ 
12P 

17X17X5mm 

R3305 

20P 

31X31X1mm 

V3503 

20P 

20X20X1mm 

     

     

     

      

 

 

B2209 

10P 

140X12X1mm 
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PI Original “Flower Parts” 

ｽｹﾙﾄﾝN 
20P 

22X22X1mm 

ｽｹﾙﾄﾝｻｸﾗ 
10P 

29X29X1mm 

ペーパーパーツ    
 200円（本体価格）＋税   

ｽｹﾙﾄﾝR   
20P 

30X30X1mm 

S3404 

20P 
22X22X1mm 

0.5x4.5 ﾋﾟﾝｸﾛｰｽﾞ 
16P 

5X5X3mm 

ﾃﾞｲｼﾞｰ ﾗｲﾄﾋﾟﾝｸ 

12P 

16X16X5mm 
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“Flower Shower” Paper Intelligence
フラワーシャワー   100枚 アシッドフリー 800円 (本体価格)＋税  

ﾌﾗﾜｰ ｼｬﾜｰ 

 

イメージは内容物の一例です,パックによって 

内容物の一部が異なることがあります。 
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“Paper Parts” Paper Intelligence 
ペーパーパーツ   アシッドフリー 300円 (本体価格)＋税  NEW
 

PP ｵｰﾍﾞｲﾋﾞｰ 48P PP ﾌﾞｯｸｸﾗﾌﾞ 53P PP ﾊﾞｰﾄﾞｿﾝｸﾞ 69P 

PP ﾌﾛｰﾘｯｼｭ 69P PP ﾁｬﾝﾃｨﾘｰﾚｰｽ 53P 

PP ｲﾝｽﾀｲﾙ 52P PP ﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ 61P PP ｵﾆｷｽ&ﾊﾟｰﾙ 67P 

PP ﾛｰｴｯｾﾝｼｬﾙ 56P 

PP ﾋﾟﾝｸﾚﾓﾈｰﾄﾞ 60P 
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Paper Intelligence  “Paper Parts” 

ﾃﾞｲｼﾞｰS 

16X16mm 
ﾃﾞｲｼﾞｰM 

25X25mm 

ﾘｰﾌSⅡ 

16X8mm 

ﾘｰﾌMⅡ 

25X14mm 

ｸﾛｰﾊﾞｰS 

14X14mm 
ｸﾛｰﾊﾞｰM 

23X22mm 

ﾘｰﾌS 

16X8mm 
ﾘｰﾌM 

25X14mm 
ﾊｰﾄS 

10X12mm 
ﾊｰﾄM 

20X22mm 

音符M 

18X13mm 

音符S 

11X9mm 

星S 

13X13mm 
星M 

23X24mm 

ACF パンチカットペーパー    
 30枚 アシッドフリー 200円（本体価格）＋税   

はなびらﾋﾞﾋﾞｯﾄﾞS 

17X17mm 

ｽﾉｰﾌﾚｰｸM 

24X24mm 

ｽｲｰﾄｽﾉｰS 

17X17mm 

ｽｲｰﾄｽﾉｰM 

25X25mm 

水玉ﾓﾉｸﾛ 

L22mm S12mm  

水玉ﾊﾟｽﾃﾙ ﾌﾞﾙｰ 

L22mm S12mm  

水玉ﾊﾟｽﾃﾙ ﾋﾟﾝｸ 

L22mm S12mm  

ｽﾉｰﾌﾚｰｸS 

15X15mm 

ｽｲｰﾄﾊｰﾄM 

24X17mm 

ｽｲｰﾄﾊｰﾄS 

15X11mm 

水玉ﾋﾞﾋﾞｯﾄﾞ 
L22mm S12mm  

はなびらﾋﾞﾋﾞｯﾄﾞM 

26X26mm 

はなびらﾊﾟｽﾃﾙS 

17X17mm 

はなびらﾊﾟｽﾃﾙM 

26X26mm 

ｴﾝｼﾞｪﾙS 

13X14mm 

ｴﾝｼﾞｪﾙM 

20X24mm 
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Paper Intelligence  “Paper Parts” 

ACF パンチカットペーパー    
 30枚 アシッドフリー 200円（本体価格）＋税   

Spring 

Collection AM 

Spring 

Collection AS 

Summer 

Collection M 

Autumn 

Collection M 

Autumn 

Collection S 

Winter 

Collection M 

Winter 

Collection S 

ﾌﾗﾜｰ ｱｿｰﾄM 

2柄ｱｿｰﾄ 

ﾏﾘﾝ ｱｿｰﾄM 

2柄ｱｿｰﾄ 

いぬねこ ﾊﾟｯｸM 

2柄ｱｿｰﾄ 

ﾊﾟｽﾃﾙ ｸﾛｰﾊﾞｰM 

23X22mm 

ﾊﾟｽﾃﾙ ｸﾛｰﾊﾞｰS 

14X14mm 

ﾌﾗﾜｰ ｱｿｰﾄS 

2柄ｱｿｰﾄ 

ﾘｰﾌ ｱｿｰﾄS 

2柄ｱｿｰﾄ 

ﾘｰﾌ ｱｿｰﾄM 

2柄ｱｿｰﾄ 
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Paper Intelligence  “Paper Parts” 

ｸﾛｰﾊﾞｰS 

14X14mm 

ｸﾛｰﾊﾞｰM 

23X22mm 

ﾊｰﾄS 

10X12mm 

ﾊｰﾄM 

20X22mm 

ﾃﾞｲｼﾞｰS 

16X16mm 

ﾃﾞｲｼﾞｰM 

25X25mm 

さくらS 

15X16mm 

さくらM 

22X24mm 

スケルトン パンチカットペーパー    
 25枚 200円（本体価格）＋税   

ｽﾀｰS 

13X13mm 

ｽﾀｰM 

23X24mm 

ｴﾝｼﾞｪﾙAMⅠ 

20X24mm 

ﾕｷAS 

15X15mm 
ﾕｷAM 

30X30mm 
ﾃﾞｲｼﾞｰM 

25X25mm 
ﾃﾞｲｼﾞｰS 

16X16mm 

シャンパンメタリック パンチカットペーパー    
 25枚 200円（本体価格）＋税  
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Paper Intelligence  “Paper Parts” 

