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当社は1983年の近代トレイディング株式会社 創業以来、

35年以上に渡り厳選したヨーロッパの輸入文具を取り扱ってきました。

2018年に社名を株式会社KDT Japanに変更し、現在はオリジナルブラ

ンド「Tippi」などを展開中です。

思わず目を引くような、元気でカラフルなアイテムを中心に商品を展開し

ています。

本カタログのマークについて

総合カタログ初掲載の商品です

電卓の表示可能桁数を表しています

ポケットサイズの電卓です

防水防塵仕様のシールです

本カタログは当社WEBサイトでもご覧いただけます

https://www.kdtjapan.com/

NEW



09301

ＭＩＬＡＮ シャープナー＆イレイサー ４７０１１１６ＬＫ２

￥７００（本体価格）＋税

H65×W34×D23ｍｍ（本体）
H65×W150×D105ｍｍ（ボックス）
ロット：１６（16個入り）
仕　様： 3色アソート
　　　　 替え消しゴム ＢＮＭ１０２５８
　　　　 鉛筆削りφ8mm

  09342

※YL・GN 各６点ご注文いただいた場合は

ボックス什器付きで出荷いたします

ＹＬ
 120556

ＧＮ
 120557

ＭＩＬＡＮ 修正テープ　ＢＷＭ１０４７６

￥７２０（本体価格）＋税

H85×W45×D13ｍｍ（本体）
H136×W77×D15ｍｍ（パッケージ）
ロット：３
仕　様： テープ5mm幅×15m
　　　　 両利き対応
　　　　 使い切りタイプ

ルーラー Ｎｏ．３５１２６０ＬＫ２

￥２８０（本体価格）＋税

H11×W170×D9ｍｍ（1本）
H100×W170×D40ｍｍ（ボックス）
材　質：アクリル
ロット：６０（６０本入り）
カラー：アソート（3色）
仕　様：１５cm計・トライアングル型

消しゴム＆鉛筆削り

定規

修正テープ



NEW

NEW

NEW NEW

Tippi チェックポーチ XS

￥９００（本体価格）＋税

H140×W130ｍｍ
ロット：2
生産国：中国

Tippi チェックポーチ S

￥１,１００（本体価格）＋税

H90×W200ｍｍ
ロット：2
生産国：中国

Tippi チェックノートＡ５

￥７２０（本体価格）＋税

ロット：2
生産国：中国
仕　様：42ページ罫線（線色ピンク）
　　　　天気・曜日・日付の記入欄あり

Tippi チェックボールペン

￥７２０（本体価格）＋税

ロット：3
生産国：中国
仕　様：水性ボールペン／1.0mm径
　　　　ノック式／インク色ブラック

ＢＬ
 120583

ＢＬ
 120591

ＰＫ
 120585

ＰＫ
 120577

ＲＤ
 120582

ＲＤ
 120590

ＢＬ
 120579

ＰＫ
 120581

ＲＤ
 120578

Gingham
Check

������

ＰＫ
 120589

ＢＬ
 120587

ＲＤ
 120586



手のひらに乗るミニサイズの

折りたたみコンテナボックス。

スタッキング可能なので

デスク小物の整理におすすめです。

ＭＩＮＩストレージボックス

￥５００（本体価格）＋税

H57×W150×D98ｍｍ（組み立て時）
材質：ポリプロピレン
生産国：China
ロット：５



推し活応援アイテム
推しのチェキ・トレカ・写真を収納できるアイテム集めました

ＧＮ
 120564

ＰＫ
 120563

ＰＵ
 120565

リングから剥がすように

リフィルを抜くことができます

5枚入り
(40ポケット)

5枚入り
(20ポケット)

