
タニエバーシリーズ
浸透式ネーム印と筆記具がひとつになって機能的
に。スリムだから携帯にも便利。贈り物にも最適です。 
豊富なラインナップをそろえた「筆記具一体型浸透式
ネーム印」。
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TA N I E V E R  S E R I E S

。すまりなとンータパ4は字文る入 ●  
Ⓐ姓のみ（最大6文字まで） 
Ⓑ名前のみ（最大6文字まで） 
Ⓒ姓+1文字小さいもの（最大6文字まで） 
Ⓓフルネーム（最大6文字まで）

。すまりなにみのナカタカ、ながらひ、字漢は字文 ●

ⒹⒸⒷⒶ

）でま字文4大最（みの姓は字文 ●
。すまりなにみの字漢 ●  

きで製作は等トッベァフルア、ナカタカながらひ （  
ません。）

黒檀認印（10mm丸 古印体）K

。すまりなとンータパ2は字文る入 ●  
Ⓐ姓のみ（最大4文字まで） 
Ⓑ名前のみ（最大4文字まで）

。すまりなにみのナカタカ、ながらひ、字漢は字文 ●  
（指定書体、アルファベット等は作製できません。）

Ⓐ Ⓑ

浸透訂正印（5mm丸 楷書体）T

浸透ネーム印（9mm丸 楷書体）G
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片手でポン！ふたつの印面がついた、スマートなネーム印。

●製品サイズ：23×25×78mm　16g
印面：G 9mm 6書体より選べます。
インク：顔料系
材質：ポリカーボネート

種類 品番 JANコード 価格
ピンク ● TSK-68515 4966279-068515

1,430円(税抜1.300円) ブルー ● TSK-68522 4966279-068522
ホワイト TSK-68546 4966279-068546
ブラック ● TSK-68539 4966279-068539

ピンク

ブルー

ホワイト

ブラック

斬新なスライドシャッター機構、可動式クリップ、ワンタッチロックを採用。

ピンク

ブルー

ホワイト

ブラック

5mm丸訂正
浸透ネーム印
楷書体

T

楷書体

楷書体

てん書体

てん書体

丸ゴシック体

丸ゴシック体

古印体

古印体

行書体

行書体

ポップ体

ポップ体

10mm丸
黒檀認印
古印体

K

●TまたはKの印面が選べます。

印面GT 9mm/5mm楷書体
印面GK 9mm楷書体/10mm黒檀古印体

●製品サイズ：23×25×95mm　19g
印面GT：G 9mm 6書体より選べます。・ T 5mm 楷書体
印面GK：G 9mm 6書体より選べます。・

K 10mm 黒檀古印体
インク：顔料系
材質：ポリカーボネート

種類 品番 JANコード 価格
GTピンク ● SP-TCGT03 4966279-069116

2,145円(税抜1.950円) 

GTブルー ● SP-TCGT04 4966279-069123
GTホワイト SP-TCGT10 4966279-069147
GTブラック ● SP-TCGT01 4966279-069130
GKピンク ● SP-TCGK03 4966279-069154
GKブルー ● SP-TCGK04 4966279-069161
GKホワイト SP-TCGK10 4966279-069185
GKブラック ● SP-TCGK01 4966279-069178

キャップ不要の
ネーム印
片手で簡単操作ができる
キャップレスネーム印。

様々なシーンで使える機構
可動式クリップ、ストラップホールも備え、持ち運び時に
便利。

キャップ不要の
ネーム印
片手で簡単操作ができる
キャップレスネーム印。

安心便利なロック機構
使う時、収納時片手で簡単操作。
持ち運び時に衣類やバッグを
インクで汚す心配がありません。

様々なシーンで使える機構
可動式クリップ、ストラップホールも備え、持ち運び時に
便利。

スライドシャッター機構で
連続捺印OK！
捺印のアクションに連動し、
スライドシャッターが開閉します。

9mm丸
浸透ネーム印
楷書体

G

G
G

G
安心便利なロック機構
使う時、収納時片手で簡単操作。
持ち運び時に衣類やバッグを
インクで汚す心配がありません。

スライドシャッター機構で
連続捺印OK！
捺印のアクションに連動し、
スライドシャッターが開閉します。

キャップレスネーム印
ネームGキャップレス

ツインGT・GKキャップレス

補充インク 朱
（顔料系）

▶ P.126
275円(税抜250円)

TSK-55430

補充インク 朱
（顔料系）

▶ P.126
275円(税抜250円)

TSK-55430

※楷書体以外の書体は（T）別途550円(税抜500円)UP になります。
※古印体以外の書体は（K）別途1 ,100円(税抜1,000円) UPになります。
※G・K両側を既製書体以外の場合は別途1 ,650円(税抜1,500円)UP になります。

選べる6書体

選べる6書体
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新時代の印鑑を物語るファッショナブルなこの一本。

●製品サイズ：13φ×71.5mm　13.4g
印面GT：G 9mm・ T 5mm 楷書体
印面GK：G 9mm 楷書体・K 10mm 黒檀古印体
インク：顔料系
材質：アルミ・真鍮

種類 品番 JANコード 価格
GTシルバー ● SP-TGT06 4966279-055140

2,585円(税抜2,350円) 

GTピンク ● SP-TGT03 4966279-055133
GTブラック ● SP-TGT01 4966279-055157
GTブルー ● SP-TGT04 4966279-055126
GKシルバー ● SP-TGK06 4966279-055188
GKピンク ● SP-TGK03 4966279-055171
GKブラック ● SP-TGK01 4966279-055195
GKブルー ● SP-TGK04 4966279-055164
GTソリッドシルバー ● TSK-963858 4966279-963858 

2,750円(税抜2,500円) 
GTソリッドブラック ● TSK-963865 4966279-963865 
GTソリッドホワイト ○ TSK-963872 4966279-963872 
GKソリッドシルバー ● TSK-963940 4966279-963940 
GKソリッドブラック ● TSK-963957 4966279-963957 
GKソリッドホワイト ○ TSK-963964 4966279-963964 

シルバー ピンク

ブラック

ソリッドシルバー ソリッドブラック

ソリッドホワイト

ブルー

9mm丸
浸透ネーム印
楷書体
G

10mm丸
黒檀認印
古印体

K

5mm丸訂正
浸透ネーム印
楷書体

T

都会的センスの美しいモデル。

●製品サイズ：13φ×112mm　16.5g
印面GT：G 9mm・ T 5mm 楷書体
印面GK：G 9mm 楷書体・K 10mm 黒檀古印体
インク：顔料系
材質：アルミ・真鍮

種類 品番 JANコード 価格
GTロングシルバー ● SP-TGTL06 4966279-056321

2,640円(税抜2,400円) 
GTロングピンク ● SP-TGTL03 4966279-056307
GTロングブルー ● SP-TGTL04 4966279-056314
GKロングシルバー● SP-TGKL06 4966279-056420
GKロングピンク ● SP-TGKL03 4966279-056406
GKロングブルー ● SP-TGKL04 4966279-056413

シルバー

ピンク

ブルー

9mm丸
浸透ネーム印
楷書体
G

10mm丸
黒檀認印
古印体

K

5mm丸訂正
浸透ネーム印
楷書体

T

●製品サイズ：12φ×110mm　18g
印面：G 9mm・ T 5mm 楷書体・K 10mm 黒檀古印体
インク：顔料系
材質：アルミ・真鍮・鉄

種類 品番 JANコード 価格
シルバー ● SP- GTK06 4966279-056550

3,410円(税抜3,100円) ピンク ● SP- GTK03 4966279-056574
ブルー ● SP- GTK04 4966279-056581

3機能が一本になって用途様々。

シルバー

ピンク

ブルー

9mm丸
浸透ネーム印
楷書体
G

5mm丸訂正
浸透ネーム印
楷書体

T

10mm丸
黒檀認印
古印体
K

ツインネーム印
ツインGT・GK  

ツインGT・GKロング 

タニエバーGTK  

補充インク 朱
（顔料系）

▶ P.126
275円(税抜250円)

TSK-55430

補充インク 朱
（顔料系）

▶ P.126
275円(税抜250円)

TSK-55430

補充インク 朱
（顔料系）

▶ P.126
275円(税抜250円)

TSK-55430

部品一覧 ▶ P.126

部品一覧 ▶ P.126

部品一覧 ▶ P.126

※楷書体以外の書体は（G・T）別途550円(税抜500円) UPになります。
※古印体以外の書体は（K）別途1 ,100円(税抜1,000円)U Pになります。
※G・K両側を既製書体以外の場合は別途1 ,650円(税抜1,500円)U Pになります。

