
クラブ役職に特化したピンを集めました！

三役ピン（会長）

洗練された三役ピンが、胸元を飾ります

¥3,000（税抜）
■0609

■サイズ／W18.5×H17.5mm

Pastピン（会長）
¥1,200（税抜）
■GR055A

Pastピン（幹事）
¥1,200（税抜）
■GR055B

Pastピン（会計）
¥1,200（税抜）
■GR055C

■各サイズ各共通／W15.5×H15.5mm

三役ピン（幹事）
¥3,000（税抜）
■0610

■サイズ／W20×H17.5mm

三役ピン（会計）
¥3,000（税抜）
■0611

■サイズ／W19×H15.5mm

■各サイズ共通／W15.5×H15.5mm

グローリーシバタ
おすすめ！

ミリ単位で調整ができる！

キーリットベルト

名刺入通常価格
￥8,500 ¥7,000（税抜）
■TOA002-0866　

キーリットベルトと
名刺入セット 

■ベルト（牛革・L寸対応） ■名刺入（牛革） ※セット箱入

胸元に光る統一されたデザインピンで、クラブの団結を！

※銀製の三役ピンもございます。

※単品もございます。

¥5,000（税抜）通常価格
￥7,000

LT

幹事会長 会計

GMT GLT GSTTT
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クラブ三役表彰記念品 2020年6月30日まで
期間限定

幹事会長 会計

LT幹事会長 会計 TT

クラブ5役ピンバッジセット

クラブ8役ピンバッジセット 三役ピンバッジ

3役Pastピンバッジ

クラブ3役ピンバッジセット

■GR037
1 個 ¥1,200（税抜）

名刺交換時に好印象のメッシュデザイン

OT7070B
ブラウン

OT7070A
ブラック

中面もメッシュ仕様！
カードが入るポケットが
複数ついて便利です！

ベルトとセットで贈り物にも最適！

¥7,500（税抜）
■OT7070(A・B)
メッシュ名刺入れ

■素材／牛革　■Lマーク素押し
■名刺約50枚対応  

¥7,800（税抜）
■OT481A-4767-AG
ベルト&小銭入セット

■商品内容／ベルト（スライド式）　小銭入(牛革・Lマーク素押し)
■セット箱入

■GR037A
1セット ¥7,000（税抜）

通常価格 ￥9,600

¥5,000（税抜）1セット
■GR037B 通常価格 ￥6,000

1セット
■GR037D

¥3,000（税抜）
通常価格 ￥3,600



VOS311A VOS311B VOS311C
VOT273B

VOT273A

■材質／板ガラス・板ガラス台・2D加工

通常価格
￥9,000 ¥8,000（税抜）
■VOS311A（21.5×14cm）

通常価格
￥7,000 ¥6,000（税抜）
■VOS311C（17.5×12cm）

通常価格
￥8,000 ¥7,000（税抜）
■VOS311B（19.5×13cm）

2Dガラス楯

ライオンズカラーとゴールドの輝きで功績を讃えます

LS-82A
（会長用）

LS-82C
（会計用）

LS-82B
（幹事用）

LS-81C（会計用）

LS-81A（会長用）

LS-81B（幹事用）

今までにはない、個性が光るトロフィを舞っているような繊細な金箔が美しい楯 

通常価格
￥9,000 ¥8,500（税抜）
クリスタル楯  ■LS-82（A・B・C） 

■サイズ／8.5×7×2cm ■材質／光学ガラス ファイン　カラーダイレクトプリント

通常価格
￥10,000 ¥9,000（税抜）
2Dサイドカラー楯 ■VOT273（A・B） 

■サイズ／7×8×3cm ■材質／光学ガラス・2D加工

通常価格
￥11,000 ¥10,000（税抜）
クリスタル楯  ■LS-81（A・B・C） 

■サイズ／10.5×8.5×2.5cm ■材質／光学ガラス ファインカラーダイレクトプリント

3グローリーシバタTEL:06-6539-0441FAX:0120-88-0448http: //www.glory-s.co.jp※表示価格は全て税抜き価格です。

