ボールペン

パールボールペン

ボールペン 128

パールボールペン 128

・コストパフォーマンスの高いボールペン。

・ラバークリップ付

・ラバークリップ付

・クリップ式

・クリップ式

・ボール径 0.7mm

・ボール径 0.7mm

・インクはブルー色になります。

2017
香港トップブランド賞 受賞

ハーニデックス

（価格はすべて税抜き表示です）

高 品 質 で あ り な が ら、 抑 え た 低 価 格 設 定 が 評 価 さ れ、
2017 香港でのステーショナリーショーでトップブランド賞を
受賞した新ブランド「ハーニデックス」が日本で発売さ
れました。
すべての製品で高いコストパフォーマンスは魅力です。
黒

商品コード U1103-1013

赤

商品コード U1103-1014

青

商品コード U1103-1015

パールピンク

商品コード U1103-1035

パールブルー

商品コード U1103-1036

是非、手にとって試してみてください。

50 本入／定価￥3,550（１本あたり￥71）

4 色ボールペン

10 本入／定価￥470（1 本あたり￥47）

SB4

３本セット

・赤、青、緑、黒
黒

商品コード U1103-1016

・コストパフォーマンスの高いボールペン。

赤

商品コード U1103-1017

青

商品コード U1103-1018

・ボール径 0.7mm

50 本入／定価￥2,350
（１本あたり￥47）

商品コード U1103-1058
3 本入／定価￥680（１本あたり約￥227）

らくがきちょう

ボールペン 101
・コストパフォーマンスの高いボールペン。
・ラバークリップ付
・クリップ式
・ボール径 0.7mm

ブラック

商品コード U1103-1029

レッド

商品コード U1103-1030

ブルー

商品コード U1103-1031

12 本入／定価￥920
（１本あたり￥77）

発売元

株式会社 アシーナ

商品コード U1103-1063

〒 277-0005 千葉県柏市柏 5-8-5

A4 変形サイズ

TEL.04-7168-7100 FAX .04-7168-7200 http://www.athena-inc.co.jp

80 枚入／定価￥530

色鉛筆

ジャンボトライアングルペンシル #1050-3BL HB 3 本入り
商品コード U1103-1006

色鉛筆 36 色セット #C310-36TN
商品コード U1103-1001

定価￥4,300

定価￥340

・握りやすく、使いやすい三角軸。
・力を入れても折れにくい芯。

鉛

筆

蛍光ラインマーカー

ペンシル #WH588 HB 12 本入り

バイオレット

商品コード U1103-1020

商品コード U1103-1046

ブルー

商品コード U1103-1021

ピンク

商品コード U1103-1022

オレンジ

商品コード U1103-1023

イエロー

商品コード U1103-1024

グリーン

商品コード U1103-1025

定価￥330

（１本あたり￥27.5）

・軸には高品質の木材を使用。
・専用鉛筆削り付き

12 本入／定価￥1,800（１本あたり￥150）

ジャンボトライアングル色鉛筆 12 色セット LT450-12

色鉛筆 24 色セット #310-24 色鉛筆 12 色セット #310-12
商品コード U1103-1002

商品コード U1103-1003

定価￥2,260

定価￥1,140

商品コード U1103-1007

定価￥1,700

・滑らかな描き心地で鮮やかな発色。
・握りやすく、使いやすい三角軸。
・力を入れても折れにくい芯。
・軸には高品質の木材を使用。

トライアングルペンシル #9001-12 HB 12 本入り
商品コード U1103-1048

定価１ダース￥700（１本あたり約￥58）

・軸はお子様でも握りやすい三角軸。
机の上でも転がりません
・折れにくい芯。
・専用鉛筆削り付き。

・FAX 用紙、コピー用紙をはじめ、様々な紙に

・専用鉛筆削り付き。

使用できます。

・4 色鉛筆付き。

・約 350 Ｍをスムーズにラインを引けます。

・三角軸。
・高品質の顔料で、鮮やかな発色、優れた耐光性。
・厳選されたシーダーを軸に使用し、削りやすい。
・色の定着が良く、重ねて塗れる。

ツイン色鉛筆 ( キッズ用 )
色鉛筆 24 色１２本セット #L412-24
商品コード U1103-1008

定価￥950

・容量 0.5mm。
リンデン

ウッドペンシル #4200NB 12 本入り

商品コード U1103-1047

定価１ダース￥520（１本あたり約￥43）

ホワイト修正液

・専用鉛筆削り付き。

商品コード U1103-1026

・12 本 24 色の両軸色鉛筆。

・柔らかな芯で滑らかな描き心地。

・フタを閉め忘れてもドライアップしにくい構造。

#WPL2 20 本入／定価￥6,400
（１本あたり￥320）

水彩色鉛筆
色鉛筆 36 色セット #C610-36TN

商品コード U1103-1004

定価￥7,600

・容量 12ml
グラファイトペンシル 12 本セット #800AS-12TN
色鉛筆 72 色 36 本セット（丸缶入）#L412-72TN
商品コード U1103-1043

商品コード U1103-1005

定価￥1,700

定価￥2,940

・細書きタイプで持ちやすい形状です。
消しゴム
ホワイト #1020W

商品コード U1103-1027

ブラック #1020 B

商品コード U1103-1028

20 個入／定価￥2,000（１本あたり￥100）

色鉛筆 24 色セット #610-24TN
商品コード U1103-1051

・セット内容：２H ～８B

定価￥4,460

・最高級の顔料を使用。

・36 本 72 色の両軸色鉛筆。

・強くて折れにくい芯を使用。

・専用鉛筆削り付き。

・滑らかな描き心地で鮮やかな水彩色。

・滑らかな描き心地で鮮やかな発色。

・水と筆を使い多彩な表現が可能。丸筆付き（３６色）
。

・力を入れても折れにくい芯。

・高品質のスケッチ鉛筆。
・軸には高品質のシーダーを使用。
・ウッドレスのグラファイトステック４B が
入っているので、 グレートーンが描きやすい。

・消しくずがまとまって散らばりにくい。
・軽く消せる。