ACF ペーパーパーツ S ドットシリーズ  
 30枚 アシッドフリー 200円（本体価格）＋税   

星 

25X25mm 

ﾊｰﾄ 
20X22mm 

はなびら 

26X26mm 

まる 

22mm 

りんご 

21X21mm 

くま 

22X22mm 

ﾘﾎﾞﾝ 

23X23mm 

木 

24X22mm 

ｽﾀｰ 

51X53mm 

気球 

78X55mm 

ﾌﾟﾗﾑﾌﾗﾜｰ 

57X57mm 

ﾊｰﾄ 
45X70mm 

ｸﾛｰﾊﾞｰ 

50X41mm 

ACF ペーパーパーツ M ドットシリーズ    
 6枚 アシッドフリー 名刺サイズ 200円（本体価格）＋税    
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Paper Intelligence “Paper Parts” 

ACF ダイカットペーパー名刺サイズ    
 6枚 アシッドフリー 200円（本体価格）＋税   

ﾂﾘｰS 

85X50mm 

四つ葉S 

56X52mm 

さくらS  

53X53mm 

りんごS  

50X51mm 

犬S  

66X54mm 

ﾃﾃﾞｨﾍﾞｱS  

53X52mm 

はとS 

67X64mm 

ぞうS  

45X58mm 

きりんS 

85X36mm 

ﾌﾟﾗﾑﾌﾗﾜｰS 

57X57mm 

ﾋﾟｯｸﾞS 

48X80mm 

あひるちゃんS 

50X64mm 

ｼﾞﾝｼﾞｬｰﾌﾞﾚｯﾄﾞﾏﾝS 

50X39mm 

ｴｱﾌﾟﾚｰﾝS 

41X84mm 

ききゅうS 

78X55mm 
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Paper Intelligence “Paper Parts” 

ﾘﾎﾞﾝｺｰﾅｰS 

6枚 
40X40mm 

ｸﾗｳﾝS 

6枚 
40X66mm 

ﾎﾞﾀﾝS 

9枚 
25X25mm 

ACF ダイカットペーパー名刺サイズ    
 アシッドフリー 200円（本体価格）＋税   

ｹｰｷS 

6枚 
49X60mm 

ﾘﾎﾞﾝS  

6枚 
54X56mm 

TｼｬﾂS 

6枚 
55X64mm 

ｶｰﾌﾛﾝﾄS 

6枚 
50X64mm 

ﾍﾞﾋﾞｰｴﾌﾟﾛﾝS 

6枚 
61X48mm 

ｽﾆｰｶｰS 

6枚 
45X73mm 

ﾍﾞﾋﾞｰｶｰS 

6枚 
52X55mm 

ﾍﾞﾋﾞｰｿｯｸｽS 

6枚 
42X36mm 

かさS 

6枚 
63X65mm 

吹き出し ｸﾗｳﾄﾞS 

6枚 
75X55mm 

吹き出し ﾊﾞｰｽﾄS 

6枚 
75X55mm 

ﾊﾟｽﾞﾙS 

6枚 
55X55mm 

吹き出し ｳｨｰﾌﾟS 

6枚 
50X53mm 

ｽｲｰﾄﾊｰﾄS 

6枚 
48X66mm 

ﾊｰﾄS 

6枚 
53X53mm 

ｽﾀｰS 

6枚 
51X53mm 

ｽﾉｰﾌﾚｰｸS 

6枚 
45X45mm 

ﾐｭｰｼﾞｯｸS  

8枚 
55X40mm 

ﾆｺﾆｺﾏｰｸS  

12枚 
L39mm S16mm 
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“Paper Parts” Paper Intelligence
ACF ダイカットペーパー名刺サイズ    
 アシッドフリー 200円（本体価格）＋税   

ﾗﾃｨｽS 

4枚 
80X20mm 

ﾎﾞｰﾀﾞｰﾊｳｽS 

4枚 
31X88mm 

ﾛｯｸS 

6枚 
40X26mm 

ﾈｶﾞﾌﾚｰﾑS 

6枚 
80X44mm 

ﾀｸﾞ ｳｴｰﾌﾞS 

6枚 
40X23mm 

ﾀｸﾞ ｽｸｴｱS 

6枚 
38X23mm 

ﾀｸﾞ ｽｸｴｱ 

6枚 
53X33mm 

ﾀｸﾞ ｳｴｰﾌﾞ 

6枚 
56X33mm 

ｶﾒﾗS 

6枚 
40X56mm 

ﾜﾝﾋﾟｰｽS 

6枚 
54X58mm 

ﾋｰﾙS 

6枚 
43X57mm 
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“Paper Parts” Paper Intelligence
ACF ダイカットペーパー名刺サイズ    
 6枚 アシッドフリー 200円（本体価格）＋税   

ｱｲﾗﾌﾞﾕｰ S 

24X81mm 

ﾌｧﾐﾘｰ S 

45X79mm 

ﾊﾞｰｽﾃﾞｲ S 

35X85mm 

ﾍﾞｲﾋﾞｰ S 

51X60mm 

ｽﾏｲﾙ S 

37X73mm 

ﾗﾌﾞ S 

29X49mm 

ﾊｯﾋﾟｰ S 

43X68mm 

ｻﾝｸｽ S 

32X73mm 

ﾗﾌﾞ ｱｿｰﾄﾊﾟｯｸ 

2柄ｱｿｰﾄ 

ﾏﾘﾝ ｱｿｰﾄﾊﾟｯｸ 

4柄ｱｿｰﾄ 

ﾊﾞｰｽﾃﾞｲ ｱｿｰﾄﾊﾟｯｸ 

4柄ｱｿｰﾄ 

のりもの ｱｿｰﾄﾊﾟｯｸ 

3柄ｱｿｰﾄ 

ﾒﾓﾘｰ ｱｿｰﾄﾊﾟｯｸ 

4柄ｱｿｰﾄ 

ふきだし ｱｿｰﾄﾊﾟｯｸ 

3柄ｱｿｰﾄ 

ﾍﾞﾋﾞｰ ｱｿｰﾄﾊﾟｯｸ 

6柄ｱｿｰﾄ 

どうぶつ ｱｿｰﾄﾊﾟｯｸ 

6柄ｱｿｰﾄ 

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ｱｿｰﾄﾊﾟｯｸ 

4柄ｱｿｰﾄ 

くだもの ｱｿｰﾄﾊﾟｯｸ 

4柄ｱｿｰﾄ 
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“Paper Parts” Paper Intelligence
ダイカットペーパー  C-SURU   
 5色 350円（本体価格）＋税   