ミニインスタントフォトアルバム

￥７８０（本体価格）＋税

H108×W120×D23ｍm
生産国：China
ロット：２
仕　様：リフィル20枚(20ポケット)付

最大92×65mmまで収納可能
チェキ instax mni フィルム(86×54mm)対応
名刺・カード(91×55mm)対応

クリアのカバーは

キラキラのラメ加工です

ＭＹＰＨＯＴＯバインダーアルバムＡ５

￥２,３００（本体価格）＋税

H191×W190×D27ｍm
材質：PVC・PP
ロット：２
生産国：China
仕　様：リフィル25枚(200ポケット)付

チェキ instax mini フィルム(86×54mm)対応
名刺・カード(91×55mm)対応

H185×W155×D1mm(1パック）
材質：PP
ロット：2
生産国：China

ＭＹＰＨＯＴＯバインダーアルバムＡ５ リフィル

￥６００(本体価格)＋税

※チェキおよびinstaxは富士フイルム株式会社の登録商標です。

NEW



レインボー型のフォトスタンドです。

チェキ instax mini フィルムを飾ることができます。

２枚のアクリル板に写真を挟み磁石で固定するシンプルな構造。写真の入れ替えが簡単です。

スタンドは折りたたむこともできます。

卓上スタンドタイプのアルバムです。

日めくりカレンダーのように写真を飾ることができます。

チェキ instax mini フィルムに対応します。

両面4ポケット×17シートで、合計68枚収納できます。

※チェキおよびinstaxは富士フイルム株式会社の登録商標です。

オーロラ
 120574

ホログラム
 120575

MYPHOTOアルバム

￥１,２００（本体価格）＋税

H127×W150ｍｍ
材　質：PVC・紙
ロット：2
生産国：中国
仕　様：68ポケット

チェキ instax mini フィルム（86×54mm）対応

NEW

NEW

レインボーミニフォトスタンド

￥１,８００（本体価格）＋税

W125ｘＨ130ｘＤ10ｍｍ
材質：アクリル・マグネット
ロット：2
生産国：中国

ペール

（写真左から）

 120624
レトロ

 120623
パステル

 120622



Tippi ＷＧフレーム　ダイヤモンドシェル
￥８６０（本体価格）＋税

H95×W95×D45ｍｍ
材質：ABS・蒸留水・グリッター
生産国：China
ロット：2
適応写真サイズ：直径64mm

フレームを振ると

グリッターが舞います

チェキ instax mini のフィルムを飾ることができます。

サイドのデザインはホログラムとクリアラメの2種類。

ましかくフォト（89×89mm）も飾ることができます

※チェキおよびinstaxは富士フイルム株式会社の登録商標です。

ミニインスタント フォトフレーム
￥８００（本体価格）＋税

H94×W61×D25ｍｍ
材質：ABS・蒸留水・グリッター
生産国：China
ロット：2
適応写真サイズ：86×54ｍｍ

フォトフレーム　WB-１７０３ Ｃｏｎｆｅｔｔｉ

￥１,０００（本体価格）＋税

H88×W62×D27ｍｍ
材質：ABS・蒸留水・グリッター
生産国：China
ロット：2
適応写真サイズ：85×53ｍｍ

NEW

フォトフレーム　WB-１７０１ Ｃｏｎｆｅｔｔｉ

￥１,３００（本体価格）＋税

H110×W103×D27ｍｍ
材質：ABS・蒸留水・グリッター
生産国：China
ロット：2
適応写真サイズ：最大100×100ｍｍ

アクリルフォトフレーム

￥１,３００（本体価格）＋税

[本体]W60×Ｈ87×Ｄ14ｍｍ
[写真]W54×H86mm
材質：アクリル・紙
ロット：2
生産国：中国



Tippi ハートグリッターダブルウォ-ルグラス

￥２,４００（本体価格）＋税

ＭＵＬＴＩ
 120598

ＲＤ
 120597

ハート型のグリッターが入ったダブルウォールグラスです。

動かすとグリッターがキラキラと動きます。

Glitter Glass

H97×W90ｍｍ
ロット：2
生産国：中国
材　質：高ホウケイ酸ガラス
仕　様：耐熱温度100℃

NEW



ＭＩＬＡＮ Ｎｏ．１５９５１２ＳＮ

￥２,１００（本体価格）＋税

H96×W61×D9ｍｍ（本体）
H155×W115×D100ｍｍ（ボックス）
ロット：１２（1２個入り）
カラー：アソート（全４パターン）
仕　様： デュアルパワー・オートパワーオフ

ＭＩＬＡＮ　メカニカルペンシル　Ｎｏ．１８５０２９２０ＳＮ

￥６９０（本体価格）＋税

H130×W16×D15ｍｍ（1本）
H130×W110×D123ｍｍ（ボックス）
ロット：20（20本入）
仕　様：ノック式シャープペンシル・芯径0.7mm
　　　　2B芯付属

ＭＩＬＡＮ　Ｎｏ．１５９５０６ＳＬ

￥２,０００（本体価格）＋税

H97×W67×D8ｍｍ（1個）
H107×W112×D96ｍｍ（ボックス）
ロット：6（6個入）
仕　様：デュアルパワー・オートパワーオフ

ＭＩＬＡＮ　イレイサー＆ペンシル ＰＬ１　Ｎｏ．１８５０２９９２０

￥５３０（本体価格）＋税

H144×W15×D11ｍｍ（1本）
H130×W110×D120ｍｍ（ボックス）
材　質；ABS
カラー：アソート（全４色）
ロット：20（20本入）
仕　様：0.5ｍｍシャープペン芯・HB芯付属

ＭＩＬＡＮ　シャープナー＆イレイサー　Ｎｏ．４７１４１１２

￥１,０００（本体価格）＋税

H65×W35×D24ｍｍ（1個）
H70×W150×D77ｍｍ（ボックス）
材　質：ABS
カラー：アソート（全４パターン）
ロット：12（12個入）
仕　様：替え消しゴムＢＮＭ１０２５８
鉛筆削りφ8mm

ＭＩＬＡＮ　シャープナー＆イレイサー　Ｎｏ．４７２１１１６

￥１,０００（本体価格）＋税

H65×W38×D25ｍｍ（1個）
H65×W165×D118ｍｍ（ボックス）
カラー：アソート（全４パターン）
ロット：16（16個入）
仕　様：替え消しゴムＮｏ.４３０
鉛筆削り2穴（φ8mm・φ12mm）