※楷書体以外の書体は（G・T）別途550円(税抜500円)U Pになります。
※古印体以外の書体は（K）別途1 ,100円(税抜1,000円)U Pになります。
※G・K両側を既製書体以外の場合は別途1 ,650円(税抜1,500円)U Pになります。

※楷書体以外の書体は（G・T）別途550円(税抜500円)U Pになります。
※古印体以外の書体は（K）別途1 ,100円(税抜1,000円)U Pになります。

112※押し型見本は全て原寸です。 ※押し圧などにより押し型見本と多少異なる場合がございます。
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浸透ネーム印と黒檀認印、5mm浸透訂正印が選べる充実の機能。

シンプルな使いやすさと機能性の追求。長さ132mm でコンパクトなポケットタイプ。タニエバースタンペンGノック式。

●製品サイズ：12.4φ×136mm　27.4g
ペン抽出法：回転式
ペン先：黒ボールペン 0.7mm
印面GT：G 9mm・ T 5mm 楷書体
印面GK：G 9mm 楷書体・K 1Omm 黒檀古印体
インク：顔料系
材質：アルミ・真鍮・鉄

種類 品番 JANコード 価格
GTブラック ● SP- GT01 4966279-059001

3,740円(税抜3,400円) GTシルバー ● SP- GT06 4966279-059025
GKブラック ● SP-GK01 4966279-059032
GKシルバー ● SP-GK06 4966279-059056
替芯（黒） P.126 TSK-02939 4966279-002939 110円(税抜100円)  

●製品サイズ：13φ×132mm　12.8g
ペン抽出法：ノック式
ベン先：黒ボールペン 0.7mm
印面：G 9mm 楷書体
インク：顔料系
材質：ABS樹脂· 鉄· 真鍮

種類 品番 JANコード 価格
シルバー ● SP-G06 4966279-065903

1,210円(税抜1,100円) 
ピンク ● SP-G03 4966279-065910
ブルー ● SP-G04 4966279-065927
ゴールド ● SP-G07 4966279-067198
ブラック ● SP-G01 4966279-067204
替芯（黒） P.126 TSK-02939 4966279-002939 110円(税抜100円)  

ピンク

ブルー

ゴールド

ブラック

シルバー

ブラック

9mm丸
浸透ネーム印
楷書体
G

9mm丸
浸透ネーム印
楷書体
G

事務に、宅配便受け取り
に、便利な朱肉のいらな
いハンコと黒ボールペン。

ピッタリフィットの新
キャップ。新軽量設計
で、取扱いがラクラク。

ノック式なので、ボールペンの芯の出し入れが
ぐっとスムーズに。

ノック式なので、ボールペンの芯の出し入れが
ぐっとスムーズに。

タニエバースタンペン Gノック式にクリップまで同色のソリッドシリーズが登場。

●製品サイズ：13φ×132mm　13.4g
ペン抽出法：ノック式
ペン先：黒ボールペン 0.7mm
印面：G 9mm 楷書体
インク：顔料系
材質：ABS樹脂· 鉄・真鍮

種類 品番 JANコード 価格
ソリッドシルバー ● TSK-64098 4966279-064098

1,650円(税抜1,500円) ソリッドブラック ● TSK-64104 4966279-064104
ソリッドホワイト ○ TSK-64111 4966279-064111
替芯（黒） P.126 TSK-02939 4966279-002939 110円(税抜100円)  

ホワイト

ブラック

9mm丸
浸透ネーム印
楷書体
G

5mm丸訂正
浸透ネーム印
楷書体
T

10mm丸
黒檀認印
古印体
K

シルバー

シルバー

黒ボールペン 0 .7mm

黒ボールペン 0 .7mm

黒ボールペン 0 .7mm

ノック式

ノック式

回転式

スタンペン
スタンペンGノック式 部品一覧 ▶ P.126

スタンペンGT・GK  部品一覧 ▶ P.126

スタンペンGノック式ソリッド 部品一覧 ▶ P.126

補充インク 朱
（顔料系）

▶ P.126
275円(税抜250円)

TSK-55430

補充インク 朱
（顔料系）

▶ P.126
275円(税抜250円)

TSK-55430

補充インク 朱
（顔料系）

▶ P.126
275円(税抜250円)

TSK-55430

※楷書体以外の書体は（G・T）別途550円(税抜500円)U Pになります。
※古印体以外の書体は（K）別途1 ,100円(税抜1,000円)U Pになります。
※G・K両側を既製書体以外の場合は別途1 ,650円(税抜1,500円)U Pになります。

※楷書体以外の書体は（G）別途550円(税抜500円)U Pになります。

※楷書体以外の書体は（G）別途550円(税抜500円)U Pになります。
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●製品サイズ：13.5φ×150mm　31g
ペン抽出法：回転式

ンペルーボ赤・黒 ：先ンペ  0.7mm・ 
シャープペン 0.5mm

印面：G 9mm丸 楷書体
インク：顔料系　
材質：真鍮・鉄

●製品サイズ：16φ×145mm　19g
ペン抽出法：回転式
ペン先：黒・赤ボールペン 0.7mm・シャープペン 0.5mm
印面：G 9mm 楷書体
インク：顔料系
材質：鉄・ABS樹脂

●製品サイズ：14φ×145mm　16g
ペン抽出法：回転式

ンペルーボ赤・黒 ：先ンペ  0.7mm・ 
シャープペン 0.5mm

印面：G 9mm 楷書体
インク：顔料系　
材質：鉄・ABS樹脂

種類 品番 JANコード 価格
ブラック ● SP- 4F01 4966279-042508 1,815円(税抜1,650円) シルバー ● SP- 4F06 4966279-054365
替芯（黒） P.126 TSK-42638 4966279-042638 77円(税抜70円)  
替芯（赤） P.126 TSK-42645 4966279-042645 77円(税抜70円)  

ブラック

シルバー

4F機能はそのままに、高級感を兼ね備えたメタルボディ。

人気の4Fタイプは、ロングセラーのスタンダードモデル。

キャップレス機能を搭載して、4Fがさらにバージョンアップ。フタを外す手間がいりません。

種類 品番 JANコード 価格
ブラック ● SP- 4FC01 4966279-048753

2,200円(税抜2,000円) マルン ● SP- 4FC02 4966279-054358
スケルトンピンク ● SP- 4FC08 4966279-054228
シルバー ● TSK-12440 4966279-012440
替芯（黒） P.126 TSK-42638 4966279-042638 77円(税抜70円)  
替芯（赤） P.126 TSK-42645 4966279-042645 77円(税抜70円)  

ブラック

マルン

シルバー

スケルトンピンク

種類 品番 JANコード 価格
ブラック ● SP- 4FM01 4966279-069017

3,850円(税抜3,500円) レッド ● SP- 4FM02 4966279-069024
シルバー ● SP- 4FM06 4966279-069031
替芯（黒） P.126 TSK-42638 4966279-042638 77円(税抜70円)  
替芯（赤） P.126 TSK-42645 4966279-042645 77円(税抜70円)  

ブラック

レッド

シルバー

黒ボールペン 0 .7mm
赤ボールペン 0 .7mm
シャープペン 0 .5mm

バネ内蔵キャップ

9mm丸
浸透ネーム印
楷書体
G

9mm丸
浸透ネーム印
楷書体
G

9mm丸
浸透ネーム印
楷書体
G

可動式クリップ

回転式

回転式

回転式

スタンペン4F  部品一覧 ▶ P.126

）ルタメ（latem F4ンペンタス  部品一覧 ▶ P.126

スタンペン4F C L（キャップレス） 部品一覧 ▶ P.126

補充インク 朱
（顔料系）

▶ P.126
275円(税抜250円)

TSK-55430

補充インク 朱
（顔料系）

▶ P.126
275円(税抜250円)

TSK-55430

補充インク 朱
（顔料系）

▶ P.126
275円(税抜250円)

TSK-55430

黒ボールペン 0 .7mm
赤ボールペン 0 .7mm
シャープペン 0 .5mm

黒ボールペン 0 .7mm
赤ボールペン 0 .7mm
シャープペン 0 .5mm

■4F機能

■4F機能

■4F機能

※楷書体以外の書体は（G）別途550円(税抜500円)UP になります。

※楷書体以外の書体は（G）別途550円(税抜500円)U Pになります。

※楷書体以外の書体は（G）別途550円(税抜500円)U Pになります。
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●製品サイズ：13φ×71.5mm　13.4g
印面： GT  G 9mm 楷書体・ T 5mm 楷書体、 