きんぎょ 

5枚 
60X105mm 

ﾊｲﾋﾞｽｶｽ  

5枚 
70X75mm 

ｱﾙﾊﾟｶ 

5枚 
75X50mm 

ダイカットペーパースケルトン 名刺サイズ    
 5色 200円（本体価格）＋税   

吹き出し ｸﾗｳﾄﾞ S 

5枚 
75X55mm 

ききゅう S 

5枚 
78X55mm 

 

ﾌﾟﾗﾑﾌﾗﾜｰ S 

5枚 
57X57mm 

ｲﾁｺﾞ S 

5枚 
51X49mm 

さくら S 

5枚 
53X53mm 

はと S 

5枚 
67X64mm 
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Paper Intelligence “Paper Parts” 

ダイカットペーパー葉書サイズ    
 200円（本体価格）＋税   

ﾊｰﾄM 

5枚 
95X98mm 

ｽﾀｰM 

5枚 
97X98mm 

ｼｪﾙM 

5枚 
94X99mm 

ﾂﾘｰM 

5枚 
129X83mm 

葉っぱM 

5枚 
118X73mm 

四つ葉M 

5枚 
101X99mm 

いちごM 

5枚 
93X92mm 

りんごM 

5枚 
110X95mm 

さくらM 

5枚 
96X96mm 

※アシッドフリーではありません 

 

  

 

     

はとM 

5枚 
99X98mm 

ﾃﾃﾞｨﾍﾞｱM 

5枚 
100X95mm 

  

吹きだしCloud M 

5枚 
95X65mm 

気球M 

5枚 
135X95mm 
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Paper Intelligence “Paper Parts” 

※アシッドフリーではありません ダイカットペーパー大判サイズ    
 200円（本体価格）＋税   

4-20



大判 ｸﾛﾊﾞｰ 

5枚 
195X188mm 

Paper Intelligence “Paper Parts” 

ダイカットペーパー大判サイズ    
 200円（本体価格）＋税   

大判 りんご 

5枚 
205X183mm 

大判 熊 

5枚 
200X192mm 

大判 犬 

5枚 
175X165mm 

大判 家 

5枚 
197X180mm 

大判 桜 

5枚 
188X180mm 

大判 星 

5枚 
175X185mm 

大判 車 

5枚 
187X100mm 

大判 丸 

5枚 

直径188mm 

大判 木 

5枚 
218X188mm 

大判 ﾊｰﾄ 

5枚 
175X180mm 

大判 ﾘﾎﾞﾝ 

5枚 
168X188mm 

 

※アシッドフリーではありません 
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Paper Intelligence “Paper Parts” 

ﾊｰﾄM 
92X100mm 

星M 
95X100mm 

吹き出しﾊﾞｰｽﾄM 
67X96mm 

ﾊｰﾄS  
52X57mm 

星S  
55X55mm 

ﾊｰﾄM 
20X22mm 

星M  
23X24mm 

ｽｲｰﾄﾊｰﾄM  
23X17mm 

ﾃﾞｲｼﾞｰM 
25X25mm 

ﾊｰﾄ大判 
175X180mm 

星大判 
175X185mm 

ルミネセンス（蛍光カラー） ダイカットペーパー葉書サイズ    
 4枚 200円（本体価格）＋税   

ルミネセンス（蛍光カラー） パンチカットペーパーMサイズ    
 30枚 200円（本体価格）＋税   

ルミネセンス（蛍光カラー）ダイカットペーパー大判サイズ    
 2枚 200円（本体価格）＋税   

ルミネセンス（蛍光カラー） ダイカットペーパー名刺サイズ    
 6枚 200円（本体価格）＋税   

※アシッドフリーではありません 
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Paper Intelligence “Paper Parts” 

パンチカットペーパー ホログラム   
 12枚 200円（本体価格）＋税   

ﾊｰﾄ M 
20X22mm 

ｽｲｰﾄﾊｰﾄ M 
24X17mm 

星 M 
23X24mm 

ｽｲｰﾄｽﾉｰ M 
25X25mm 

ﾃﾞｲｼﾞｰ M 
25X25mm 

ｴﾝｼﾞｪﾙ M 
20X24mm 

ダイカットペーパー ホログラム 名刺サイズ   
 4枚 200円（本体価格）＋税   

ﾊｰﾄ S 
53X53mm 

ｽﾀｰ S 
51X53mm 

ｽﾉｰﾌﾚｰｸ S 
45X45mm 

ｸﾗｳﾝ S 
40X66mm 

ﾊｯﾋﾟｰ S 
43X68mm 

ﾗﾌﾞ S 
29X49mm 

ﾊﾞｰｽﾃﾞｲ S 
35X85mm 
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Paper Intelligence “Paper Parts” 

#1 小梅 

9X9mm 

#2 小梅（多色） 

9X9mm 

#13 まる 
50X50mm 

#14 色まる 
50X50mm 

#3 さくら 
12X12mm 

#4 かえで 

15X14mm 

#17 むらさき花 
15X15mm 

#18 紅ノは 
19X9mm 

#5 もみじ 
15X14mm 

#6 このは 
19X9mm 

#7 羽子板 
45X20mm 

#8 松 
12X26mm 

#16 きいろ花 
15X15mm 

#15 金扇 
36X55mm 

#9 星 
18X18mm 

#10 竹 
16X5mm 

#11 扇 
36X55mm 

#12 みかん 

10X10mm 

#23 花びら 
49X33mm 

#24 ヒイラギ 
40X21mm 

#22 小菊 
15X15mm 

#21 大桜 
20X20mm 

#19 羽子板(金銀) 
45X22mm 

#20 大梅 
20X20mm 

貼り絵小花    
 300円（本体価格）＋税   
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#46 きらきら星青 
9X9mm 