消しゴム＆鉛筆削り
シャープペンシル

消しゴム＆鉛筆削りシャープペンシル

電卓（ポケットサイズ）

電卓（ポケットサイズ）

SUNSET edition

Silver edition



ＭＩＬＡＮ　消しゴム　Ｎｏ．４０４５

￥７５（本体価格）＋税

本体（1個）：H34×W39×D9ｍｍ
材　質：合成ゴム
ロット：４５（４５個入）

ＭＩＬＡＮ　消しゴム　Ｎｏ．４３０

￥８５（本体価格）＋税

本体（1個）：H28×W28×D13ｍｍ
材　質：合成ゴム
仕　様：アソート（3色）
ロット：３０（３０個入）

ＭＩＬＡＮ　消しゴム　Ｎｏ．８６０RA

￥５０（本体価格）＋税

本体（1個）：H47×W14×D7ｍｍ
ボックス：H30×W150×D90ｍｍ
材　質：合成ゴム・研磨剤
ロット：６０（６０個入）

ＭＩＬＡＮ　消しゴム　Ｎｏ．６２４ nata

￥９５（本体価格）＋税

本体（1個）：H27×W39.5×D9.5ｍｍ
ボックス：H30×W110×D80ｍｍ
材　質：プラスチック
仕　様：個包装
ロット：２４（２４個入）

ＭＩＬＡＮ　消しゴム　Ｎｏ．３０ＢＬ３６０２７

￥２５０（本体価格）＋税

本体（1個）：H39×W21.5×D11.5ｍｍ
ケース：H135×W80×D10ｍｍ
材　質：ABS樹脂
ロット：５（３個入）

ＭＩＬＡＮ　スペアイレイサー　Ｎｏ．ＢＴＭ１０３１１

￥３２０（本体価格）＋税

ケース：H145×W60×D7ｍｍ
ロット：６

ＭＩＬＡＮ　スペアイレイサー　Ｎｏ．ＢＮＭ１０２５８

￥７１０（本体価格）＋税

本体（1個）：H32×W28×D11ｍｍ
ロット：３

ＭＩＬＡＮ　消しゴム　Ｎｏ．７０２４

￥１５０（本体価格）＋税

本体（1個）：H50×W23×D10ｍｍ
ボックス：H30×W100×D100ｍｍ
仕　様：個包装
ロット：２４（２４個入）

ＭＩＬＡＮ　消しゴム　Ｎｏ．４０３ GIGANTE

￥４３０（本体価格）＋税

本体（1個）：H51×W68.5×D28.5ｍｍ
ボックス：H30×W160×D70ｍｍ
材　質：合成ゴム
仕　様：個包装
ロット：３

ＭＩＬＡＮ　消しゴム　Ｎｏ．４２８

￥１８０（本体価格）＋税

本体（1個）：H46×W51×D13ｍｍ
材　質：合成ゴム
ロット：２８（２８個入）

１００年 以 上の歴 史を持つM I L A Nの消しゴム。

時 代を超えて世 界 中で愛されています。



MILANのベストセラーの消しゴムを模した鉛筆削りです。

『1918』はレトロなMILANのデザインを再現したシリーズの1つです。

本体に抗菌効果のあるリン酸銀ガラスを使用しています。

学校やオフィスのほか、多数の人が触れる公共の場や

食品を扱う環境などでもおすすめです。

FSC®認証マーク100％を取得しているHB鉛筆です。

FSC®認証林から生まれた原料だけを使用している

製品であることが証明されています。

MILANのロゴが刻印された消しゴム付き。

水彩色鉛筆と

水筆のセットです。

スタートキットとして

おすすめです。

02530

08769
07618

G（GREY）
  09363

P（PINK）
  09362

GR（GREEN）
  09361

ＭＩＬＡＮ イレイサー＆ペンシル

Ｎｏ．ＢＷＭ１０４５８IＢＧ

￥４２０（本体価格）＋税

H143×W10×D16ｍｍ（本体）
H210×W64×D12ｍｍ（パッケージ）
ロット：２
仕　様：ノック式シャープペンシル
　　　　芯径0.7ｍｍ／HB芯付属
　　　　替え消しゴムBTM10311

