大人の鉛筆発売から 10 年
創業 70 年を記念して
「大人の色鉛筆 13」
発売します︕
使いやすさを最優先、
北星鉛筆が考える
大人の為の色鉛筆
是非体感してください。

12 色に白を加えて
表現の幅を広げました
13 色の最高級国産芯で作る色づくり
お楽しみ下さい。

特

徴

〇米国産インセンスシダー材の木製軸は、き
れいな木目で、使い込むほど手に馴染む。
〇高級国産色鉛筆芯は色のりが良く、重ね塗
りや、グラデーション表現も自由自在。
〇落としても内部で芯が折れない、新しく開
発した一体型内部構造で柔らかい芯を守る。
※先端金具は外れなくなりました。
〇いつでも同じ長さで、ずっと
使いやすい。
〇芯を出したまま収納できて
いつでもすぐ使える。
〇透明ケースは自分好みに
カスタマイズ可能。

同時発売︕
大人の鉛筆専用芯削り器
専用の色鉛筆芯で ３in1( スリーインワン ) で
芯先は自由自在
最高の書き味を提供します。

鉛筆屋が作った大人の為の色鉛筆

大人の色鉛筆が１本から
品名︓大人の色鉛筆
出荷単位︓5 個

単品

入数︓5×40

サイズ︓195×45×10

重量︓13ｇ

参考上代︓５８０円 ( 税別 )

大人の赤鉛筆 OTP-IE580RD
ＪＡＮ︓4972572-191003
大人の桃鉛筆 OTP-IE580PK
ＪＡＮ︓4972572-191010
大人の薄橙鉛筆 OTP-IE580PO
ＪＡＮ︓4972572-191027
大人の橙鉛筆 OTP-IE580OR
ＪＡＮ︓4972572-191034
大人の黄鉛筆 OTP-IE580YE
ＪＡＮ︓4972572-191041
大人の黄緑鉛筆 OTP-IE580LG
ＪＡＮ︓4972572-191058
大人の緑鉛筆 OTP-IE580GR
ＪＡＮ︓4972572-191065
大人の水鉛筆 OTP-IE580LB
ＪＡＮ︓4972572-191072
大人の青鉛筆 OTP-IE580BL
ＪＡＮ︓4972572-191089
大人の紫鉛筆 OTP-IE580PL
ＪＡＮ︓4972572-191096
品名︓大人の色鉛筆１３

全１３色

品番︓ OTP-IE13
ＪＡＮ︓4972572-190006
出荷単位︓１個

入数︓５×10

サイズ︓185×150×18

重量︓240ｇ

大人の茶鉛筆 OTP-IE580BR
ＪＡＮ︓4972572-191102
大人の黒鉛筆 OTP-IE580BK
ＪＡＮ︓4972572-191119
大人の白鉛筆 OTP-IE580WH
ＪＡＮ︓4972572-191126

使いたい色だけでも補充用にも

参考上代︓７，０７０円 ( 税別 )
※５個単位の出荷は専用ディスプレイ BOX 入

品名︓大人の色鉛筆替え芯
出荷単位︓5 個

重量︓10ｇ

参考上代︓１５０円 ( 税別 )

赤 OTP-IE150RD
ＪＡＮ︓4972572-190501
桃 OTP-IE150PK
ＪＡＮ︓4972572-190518
薄橙 OTP-IE150PO
ＪＡＮ︓4972572-190525
橙 OTP-IE150OR
ＪＡＮ︓4972572-190532
黄 OTP-IE150YE
ＪＡＮ︓4972572-190549
黄緑 OTP-IE150LG
ＪＡＮ︓4972572-190556
緑 OTP-IE150GR
ＪＡＮ︓4972572-190563
水 OTP-IE150LB
ＪＡＮ︓4972572-190570
青 OTP-IE150BL
ＪＡＮ︓4972572-190587

品名︓大人の色鉛筆１３替え芯
品番︓ OTP-1000IE
ＪＡＮ︓4972572-190013
出荷単位︓5 個

入数︓5×20

サイズ︓173×75×5

重量︓26ｇ

参考上代︓１，０００円 ( 税別 )