GK G 9mm 楷書体・K 10mm 黒檀古印体
インク：顔料系　材質：アルミ・真鍮

和スタンペンGノック式 部品一覧 ▶ P.126

和ミニG・T・K 部品一覧 ▶ P.126

和スタンペン4F  部品一覧 ▶ P.126

和ツインGT・GK  部品一覧 ▶ P.126

美しい和風柄がメタリックなボディに映えます。
【ボールペン（黒）＋スタンプネーム】

梅ブルー

桔梗ピンク

9mm丸
浸透ネーム印
楷書体
G

美しい和風柄がメタリックなボディに映えます。
【2色ボールペン（黒・赤）＋シャープペン＋スタンプネーム】

梅ブルー

桔梗ピンク

9mm丸
浸透ネーム印
楷書体
G

用途に合わせて2種類の印面が選べるネーム印。

種類 品番 JANコード 価格

Ｔ
Ｇ
ン
イ
ツ
和 桜シルバー ● TSK-64203 4966279-064203

2,695円(税抜2,450円) 桔梗ピンク ● TSK-64210 4966279-064210
梅ブルー ● TSK-64227 4966279-064227

Ｋ
Ｇ
ン
イ
ツ
和 桜シルバー ● TSK-64234 4966279-064234

2,695円(税抜2,450円) 桔梗ピンク ● TSK-64241 4966279-064241
梅ブルー ● TSK-64258 4966279-064258

梅ブルー

桜シルバー 桔梗ピンク

9mm丸
浸透ネーム印
楷書体
G

10mm丸
黒檀認印
古印体

K

5mm丸訂正
浸透ネーム印
楷書体

T

ストラップと柄が調和した和風スタイルです。

●製品サイズ：15.5φ×38mm　5g
印面： 和ミニ G 9mm 楷書体、和ミニ T 5mm 楷書体、 

和ミニ K 10mm 黒檀古印体
インク：顔料系　材質：ABS樹脂

種類 品番 JANコード 価格

Ｇ
ニ
ミ
和 桜シルバー ● SP-WM06 4966279-063084

 桔梗ピンク ● SP-WM03 4966279-063107
梅ブル

廃盤商品

廃盤商品

廃盤商品

ー ● SP-WM04 4966279-063114

Ｔ
ニ
ミ
和 桜シルバー ● TSK-63381 4966279-063381
桔梗ピンク ● TSK-63404 4966279-063404
梅ブルー ● TSK-63411 4966279-063411

Ｋ
ニ
ミ
和 桜シルバー ● TSK-63428 4966279-063428
桔梗ピンク ● TSK-63442 4966279-063442
梅ブルー ● TSK-63459 4966279-063459

梅ブルー

桔梗ピンク

桜シルバー
9mm丸
浸透ネーム印
楷書体

G

10mm丸
黒檀認印
古印体

K

5mm丸訂正
浸透ネーム印
楷書体

T

●製品サイズ：13φ×132mm　12.8g
ペン抽出法：ノック式
ペン先：黒ボールペン 0.7mm　
印面：G 9mm 楷書体
インク：顔料系　材質：ABS樹脂・鉄・真鍮

種類 品番 JANコード 価格
桜シルバー ● SP-W06 4966279-066917

1,430円(税抜1,300円) 桔梗ピンク ● SP-W03 4966279-066931
梅ブルー ● SP-W04 4966279-066948
替芯（黒） P.126 TSK-02939 4966279-002939 110円(税抜100円)  

●製品サイズ：14φ×145mm　16g
ペン抽出法：回転式

ンペルーボ赤・黒 ：先ンペ  0.7mm・ 
シャープペン 0.5mm

印面：G 9mm 楷書体　
インク：顔料系　材質：ABS樹脂・鉄

種類 品番 JANコード 価格
桜シルバー ● SP-W4F06 4966279-063046

1,815円(税抜1,650円) 桔梗ピンク ● SP-W4F03 4966279-063060
梅ブルー ● SP-W4F04 4966279-063077
替芯（黒） P.126 TSK-42638 4966279-042638 77円(税抜70円)  
替芯（赤） P.126 TSK-42645 4966279-042645 77円(税抜70円)  

■4F機能

桜シルバー

回転式

ねじ式

桜シルバー
ノック式

和シリーズ

補充インク 朱
（顔料系）

▶ P.126
275円(税抜250円)

TSK-55430

補充インク 朱
（顔料系）

▶ P.126
275円(税抜250円)

TSK-55430

補充インク 朱
（顔料系）

▶ P.126
275円(税抜250円)

TSK-55430

補充インク 朱
（顔料系）

▶ P.126
275円(税抜250円)

TSK-55430

※楷書体以外の書体は（G・T）別途550円(税抜500円)U Pになります。
※古印体以外の書体は（K）別途1 ,100円(税抜1,000円)U Pになります。
※G・K両側を既製書体以外の場合は別途1 ,650円(税抜1,500円)U Pになります。

※楷書体以外の書体は（G・T）別途550円(税抜500円)U Pになります。
※古印体以外の書体は（K）別途1 ,100円(税抜1,000円)U Pになります。

※楷書体以外の書体は（G）別途550円(税抜500円)U Pになります。 ※楷書体以外の書体は（G）別途550円(税抜500円)U Pになります。
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青

ピンク●製品サイズ：20×25×60mm
（盤面 14×52mm）　25g

材質：ABS・PP樹脂

●製品サイズ：33.6×33.6×39.3mm　パックサイズ：150×77×23mm
　印面サイズ：23×23mm　材質：PS合成樹脂

種類 品番 JANコード 価格
青 ● TSK-46124 4966279-046124 2,530円(税抜2,300円) ピンク ● TSK-47497 4966279-047497

ボディカラー（インク色） 品番 JANコード 価格
グリーン（ブラック） PH-001 4962422-074099

1,760円(税抜1,600円) ブルー（ブルー） PH-002 4962422-074105
ピンク（ピンク） PH-003 4962422-074112
オレンジ（レッド） PH-004 4962422-074126

g91　mm58×φ41 ：ズイサ品製●
ペン無
印面GT： G 9mm 6書体・ T 5mm 楷書体　
印面GK： G 9mm 6書体 ・K 10mm 黒檀古印体
インク：顔料系　材質：アルミ・鉄・真鍮

レヴィナ専用ケース

2種類のネーム印が付いた「レヴィナ」GT/G Kシリーズ。

ブラック　SP-R GT01　SP-RGK01

マルン　SP-R GT02　SP-RGK02

ブルー　SP-R GT04　SP-RGK04

種類 品番 JANコード 価格
GTブラック ● SP-R GT01 4966279-059537

6,160円
(税抜5,600円) 

GTマルン ● SP-R GT02 4966279-059544
GTブルー ● SP-R GT04 4966279-059551
GKブラック ● SP-RGK01 4966279-059575
GKマルン ● SP-RGK02 4966279-059582
GKブルー ● SP-RGK04 4966279-059599
替芯（黒） P.126 TSK-02939 4966279-002939 110円(税抜100円)  

●製品サイズ：14φ×140mm　33g
ペン抽出法：回転式
ペン先：黒ボールペン 0.7mm
印面GT： G 9mm 6書体・ 

T 5mm 楷書体
印面GK： G 9mm 6書体・ 

K 10mm 黒檀古印体
インク：顔料系
材質：アルミ・鉄・真鍮

2種類のネーム印が付いた「レヴィナ ツイン」GT/G Kシリーズ。

ブラック　
SP- RTGT01　SP- RTGK01

マルン　
SP- RTGT02　SP- RTGK02

ブルー　
SP- RTGT04　SP- RTGK04

種類 品番 JANコード 価格
ツインGTブラック ● SP- RTGT01 4966279-059612

5,060円 
(税抜4,600円) 

ツインGTマルン ● SP- RTGT02 4966279-059629
ツインGTブルー ● SP- RTGT04 4966279-059636
ツインGKブラック ● SP- RTGK01 4966279-059650
ツインGKマルン ● SP- RTGK02 4966279-059667
ツインGKブルー ● SP- RTGK04 4966279-059674

●レヴィナ/ G 9mm丸ネーム印は6書体から選べます。
A.楷書体 B.古印体 B.てん書体 D.行書体 E.丸ゴシック体 F.ポップ体

10㎜丸黒檀認印又は
5㎜丸訂正浸透ネーム印

古印体

K
楷書体

T

10㎜丸黒檀認印又は
5㎜丸訂正浸透ネーム印

古印体

K
楷書体

T

9mm丸
浸透ネーム印
楷書体

G

9mm丸
浸透ネーム印
楷書体

G

回転式

レヴィナ
レヴィナ ツインGT・GK  部品一覧 ▶ P.126

レヴィナGT・GK  部品一覧 ▶ P.126

補充インク 朱
（顔料系）

▶ P.126
275円(税抜250円)

TSK-55430

補充インク 朱
（顔料系）

▶ P.126
275円(税抜250円)