ＭＩＬＡＮ　イレイサー＆ペンシル

Ｎｏ．１８５０１２９２０

￥５２０（本体価格）＋税

H143×W16ｍｍ（本体）
H222×W82×D80ｍｍ（ボックス）
ロット：２０
仕　様：ノック式シャープペンシル
　　　　芯径0.9ｍｍ／2B芯付属

ＭＩＬＡＮ　ＨＢペンシル　Ｎｏ．０７１２１２１１２ＦＳＣ

￥８４０（本体価格）＋税

H188×D7ｍｍ（1本）
H220×W48×D16mm（ケース）
ロット：2
仕　様：12本入り・六角形・リード2.2cm

ＭＩＬＡＮ　ウォーターカラーペンシル+ブラシセット　ＢＷＭ１０４０１

￥１,２００（本体価格）＋税

H228×W115×D12ｍｍ（ケース）
ロット：2
セット内容：水彩色鉛筆
イエロー・レッド・ブルー・グリーン・ブラック各1
8ml水筆

ＭＩＬＡＮ　シャープナー１９１８　Ｎｏ．２０１４０９３２

￥１５０（本体価格）＋税

H28×W28×D13ｍｍ（1個）
H136×W118×D30mm（ボックス/展開時）
ロット：３２（３２個入り/箱）

シャープペンシル

鉛筆削り

鉛筆 水彩色鉛筆

シャープペンシル



蛍光色とメタリック色の色鉛筆です

3.5ｍｍの太軸の色鉛筆です。

天然木を使用した

スタイリッシュなデザイン。

01795

ＭＩＬＡＮ　１２カラーペンシル３．５ｍｍ　Ｎｏ.０７２２１１２

￥１,１００（本体価格）＋税

H175×D7mm（1本）
H212×W87×D9ｍｍ（ケース）
ロット：2
仕　様：12本入り12色・六角軸・リード3.5mm

ダブルカラーペンシル　Ｎｏ．０７１１２３１２

￥１,２００（本体価格）＋税

H175×D8.5ｍｍ（1本）
H218×W100×D10ｍｍ（ケース）
ロット：２
仕様：１２本入２４色・三角軸

ダブルカラーペンシル ブラックウッド　Ｎｏ．０７１２３３０６

￥１,１５０（本体価格）＋税

H175×D85ｍｍ（1本）
H218×W44×D8ｍｍ（ケース）
ロット：２
仕様：６本入12色・三角軸

Ｆｌｕｏマーカー（アソート）

￥１４０（本体価格）＋税

H125×W25×D20ｍｍ（1本）
ロット：１２（１２本入り）
カラー：アソート（５色）

Ｆｌｕｏマーカー（単色）

￥１４０（本体価格）＋税

H125×W25×D20ｍｍ（1本）
ロット：１２（１２本入り）

プラスティックパステル　Ｎｏ．０２７２１２Ｋ

￥９００（本体価格）＋税

H225×W104×D9ｍｍ（ケース）
ロット：２
セット内容：クーピー１２本（三角軸）
消しゴム・シャープナー

色鉛筆

色鉛筆

蛍光ペン 蛍光ペン

色鉛筆

プラスチック色鉛筆



０.５mm HB
(Ｎｏ.１８５１０７０５１２)

０.７mm ２B
(Ｎｏ.１８５１０７１４１２)

０.９mm ２B
(Ｎｏ．１８５１０７０９１２)

１.３mm ２B
(Ｎｏ．１８５１０７１３１２)

ＭＩＬＡＮ　３０ｃｍルーラー Ｎｏ．３５３８０１

￥４００（本体価格）＋税

H313×W36×D2ｍｍ（1個）
H380×W49×D3ｍｍ（パッケージ）
ロット：２
仕　様：30ｃｍ定規・半透明デザイン
柔らかく曲げられる素材のルーラーです

ＭＩＬＡＮ ルーラー カラー　Ｎｏ．３５１２６０C

￥２８０（本体価格）＋税

H11×W170×D9ｍｍ（1本）
H100×W170×D40ｍｍ（ボックス）
材　質：アクリル
ロット：６０（６０本入り）
カラー：アソート（3色）
仕　様：１５cm計・トライアングル型

ＭＩＬＡＮ ルーラー クリア Ｎｏ．３５１１６５

￥２８０（本体価格）＋税

H11×W170×D9ｍｍ（1本）
H100×W170×D40ｍｍ（ボックス）
材　質：アクリル
ロット：６５（６５本入り）
仕　様：１５cm計・トライアングル型

ＭＩＬＡＮ ペンシルリード

￥１８０（本体価格）＋税

H75×W22×D8ｍｍ（1ケース）
H75×W50×D45ｍｍ（ボックス）
ロット：12（1ボックス12ケース入）
仕　様：1ケースに12本入

ポインターラベル　定規付き

￥４２０（本体価格）＋税

H128×W53ｍｍ（パッケージ）
H12×W45（ラベル１枚）
材　質：プラスティック
ロット：5
仕様　：8色×15枚／12ｃｍ定規

定規

定規

シャープ替え芯

付箋

定規



ケース付きのはさみです。

刃に5ｃｍまで測ることができる定規がついており

刃先は丸くなっています。

3歳から使える、お子さまの初めてのはさみに適した

アニマル柄のシザーです。先端は丸く、グリップ部はソフトなゴム製。

刃先は最大2cmしか開かないので安心してお使いいただけます。

ハンドルと刃が同色のデザイン。

左右対称のハンドルで

左右両利きに対応します。

03260

ＭＩＬＡＮ　シザー Ｎｏ．ＢＷＭ１０４２５

￥６００（本体価格）＋税

H170×W60×D8ｍｍ（1個）
H230×W70×D12ｍｍ（パッケージ）
ロット：２
仕　様：ステンレス刃

スクールシザー　Ｎｏ．ＢＷＭ１０２５５　　

￥３８０（本体価格）＋税

H170×W95×D10ｍｍ（パッケージ）
材　質：ABS・鉄
ロット：12

セラミックカッター　Ｎｏ．６００５５１　　

￥１,３００（本体価格）＋税

H100×W45×D10ｍｍ（パッケージ）
H110×W150×D85ｍｍ（ボックス）
材　質：ABS・セラミック
ロット：3（3色各1）

ＭＩＬＡＮ　アニマルFunnyシザー Ｎｏ.１４６９０７１６

￥６８０（本体価格）＋税

全長122mm（1個）　最大開口20mm
H232×W177×D120ｍｍ（ボックス/展開時）
ロット：１６（１６個入/箱）
材　質：プラスチック刃
仕　様：対象年齢3歳以上・紙のみカット可能

はさみ（子ども用）

はさみ

カッター

はさみ



よく使う機能だけを厳選したロングセラーの電卓です。

特徴的な大きなキーは操作性も抜群。

年齢性別を問わず、シンプルで使いやすい電卓を

お探しの方から長年ご好評いただいています。

ＭＩＬＡＮ　Ｎｏ．１５１７０８

￥３,０００（本体価格）＋税

本体（1個）：H145×W106×D21ｍｍ
パッケージ：H220×W140×D40ｍｍ
ロット：２
デュアルパワー・オートパワーオフ
特大キー

電卓（卓上サイズ）

ＭＩＬＡＮ　Ｎｏ．１５２０１２

￥２,６００（本体価格）＋税

本体：H152×W100×D37ｍｍ
パッケージ：H230×W150×D50ｍｍ
ロット：２
デュアルパワー・オートパワーオフ
電源OFFボタン・桁戻り機能
メモリー機能・小数の表示選択機能
√キー・＋/－キー