全１３色

３本入

入数︓5×40

サイズ︓180×40×10

１３色そろってお買い得

単品

紫 OTP-IE150PL
ＪＡＮ︓4972572-190594
茶 OTP-IE150BR
ＪＡＮ︓4972572-190600
黒 OTP-IE150BK
ＪＡＮ︓4972572-190617
白 OTP-IE150WH
ＪＡＮ︓4972572-190624

大人の鉛筆・色鉛筆も
これ一つで芯先自由自在

刃物の切れ味が悪くなったら交換しましょう︒
※

634 と合体で
使いやすさ倍増︕

単品売りになって新登場︕
世界初︕芯が折れない鉛筆削り器

10ｍｍ・8ｍｍ・7ｍｍの鉛筆が
１台で削れる。

品名︓大人の鉛筆専用芯削り器３㏌１
品番︓ OTP-63403
ＪＡＮ︓4972572-634036
出荷単位︓10 個

入数︓10×10

サイズ︓151×58×15

重量︓14ｇ

参考上代︓２５０円 ( 税別 )

品名︓日本式鉛筆削り６３４ 単品

品名︓日本式鉛筆削り６３４替え刃

品番︓ №.63402

品番︓ №.63400

ＪＡＮ︓4972572-634029

ＪＡＮ︓4972572-634005

出荷単位︓４個

出荷単位︓10 個

入数︓４×10

サイズ︓127×92×75

重量︓57ｇ

入数︓10×10

サイズ︓151×58×15

参考上代︓９８０円 ( 税別 )

重量︓14ｇ

参考上代︓２５０円 ( 税別 )

２００セット限定販売

創業 70 周年記念 DP セット
セット内容
日本式鉛筆削り 634

単品 ×4 個

日本式鉛筆削り 634 専用替え刃 ×5 個
大人の鉛筆専用

芯削り器

３㏌１×5 個

大人の色鉛筆

13

替え芯 ×5 個

大人の色鉛筆

13

×3 個

品名︓創業７０周年 DP セット
品番︓ KBP-70DP
ＪＡＮ︓4972572-191706
出荷単位︓１個

入数︓１

サイズ︓610×375×50

重量︓2.2ｋｇ

参考上代︓３２，６３０円 ( 税別 )

使い勝手を一番に考えた「使いやすい色鉛筆」
コンパクトに持ち運べて、立てて使える新しいケース。
●使う時のことを、とことん考えました！
ー使いやすさを追求した色鉛筆ー
従来の缶入りケースと比較すると
使用時の面積は、わずか５％
スケッチブックや塗り絵など、
ゆったり広げられて、卓上を
有効活用できます！

ゆったり
広々

●長さの変化に対応

!
open

だんだん
小さく

20％
品名︓使いやすい色鉛筆

３６色

品名︓使いやすい色鉛筆

２４色

品番︓ KS-TY36C

品番︓ KS-TY24C

ＪＡＮ︓4972572-100364

ＪＡＮ︓4972572-100241

出荷単位︓2 個

出荷単位︓３個

入数︓2×18

サイズ︓233×70×60

重量︓245ｇ

参考上代︓２，４００円 ( 税別 )

色鉛筆の長さに合わせて
ケースの長さも
コンパクトに！

入数︓3×12

サイズ︓233×70×40

重量︓175ｇ

参考上代︓１，６００円 ( 税別 )

鉛筆を大事に経済的に使う方法、
それは芯の折れない鉛筆削り器を使う事です︕
入学・入園のプレゼントに最適。
世界初！「見える」新構造
ゴミが下に落ちて
鉛筆がしっかり見える！

品名︓日本式鉛筆削り６３４ケース替え刃付き
品番︓ №.634
ＪＡＮ︓4972572-634012
出荷単位︓４個

入数︓４×18

サイズ︓142×54×54

重量︓71ｇ

参考上代︓１，２００円 ( 税別 )

さらに便利な新機能
〇 太軸・一般・細軸も全部削れる。
〇 大容量ダストボックスで、まとめてゴミ捨て。
〇 収納ケース付きで、持ち運びも安心。
〇 長く使って、芯が折れ出した時の、替え刃付き。