TSK-55430

自分のアドレスがポケットサイズのスタンプに。 写真のイメージをそのままスタンプに ！　ペットや子供の写真もOK ！
ポケットアドレス フォトスタンプ（補充インキ付き）

名刺に捺して
さりげなく
アピール♪

ペットや
子供の写真も
OK ★

あなたの写真

印面は商品にセットされておりません。パソコン・携帯電話からメールでお申し込みください。

写真は
イメージを
そのまま
スタンプに！
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ハローキティ スタンペンGノック式 部品一覧 ▶ P.126

ハローキティ スタンペン4F  部品一覧 ▶ P.126

ハローキティ ツインGT・GK  部品一覧 ▶ P.126

ハローキティ ミニG 部品一覧 ▶ P.126

ノック式で使いやすい、シンプルなネームペン。

シルバー

ピンク

●製品サイズ：13φ×132mm　12.8g
ペン抽出法：ノック式

ンペルーボ黒 ：先ンペ  0.7mm
印面：G 9mm 楷書体　インク：顔料系 
材質：ABS樹脂・鉄・真鍮

種類 品番 JANコード 価格
シルバー ● TSK-66061 4966279-066061 1,760円(税抜1,600円) ピンク ● TSK-66078 4966279-066078
替芯（黒） P.126 TSK-02939 4966279-002939 110円(税抜100円)  

1本で4役の、多機能ネームペンのロングセラー。

シルバー

ピンク
●製品サイズ：14φ×145mm　16g
ペン抽出法：回転式

ンペルーボ赤・黒 ：先ンペ  0.7mm・ 
シャープペン 0.5mm

印面：G 9mm 楷書体　インク：顔料系　
材質：ABS樹脂・鉄

種類 品番 JANコード 価格
シルバー ● TSK-66108 4966279-066108 2,365円(税抜2,150円) ピンク ● TSK-66115 4966279-066115
替芯（黒） P.126 TSK-42638 4966279-042638 77円(税抜70円)  
替芯（赤） P.126 TSK-42645 4966279-042645 77円(税抜70円)  

■4F機能

用途に合わせて2種類の印面が選べるネーム印。

シルバー

ピンク
●製品サイズ：13φ×71.5mm　13.4g
印面： GT T 5mm・G 9mm 楷書体、 

GK G 9mm 楷書体・K 10mm 黒檀古印体
インク：顔料系
材質：アルミ・真鍮

種類 品番 JANコード 価格
GT  シルバー ● TSK-66122 4966279-066122
GT  ピンク ● TSK-66139 4966279-066139
GK シルバー ● TSK-66146 4966279-066146
GK ピンク ● TSK-66153 4966279-066153

10mm丸
黒檀認印古印体 K

5mm丸訂正
浸透ネーム印楷書体 T 9mm丸

浸透ネーム印
楷書体
G

持ち歩きに便利！な、カワイイ携帯ミニはんこ。

シルバー

ピンク

種類 品番 JANコード 価格
シルバー ● TSK-66047 4966279-066047
ピンク ● TSK-66054 4966279-066054

●製品サイズ：15.5φ×38mm　5g
印面：G 9mm 楷書体
インク：顔料系
材質：ABS樹脂

9mm丸
浸透ネーム印
楷書体
G

9mm丸
浸透ネーム印
楷書体
G黒ボールペン 0 .7mm

9mm丸
浸透ネーム印
楷書体
G黒ボールペン 0 .7mm

赤ボールペン 0 .7mm
シャープペン  0 .5mm

回転式

ねじ式

ノック式

サンリオ ハローキティ

補充インク 朱
（顔料系）

▶ P.126
275円(税抜250円)

TSK-55430

補充インク 朱
（顔料系）

▶ P.126
275円(税抜250円)

TSK-55430

補充インク 朱
（顔料系）

▶ P.126
275円(税抜250円)

TSK-55430

補充インク 朱
（顔料系）

▶ P.126
275円(税抜250円)

TSK-55430
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廃盤

廃盤

廃盤商品

2,860円(税抜2,600円)



キャップレスで捺印できるスマートなネーム印！　
使用後は片手で簡単にロックできます。

やわらかな市川和紙の風合いを活かした、かわいい印鑑ケース。

種類 品番 JANコード 価格
ピンク ● TSK-68928 4966279-068928

2,530円(税抜2,300円) ブルー ● TSK-68935 4966279-068935
ホワイト ○ TSK-68942 4966279-068942
ブラック ● TSK-68959 4966279-068959

●製品サイズ：23×25×78mm　16g
パックサイズ：85×138×34mm
印面：G 9mm 楷書体
インク：顔料系
材質：ポリカーボネート

ピンク ブルー ホワイト ブラック

様々なシーンで使える機構
可動式クリップ、ストラップホールも備え、 
持ち運び時に便利。

スライドシャッター機構で 
連続捺印OK！
捺印のアクションに連動し、
スライドシャッターが開閉します。

ハローキティ Gシリーズ印面書体

9mm丸浸透ネーム印（楷書体）G

●入ります文字は4パターンとなります。
　Ⓐ姓のみ（最大6文字まで）
　Ⓑ名前のみ（最大6文字まで）
　Ⓒ姓＋1文字小さいもの（最大6文字まで）
　Ⓓフルネーム（最大6文字まで）

。すまりなにみのナカタカ、ながらひ、字漢は字文 ●
パ体書記上で字漢名人、字漢用当の語本日は字文 ●

ターンであればどんな名字または名前でも均一価格
です。

望希ごをクンピが色クンイ。すまりなに赤朱は色クンイ ●
の場合、別途料金になります。

Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ

ハローキティ浸透ネーム印

。すまりなにみのナカタカ、ながらひは字文 ●
。すでみの体クッシゴ丸は体書 ●  

※文字レイアウトはお任せください。

たし字印を前名おに中の枠のィテキ ●
浸透印です。 
姓のみ・名前のみ（最大4文字まで）

10mm丸黒檀認印（古印体）K

。すまりなに金料製別は外以本見の記上 ※  
9mm丸浸透ネーム印、5mm丸訂正浸透ネーム印：550円(税抜500円)UP 
10mm丸黒檀認印：1 ,100円(税抜1,000円)UP

）でま字文4大最（みの姓は字文 ●  
漢字のみになります。 
（ひらがな、カタカナ、アルファベット等は作製できません。）

色クンイ ●

の印透浸ィテキーロハ・印ムーネ透浸ィテキーロハ ※
場合、標準価格 +330円(税抜300円)

ハローキティ浸透印

いいわかの顔のィテキ ●
浸透印です。

5mm丸訂正浸透ネーム印（楷書体）T
Ⓐ姓のみ（最大4文字まで）
Ⓑ名前のみ（最大4文字まで）

。すまりなにみのナカタカ、ながらひ、字漢は字文 ●  
（指定書体、アルファベット等は作製できません。）
●インク色は朱赤のみになります。

Ⓐ Ⓑ

片手でロック！ ストラップホール付
き可動式クリップ

スマート捺印！

ハローキティ ネームGキャップレス

ハローキティ はんこケース和紙

g04　mm12厚×29×33 ：ズイサ品製●
単位：12ケ
材質：本体 ABS樹脂（市川和紙）、枠 亜鉛合金

種類 品番 JANコード 価格
豪華絢爛 TSK-37870 4966279-037870
日本風景 TSK-37887 4966279-037887
和藍 TSK-37894 4966279-037894
和柄キュート TSK-37900 4966279-037900
●12mm丸×60mm丈の印鑑用です。

豪華絢爛 和藍日本風景 和柄キュート

■市川和紙（山梨県）とは…
市川和紙は、美人の肌のように滑らかで
白く美しいのが特徴とされ、「肌吉紙（は
だよしがみ）」と呼ばれ、武田氏の時代や
武田家滅亡後も徳川家の御用紙として幕
府に献上されていました。
和紙に特殊加工を施すことにより、印鑑
ケースに加工可能な強度を持たせること
に成功しました。

補充インク 朱
（顔料系）

▶ P.126
275円(税抜250円)

TSK-55430
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ピンク系のカラーが可愛らしい印鑑ケース。

ハローキティのかわいい本格派印鑑と印鑑ケースのセット。

印鑑とペアデザインの朱肉付きケース。

ロングセラー、ヒットケース・パステルケースのかわいいハローキティバージョンです。

ハローキティ T Sはんこケース

ハローキティ はんこセット

ハローキティ ヒットケース

サンリオ ハローキティ

g73　mm91厚×78×92 ：ズイサ品製●
単位：12ケ
材質：本体 ABS樹脂、枠 亜鉛合金（クロームメッキ）

スーケ鑑印 ：ズイサ品製●  30×88×厚18mm　27.5g、 
印鑑 12φ×60mm

材質：本体 ABS樹脂、印材 メタクリル

g91　mm81厚×88×03 ：ズイサ品製●
単位：12ケ
材質：本体 ABS樹脂

種類 品番 JANコード 価格
ブラック ● TSK-68973 4966279-068973

1,650円(税抜1,500円) レッド ● TSK-68980 4966279-068980
ピンク ● TSK-68997 4966279-068997
ホワイト ○ TSK-69000 4966279-069000
●12mm丸×60mm丈の印鑑用です。