電卓（卓上サイズ）

ＭＩＬＡＮ　Ｎｏ．１５９９０６ ＳＬ

￥３,５００（本体価格）＋税

本体（1個）：H145×W106×D21ｍｍ
パッケージ：H220×W140×D40ｍｍ
ロット：２
デュアルパワー・オートパワーオフ
桁戻り機能・特大キー

電卓（卓上サイズ）

ＭＩＬＡＮ　Ｎｏ．１５９９０６ ＬＫ

￥２,８００（本体価格）＋税

本体：H145×W106×D27ｍｍ
パッケージ：H220×W140×D40ｍｍ
ロット：２
オートパワーオフ・ソーラー充電
桁戻り機能・特大キー

電卓（卓上サイズ）

ＤＢＲＢＬ

ＭＩＬＡＮ　Ｎｏ．１５９９０６ ＴＭ

￥２,８００（本体価格）＋税

本体：H145×W106×D21ｍｍ
パッケージ：H220×W140×D40ｍｍ
ロット：２
デュアルパワー・オートパワーオフ
桁戻り機能・特大キー

ＭＩＬＡＮ　Ｎｏ．１５０６１０

￥２,４００（本体価格）＋税

本体：H145×W106×D21ｍｍ
パッケージ：H220×W140×D40ｍｍ
ロット：２
デュアルパワー・オートパワーオフ
桁戻り機能・特大キー

電卓（卓上サイズ） 電卓（卓上サイズ）



本体：H102×W67×D9mm
パッケージ：H163×W95×D23mm
ロット：3
仕　様：デュアルパワー
　　　　オートパワーオフ
　　　　ゴム製キー

ＭＩＬＡＮ Ｎｏ．１５０２０８
￥１,１００（本体価格）＋税

ＭＩＬＡＮ USBカリキュレーター Ｎｏ．１５０４１２６
￥４,０００（本体価格）＋税

本体：H120×W70×D15mm
ロット：1
仕　様：デュアルパワー・桁戻り機能
　　　オートパワーオフ・税計算
　　 　テンキー機能

PCにUSB接続してテンキーとして使用でき

る電卓です。電卓モードの計算結果をPCに

送信することができます。カーソルキー、

バックスペースキー付きなので表計算ソフ

トへの入力可能です。

ＭＩＬＡＮ　Ｎｏ．１５９６０１ＣＰＰＢＬ
￥１,４００（本体価格）＋税

H96×W61×D9ｍｍ（1個）
H180×W25×D120ｍｍ（パッケージ）
ロット：2
仕　様：
デュアルパワー
オートパワーオフ

07573

16桁まで計算できるロングセラーの電卓です。

大きな桁を扱うビジネスにも対応できる機能性と

ブラック×ホワイトのシンプルな見た目が人気。

さまざまな場面で活躍する電卓です。

ＭＩＬＡＮ　Ｎｏ．１５２０１６

￥５,９００（本体価格）＋税

本体：H182×W135×D30ｍｍ
パッケージ：H270×W200×D55ｍｍ
ロット：２
デュアルパワー・オートパワーオフ
電源OFFボタン・桁戻り機能
メモリー機能・小数の表示選択機能

ＭＩＬＡＮ　Ｎｏ．１５１７１２

￥４,８００（本体価格）＋税

本体：H187×W135×D38ｍｍ
パッケージ：H260×W180×D55ｍｍ
ロット：２
デュアルパワー・オートパワーオフ
桁戻り機能・特大キー

電卓（ポケットサイズ） 電卓（ポケットサイズ）

電卓（ビッグサイズ）

電卓（ビッグサイズ）



首にかけると

ネックストラップになる

メジャーです。

赤いボタンを外すと

テープメジャーとして

使うことができます。

NEW

ヘキストマス ｓａｍｂａ メジャー（ネックストラップ)