#47 野花 
10X5mm 

#48 椿 
10X10mm 

“Paper Parts” Paper Intelligence

#29 花ふぶき 
13X7mm 

#30 はーと 
13X15mm 

#28 ふわり 
30X30mm 

#31 きんぎょ 
18X25mm 

#27 いろいろまる 
10X10mm 

#32 ひょうたん 
36X13mm 

#25 もくもく 
15X17mm 

#26 金銀まる 
40X40mm 

#35 いちょう 
18X14mm 

#34 ききょう 
15X17mm 

#33 うちわ 
20X20mm 

#37 羽根 
15X4mm 

#36 扇子 
16X23mm 

#38 さくら中 
19X19mm 

#39 さくら小 
14X14mm 

貼り絵小花    
 300円（本体価格）＋税   

#40 白梅 
9X9mm 

#41 たんざく 
16X8mm 

#42 ぶどう 
9X9mm 

#43 どんぐり 
11X7mm 

#44 ひまわり 
52X33mm 

#45 きらきら星赤 
9X9mm 
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“Paper Parts” Paper Intelligence

#50 秋桜 
15X15mm 

貼り絵小花    
 300円（本体価格）＋税   

#51 ベル 
15X14mm 

#52 絵馬 
25X19mm 

#49 あやめ 
19X18mm 

#54 あさがお 
19X20mm 

#53 あじさい 
13X13mm 

#55 うさぎ 
24X27mm 

#56 鶴 
40X27mm 

#58 目玉 

最大直径12mm 

#59 もみじ大 

大30X30mm 

#60 蝶々 
22X15mm 

#61 まるさんかくしかく 
20X20mm 

#62 葉っぱいろいろ 1 
22X15mm 

#63 葉っぱいろいろ 2 
17X17mm 

#64 鯛 
23X35mm 

#65 亀 
37X28mm 
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Disney “Die-Cuts” 

DDP1 

ﾐｯｷｰ 

69X57mm 

DDP2 

ﾐｯｷｰｱｲｺﾝ 

55X65mm 

DDP18 

ﾌﾟｰ 

66X54mm 

DDP19 

ﾋﾟｸﾞ 
68X54mm 

DDP3 

ﾐｯｷｰﾌｪｲｽ 

60X59mm 

DDP4 

ﾐｯｷｰｳｫｰｸ 

68X57mm 

DDP6 

ﾐﾆｰ 

67X42mm 

DDP8 

ﾄﾞﾅﾙﾄﾞ 
69X47mm 

DDP9 

ﾌﾟﾙｰﾄ 
74X39mm  

DDP20 

ｲｰﾖ 

65X53mm 

DDP11 

ｼﾝﾃﾞﾚﾗ 

66X46mm 

DDP15 

ﾃｨﾝｸ 

77X44mm 

DDP16 

おしろ 

73X35mm 

DDP17 

ﾌﾟｰﾌｪｲｽ 

58X56mm 

ディズニー ダイカットペーパー    
 4枚 200円（本体価格）＋税   
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“Paper Parts” Paper Intelligence
ハローキティ スタンダードカラーシリーズ    
 4枚入 200円（本体価格）＋税   

ｷﾃｨ 
60X60mm 

KT ｸﾗｳﾝ 
70X60mm 

ｷﾃｨﾌｪｲｽ 
50X76mm 

KT ｴｱﾌﾟﾚｲﾝ 
62X71mm 

ハローキティ パステルカラーシリーズ    
 4枚入 200円（本体価格）＋税  

ｷﾃｨ ﾊﾟｽﾃﾙ 
60X60mm 

KT ｸﾗｳﾝ ﾊﾟｽﾃﾙ 
70X60mm 

ｷﾃｨﾌｪｲｽ ﾊﾟｽﾃﾙ 
50X76mm 

KT ｴｱﾌﾟﾚｲﾝ ﾊﾟｽﾃﾙ 
62X71mm 
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Fiskars



Fiskars 

9881 

細工用はさみ 130mm 

2400円（本体価格）＋税  

9853 

一般用途はさみ 

右利き 210mm 

3000円（本体価格）＋税  

9859 

事務用はさみ 170mm 

2800円（本体価格）＋税  

9992 

子供用はさみ 先丸  

右利き 130mm 

透明ﾌﾟﾗｹｰｽ付き 

1000円（本体価格）＋税  

“Tools” Made in Finland 

9863 

裁縫用はさみ 

240mm 
4800円（本体価格）＋税  

9850 

一般用途はさみ 

左利き 210mm 

3000円（本体価格）＋税  

9512 

携帯用はさみ 110mm 

1200円（本体価格）＋税  

9993 

子供用はさみ 先丸 

左利き 130mm 

透明ﾌﾟﾗｹｰｽ付き 

1100円（本体価格）＋税  
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Fiskars “Moomin” 

ムーミン シリーズ 一般用途ハサミ 
 21cm 3800円（本体価格）＋税   

1000831 

ﾑｰﾐﾝ ﾏﾏ 
1003855 

ｽﾆﾌ 
1005231 

ﾑｰﾐﾝ ﾊﾟﾊﾟ 

ムーミン シリーズ キッズハサミ 
 13cm 1600円（本体価格）＋税  

1000844 

ﾌﾛｰﾚﾝ 
1005236 

ﾑｰﾐﾝ ﾄﾛｰﾙ 
1003115 

ﾘﾄﾙﾐｲ 
1000845 

ﾘﾄﾙﾐｲ 左利き用 
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Fiskars “Micro-Tip Easy Action ” 

マイクロチップ イージーアクション 
 15.5cm 2600円（本体価格）＋税 

2921 

ﾏｲｸﾛﾁｯﾌﾟ ｲｰｼﾞｰｱｸｼｮﾝ 

Lock 

Micro-Tip 

Premium-grade, 

Stainless-steel blades 

Softgrip 

touchpoints 
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Fiskars 

一般用途はさみ 右利き 

210mm 
2600円（本体価格）＋税  

“Scissors” 