①送料無料！（北海道・沖縄・離島を除く）　 ②文字彫刻代金無料！　 ③包装・のし無料！
さらにお得なキャンペーン特典！！



光の波を感じる
　　　　クリスタルの輝き

VOT219DA
（会長用） VOT219DB

（幹事用）
VOT219DC
（会計用）

通常価格
￥14,000 ¥12,000（税抜）
クリスタルトロフィ 
■VGS-06A（サイズ／H24cm）

通常価格
￥11,000 ¥9,000（税抜）
■VGS-06B（サイズ／H21.5cm）

通常価格
￥9,000 ¥8,000（税抜）
■VGS-06C（サイズ／H19cm）

●材質／光学ガラス・サンドブラスト加工
●プレートサイズ／A・B（2.8×5.5cm）C（2.3×4.7cm）

通常価格
￥13,000 ¥11,000（税抜）
三役トロフィ■VOT219D（A・B・C）

●サイズ／16cm　●重量／約460g　●材質／光学ガラス2D加工

■VSX.5529E（A・B・C）●サイズ／15×10.5cm　デジタルカラーエポメダル
●材質／ポリ化粧合板
●プレートサイズ／2.8×5.4cm

■S-6546・S-6547・S-6548 ●サイズ／10.5×8cm●材質／成型ガラス
●プレートサイズ／2.5×4.5cm

S-6546
ピンク

S-6547
イエロー

S-6548
ブルー

■VBS.730E（A・B・C） ●サイズ／14×11cm
●材質／板ガラス・裏ダイレクト
　　　　セットプリント

VBS.730EA
会長用

VBS.730EB
幹事用

VBS.730EC
会計用

■LS-62B（A・B・C） ●サイズ／12×7.3×3.5cm
●材質／光学ガラス
　　　　2D文字加工
　　　　スペクトル加工

LS-62BC
会計用

LS-62BB
幹事用

LS-62BA
会長用

VSX.5529EA
会長用

VSX.5529EB
幹事用

VSX.5529EC
会計用

●サイズ／8×11×3cm
●材質／スターウッド茶塗り
　　　　ダイレクトプリント
　　　　プレート

■GS-604（A・B・C） ■LS-32（A・B・C） ●サイズ／8×6×4cm
●材質／光学ガラス
　　　　レーザー
　　　　2D加工

LS-32A
会長用

LS-32B
幹事用

LS-32C
会計用

GS-604A
会長用

GS-604B
幹事用

GS-604C
会計用

レインボー
発色

風水では8は最高のラッキーナンバーとされ、「気を安定させオール
マイティーに作用させる」と言われる八角形でメダルを作成しました

■VCM-200
通常価格
￥15,000 ¥10,000（税抜）
八角クリスタルメダル

●サイズ／7.5cm 八角（オプティカルガラス特製 メダルφ5.3cm）
●材質／真鍮製・本エポ仕上げ　●モケットケースサイズ／18×12.5×4cm

①送料無料！（北海道・沖縄・離島を除く）　 ②文字彫刻代金無料！　 ③包装・のし無料！
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さらにお得なキャンペーン特典！！