￥９５０（本体価格）＋税

H1125×W8ｍｍ(本体)
H185×W100×D23ｍｍ(パッケージ)
ロット：５
材　質：ポリエステル（PVCコーティング）
生産国：ドイツ

ヘキストマス ロールメジャー

￥１,０００（本体価格）＋税

Φ50×D10mm
ロット：５
材　質：ABS
生産国：ドイツ
仕　様：両面センチ表記（150cm）

ヘキストマス PICCO キーホルダーメジャー

￥１,１００（本体価格）＋税

Φ43×D14×ホルダー65mm
材質：ABS・合金
生産国：ドイツ
ロット：5
仕様：両面センチ表記（150cm）

ヘキストマス Ｔｒｅｎｄｙ メジャー

￥４２０（本体価格）＋税

材質：ABS
生産国：ドイツ
ロット：5
仕様：150cm目盛り

ヘキストマス PILLOW ロールメジャー

￥９００（本体価格）＋税

H43×W43×D10mm
材質：ABS
生産国：ドイツ
ロット：5
仕様：150cm目盛り



２枚目 ２枚目 ２枚目 ２枚目 ２枚目

ラベリング収納に

 水に濡れても剥がれません 

手帳やカレンダーに 表札や郵便ポストに スポーツ・レジャー用品に お弁当箱や水筒に

ドイツのラベル専門メーカー、HERMA 社製の耐候性ラベルシールです。

太陽光やホコリ、水などで劣化しにくいため、屋内外を問わず幅広い用途で使用できます。

H10mm H15mm

H25mm H33mm

10
mm

切り抜き
黒文字

防水防塵

ＨＥＲＭＡ ラベル 各種

￥３００（本体価格）＋税

パッケージサイズ
W84×H120ｍｍ
ロット：10



２枚目

H15mm H25mm

10mm 15mm 25mm 33mm

＜切り抜き文字原寸見本＞

＜切り抜き文字オーダー番号早見表＞

カットライン

切り抜き
白文字

防水防塵

クリア
フィルム

防水防塵



ＨＥＲＭＡ ラベル 各種

￥３００（本体価格）＋税

パッケージサイズ
W84×H120ｍｍ
ロット：10



ＫＡＮＥＸ ステープラー ５５５

￥６００（本体価格）＋税

本体：H42×W120×D24mm
生産国：インド
材質：スチール
ロット：５
仕様：３号針（針足6mm）
　　　針装填本数　50─100本
　　　綴じ枚数　約30枚

ＫＡＮＥＸ ステープラー ＭＩＮＩ１０

￥４００（本体価格）＋税

H34×W61×D18mm
生産国：インド
材質：ABS・スチール
ロット：５
仕様：10号針
　　　針装填本数　50本
　　　綴じ枚数　　約10枚

２ｗａｙ　ＬＥＤ Lｉｇｈｔ Ｎ

￥１,９００（本体価格）＋税

H155×W120×D35mm
生産国：中国
材　質：ABS
ロット：２

Ｎｏ.３ カラフルステープラーリフィル

￥２８０（本体価格）＋税

H19×W67×D37mm
生産国：中国
ロット：５
仕様：3号針（針足6ｍｍ）
　　　5カラー各200本（計1,000本）入り

ココイーナ スティックのり ＳＶ

材　質：ポリプロピレン（ケース）
ロット：ポリビニルピロリドン（糊）
生産国：イタリア

Ｌサイズ（写真左）

￥５６０（本体価格）＋税

H124×W30ｍｍ
ロット：５

Ｍサイズ（写真中央）

￥４３０（本体価格）＋税

H95×W25ｍｍ
ロット：１０

Ｓサイズ（写真右）

￥３００（本体価格）＋税

H85×W20ｍｍ
ロット：１０

Ｍｕｄｐｕｐｐｙ リングフラッシュカード

￥２,０００（本体価格）＋税

H126×W70×D35mm(本体)
H175ｘW108ｘD58mm(パッケージ)
生産国：中国
材　質：紙
ロット：２

タッキング可能



Ｂｅａｕｔｏｎｅ ドキュメントファイル A４

￥１,６００（本体価格）＋税

H245×W330×D35mm(本体)
生産国：中国
材　質：PP
ロット：２
仕　様：１３ポケット・インデックスシール付

Ｂｅａｕｔｏｎｅ ドキュメントファイル チェック

￥９５０（本体価格）＋税

H140×W260×D25mm(本体)
生産国：中国
材　質：PP
ロット：3
仕　様：１３ポケット・インデックスシール付

長３封筒・Ａ４三つ折り収納可

Ｂｅａｕｔｏｎｅ ドキュメントファイル Ａ４ ＰＫ

￥１,６００（本体価格）＋税

H245×W330×D35mm(本体)
生産国：中国
材　質：PP
ロット：２
仕　様：１３ポケット・インデックスシール付

Ｂｅａｕｔｏｎｅ ドキュメントファイル クーポン ＢＫ

￥４２０（本体価格）＋税

H110×W180×D20mm(本体)
生産国：中国
材　質：PP
ロット：6
仕　様：１３ポケット・インデックスシール付

レターサイズポケットファイル

￥４８０（本体価格）＋税

H170×W240×D5mm(1枚)
生産国：中国
材　質：PP
ロット：2
仕　様：Ａ５サイズファイル３枚セット
　　　　カードポケット付

ファイルＢＡＧ

￥８００（本体価格）＋税

H245×W325×D70mm
生産国：中国
材　質：PP・ポリエステル
ロット：2

ＬＵＣＫファイル

￥７００（本体価格）＋税

H245×W325×D70mm
生産国：中国
材　質：PP
ロット：2
仕　様：ポケットファイル（ポケット固定式）
　　　　A４縦入れ・３０ポケット・中紙なし

Ａ５より少し大きなサイズが入る、
フラットなポケットファイル３枚セットです。
クリアのデザインで、カードポケットがついています。

Ｂｅａｕｔｏｎｅ ドキュメントファイル クーポン

￥４８０（本体価格）＋税

H110×W180×D20mm(本体)
生産国：中国
材　質：PP
ロット：3
仕　様：１３ポケット・インデックスシール付

通帳・お札収納可



089592089590

089593089591

Tippi ハートスプリンクルポーチ ＸＳ

￥８６０（本体価格）＋税

H95×W120×D1mm
生産国：中国
ロット：2

Tippi ハートスプリンクルポーチ Ｓ

￥１,１００（本体価格）＋税

H97×W190×D1mm
生産国：中国
ロット：2

Tippi ５ポケットファイル

￥８６０（本体価格）＋税

H325×W240×D15mm
材　質：ＰＰ
生産国：中国
ロット：2

Tippi ステーショナリーセット

￥６８０（本体価格）＋税

H80×W100×D20mm（ケース）
材　質：プラスチック
生産国：中国
ロット：2
セット内容：ホチキス・ホチキス替芯
　　　　　　ワンホールパンチ・テープカッター　各1点