9911 7097 

ｿﾌﾀｯﾁ ﾏﾙﾁはさみ 

3000円（本体価格）＋税  

一般用途はさみ 左利き 

210mm 
2800円（本体価格）＋税 

  糸切り用はさみ 

100mm 
2100円（本体価格）＋税  

NO.5ﾏｲｸﾛﾁｯﾌﾟはさみ 

ｿﾌﾄｸﾞﾘｯﾌﾟ 

2400円（本体価格）＋税  

 

 

9861 7397 

ｺﾝﾊﾟｸﾄｼｬｰﾌﾟﾅｰ 

1800円（本体価格）＋税  

9854 7097 

ｲｰｼﾞｰｼｬｰﾌﾟﾅｰ 

600円（本体価格）＋税

  

 

 

  

 

7082 ﾐｯｸｽﾒﾃﾞｨｱ ｼｻﾞｰｽﾞ 
220mm 

4200円（本体価格）＋税  
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Fiskars “Inspiration Series” 

コンパクトシザーズ 
 17cm 2400円（本体価格）＋税 

995901 

ｸﾞﾛﾘｱ 
995904 

ｼｰﾌﾗﾜｰ 

コンパクトシザーズ 

 コンパクトなハンドルと厚い刃先で 紙はもちろんのこと 布などにも切れ味を発揮するはさみです。 

Products Memo 

  

携帯用はさみ 
 11cm 1200円（本体価格）＋税

 

951266 
ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ
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Fiskars “Tools” 

 Fiskars キッズ はさみ   

  １ はさみをはじめて使うお子様向けに（練習用）  9390  

     もどす力のないお子様にもバネの力で握るだけで、簡単に紙をきることの出来るグリップタイプのはさみです  

     キュートな形と安全設計で、3歳くらいのお子様に一番適している製品です 

  ２ 幼稚園児のお子様向けに（プラスチックタイプ）  9405  

     刃がプラスチックの製品は、薄い紙が切りにくいという特性があります 

     しかし、この製品は薄い紙も問題なく切ることができ、品質面・安全面ともクリアできる製品です 

  ３ 幼稚園年長～小学校低学年のお子様向けに 

     安全重視の先丸ハサミと細かい作業も可能な先細はさみがあります 

     カラーも豊富に取り揃えています（アソートカラー） 

     ソフトグリップタイプは使い心地満点の製品で、左利き専用製品もあります 

Products Memo 

幼児用はさみ 
 600円（本体価格）＋税 

幼稚園児用はさみ 
 400円（本体価格）＋税 

キッズはさみ 先丸タイプ 
 600円（本体価格）＋税 

キッズはさみ ポイントティップ 
 600円（本体価格）＋税 

キッズはさみ アニマル 
 450円（本体価格）＋税 

1378 
ﾌｨｯｼｭ 

1379 
みつばち 

1381 
てんとうむし 

1382 
ﾊﾟﾝﾀﾞ 

9390 7097 

幼児用はさみ 

9405 7097 

幼稚園児用はさみ 

9416 7797 

ｷｯｽﾞはさみ 先丸ﾀｲﾌﾟ 
9430 7797 

ｷｯｽﾞはさみ ﾎﾟｲﾝﾄﾃｨｯﾌﾟ 
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“Tools” Fiskars 

12-9216 
ﾏｼﾞｪｽﾃｨｯｸ 

12-9204 
ﾘｯﾌﾟﾙ 

12-9214 
ｸﾗｳﾄﾞ 

ペーパーエッジャー 
 500円（本体価格）＋税 

12-9201 
ｽｷｬﾛｯﾌﾟ 

切り口のサイズは 

原寸大です 

12-9218 
ﾃﾞｯｸﾙ 

12-9210 
ﾋﾞｸﾄﾘｱﾝ 

12-9200 
ﾋﾟﾝｷﾝｸﾞ 
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Fiskars “Tools” 

シュアカット 12”ポータブルトリマー 
 3500円（本体価格）＋税 

ロータリーカッター 
 2800円（本体価格）＋税 

9521 7097 

ﾛｰﾀﾘｰｶｯﾀｰ本体 

対応替刃 9531-7097 

01-001050 

ﾕｰﾛﾍﾟｰﾊﾟｰﾄﾘﾏｰ12” ﾀｲﾌﾟ 

対応替刃 96757797 

              96857797 

12”ペーパートリマー 
 3800円（本体価格）＋税 

01-005445 

12” ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙﾄﾘﾏｰ 

対応替刃 12-9687 

           01-001555 

A5ギロチンペーパートリマー 
 3400円（本体価格）＋税 

A5  ｷﾞﾛﾁﾝﾍﾟｰﾊﾟｰﾄﾘﾏｰ 

4153 

12” ﾗｰｼﾞﾊﾟｰｿﾅﾙﾄﾘﾏｰ 

対応替刃 12-9687 

           01-001555 

シュアカット 12” ラージパーソナルトリマー 
 4800円（本体価格）＋税 

12-9908 7097 

12” ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙﾛｰﾀﾘｰﾄﾘﾏｰ 

対応替刃 

12-9903～12-9907 

12-9909・12-9914 

12” ポータブルロータリートリマー 
 6800円（本体価格）＋税 
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9675 7797 

ﾄﾘﾏｰ用替刃 2P 

対応機種 01-001050・9692・9698 

12”トリマー用トリプルトラック替刃 
 800円（本体価格）＋税 

ロータリーブレード 

 9521 7097 ロータリーカッター用替刃 
 1000円（本体価格）＋税 

9531 7097 

ｽﾄﾚｰﾄ 

対応機種 9521 7097 

Fiskars “Tools” 

12-9907 7097 

ｽﾄﾚｰﾄ 

28mm 2P 

ロータリーブレード 28mm 
 12-9908 ポータブルロータリートリマー用替刃 1200円（本体価格）＋税 
 ストレート 1000円（本体価格）＋税、スコア 600円（本体価格）＋税   

