
SSBBG63243
ディズニープリンセス コンパクトふで
いれ ヨコピタ ホログラム
ロット／1個単位 サイズ／8.9×22.2×3cm
※鉛筆削り付き

SSBBG63257
ディズニープリンセス 
鉛筆2B 4本組
ロット／1個単位 Pサイズ／4×22×0.8cm
鉛筆サイズ／φ0.75cm×17.5cm

SSBBG63275
ディズニープリンセス
鉛筆2B ダースDX
ロット／1個単位 Pサイズ／4.6×20×1.5cm
鉛筆サイズ／φ0.75cm×17.5cm　

SSBBG63284
ディズニープリンセス
赤鉛筆2本組
ロット／1個単位 Pサイズ／3.5×22×0.8cm
鉛筆サイズ／φ0.75cm×17.5cm　

SSBBG63291
ディズニープリンセス 
色鉛筆12色
ロット／1個単位 Pサイズ／11.9×22.2×1.1cm
鉛筆サイズ／φ0.75cm×17.5cm

セット内容
・茶色  ・黒  ・黄緑  ・緑  
・青  ・水色  ・桃色  ・薄橙 
・黄色  ・橙色  ・赤  ・紫

SSBBG63296
ディズニープリンセス 
まとまるくん消しゴム
ロット／1個単位 サイズ／2.5×4.5×1.4cm

SSBBG63305
ディズニープリンセス 
鉛筆キャップ6本
ロット／1個単位 Pサイズ／7cm×8cm×1cm
サイズ／φ1cm×4.5cm　

SSBBG63325
ディズニープリンセス 
クリア下敷き
ロット／1個単位 サイズ／18cm×25cm

SSBBG63332
ディズニープリンセス 
名前シール
ロット／1個単位 サイズ／12×16.5×0.1cm
仕様／ 水に強いハーフラミネート加工

SSBBG63340
ディズニープリンセス 
自由帳
ロット／1個単位 サイズ／17.8×25.2×0.3cm
ページ数／本文30ページ

SSBBG63239
ディズニープリンセス 
文具セット
ロット／1個単位 サイズ／18.5×26×4.3cm

セット内容
・コンパクトふでいれ
・鉛筆2Bダース
・赤鉛筆2本組
・まとまるくん消しゴム
・鉛筆キャップ
・自由帳
・クリア下敷き 　  

各1個

SWNBG18439
リトルマーメイド 
ホログラム筆入れ
ロット／1個単位 Pサイズ／13.5×28.5×3.5cm
サイズ／

※鉛筆削り、時間割り1枚入り
9.5cm×24.5cm×3.5cm　

仕様／両面開き　

表 裏

SWNBG41861
リトルマーメイド かきかたえんぴつ
2B(パール軸)12本パック
ロット／1個単位 Pサイズ／4.5×20×1.7cm

SWNBG73496
リトルマーメイド 
かきかたえんぴつ2B(4本パック)
ロット／1個単位 Pサイズ／3.8×21.5×0.7cm
鉛筆サイズ／φ0.7cm×17.６cm　