Tippi　スタースプリンクルポーチS

￥１,１００（本体価格）＋税

H97×W190×D1mm
生産国：中国
ロット：２

Tippi スタースプリンクルポーチ ＸＳ

￥８６０（本体価格）＋税

H95×W120×D1mm
生産国：中国
ロット：2

ミニサイズのステーショナリーが
クリアポーチに入ったセットです

����������������



ＰＫ
120493

ＰＵ
089482 089483

Ｌｏｖｅ
089342

Ｌｉｐ
089344

ＧＮ
089460

3種類のテープとテープカッターのセット。

吸盤で本体を固定することができます。

イエローとピンクのテープは書き込み可能。

シルバーはフィルムのテープです。

キラキラと光を反射するオーロラデザインの粘着テープ。

パーティやイベント等でのデコレーションにもおすすめ。

マルチ
089476

ハートＲＤ
089475

089477

Ｗｈｉｔｅ
089478

Ｎｅｏｎ　Ｐｉｎｋ
089479

Tippi プリズム１３ポケットファイル

￥１,２００（本体価格）＋税

H240×W330×D35mm
材　質：ＰＰ
生産国：中国
ロット：2
仕　様：Ａ４サイズ・13ポケット
　　　　インデックスシール付

Tippi ２ＷＡＹ グリッターファイル

￥８００（本体価格）＋税

H222×W164×D8ｍｍ
材質：PE
生産国：中国
ロット：２
仕様：A5サイズ・10ポケット

Tippi ２ＷＡＹ グリッターファイル A４

￥１,１００（本体価格）＋税

H310×W246×D8ｍｍ
材質：PE
生産国：China
ロット：２
仕様：A4サイズ・10ポケット
　　　チャック付き収納

Tippi Ｂｉｇプリズムテープ

￥６４０（本体価格）＋税

W48ｍｍ×5ｍ
材質：フィルム・粘着剤（アクリル系糊）
生産国：Taiwan
ロット：2
粘着テープ

Tippi テープディスペンサー

￥２,０００（本体価格）＋税

本体：H55×W125×D60ｍｍ
材質：ABS・蒸留水・グリッター
生産国：China
ロット：２
プリズムテープ’(ホワイト)１点付き

Tippi テープセット

￥９８０（本体価格）＋税

本体：H63×W57×D69ｍｍ
材　質：フィルム・粘着剤（アクリル系糊）
生産国：China
ロット：２

Tippi プリズム１３ポケットファイル チェックサイズＰＫ

￥８６０（本体価格）＋税

材質：PP
生産国：中国
ロット：1
仕様：13ポケット・インデックスシール付き



Tippi ペーパークリップ

￥６００（本体価格）＋税

W90×H75mm(パッケージ）
材　質：合金
生産国：中国
ロット：2



ＰＧＤ
120504

ＰＵ
120506

ＧＮ
120505

ＢＫ
120503

Ｐｒｉｓｍ
120525

ＰＵ
120528

ＰＧＤ
120527

Ｐｒｉｓｍ
120526

ペンホルダークリップ

￥５００（本体価格）＋税

[本体左]H60×W28×D14ｍｍ
[本体右]H76xW19xD11mm
H120×W73×D15ｍｍ（パッケージ）

材　質：合金
生産国：中国
ロット：２
仕　様：２種セット

ＪＩＭクリップ

￥４８０（本体価格）＋税

幅33mm(バインダークリップ本体)
H40xW45xD30mm(パッケージ)
材質：合金
生産国：中国
ロット：2

Ｂｉｇバインダークリップ

￥３００（本体価格）＋税

本体：幅51ｍｍ
材　質：合金
生産国：China
ロット：２

手帳やノートに挟むとペンホルダーになるクリップ。
クリップするだけで手軽に使えて、手帳やノートのサイズを選びません。



ＧＤ
120520

ＰＧＤ
120507

ＧＲ
089414

ＳＶ
089413

089349

テープディスペンサー

￥２,５００（本体価格）＋税

H80×W120×35ｍｍ　53ｇ
材　質：合金
生産国：中国
ロット：1

Tippi Ｇｌｉｔｔｅｒ ｎｏｔｅｂｏｏｋ Ａ５

￥４２０（本体価格）＋税

H210×W144ｍｍ
材質：PE・紙
生産国：China
ロット：２
仕様：80ページ・横罫27行（幅7ｍｍ）

Tippi Ｇｌｉｔｔｅｒ ｎｏｔｅｂｏｏｋ

２冊セット（GN・SV）

￥８２０（本体価格）＋税

Tippi マルチバンド ビジュー

￥８８０（本体価格）＋税

約130×14ｍｍ
材質：ゴム・合金
生産国：日本
ロット：2
仕様：A6・A5・A4・B6・B5対応
　　　縦掛け（A6・B6・A5）
　　　横掛け（A5・B5・A4）