12-9903 7097 

ｽｺｱ (折り目) 
28mm 1P 

12-9905 7097 

ｳｪｰﾌﾞ 
28mm 1P 

12-9906 7097 

ﾃﾞｯｸﾙ 
28mm 1P 

12-9909 7097 

ﾋﾟﾝｷﾝｸﾞ 
28mm 1P 

12-9914 7097 

ｽｷｬﾛｯﾌﾟ 
28mm 1P 

12-9904 7097 

ﾊﾟﾌｫﾚｲﾃｨﾝｸﾞ 
28mm 1P 

12-9687 

ﾊｲﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ替刃 2P 

対応機種 ｼｭｱｶｯﾄ 01-5445・12-005249・4153 

12”トリマー用ハイプロフィール替刃 
 1000円（本体価格）＋税 

9685 7797 

ﾄﾘﾏｰ用替刃&折り目 各1P 

対応機種 01-001050・9692・9698 

01-001555 

ﾊｲﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ替刃&折り目 各1P 

対応機種 ｼｭｱｶｯﾄ 01-5445・12-005249・4153 

12-9660 7097 

ｶﾃｨﾝｸﾞﾊﾞｰ 

カッティングバー 
 12-9908 ポータブルロータリートリマー用 
 600円（本体価格）＋税 
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Fiskars “Tools” 

クラフトナイフ 
 900円（本体価格）＋税 

12-6700 7097 
ｸﾗﾌﾄﾅｲﾌ 

フィンガースイベルナイフ・プレシジョンナイフ 

  エルゴノミックデザインの本体は、ホールド 

  しやすくペンや鉛筆で書くような感覚で、 

  精密なカッティングを可能にします 

  刃先の回転する スイベルナイフ 

  刃先固定の プレシジョンナイフ  

  お好みの感触にあわせてお使い下さい 

Products Memo 

4147 
ﾌｨﾝｶﾞｰ ｽｲﾍﾞﾙ ﾅｲﾌ 

ナイフ替刃 
 プレシジョンナイフ・クラフトナイフ用 
 500円（本体価格）＋税 

96017197 
ﾅｲﾌ替刃 

イージーペーパーカッター 
 700円（本体価格）＋税 

1630 

ｲｰｼﾞｰﾍﾟｰﾊﾟｰｶｯﾀｰ 

プレシジョン ナイフ 
 900円（本体価格）＋税 

12-6305 7097 
ﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝ ﾅｲﾌ 

ナイフ替刃 
 スイベル ナイフ用 
 500円（本体価格）＋税 

4148 
ﾅｲﾌ替刃 

フィンガースイベル ナイフ 
 1400円（本体価格）＋税 
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Fiskars “Tools” 

シェイプカッターは、刃のプレッシャーを変化させることによって、フリーハンドカッティングからテンプレートカッティングまで出来

るすぐれものです 

また形状も、可愛い製品です（UFOからインスピレーションを受けたデザインです） 

初心者のための「スターターキット」には、本体のほかにクラフトマット（下敷き）、テンプレート4種類、替刃がついていますの

で、安心して始められます 

Products Memo 

4800 7097 シェイプカッター本体 
 替刃2本付 3300円（本体価格）＋税 

4801 7097 シェイプカッター替刃 
 800円（本体価格）＋税 

シェイプカッター スタータセット 
 本体,替刃2本,ﾃﾝﾌﾟﾚｰﾄ4枚,ｸﾗﾌﾄﾏｯﾄ1枚 6500円（本体価格）＋税 

4802 7097 

ｼｪｲﾌﾟｶｯﾀｰ ｽﾀｰﾀｾｯﾄ 1 
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Fiskars “Tools” 

4869 7097 

ﾚﾀﾘﾝｸﾞｾｯﾄ-2 

テンプレート レタリングセット 
 2500円（本体価格）＋税 

4861 7097 
ｼｪｲﾌﾟ1 

4859 7097 
ﾌﾚｰﾑ1 

4851 7097 
ｵｰﾊﾞﾙ1 

テンプレート  
 1枚入 900円（本体価格）＋税 
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Fiskars “Tools” 

2351 7097 

1/8 ｻｰｸﾙ 
2352 7097 

1/4 ｻｰｸﾙ 

2360 7097 

1/4 ﾊｰﾄ 

2356 7097 

1/4 ﾚｸﾀﾝｸﾞﾙ 

ハンドパンチ 
 1300円（本体価格）＋税 

01-005762 

1/16 ｻｰｸﾙ 
01-005763 

1/8 ｻｰｸﾙ 
01-005764 

1/4 ｻｰｸﾙ 

トラディショナル ハンドパンチ 
 500円（本体価格）＋税 
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NEW
 

Fiskars “Tools” Power Punch 

パワーパンチ L 
 本体寸法 65X140X56mm 3800円（本体価格）＋税  

1020492 

ｽﾀｰ 
1020490 

ﾊｰﾄ 
1020493 

ｻｰｸﾙ 

パワーパンチ XL 
 本体寸法 86X170X70mm 4500円（本体価格）＋税  

2010497 

ﾀｸﾞ 
2010496 

ｽﾀｰ 
2010498 

ｻｰｸﾙ 

2010494 

ﾊｰﾄ 

   

 

   

※適正用紙 

 2.4mm厚紙・ﾊﾞﾙｻｳｯﾄﾞ、 

 1mmｺﾙｸﾎﾞｰﾄﾞ・ﾁｯﾌﾟﾎﾞｰﾄﾞ 

※適正用紙 2.4mm厚紙・ﾊﾞﾙｻｳｯﾄﾞ、1mmｺﾙｸﾎﾞｰﾄﾞ・ﾁｯﾌﾟﾎﾞｰﾄﾞ 
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Fiskars “Tools” 

110430 

ﾃﾞｲｼﾞｰ 
01-005652 

ﾄﾞｯﾄ 
01-005651 

ﾊｰﾄ&ﾊｰﾄ 

   

ボーダーパンチ 
 2000円（本体価格）＋税 

2344 7097 

ｴﾚｶﾞﾝｽ 
2343 7097 

ﾌﾗﾜｰ 

2337 7097 

ﾚｰｽ 
2340 7097 

ﾊｰﾄ 
01-004596 

ｽｷｬﾛｯﾌﾟｾﾝﾁﾒﾝﾄ 

110410 

ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾞﾌﾞﾙ 
01-005646 

ｽﾀﾝﾌﾟ 
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Others



American Crafts “Instax” 