種類 品番 JANコード 価格
マゼンタピンク ● TSK-67648 4966279-067648
ライトピンク ● TSK-67655 4966279-067655
ミルキーホワイト ○ TSK-67662 4966279-067662
●12mm丸×60mm丈の印鑑用です。

種類 品番 JANコード 価格
マゼンタピンク ● TSK-66795 4966279-066795

528円(税抜480円)  ライトピンク ● TSK-66801 4966279-066801
ミルキーホワイト ○ TSK-66818 4966279-066818
●12mm丸×60mm丈の印鑑用です。

ブラック

マゼンタピンク

マゼンタピンク

ピンク

ミルキーホワイト

ミルキーホワイト

レッド

ライトピンク

ライトピンク

ホワイト

Ⓒ1976 , 2018  SANRIO  CO.,  LTD.  APPR OVAL NO.S583824
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チタン素材の高級印鑑にディズニーキャラクターをプリントしたポーチ付きの印鑑です。
ミッキーマーク入りの印面でもはんこが作れます。

ディズニープリンセスのシルエットがデザインされた、上品な印鑑セット。
高級薩摩柘植を使用した、本格派印鑑。便利な朱肉付印鑑ケースがセットになっています。

チーポ ：ズイサ品製●  約48×118mm　24g、 
印鑑 丸mm21  12φ×60mm　30g 

15mm丸 15φ×60mm　50g
チーポ ：質材  ポリエステル・ポリウレタン　Dカン 鉄 

レバーナスカン ダイキャスト　印材 チタン

ミッキー

ミッキー

ミニー

ミニー

ミッキー＆ミニー

ミッキー＆ミニー

てん書体 古印体 楷書体 印相体

ミッキーマークの印面でもはんこが作れます！
印面イメージ
12mm

12mm

15mm

15mm

ディズニー チタン印鑑

ディズニー プリンセス印鑑セット

ディズニー

スーケ鑑印 ：ズイサ品製●  29×87×厚19mm　37g、 
印鑑 12φ×60mm　8g

単位：6ケ　
体本 ：質材  ABS樹脂　枠 亜鉛合金（クロームメッキ） 
印材 薩摩柘植

シンデレラ

オープンイメージ

白雪姫 アリエル ベル ラプンツェル ジャスミン オーロラ姫

種類 品番 JANコード 価格
シンデレラ TSK-38730 4966279-038730

2,200円(税抜2,000円) 
白雪姫 TSK-38747 4966279-038747
アリエル TSK-38754 4966279-038754
ベル TSK-38761 4966279-038761
ラプンツェル TSK-38723 4966279-038723
シンデレラ TSK-37924 4966279-037924

7,700円(税抜7,000円) 

白雪姫 TSK-37931 4966279-037931
アリエル TSK-37948 4966279-037948
ベル TSK-37955 4966279-037955
ラプンツェル TSK-37962 4966279-037962
ジャスミン TSK-38006 4966279-038006
オーロラ姫 TSK-38013 4966279-038013

※ジャスミン・オーロラ姫の印鑑ケース単品販売はございません。

種類 品番 JANコード 価格

12

鑑
印
㎜
ミッキー TSK-24832 4966279-024832

 ミニー TSK-24849 4966279-024849
ミッキー＆ミニー TSK-24856 4966279-024856

15

鑑
印
㎜
ミッキー TSK-24863 4966279-024863

 ミニー TSK-24870 4966279-024870
ミッキー＆ミニー TSK-24887 4966279-024887

※彫刻共の価格になります。

※印相体はミッキーマークは入りません。

おしゃれな
ポーチ付き

元売発 　yensiDⒸ  サンスター文具株式会社 
販売元 谷川商事株式会社
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シンプルなスタンダードタイプ。

1本で4役の、多機能ペンのロングセラー。

2種類の印面が選べるツインタイプ。

種類 品番 JANコード 価格
ピンク ● TSK-69369 4966279-069369

1,980円(税抜1,800円) ブルー ● TSK-69376 4966279-069376
ホワイト ○ TSK-69383 4966279-069383

●製品サイズ：23×25×78mm　16g
印面：G 9mm 楷書体　インク：顔料系　
材質：ポリカーボネート

種類 品番 JANコード 価格
GT  ピンク ● TSK-69659 4966279-069659

2,695円(税抜2,450円) 
GT  ブルー ● TSK-69666 4966279-069666
GT  ホワイト ○ TSK-69673 4966279-069673
GK ピンク ● TSK-69680 4966279-069680
GK ブルー ● TSK-69697 4966279-069697
GK ホワイト ○ TSK-69703 4966279-069703

●製品サイズ：23×25×95mm　19g
印面： GT G 9mm・ T 5mm 楷書体、 

GK G 9mm 楷書体・K 10mm 黒檀古印体
インク：顔料系　材質：ポリカーボネート

GTピンク
GKピンク

GTホワイト
GKホワイト

シルバー

ピンク
種類 品番 JANコード 価格

シルバー ● TSK-69451 4966279-069451 2,365円(税抜2,150円) ピンク ● TSK-69468 4966279-069468
替芯（黒） P.126 TSK-42638 4966279-042638 77円(税抜70円)  
替芯（赤） P.126 TSK-42645 4966279-042645 77円(税抜70円)  

●製品サイズ：14φ×145mm　16g
ペン抽出法：回転式

ンペルーボ赤・黒 ：先ンペ  0.7mm・シャープペン 0.5mm
印面：G 9mm 楷書体　インク：顔料系
材質：ABS樹脂・鉄

ピンク

ブルー

ホワイト

9mm丸
浸透ネーム印
楷書体
G

種類 品番 JANコード 価格
シルバー ● TSK-69307 4966279-069307 1,760円(税抜1,600円) ピンク ● TSK-69314 4966279-069314
替芯（黒） P.126 TSK-02939 4966279-002939 110円(税抜100円)  

●製品サイズ：13φ×132mm　12.8g
ペン抽出法：ノック式

ンペルーボ黒 ：先ンペ  0.7mm 
印面：G 9mm 楷書体　インク：顔料系　
材質：ABS樹脂・鉄・真鍮

シルバー

ピンク

ノック式で使いやすいはんこ付きボールペン。

9mm丸
浸透ネーム印
楷書体
G

黒ボールペン

黒ボールペン
赤ボールペン
シャープペン

9mm丸
浸透ネーム印
楷書体
G

■4F機能

ツインGT・GKキャップレスは
TまたはKの印面が選べます。

5mm丸訂正
浸透ネーム印楷書体T

10mm丸
黒檀印古印体K

9mm丸
浸透ネーム印
楷書体
G片手でロック！ ストラップホール付

き可動式クリップ

ネームGキャップレスと
ツインGT・GKキャップレス共通の機能

スマート捺印！

GTブルー
GKブルー

回転式

ノック式

リラックマ
リラックマ ネームGキャップレス リラックマ ツインGT・GKキャップレス

リラックマ スタンペンGノック式

リラックマ スタンペン4F

補充インク 朱
（顔料系）

▶ P.126
275円(税抜250円)

TSK-55430

補充インク 朱
（顔料系）

▶ P.126
275円(税抜250円)

TSK-55430

補充インク 朱
（顔料系）

▶ P.126
275円(税抜250円)

TSK-55430

補充インク 朱
（顔料系）

▶ P.126
275円(税抜250円)

TSK-55430
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かわいくって実用的！銀行印にも使える12mm印鑑と朱肉付き印鑑ケースのセット。

スーケ鑑印 ：ズイサ品製●  30×88×厚18mm　27.5g、 
印鑑 12φ×60mm

材質：本体 ABS樹脂、印材 メタクリル

種類 品番 JANコード 価格
ピンク ● TSK-69987 4966279-069987

4,180円(税抜3,800円) イエロー ● TSK-69970 4966279-069970
ホワイト ○ TSK-69994 4966279-069994
●12mm丸×60mm丈の印鑑用です。

ピンク イエロー ホワイト

用途にあわせて2種類の印面が選べるネーム印。

種類 品番 JANコード 価格
GT  シルバー ● TSK-69499 4966279-069499

3,135円(税抜2,850円) GT  ピンク ● TSK-69505 4966279-069505
GK シルバー ● TSK-69512 4966279-069512
GK ピンク ● TSK-69529 4966279-069529

