
●洋風メニューの紙サイズ　 特大（B4）:364×257mm 大（A4）:210×297mm 中（B5）:182×257mm 小（A5）:148×210mm タテ大:155×312mm タテ小:110×263mm
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 革

 革

テーブル上の場所を取りません。アルミメニューホルダー

アルミメニューホルダー
HC-21  ¥5,800 
S:W250×H30×D320mm×1.2mm
（内寸W229×H29×D299mm）
C:ブラック、Lot:1
★両面テープ・ビス4本付
★アルミなので軽くて丈夫

★2面開きの為、タテ向き、
　ヨコ向きOK
★両面テープ付きなのでビスは
　必要に応じてご利用下さい。

アルミメニューホルダー
HC-20  ¥6,800
S:W302×H26×D320mm×1.2mm
（内寸：約W264×H25×D319mm）
C:ブラック、Lot:1
★両面テープ・ビス4本付
★アルミなので軽くて丈夫

★テーブルの下に取り付けてご
　利用下さい。両面テープが付
　いていますが、不十分な場合
　はビスをご利用下さい。

一面開放型二面開放型

ピンタイプ 4P

1・2 3・4

ピンタイプ 4P

1・2 3・4

本革ピンホールメニュー
このメニューは本革本体を守るためピンホールを丸くしました。
そのため、メニューピンは丸型「MP-100ゴールド」を使用しています。

（一部の製品はMP-111ゴールドです。）
又、リフィルはPPのクリアを使用しています。

■見た目がスッキリ一体化
■ピンが抜けにくく、ずれにくい
■リフィルがずれにくい

■メニュー本体に負担をかけない
■いたずらされにくい
…等々

ピンホールメニューの特徴

ノーマルタイプ

クロコタイプ

レザーピンホールメニュー  PAT 

〈柄部アップ〉

〈柄部アップ〉

 革

●洋風メニューの紙サイズ　 大（A4）:210×297mm 

本革ピンホールメニュー（クロコタイプ）
LB-711  
¥12,000
S:230×323mm、Ｐ：4、Lot:10
C:ブラック･ブラウン
PPC-A4（大）            ¥350
中紙サンド紙（A-4）      ¥70
★メニューピンMP-100ゴールド使用

本革ピンホールメニュー（ノーマル）
LB-721  
¥12,000
S:230×323mm、Ｐ：4、Lot:10
C:ブラウン･ブラック･レッド
PPC-A4（大）            ¥350
中紙サンド紙（A-4）      ¥70
★メニューピンMP-100ゴールド使用
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レザーメニューブック
LGB-321 ¥9,500
S:W230×H323mm
C:ブラック、P:4、Lot:1
PPC-A4（大）      ¥350
中紙サンド紙（A4） ¥70
★メニューピンMP-111ゴールド

レザーメニューブック
RGB-321 ¥9,500
S:W230×H323mm
C:ブラウン、P:4、Lot:1
PPC-A4（大）      ¥350
中紙サンド紙（A4） ¥70
★メニューピンMP-111ゴールド

ピンタイプ 4P

1・2 3・4

ピンタイプ 4P

1・2 3・4

 革

テーブル上の場所を取りません。

ピンタイプ 4P

1・2 3・4

ピンタイプ 4P

1・2 3・4

ピンタイプ 4P

1・2 3・4

メ
ニ
ュ
ー
ブ
ッ
ク

ライトレザーメニュー
（ピンホールタイプ）

LB-731  （大･A4）  ¥9,200
S:230×319mm、P:4、Lot:10
C:ブラック･エンジ･ブラウン･オレンジ･パープル
PP-A4（大） ¥350 サンド紙A4 ¥70
材質:ドイツの再生革使用
★メニューピンMP-111ゴールド使用

ライトレザーメニュー
（ピンホールタイプ）

LB-735  （タテ小）  ¥6,500
S:127×284mm、P:4、Lot:10
C:ブラック･エンジ･ブラウン･パープル･オレンジ
PP-TS（タテS） ¥260 サンド紙（タテS） ¥35
材質:ドイツの再生革使用
★メニューピンMP-111ゴールド使用

ライトレザーメニュー PAT クロコタイプメニュー

リザードタイプ

〈柄部アップ〉

〈柄部アップ〉

〈柄部アップ〉

 革

 革

●洋風メニューの紙サイズ　 大（A4）:210×297mm タテ小:110×263mm 

在庫
限り

LB-701 ¥12,000
S:230×323mm、Ｐ：4、Lot:10
C:ブラック･ブラウン･エンジ･グリーン
PPC-A4（大） ¥350   中紙サンド紙（A-4）  ¥70
★メニューピンMP-100ゴールド使用

本革ピンホールメニュー
（リザードタイプ）

本革ピンホールメニュー（ノーマル）
LB-721  
¥12,000
S:230×323mm、Ｐ：4、Lot:10
C:ブラウン･ブラック･レッド
PPC-A4（大）            ¥350
中紙サンド紙（A-4）      ¥70
★メニューピンMP-100ゴールド使用