本・手帳はもちろん、お弁当箱などにも使える

マルチなゴムバンド。



ＰＵ
120522

ＰＫ
120521

ＧＮ／ＢＬ
120514

ＰＫ／ＮＶ
120513

ＰＵ／ＰＫ
120512

コンテナーＢＯＸ

￥９００（本体価格）＋税

外径サイズ；H200×W300×D120ｍｍ
内径サイズ：H178×W270×D120ｍｍ
耐荷重：5kgまで
材　質：PVC
生産国：China
ロット：２

プラスチッククリップ

￥４５０（本体価格）＋税

H50×W50×D50ｍｍ（パッケージ）
材　質：プラスチック
生産国：台湾
ロット：２
仕　様：カラーアソート

プラスチックカードケース

￥５００（本体価格）＋税

H73×W104×D20ｍｍ（本体）
材　質：プラスチック
生産国：台湾
ロット：２
仕　様：カード・名刺 収納可能
＜収納可能枚数＞
カード：約13枚
名刺　：約30枚

カラフルスパイラルノート　Ａ６

￥５８０（本体価格）＋税

生産国：China
材　質：PP・リサイクル紙
ロット：２
仕様：200シート・5インデックス・方眼紙

大きなリングにカラフルな表紙とインデックスがついたＡ６サイズのノート。

たっぷり使うことができる２００シート入りです。

２トーンのカラフルなスタッキングのできるストレージボックス。

サイドに丸みがあるので余裕をもって収納することができます。

両サイドにラベルホルダーがあるので、ラベリングすることも可能です。

NEW

ＢＬ
120626

ＯＲ
120627

ＹＬ
120628

クリア
120625



���＆���

当社では貴社オリジナル商品の製造（OEM・ODM）を承っております。

提案から量産・納品まで、経験豊富な担当者が一貫してサポートいたします。

協力工場がございますので、商品によっては小ロットも実現可能です。

「オリジナル商品を作りたい」「アイデアはあるけど、どうやって商品化したらいいか分からない」など

お客様のお話を伺い、ご要望に沿った形でご提案をいたします。

まずはお気軽にお問い合わせください。

＜その他＞　レッスンバッグ／スイミングバッグ／商品パッケージ　など

ここに記載のない製品も幅広く取扱い可能です。お気軽にご相談ください。

OEM/ODMの流れ

クリップ

ポーチ

（ペンケース ・ コスメポーチ ・ 巾着袋など） ボールペン

トートバッグ / マルシェバッグ 保冷バッグ

お客様のご要望に基づき

当社が生産を行います

OEM

お客様のイメージに基づき

当社が提案させていただきます

ODM

タンブラー ・ グラス フレーム （木製 ・ アクリル製）

製作例



◆ご注文について

ご注文はFAX／メールで承っております。商品コード・カラー・数量のご記載をお願いいたします。

数量はカタログに記載のロット単位でお願いいたします。

新規のお取引先様の場合、原則料金先払い（銀行振込/代引き）でお願いしております。

◆送料について

原則として１回の発送につき出荷下代金額が20,000円(税別)以上の場合は当社元払いになります。

20,000円(税別)未満の場合は別途送料を頂戴いたします。（運賃は下記参照）

欠品等により出荷下代金額に満たなくなった場合でも、別途運賃をご請求させていただく場合がございます。

運賃（税別）

※送り先１ヵ所につき上記運賃を頂戴いたします。

※沖縄・離島・一部地域につきましては別途お見積りさせていただきます。

※配送会社による料金改定等により、運賃は予告なく変更する可能性がございます。

　 ご注文確認時に必ず確定の送料をご案内いたします。

◆返品・交換について

商品は完全買取でお願いしております。初期不良や誤納以外での返品はお受けできません。

出荷時の検品には万全を期しておりますが、到着時には必ず数量・状態のご確認をお願いいたします。

また、店頭サンプル展示品や納品後の取扱い不注意による破損等での返品・交換もお受けできません。

◆その他

・本カタログでは希望小売価格（税別）を表示しております。

・価格及び商品の仕様は物価の変動等の理由で予告なく変更することがありますのでご了承ください。

・多数の商品が輸入品のため、欠品の場合は次回入荷まで多少の時間がかかります。

・商品写真の色は、印刷の都合で実際の色と多少異なる場合があります。

・海外ブランドの商品は予告なくパッケージのデザインが変更になる場合があります。

最新のカタログは当社WEBサイトでもご覧いただけます

https://www.kdtjapan.com/

お取引について

北海道

都道

府県

青森

岩手

秋田

宮城

山形

福島

茨城

栃木

群馬

埼玉

千葉

東京

神奈川

山梨

新潟

長野

富山

石川

福井

岐阜

静岡

愛知

三重

滋賀

京都

大阪

兵庫

奈良

和歌山

鳥取

島根

岡山

広島

山口

徳島

香川

愛媛

高知

福岡

佐賀

長崎

大分

熊本

宮崎

鹿児島

沖縄

離島

一部地域

950 750 650 700 700 700 750 850 850 950 実費

北海道地 域 東北 関東 信越 北陸 東海 関西 中国 四国 九州 その他

運賃



〒���-���� 東京都品川区大崎�-��-�� 小林ビル���
TEL：��-����-����　　FAX：��-����-����
https://www.kdtjapan.com/

オリジナルブランドサイト

https://www.tippi. info/

tippi. japan

 株式会社KDT Japan