GTシルバー
GKシルバー

GTピンク
GKピンク

●製品サイズ：13φ×71.5mm　13.4g
TG ：面印  G 9mm・ T 5mm 楷書体、GK G 9mm 楷書体・K 10mm 黒檀古印体

インク：顔料系
材質：アルミ・真鍮

便利な朱肉付き。

ピンク イエロー

ホワイト 

種類 品番 JANコード 価格
ピンク ● TSK-69932 4966279-069932

660円(税抜600円)  イエロー ● TSK-69925 4966279-069925
ホワイト ○ TSK-69949 4966279-069949
●12mm丸×60mm丈の印鑑用です。

g91　mm81厚×88×03 ：ズイサ品製●
単位：12ケ
材質：本体 ABS樹脂

9mm丸
浸透ネーム印
楷書体
G

リラックマネーム印　印面見本

●入ります文字は4パターンとなります。
　Ⓐ姓のみ（最大6文字まで）
　Ⓑ名前のみ（最大6文字まで）
　Ⓒ姓＋1文字小さいもの（最大6文字まで）
　Ⓓフルネーム（最大6文字まで）

。すまりなにみのナカタカ、ながらひ、字漢は字文 ●
以スレプッャキGムーネ、スレプッャキKG・TGンイツ ●

外のインク色は朱赤になります。
パ体書記上で字漢名人、字漢用当の語本日は字文 ●

ターンであればどんな名字または名前でも均一価格
です。

Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ

リラックマ浸透ネーム印

印透浸たし字印を前名おに中の枠のマクッラリ ●
です。（姓のみ・名前のみ・最大4文字まで）

。すまりなにみのナカタカ、ながらひは字文 ●
。すでみの体クッシゴ丸は体書 ●  

※文字レイアウトはお任せください。
●インク色は朱もしくは、ピンクになります。

5mm丸訂正浸透ネーム印（楷書体）T
Ⓐ姓のみ（最大4文字まで）
Ⓑ名前のみ（最大4文字まで）

。すまりなにみのナカタカ、ながらひ、字漢は字文 ●  
（指定書体、アルファベット等は作製できません。）
●インク色は朱のみになります。

Ⓐ ⒷⒺ

リラックマ浸透印

の顔のマクッラリ ●
かわいい浸透印
です。

色クンイ ●

Ⓕ

10mm丸黒檀認印（古印体）K

※上記の見本以外は別製料金になります。 
9mm丸浸透ネーム印、5mm丸訂正浸透ネーム印：550円(税抜500円)UP 
10mm丸黒檀認印：1 ,100円(税抜1,000円)UP

）でま字文4大最（みの姓は字文 ●  
漢字のみになります。 
（ひらがな、カタカナ、アルファベット等は作製できません。）

9mm丸浸透ネーム印（楷書体）G

色
ク
ン
イツインGT・GKキャップレス

ネームGキャップレスは6書体、
インク色は6色から選べます！

10mm丸
黒檀認印古印体 K

5mm丸訂正
浸透ネーム印楷書体 T

リラックマ ツインGT・GK

リラックマはんこセット

リラックマTSはんこケース

122※押し型見本は全て原寸です。 ※押し圧などにより押し型見本と多少異なる場合がございます。
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片手でスマートなつ印！TまたはKの印面が選べます。
キャップをなくさないキャップレスタイプ。

9mm丸浸透印と丸黒檀印または5mm訂正浸透印が選べる充実の機能。

種類 品番 JANコード 価格
GT  ピンク ● TSK-28946 4966279-028946

2,860円(税抜2,600円) 
GT  ブルー ● TSK-28953 4966279-028953
GT  ホワイト ○ TSK-28960 4966279-028960
GK ピンク ● TSK-29035 4966279-029035
GK ブルー ● TSK-29042 4966279-029042
GK ホワイト ○ TSK-29059 4966279-029059

種類 品番 JANコード 価格
GT  ピンク ● TSK-41600 4966279-041600

3,135円(税抜2,850円) 
GT  ブルー ● TSK-41617 4966279-041617
GT  シルバー ● TSK-41624 4966279-041624
GK ピンク ● TSK-41693 4966279-041693
GK ブルー ● TSK-41709 4966279-041709
GK シルバー ● TSK-41716 4966279-041716

●製品サイズ：23×25×95mm　19g
印面： GT G 9mm 楷書体・ T 5mm 楷書体、 

GK G 9mm 楷書体・K 10mm 黒檀古印体
インク：顔料系　材質：ポリカーボネート

●製品サイズ：13φ×71.5mm　13.4g
印面： GT G 9mm 楷書体・ T 5mm 楷書体、 

GK G 9mm 楷書体・K 10mm 黒檀古印体
インク：顔料系　材質：アルミ・真鍮

ピンク ピンク

シルバー ピンク

ホワイト シルバーブルー ブルー

スヌーピー
スヌーピー ツインGT・GKキャップレス スヌーピー ツインGT・GK

3機能が1本になって用途様々。

種類 品番 JANコード 価格
シルバー ● TSK-50589 4966279-050589

3,960円(税抜3,600円) ピンク ● TSK-50596 4966279-050596
ブルー ● TSK-50602 4966279-050602

●製品サイズ：12φ×110mm　18g
印面： G 9mm・ T 5mm 楷書体、 

K 10mm 黒檀古印体
インク：顔料系　材質：アルミ・真鍮・鉄

9mm丸
浸透ネーム印
楷書体

9mm丸
浸透ネーム印
楷書体

G G

9mm丸
浸透ネーム印
楷書体
G

10mm丸
黒檀認印
古印体

10mm丸
黒檀認印
古印体

K K

10mm丸
黒檀認印
古印体

K

5mm丸訂正
浸透ネーム印
楷書体

5mm丸訂正
浸透ネーム印
楷書体

T T

5mm丸訂正
浸透ネーム印楷書体T

スヌーピー タニエバーGTK

種類 品番 JANコード 価格
シルバー ● TSK-29653 4966279-029653

1,760円(税抜1,600円) ピンク ● TSK-29660 4966279-029660
ブルー ● TSK-29677 4966279-029677
替芯（黒） P.126 TSK-02939 4966279-002939 110円(税抜100円)  

種類 品番 JANコード 価格
ブラック ● TSK-29738 4966279-029738

2,750円(税抜2,500円) マルン ● TSK-29745 4966279-029745
スケルトンピンク ● TSK-29752 4966279-029752
替芯（黒） P.126 TSK-42638 4966279-042638 77円(税抜70円)  
替芯（赤） P.126 TSK-42645 4966279-042645 77円(税抜70円)  

g8.21　mm231×φ31：ズイサ品製 ●
ペン抽出法：ノック式

ンペルーボ黒 ：先ンペ  0.7mm
印面：G 9mm 楷書体
インク：顔料系　材質：ABS樹脂・鉄・真鍮

●製品サイズ：16φ×145mm　19g
ペン抽出法：回転式

ンペルーボ赤・黒 ：先ンペ  0.7mm・シャープペン 0.5mm
印面：G 9mm 楷書体
インク：顔料系　材質：鉄・ABS樹脂

シルバー

ブラック

ピンク

マルン

ブルー

スケルトンピンク

ノック式で使いやすいはんこ付きボールペン。

4F機能でキャップをなくさないキャップレスタイプ。

9mm丸
浸透ネーム印
楷書体

G

黒ボールペン

ノック式

スヌーピー スタンペンGノック式

スヌーピー 4Fキャップレス

ツインGT・GKキャップレス
インク色は6色から選べます！

ブルー

黒ボールペン
赤ボールペン
シャープペン 0 .5mm

9mm丸
浸透ネーム印
楷書体
G

回転式
■4F機能

補充インク 朱
（顔料系）

▶ P.126
275円(税抜250円)

TSK-55430

補充インク 朱
（顔料系）

▶ P.126
275円(税抜250円)

TSK-55430

補充インク 朱
（顔料系）

▶ P.126
275円(税抜250円)

TSK-55430

補充インク 朱
（顔料系）

▶ P.126
275円(税抜250円)

TSK-55430

補充インク 朱
（顔料系）

▶ P.126
275円(税抜250円)

TSK-55430
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種類 品番 JANコード 価格
ブラック ● TSK-29790 4966279-029790

4,400円(税抜4,000円) レッド ● TSK-29806 4966279-029806
シルバー ● TSK-29813 4966279-029813
替芯（黒） P.126 TSK-42638 4966279-042638 77円(税抜70円)  
替芯（赤） P.126 TSK-42645 4966279-042645 77円(税抜70円)  