SWNBG24031
リトルマーメイド 
色えんぴつ12色
ロット／1個単位 サイズ／18.5×10.2×1.1cm

SWNBG23928
リトルマーメイド 
赤えんぴつ(2本パック)
ロット／1個単位 Pサイズ／3×21.5×0.7cm
鉛筆サイズ／φ0.7cm×17.7cm　

SWNBG17056
リトルマーメイド 
学習帳にあう消しゴム
ロット／1個単位 サイズ／2.3×5.5×1.2cm

SWNBG79727
リトルマーメイド 
おなまえシール
ロット／1個単位 サイズ／13cm×18cm
仕様／ 水に強いラミネート加工

SWNBG20864
リトルマーメイド 
クリア下敷き
ロット／1個単位 サイズ／18cm×25cm
仕様／ B5サイズ

SWNBG08763
リトルマーメイド 
B5じゆうちょう
ロット／1個単位 サイズ／17.9×25.2×0.3cm
仕様／
※キャラクターシール付き

本文白無地30枚60ページ 

SWNBG62851
リトルマーメイド 
えんぴつキャップ
ロット／1個単位 Pサイズ／7cm×8cm×1cm
サイズ／φ1cm×4.5cm　

SWNBG95311
リトルマーメイド 
ギフトセット(クリスタルケース)
ロット／1個単位 サイズ／18.5×25.9×4.2cm

セット内容
・ホログラム筆入れ
・かきかたえんぴつ2B
・学習帳にあう消しゴム
・のり
・えんぴつキャップ
・下敷き
・B5じゆうちょう

各1個

SSBBG63248
ミニオンズ コンパクトふでいれ 
ヨコピタ ホログラム
ロット／1個単位 サイズ／8.9×22.2×3cm
※鉛筆削り付き

SSBBG63262
ミニオンズ 
鉛筆2B 4本組
ロット／1個単位 Pサイズ／4×22×0.8cm
鉛筆サイズ／φ0.75cm×17.5cm　

SSBBG63280
ミニオンズ 
鉛筆2B ダースDX
ロット／1個単位 Pサイズ／4.6×20×1.5cm
鉛筆サイズ／φ0.75cm×17.5cm　

SSBBG63289
ミニオンズ 
赤鉛筆2本組
ロット／1個単位 Pサイズ／3.5×22×0.8cm
鉛筆サイズ／φ0.75cm×17.5cm　

SSBBG63293
ミニオンズ 
色鉛筆12色
ロット／1個単位 サイズ／11.9×22.2×1.1cm

セット内容
・茶色  ・黒  ・黄緑  ・緑  
・青  ・水色  ・桃色  ・薄橙 
・黄色  ・橙色  ・赤  ・紫

SSBBG63301
ミニオンズ 
まとまるくん消しゴム
ロット／1個単位 サイズ／2.5×4.5×1.4cm

SSBBG63310
ミニオンズ 
鉛筆キャップ6本
ロット／1個単位 Pサイズ／7×8×1cm
サイズ／ φ1cm×4.5cm

SSBBG63330
ミニオンズ 
クリア下敷き
ロット／1個単位 サイズ／18cm×25cm

SSBBG63337
ミニオンズ 
名前シール
ロット／1個単位 サイズ／12×16.5×0.1cm
仕様／ 水に強いハーフラミネート加工　

SSBBG63345
ミニオンズ 
自由帳
ロット／1個単位 サイズ／17.8×25.2×0.3cm
ページ数／本文30ページ

表 裏

SWNBG16216
ポケットモンスター 
筆入れ
ロット／1個単位 Pサイズ／17.8×25.2×0.3cm
サイズ／

※鉛筆削り、時間割り1枚入り
9.5cm×24.5cm×3.5cm　

仕様／両面開き

表 裏
SWNBG73609
ポケットモンスター 
かきかたえんぴつ2B(4本パック)
ロット／1個単位 Pサイズ／3.8×21.5×0.7cm
鉛筆サイズ／φ0.7cm×17.6cm　

キャラクター文具 キャラクター文具

キャラクター文具

©Disney ©Universal Studios. ©2021 Pokémon

SWNBG23925
ポケットモンスター 
赤えんぴつ(2本パック)
ロット／1個単位 Pサイズ／3×21.5×0.7cm
鉛筆サイズ／φ0.7cm×17.7cm

SWNBG17050
ポケットモンスター 
学習帳にあう消しゴム
ロット／1個単位 サイズ／2.3×5.5×1.2cm
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キャラクター文具 キャラクター文具

キャラクター文具

SWNBG79724
ポケットモンスター 
おなまえシール
ロット／1個単位 サイズ／13cm×18cm
仕様／ 水に強いラミネート加工

SWNBG24154
ポケットモンスター
下敷き
ロット／1個単位 サイズ／18cm×25cm
仕様／ B5サイズ 裏面方眼罫

SWNBG08756
ポケットモンスター 
B5じゆうちょう
ロット／1個単位 サイズ／17.9×25.2×0.3cm
仕様／
※キャラクターシール付き

本文白無地30枚60ページ 

SWNBG62845
ポケットモンスター 
えんぴつキャップ
ロット／1個単位 Pサイズ／7cm×8cm×1cm
サイズ／φ1cm×4.5cm　

SWNBG95308
ポケットモンスター 
ギフトセット(クリスタルケース)
ロット／1個単位 サイズ／18.5×25.9×4.2cm

セット内容
・ホログラム筆入れ
・かきかたえんぴつ2B
・学習帳にあう消しゴム
・のり
・えんぴつキャップ
・下敷き
・B5じゆうちょう

各1個

SWNBG18443
ドラえもん 
ホログラム筆入れ
ロット／1個単位 Pサイズ／13.5×28.5×3.5cm
サイズ／

※鉛筆削り、時間割り1枚入り
9.5cm×24.5cm×3.5cm　

仕様／ 両面開き　　

SWNBG17054
ドラえもん 
学習帳にあう消しゴム
ロット／1個単位 サイズ／2.3×5.5×1.2cm

SWNBG08761
ドラえもん 
B5じゆうちょう
ロット／1個単位 サイズ／17.9×25.2×0.3cm
仕様／
※キャラクターシール付き

本文白無地30枚60ページ

SWNBG62849
ドラえもん 
えんぴつキャップ
ロット／1個単位 サイズ／7cm×8cm×1cm
容量／ φ1cm×4.5cm

©2021 Pokémon ©藤子プロ・小学館 ©藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK
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