カメラレンズ 
 2000円（本体価格）＋税   

380644 

ｶﾒﾗﾚﾝｽﾞ 

 

プリンターバッグ 
 2500円（本体価格）＋税   

314870 

ﾌﾟﾘﾝﾀｰﾊﾞｯｸﾞ 

ｽﾃｯｶｰ 
 650円（本体価格）＋税   

314862 

ｽﾃｯｶｰ 
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American Crafts “Instax” 

ライトバナーキット 
 2500円（本体価格）＋税   

314853 

ﾗｲﾄﾊﾞﾅｰｷｯﾄ 

フォトフレームキット 
 1650円（本体価格）＋税   

フォトカードキット 
 2100円（本体価格）＋税   

314857 

ﾌｫﾄｶｰﾄﾞｷｯﾄ 

フォトウッドスタンド 
 2100円（本体価格）＋税   

314850 

ﾌｫﾄﾌﾚｰﾑｷｯﾄ 

314854 

ﾌｫﾄｳｯﾄﾞｽﾀﾝﾄﾞ 
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We R MemoryKeepers “tools” 

クロッパダイル ティール 

 5400円（本体価格）＋税    

70907 

ｸﾛｯﾊﾟﾀﾞｲﾙ ﾃｨｰﾙ 
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Quilling “Tools” 

クイリング スロテッド  
 61mm 700円（本体価格）＋税 

クイリング ニードル  
 147mm 600円（本体価格）＋税 

フリンジングツール90° 
 12000円（本体価格）＋税  

クイリング デザイナーボード  
 215×145mm 2800円（本体価格）＋税 

クイリング ワークボード  
 253×203mm 1800円（本体価格）＋税 

・ニードル 

針の先端で紙を直接巻いていくため

のツールです 

センター部分を小さく仕上げることが

できます 

・スロット 

先端には溝があり、簡単に紙をはさ

んで巻きつけることができます 

クイリングの巻きがゆるくなってしまうの

を防ぐために使用します 

・フリンジングツール90° 

クイリングペーパーに細かい切れ込みを入れるため

のツールです 

・デザイナーボード 

巻き終わったクイリングペーパーを

サークルの形に広げることができます 

裏面は、ワークボードとしても使用

可能です 

・ワークボード 

クイリングの作品は、テーブルの上などでは形が崩れやす

いため、針も刺しやすいコルクのワークボードの上で作業を

行うと快適です 
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Paper Intelligence  “Quilling Paper” 

クイリングペーパー    
 幅3mmX長さ約530mmX20枚 
 200円（本体価格）＋税   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N8 ｽﾉｰﾎﾜｲﾄ 

P58 ｸﾘｰﾑｲｴﾛｰ 

N60 ﾌﾚｯｼｭﾚﾓﾝ 

N59 ﾐﾓｻﾞ 

N58 ｻﾆｰ 

N57 ﾏﾘｰｺﾞｰﾙﾄﾞ 

P50 ﾍﾞﾋﾞｰﾋﾟﾝｸ 

P55 ｴｸﾙﾍﾞｰｼﾞｭ 

P53 ｽｷﾝﾋﾟﾝｸ 

L50 ﾋﾟｰﾁ 

N50 ﾗﾃﾞｨｯｼｭ 

N52 ﾍﾞﾘｰﾚｯﾄﾞ 

L71 ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰﾐｽﾄ 

N72 ﾌﾟﾗﾑ 

N73 ﾗｽﾞﾍﾞﾘｰ 

D52 ﾚﾝｶﾞ 

N13 ﾍﾞｰｼﾞｭ 

R10 ｱﾌﾟﾘｺｯﾄ 

P67 ｱｲｽﾌﾞﾙｰ 

L67 ｵｰｼｬﾝﾌﾞﾙｰ 

L69 ﾍﾞﾋﾞｰﾌﾞﾙｰ 

N68 ｼｱﾝ 

L64 ﾐﾝﾄｸﾞﾘｰﾝ 

N64 ｸﾞﾘｰﾝ 

D63 ｸﾞﾘｰﾝﾃｨｰ 

H64 ﾓｽｸﾞﾘｰﾝ 

D61 ﾘｰﾌｸﾞﾘｰﾝ 

Y10 ﾏﾎｶﾞﾆｰ 

B4 ｱｯｼｭｸﾞﾚｲ 

N1 ﾌﾞﾗｯｸ 

ﾄﾚｰｼﾝｸﾞ ﾌﾞﾙｰ 

ｸﾛﾏﾃｨｺ ｱｸｱ 

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｸﾞﾘｰﾝ 

ﾄﾚｰｼﾝｸﾞ ｲｴﾛｰ 

ｸﾛﾏﾃｨｺ ﾚﾓﾝ 

ｸﾛﾏﾃｨｺ ﾏﾝｺﾞ 

ﾄﾚｰｼﾝｸﾞ ﾋﾟﾝｸ 

ｸﾛﾏﾃｨｺ ﾍﾞﾘｰﾋﾟﾝｸ 

ｸﾛﾏﾃｨｺ ﾚｯﾄﾞ 
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Cartonnage “chipboard” 

ﾁｯﾌﾟﾎﾞｰﾙ 0.8mm 

400×550×0.8mm 2枚組 

160円（本体価格）＋税 

ﾁｯﾌﾟﾎﾞｰﾙ 1mm 

400×550×1mm 2枚組 

200円（本体価格）＋税 

ﾁｯﾌﾟﾎﾞｰﾙ 1.5mm 

400×550×1.5mm 2枚組 

300円（本体価格）＋税 

ﾁｯﾌﾟﾎﾞｰﾙ 2mm 

400×550×2mm 2枚組 

380円（本体価格）＋税 

① 

② 

③ 

④ 

① ② 

③ ④ 

  

  

ﾁｯﾌﾟﾎﾞｰﾙ 0.8 片面白 

400×550×0.8mm 2枚組 

190円（本体価格）＋税 

NE
W
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Beautone “KAKERU Book” 

かけるブック 
 A4 8面＋2ポケット  700円（本体価格）＋税   

KRB-A4-8CP 

ﾋﾟﾝｸ 

KRB-A4-8C 

ｸﾘﾔｰ 

 

KRB-A4-8CB 

ﾌﾞﾙｰ 

KRB-A4-8BK 

ﾌﾞﾗｯｸ 
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“3D Square & Glue Dots Sticker” Paper Intelligence

3D ﾌｫｰﾑｽﾃｯｶｰ ｽｸｴｱ 

3D フォームステッカー スクエア 
 5X5X2mm 400個X2シート 250円（本体価格）＋税   

グルー ステッカー ドット 
 96個入り 250円（本体価格）＋税   

ｸﾞﾙｰ ｽﾃｯｶｰ ﾄﾞｯﾄ 10mm ｸﾞﾙｰ ｽﾃｯｶｰ ﾄﾞｯﾄ 6mm 

NEW
 

NEW
 

 

  

重ねて貼って 

手軽に3D効果 
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NEW 

Paper Intelligence “Give Me Presents!!”  