●製品サイズ：13.5φ×150mm　31g
ペン抽出法：回転式

ンペルーボ赤・黒 ：先ンペ  0.7mm・シャープペン 0.5mm
印面：G 9mm 楷書体
インク：顔料系　材質：真鍮・鉄

シルバー

レッド

ブラック

4F機能と高級感を兼ね備えたメタルボディ。
）ルタメ（latem F4 ーピーヌス

種類 品番 JANコード 価格
ピンク ● TSK-41983 4966279-041983

2,530円(税抜2,300円) グリーン ● TSK-41990 4966279-041990
ブルー ● TSK-42003 4966279-042003
●12mm丸×60mm丈の印鑑用です。

種類 品番 JANコード 価格
ピンク ● TSK-42027 4966279-042027

1,705円(税抜1,550円) ブルー ● TSK-42034 4966279-042034
シルバー ● TSK-42041 4966279-042041
●12mm丸×60mm丈の印鑑用です。

種類 品番 JANコード 価格
ネイビー ● TSK-21367 4966279-021367

1,650円(税抜1,500円) ホワイト ○ TSK-21374 4966279-021374
レッド ● TSK-21381 4966279-021381
●12mm丸×60mm丈の印鑑用です。

種類 品番 JANコード 価格
ブラック ● TSK-46568 4966279-046568

4,950円(税抜4,500円) グレー ● TSK-46575 4966279-046575
ピンク ● TSK-46582 4966279-046582
●12mm丸×60mm丈の印鑑用です。

ピンク

ピンク

ブラック

グリーン

グレー

ブルー

ピンク

ブルー シルバー

やわらかな、山梨県産市川和紙を使用した和風印鑑ケース。便利な朱肉付き。クールなメタリックテイストの印鑑ケース。便利な朱肉付き。

便利な朱肉付き印鑑ケース。銀行印にも使えるシンプルデザインの印鑑セット。

●製品サイズ：33×92×厚21mm　40g
単位：12ケ　
材質：本体 ABS樹脂　枠 亜鉛合金（クロームメッキ）

●製品サイズ：29×87×厚19mm　37g
単位：12ケ　
材質：本体 ABS樹脂　枠 亜鉛合金（クロームメッキ）

g73　mm91厚×78×92 ：ズイサ品製●
単位：12ケ
材質：本体 ABS樹脂　枠 亜鉛合金（クロームメッキ）

スーケ鑑印 ：ズイサ品製●  29×87×厚19mm　37g、 
印鑑 12φ×60mm

材質：本体 ABS樹脂　枠 亜鉛合金（クロームメッキ）
印材 メタクリル

スヌーピー 和紙ケーススヌーピー メタリックケース

スヌーピー ヒットケーススヌーピー 印鑑セット

黒ボールペン
赤ボールペン
シャープペン 0 .5mm

9mm丸
浸透ネーム印
楷書体
G

回転式

可動式
レバークリップ

バネ内蔵
キャップ

スヌーピー 　印面見本

●入ります文字は4パターンとなります。
　Ⓐ姓のみ（最大6文字まで）
　Ⓑ名前のみ（最大6文字まで）
　Ⓒ姓＋1文字小さいもの（最大6文字まで）
　Ⓓフルネーム（最大6文字まで）

。すまりなにみのナカタカ、ながらひ、字漢は字文 ●
。すまりなに朱は色クンイの外以スレプッャキKG・TGンイツ ●
ンータパ体書記左で字漢名人、字漢用当の語本日は字文 ●

であればどんな名字または名前でも均一価格です。

Ⓐ Ⓑ

Ⓒ Ⓓ

5mm丸訂正浸透ネーム印（楷書体）T
Ⓐ姓のみ（最大4文字まで）
Ⓑ名前のみ（最大4文字まで）

。すまりなにみのナカタカ、ながらひ、字漢は字文 ●  
（指定書体、アルファベット等は作製できません。）
●インク色は朱のみになります。

Ⓐ Ⓑ

10mm丸黒檀認印（古印体）K

PU円(税抜500円)055：印ムーネ透浸正訂丸mm5、印ムーネ透浸丸mm9 　。すまりなに金料製別は外以本見の記上※  
10mm丸黒檀認印：1 ,100円(税抜1,000円)UP

）でま字文4大最（みの姓は字文 ●  
漢字のみになります。 
（ひらがな、カタカナ、アルファベット
等は作製できません。）

9mm丸浸透ネーム印（楷書体）G

ネイビー レッドホワイト

補充インク 朱
（顔料系）

▶ P.126
275円(税抜250円)

TSK-55430

■4F機能

124※押し型見本は全て原寸です。 ※押し圧などにより押し型見本と多少異なる場合がございます。
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。んせまきでは送発のへ外国本日 ※

メールパックシリーズ
卒業・就職のお祝、結婚式の引き出物、
各種イベントの記念品に最適。
印面は同封のオーダーシートで簡単に
オーダーできます。

ツインGT・GK式メールパック
種類 品番 JANコード 価格

シルバー ● TSK-56130 -056130
3,080円(税抜2,800円) ピンク ● TSK-56147 -056147

ブラック ● TSK-56154 -056154
ブルー ● TSK-56123 -056123
ソリッドシルバー ● TSK-54471 -054471
ソリッドブラック ● TSK-54488 -054488
ソリッドホワイト ○ TSK-54495 -054495

ネームGキャップレスメールパック
種類 品番 JANコード 価格

ピンク ● TSK-68591 -068591
1,925円(税抜1,750円) ブルー ● TSK-68607 -068607

ブラック ● TSK-68614 -068614
ホワイト ○ TSK-68621 -068621

スタンペン4Fメールパック
種類 品番 JANコード 価格

ブラック ● TSK-43017 -043017
2,310円(税抜2,100円) マルン ● TSK-43024 -043024

シルバー ● TSK-44038 -044038

スタンペン4FC Lメールパック
種類 品番 JANコード 価格

ブラック ● TSK-53955 -053955
2,695円(税抜2,450円) マルン ● TSK-54631 -054631

シルバー ● TSK-12464 -012464

スタンペン4Fメタルメールパック
種類 品番 JANコード 価格

ブラック ● TSK-69086 -069086
4,345円(税抜3,950円) レッド ● TSK-69093 -069093

シルバー ● TSK-69109 -069109

ツインGT・GKキャップレスメールパック
種類 品番 JANコード 価格

ピンク ● TSK-69239 -069239
2,640円(税抜2,400円) ブルー ● TSK-69246 -069246

ブラック ● TSK-69253 -069253
ホワイト ○ TSK-69260 -069260

スタンペンGノック式メールパック
種類 品番 JANコード 価格

シルバー ● TSK-66719 -066719
1,705円(税抜1,550円) ピンク ● TSK-66702 -066702

ブルー ● TSK-66726 -066726
ブラック ● TSK-67310 -067310
ソリッドシルバー ● TSK-54440 -054440

 ソリッドブラック ● TSK-54457 -054457
ソリッドホワイト ○ TSK-54464 -054464

ツインGT・GK／ツインGT・GKソリッド

ネームGキャップレス／ツインGT・GKキャップレス

スタンペンGノック式／スタンペンGノック式ソリッド

スタンペン4F／スタンペン4FC L／スタンペン4Fメタル

ツインGT・GK

ネームGキャップレス

スタンペン4F スタンペン4FCL スタンペン4Fメタル

ツインGT・GKキャップレス

スタンペンGノック式 スタンペンGノック式ソリッドツインGT・GKソリッド

●製品サイズ：57×173×17mm　16.4g
書体は楷書体のみ、インク色は朱色のみとなります。

●製品サイズ：87×137×30mm　33g
書体は6書体、インク色は6色から選べます。

●製品サイズ：57×173×17mm　28g
書体は6書体、インク色は朱色のみとなります。

●製品サイズ：57×173×17mm　30g
書体は6書体、インク色は朱色のみとなります。

●製品サイズ：77×190×23mm　59g
書体は6書体、インク色は朱色のみとなります。

●製品サイズ：57×173×17mm　33g
書体は楷書体のみ、インク色は朱色のみとなります。

楷書体 てん書体

丸ゴシック体

古印体

行書体 ポップ体

選べる6書体

●製品サイズ：87×137×30mm　39g
 G（9mm浸透印）は6書体、インク色は6色から選べます。
T（5mm浸透印）は楷書体のみ、インク色は朱色のみとなります。 
K（10mm 認印）は古印体のみとなります。

対応インク色

赤  青  黒  朱  緑  紫

〈各JANコードの頭7ケタは共通496627 9 -＿＿＿末6ケタを表記〉
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種類 品番 価格

スタンペン4Fスタンダード
和スタンペン4F

ブラック ● TSK-42652
各44円(税抜40円) 