¥2,000（税抜） ¥2,500（税抜） ¥5,000（税抜）通常価格
￥6,000

¥6,000（税抜）通常価格
￥7,000 ¥8,500（税抜）通常価格

￥9,500 ¥11,000（税抜）通常価格
￥13,000



名誉を讃えるのに相応しい逸物たち

VOP602A（会長用） VOP602B（幹事用） VOP602C（会計用）

VG-07A
（会長用）

VG-07B（幹事用） VG-07C（会計用）

通常価格
￥12,000 ¥10,000（税抜）三役楯

■VOP602（A・B・C）
●サイズ／22.5×18.5cm　●材質／ヒノキ材額・デジカラーエポプレート

■LS-50（A・B・C） ●サイズ／5×9×5cm
●材質／光学ガラス
　　　　レーザー
　　　　2D加工

LS-50A
会長用

LS-50B
幹事用

LS-50C
会計用

レインボー
発色

LS-60A LS-60B LS-60C

●材質／光学ガラス2D文字加工 スペクトル加工

■LS-60A
 ●サイズ／14.5×8×5.8cm
■LS-60B
 ●サイズ／12×7×5cm
■LS-60C
 ●サイズ／10.5×6×4cm

コンパクトかつ高級感溢れる
人気のシリーズをセレクトしました！

通常価格
￥10,000 ¥8,500（税抜）
三役楯■VG-07（A・B・C）

●サイズ／21×18.7cm ●材質／楯板（スターウッド材）
　プレート（アクリル・フショクブロンズ仕上げ） ●プレートサイズ／2.2×6.9cm

VOP611CB
幹事用 VOP611CC

会計用

VOP611CA
会長用

■VOP611C（A・B・C） ●サイズ／17×14cm
●重量／約550g　
●材質／圧縮材・デジカラー
　エポプレート

■VT3054（A・B・C）

●サイズ／H12cm ●材質／アンチモニー製・台座（木製）
●プレートサイズ／2.5×9cm　※ コンパクトタイプ

VT3054A 会長用

VT3054B
幹事用

VT3054C
会計用

VSX.5545B・A
会長用

VSX.5545B・B
幹事用

VSX.5545B・C
会計用

■VSX.5545B
（A・B・C）

●サイズ／18×13cm
　（メダルφ5）
●材質／
　ミラー板・メダル樹脂
●プレートサイズ／
　3.3×6.3cm

人気のコンパク
トサイズ！！飾りやすい！ か

さばらない
！

クラブ三役表彰推奨品
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2020年6月30日まで
期間限定

（税抜）
¥4,000

¥9,500（税抜）通常価格
￥10,500

¥10,000（税抜）通常価格
￥12,000

¥9,000（税抜）通常価格
￥11,000

¥13,000（税抜）通常価格
￥14,500

¥11,000（税抜）通常価格
￥12,500

¥10,000（税抜）通常価格
￥11,000
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分別収納に有効な2層式。