ペーパーバッグキット 
 380円（本体価格）＋税   

ﾌﾙｰﾂ 

プレゼントレターセット 
 280円（本体価格）＋税   

Awasesome 

ピローボックスキット 
 480円（本体価格）＋税   

ｸﾞﾘｰﾝ ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙ 

ﾌﾙｰﾂ ｸﾞﾘｰﾝ 

ﾌﾞﾙｰﾌﾗﾜｰ XOXO ﾌﾗﾜｰ ﾓﾉﾏｰﾌﾞﾙ ﾍﾟｲﾝﾄﾄﾞｯﾄ 
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Xyron “Tools” 

Xyron X150 シールメーカー 

 ペーパーパーツやクラフトパンチとの相性が 

 抜群な製品です  

 糊付けしたいパーツを入れて、ロールを引き 

 出すだけでパーツがシールにはやがわり  

 ロールには、強粘着タイプと貼ってはがせる 

 タイプをご用意しました 

Products Memo 

貼ってはがせるｼｰﾙｶｰﾄﾘｯｼﾞ 

ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ 55X120X48mm 

ｶｰﾄﾘｯｼﾞ規格 約40mm幅X6m 

ｼｰﾙ有効幅 約38mm 

強接着ｼｰﾙｶｰﾄﾘｯｼﾞ 

ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ 55X120X48mm 

ｶｰﾄﾘｯｼﾞ規格 約40mm幅X6m 

ｼｰﾙ有効幅 約38mm 

X150 ｼｰﾙﾒｰｶｰ ﾏｾﾞﾝﾀ 

  付属品 強粘着ﾀｲﾌﾟｶｰﾄﾘｯｼﾞ1本 

X150 シールメーカー マゼンタ 
 1800円（本体価格）＋税 

強接着シールカートリッジ 
 800円（本体価格）＋税 

貼ってはがせるシールカートリッジ 
 900円（本体価格）＋税 

  

★ Xyron150（ザイロン）の使い方 

① シール加工（糊付け）したい 

パーツをポケットへ落とし込みます 

③ シール表面の透明フィルムをはがすと

完成ですパーツの裏は糊付けされています 

② ロール状のシールの先端を引いて

パーツが出てきたところで切り取ります 

 

NE
W
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“Tools” Dymo 

DM1595BU 
ﾀﾞｲﾓ ﾌﾞﾙｰ 

6・9・12mm幅ﾃｰﾌﾟ対応 

文字盤内容 

ひらがな 

カタカナ 

英数字（小） 

英数字（大） 

RM900CL  
ｸﾘｱｰ 

M1595 ダイモ ブルー 
 5200円（本体価格）＋税    

パステル カラーテープ  
 9mm幅×3m 380円（本体価格）＋税 

ダイモラベルバディキューティコン  

 9mm幅テープ専用 ダイモラベル1本付属 1980円（本体価格）＋税    

DM20008 
ﾗﾍﾞﾙﾊﾞﾃﾞｨ ｷｭｰﾃｨｺﾝ ｲｴﾛｰ 

文字盤内容 

Ａ～Ｚ  1～９ 

．＾＿☆＠ 

 

 

 

M1880 ダイモ 

 9mm幅テープ専用 文字盤3枚・ダイモラベル1本・ストラップ付属 2400円（本体価格）＋税    

  

DM0903B  
ﾌﾞﾗｯｸ 

DM0903BU 

ﾌﾞﾙｰ 

DM0903GR 

ｸﾞﾘｰﾝ 

DM0903RD 

ﾚｯﾄﾞ 

ｽﾄﾗｯﾌﾟ付き 

M1880 

ﾀﾞｲﾓ 

ダイモ グロッシーテープ  
 9mm幅×3m 380円（本体価格）＋税 
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“Disney Clear Stamp” Disney 

D0003 
ﾐｯｷｰ&ﾐﾆｰ3 

D0005 

ｱﾘｽ2 

D0007 

ﾊﾞﾝﾋﾞ 

D0008 

ﾊﾞﾝﾋﾞ 
D0009 

ﾌﾟｰ 

D0010 

ﾐｯｷｰ&ﾐﾆｰ1 

D0011 

ﾐｯｷｰ&ﾐﾆｰ2 

ディズニー シルエット スタンプ 
シートサイズ 85×70mm 500円（本体価格）＋税 

ディズニー クリア スタンプ 
シートサイズ 85×70mm 500円（本体価格）＋税 

ディズニー クラシカル スタンプ 
シートサイズ 85×70mm 500円（本体価格）＋税 

   

  

  

59010 

ﾗｰｼﾞ 

アクリルブロック ラージ 
 1800円（本体価格）＋税   
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Disney “Disney Lace stamp” 

450-00015 
ﾎﾞｰﾀﾞｰﾚｰｽ 

450-00016 
ｻｰｸﾙﾚｰｽ 

450-00017 
ｽｸｴｱﾚｰｽ 

450-00018 

ｶﾞｰﾘｰｽﾀﾝﾌﾟｾｯﾄ 

ディズニー ボーダー レース スタンプ 
 ボディサイズ 12×120mm 800円（本体価格）＋税 

ディズニー レース スタンプ 
 ボディサイズ 75×75mm 900円（本体価格）＋税 

ディズニー ガーリー スタンプセット 
 ボディサイズ（ポット） 30×40mm 1500円（本体価格）＋税 
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