4Fメタル

スタンペン4F

和スタンペン4F

マルン ● TSK-42669
シルバー ● TSK-54389

各77円(税抜70円) ピンク ● TSK-63473
ブルー ● TSK-63480

スタンペン4Fメタル シルバー ● TSK-69079 220円(税抜200円) 
スタンペンGノック式
ハローキティ　スタンペンGノック式
リラックマ　スタンペンGノック式
スヌーピー　スタンペンGノック式
和スタンペンGノック式

シルバー ● TSK-65934 110円(税抜100円) 

スタンペンGノック式 ゴールド ● TSK-67037 132円(税抜120円) 

スタンペンGノック式ソリッド
シルバー ● TSK-17322

各132円(税抜120円) ブラック ● TSK-17339
ホワイト ○ TSK-17346

ハローキティ　スタンペン4F
リラックマ　スタンペン4F

シルバー ● TSK-54389 77円(税抜70円) ピンク ● TSK-66344

スタンペンGT・GK
タニエバーツインGT・GK・GTK
タニエバーツインGT・GKロング
和ツインGT・GK
ハローキティツインGT・GK
リラックマツインGT・GK
スヌーピーツインGT・GK・GTK

ブラック（角型） ● TSK-63817

各220円(税抜200円) シルバー（角型） ● TSK-63824
ピンク（角型） ● TSK-63831
ブルー（角型） ● TSK-63848
ブラック（丸型） ● TSK-63855

各220円(税抜200円) シルバー（丸型） ● TSK-63862
ピンク（丸型） ● TSK-63879
ブルー（丸型） ● TSK-63886

ツインGT・GKソリッド

シルバー（角型） ● TSK-17353
各264円(税抜240円) ブラック（角型） ● TSK-17360

ホワイト（角型） ○ TSK-17377
シルバー（丸型） ● TSK-17384

各264円(税抜240円) ブラック（丸型） ● TSK-17391
ホワイト（丸型） ○ TSK-17407

レヴィナGT・GK
レヴィナツインGT・GK

ブラック（角型） ● TSK-64012
各440円(税抜400円)マルン（角型） ● TSK-64029

ブルー（角型） ● TSK-64036
ブラック（丸型） ● TSK-64050

各440円(税抜400円)マルン（丸型） ● TSK-64067
ブルー（丸型） ● TSK-64074

各種部品は、お問い合せ下さい。

■交換用印面
　●9mm丸浸透ネーム印
　　既製品 550円(税抜500円)
　　別製品 1,100円(税抜1,000円)

　●5mm丸訂正浸透ネーム印
　　既製品 550円(税抜500円)
　　別製品 1,100円(税抜1,000円)

　●10mm丸黒檀認印
　　既製品 550円(税抜500円)
　　別製品 1,650円(税抜1,500円)

ていつに印認檀黒／ムーネ製既 ※
……文字は日本語の当用漢字、人
名漢字で、P.110の書体パターンで
あれば、どんな名字又は名前でも既
製品扱いとなります。

① 補充インク朱（顔料系）
TSK-55430
275円(税抜250円)

■ 補充インク（顔料系）
　 印面を上にして直接インクを補充します。9mm丸浸透
ネーム印は約2滴。5mm丸訂正印は約1滴。浸透するま
で垂直にたてておいてください。　

① ②

種類 品番 価格
芯L89芯替  

（K-0 .7芯・BSRF- 6 F・S-7 L）黒
LCF4、F4ンペンタス 

TSK-42638  77円(税抜70円)
芯L89芯替  

（K-0 .7芯・BSRF- 6 F・S-7 L）赤
 スタンペン4F、4FCL

TSK-42645  77円(税抜70円)
黒）7-ES・芯C4・芯1-D（芯L76芯替 

 レヴィナGT・GK、 
スタンペンGT・GK、スタンペンG

TSK-02939 110円(税抜100円)

スタンペン部品一覧
別売品一覧

ィテキーロハ ②  Gシリーズ
補充インクピンク（顔料系）
TSK-66788
275円(税抜250円) 

ハローキティスタンペン4F
リラックマスタンペン4F

スタンペンGノック式ソリッド

スタンペンGノック式
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持つ喜び、贈る喜びをテーマに、あらゆるお客様にお喜びいただいております。

各種、別途承ります。

●ご卒業・誕生日・成人・還暦・米寿などのお祝いに。
●創業・開店記念に。
●ノベルティーとして。
●同窓会記念に。

●商品により名入れスペースの長さが変わります。
　詳しくは右の表をご参考ください。
●明朝体・ゴシック体
●文字サイズ12ptまで

。すで能可もれ入クーマゴロ ●  
※版下またはデータをこ用意ください。

のスーペスれ入名の品商各はさ長のれ入名 ●  
上下2mmくらい開けた寸法になります。

。すまりあが品商な能可れ入名もに他 ●  
詳細はお問い合せ下さい。

●印刷位置はペンの場合はクリップ横になりますが、
　和ミニはキャップ側になります。

G包装紙 W-1
シールリボン付 R-1
（※包装紙 W-1は別途注文）

包装紙 リボン

種類 最大寸法（mm） ギフト箱
ツインGT・GK 35×4 GB-5,6  S-4
ツインGT・GKロング 50×4 GB-3  SB-1,2  S-1,2
タニエバーGTK/スタンペンGT・GK 35×4 GB-3  SB-1,2  S-1,2
スタンペンG/和スタンペンG・
ノック式スタンペンGタッチ 33×4 GB-3  SB-1,2  S-1,2

スタンペン9 50×4 GB-3  SB-1,2  S-1,2
レヴィナGT・GK 22×4 レヴィナ専用
レヴィナツインGT・GK 40×4 レヴィナ専用
レヴィナG 30×4 レヴィナ専用
スタンペン4F/和スタンペン4F 40×4 GB-3  SB-1,2  S-1
スタンペン4Fキャップレス 45×4 GB-3  SB-1,2  S-1
和ミニ 10×4 GB-5,6  S-4
ネームGキャッブレス/ツインキャップレス 33×4 S-3
4Fメタル 33×4 GB-3  SB-1,2  KB-1

ンペ
ン
タ
ス

4
ンペ
ン
タ
ス

G

Ｋ
Ｇ
／
Ｔ
Ｇ
ン
イ
ツ

名入れ商品見本

多彩な印鑑ケースは「名入れギフト」として、ご好評いただいております。
種類 最大寸法（mm）

マイルドケース 8×60
PP棒印12ケース 8×45
TSケース名入れ用 5×58
エコノシングルケース 7×56
マーブルケース 5×52
スケルトンラメケース 5×52
メタリックケース 5×52
パステルケース 8×60

名入れ商品見本

。いさ下せ合い問おは細詳。すまりあが品商な能可れ入名もに他 ●
。すで能可もれ入クーマ・ゴロ ●  

※版下またはデータをご用意ください。

あらゆるシーンにマッチする、ギフト箱を取り揃えております。

桜箱（祝卒業）SB-1
サイズ
15.7cm×5cm×2cm

黒箱（4Fメタル用）KB-1
サイズ
15.2cm×5cm×2cm

白箱（特大）S-1
サイズ
15.2cm×5cm×2cm

白箱（大）S-2
サイズ
14cm×3.5cm×1.5cm

Gシリーズ箱GS-1
サイズ
14cm×3.5cm×1.5cm

桜箱SB-2
サイズ
15.7cm×5cm×2cm

のし箱（大） GB-5
サイズ
8.4cm×5.3cm×1.7cm

桜箱（小） GB-6
サイズ
8.4cm×5.3cm×2.2cm

白箱（小） S-4
サイズ
8.4cm×5.3cm×2.2cm

のし箱（特大）GB-3
サイズ
15.7cm×5cm×2cm

のし箱（小） GB-4
サイズ
9.5cm×3.5cm×2cm

白箱（中） S-3
サイズ
10.2cm×3cm×2.7cm

祝卒業紙袋GB-7
サイズ
(小)13 .5cm×5.8cm
（大）16cm×8.3cm

●箱代別途の商品もございます。
●のし箱印刷は別途承ります。

ギフト箱·ラッピングのし紙・のし紙印
刷承ります。
＊白無地箱入りのみ無料です。

しの、紙しの、代装包紙装包・刷印 ＊
紙印刷は別途承ります。

MB-1 MB-2

MB-3 MB-4

ギフト箱・のし紙

ラッピング

名入れ
名入れ

印鑑ケース
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キャップレス
ネーム印
ツイン
ネーム印

スタンペン

和シリーズ

レヴィナ

サンリオ
ハローキティ

ディズニー

リラックマ

スヌーピー

メールパック
シリーズ
スタンペン
部品一覧

名入れ