たっぷりの容量で使い勝手がよく、
毎日の通勤にもピッタリです。

アオリ部分にはペンや携帯などを
収納できます。

マチ付きなので出し入れがしやすく、中
央で仕切られたオープンポケット付き。

使いやすさ抜群の
トート型ビジネスバッグ

荷物の出し入れが楽な
両アオリ仕様

ブラック

ブラック
ブラック

ネイビーブルー

ブラック

ダークブラウン

ネイビーブルー
ネイビーブルー

見た目の美しさに
機能性も備わったバッグ

スーツにもジャケットにもぴったりの
2WAY型ビジネスバッグ

ビジツール【グラーツ】シリーズ
型押しした合成皮革を使用。独特の表情が楽しめるほか、
シボの効果によりキズが目立ちにくい特徴があります。

¥14,000（税抜）
■22-5338

ビジツール【グラーツ】
ブリーフケース
ダブルルーム型

■サイズ／約W39×H29×D6cm
■素材／合成皮革　■重量／約960g
■カラー／全2色

¥15,000（税抜）
■22-5339

ビジツール【グラーツ】
ブリーフケース
両アオリ

■サイズ／約W39×H28×D10cm
■素材／合成皮革　■重量／約1,140g
■カラー／全2色

¥12,000（税抜）
■12-6666

ビジツール【グラーツ】
トートバッグ

■サイズ／約W36×H32×D11cm
■素材／合成皮革　■重量／約900g
■カラー／全2色

¥5,000（税抜）
■22-5250

リナジーノ【メルシ】
トートバッグ

■サイズ／約W40×H30×D10cm
■素材／ポリエステル　■重量／約700g
■カラー／全2色

スタイリッシュなデザインと
機能性の高さを併せ持つ

ビジネスバッグ

スタイリッシュなデザインと
機能性の高さを併せ持つ

ビジネスバッグ
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ホワイト
ブラック

49
（ブラック）

43
（ブルーブラック）

17
（ブラウンブラック）

22
（ボールドブラック）

30
（グリーンブラック）

真鍮のボディが使うほどに経年変化し
アンティークの味わいを楽しめます

ディテールにこだわり尽くした
一味違う大人のための高級ボールペン

「 頭 冠 」

「 アクリル×真 鍮 」

「 真 鍮 」

「 クリップ 」

「 イ ン キ 」

アンティークカメラのダイヤルをモチーフに
した真鍮製の頭冠。
回すことでペン先が出る「新しさ」をプラス。

アンティーク眼鏡のテンプルをモ
チーフにしたデザイン。
道具としてのこだわりだけでなく、
ジャケットに収め、ファッションとし
ても楽しむことができます。

ボディのアクリル部分は「ス
モークガラス」のような繊細
な手触りを実現。
アクリルと真鍮の二重構造
にすることで、これまでにな
い色合いを生み出しました。

「かく」ことへのこだわりが詰
まった真鍮製のボディ。
そこから生み出される懐かし
いという感情と適度な重さ。
一度手にすれば、その心地よ
さはすぐに体感できます。

インキには5色の黒を用意。
ブラックに加え、ブルーブラック・ブラウンブラック

ボルドーブラック・グリーンブラックの5色の黒を採用。
（ブルーブラック=ほんのりとブルーが混ざったブラック）

360度ヘッド部分が回転する
最先端の技術とデザインが魅力！

ヘッド部分が360度回転し、
横向き・下向き・上向き・斜め
と、どんな方向にもマークを正
面調整ができるから、挟める
物なら全てライオンマーク商
品に！

Lマークの回転す
る様子は動画で
確認できます！

ケース入りで
プレゼントや
記念品に最適！

フォーマルシーンに重宝する
礼服用ネクタイのお買い得な2本セット

ケース箱入りケース箱入り

¥10,000（税抜）
■BGN-1MR

グランセ
油性ボールペン

今だけ！
個人名レーザー彫刻無料！

ブラック
&
レッド

ブラック
&
グレー

ブラック
&

ブルー

MYT-03
（ゴールド）

MYT-04
（シルバー）

ダーク
ブルー

ブラックボルドーシルバーパール
ホワイト

ピンク
ゴールド

今だけ！
個人名レーザー彫刻無料！

¥5,000（税抜）
■BTHRT5SR

3+1リッジ
（3色  　　    ボールペン＋シャーペン）黒 青 赤

■サイズ／最大径φ11.7mm 全長139mm
■ペン先／細字0.7mmボール(黒・赤・青)
　0.5mmシャープ　※回転＆ノック方式

■サイズ／最大径φ10.3mm　全長135mm
■ペン先／細字0.7mmボール
※回転繰り出し式　※アクロインキ（油性）

¥5,000（税抜）
■LBG5005(49・43・17・22・30)

サクラ
クラフトラボ 001

■サイズ／約130mm、軸径34mmφ
■重量／34g　■全5色
■ゲルインキボールペン
■インキ／全5色

通常価格
￥8,000 ¥6,000（税抜）
礼服用ネクタイ
2本セット

■サイズ／大剣幅9cm　全長145cm
■生地／シルク100%　※ホワイトは金糸・銀糸入り
■カラー／ホワイト・ブラック
■日本製生地　国内縫製

通常価格
￥2,500 ¥2,000（税抜）
クルクルクリップ

■サイズ／φ1.2cm

■MYT-03・MYT-04

2018年
文房具屋さん大賞受賞

THE BEST OF 
STATIONERY

大賞
2018