在庫
限り
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ピンホール+コの字切り込み！
本体とビニールがずれないための

えいむのひと工夫！！

ピンタイプ 4P

1・2 3・4

ピンタイプ 4P

1・2 3・4

■ホールと切り込みにより
本体とビニールが一体化しました。

GBメニュー専用ビニール

により、ズレない構造！

GBB-A4（大）  ¥400
S:447×302mm
C:クリア  Lot:10

GBB-TS（タテ小）  ¥300
S:243×268mm
C:クリア  Lot:10

グルーブレザータッチメニュー 
GB-131（大・A4）  ¥3,800
S:232×319mm、P:4、Lot:10  C:ブラック･レッド･ブラウン･グリーン・ダークブラウン
専用ビニール GBB-A4 ¥400 中紙（A4） ¥110
★メニューピンMP-111ゴールド使用

ソフトレザータッチメニュー
GB-101（大・A4）  ¥3,800
S:232×319mm、P:4、Lot:10  C:ブラック･ブラウン
専用ビニール GBB-A4 ¥400  中紙（A4） ¥110
★メニューピンMP-111ゴールド使用

GBB-B5（中）  ¥350
S:390×263mm
C:クリア  Lot:10

〈柄部アップ〉

Point!

PAT

●洋風メニューの紙サイズ　 大（A4）:210×297mm 

〈柄部アップ〉
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ピンタイプ 4P

1・2 3・4

ピンタイプ 4P

1・2 3・4

ピンタイプ 4P

1・2 3・4

により、ズレない構造！

GB-141（大・A4）
¥3,800
S:232×319mm
専用ビニール GBB-A4 ¥400   中紙（A4） ¥110

レザータッチメニュー  
C:ブラック･ブラウン･グレイ
P:4、Lot:10   
★メニューピンMP-111ゴールド使用

カーボンレザータッチメニュー 
C:ブラック･ブラウン
P:4、Lot:10
★メニューピン
   MP-111ゴールド使用

GB-111 （大・A4）
¥3,900
S:232×319mm
専用ビニール GBB-A4 ¥400
中紙（A4） ¥110

クロコレザータッチメニュー 
C:レッド･ブラウン･ブラック
P:4、Lot:10
★メニューピン
   MP-111ゴールド使用

GB-121 （大・A4）
¥3,900
S:232×319mm
専用ビニール GBB-A4 ¥400
中紙（A4） ¥110

GB-122（中・B5） 
¥3,600   
S:200×283mm
専用ビニール GBB-B5 ¥350   
中紙（B5） ¥90

GB-125（タテ小） 
¥3,300   
S:127×284mm
専用ビニール GBB-TS ¥300   
中紙（タテS） ¥70

GB-112（中・B5）  
¥3,600 
S:200×283mm 
専用ビニール GBB-B5 ¥350   
中紙（B5） ¥90

GB-115（タテ小）  
¥3,300  
S:127×284mm
専用ビニール GBB-TS ¥300   
中紙（タテS） ¥70

〈柄部アップ〉

メ
ニ
ュ
ー
ブ
ッ
ク

●洋風メニューの紙サイズ　 大（A4）:210×297mm 中（B5）:182×257mm タテ小:110×263mm 

〈柄部アップ〉

〈柄部アップ〉
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 革

ピンタイプ 4P

1・2 3・4

ピンタイプ 4P

1・2 3・4

●洋風メニューの紙サイズ　 特大（B4）:364×257mm 大（A4）:210×297mm 中（B5）:182×257mm  タテ大:155×312mm タテ小:110×263mm

ピンホール

〈柄部アップ〉

〈柄部アップ〉

〈柄部アップ〉

ピンホールメニュー…P14-P19    PAT
■メニューピンが抜けにくい構造！
■メニューピンがずれない！
■合皮でありながら薄くて丈夫！

■軽くて持ち味がソフト！
■メニュー本体を傷つけない！

■故意にいたずらされない！
■ピンにより、ビニールがずれない！

コバルトメニュー（ピンホールタイプ）
LB-861  （大･A4）  ¥4,800　S:230×319mm  ビニール¥380　中紙   ¥110
LB-862  （中･B5）  ¥4,300　S:200×283mm  ビニール¥300　中紙     ¥90
LB-865  （タテ小）  ¥3,300　S:127×284mm ビニール¥220　中紙     ¥70
C:ブラック　P:4、Lot:10
★メニューピンMP-111シルバー使用

合皮キルトメニュー（ピンホールタイプ）
LB-820 （特大･B4） ¥4,400 
S:280×383mm  ビニール¥590   中紙  ¥160

LB-821 （大･A4） ¥3,700 
S:230×319mm  ビニール¥380   中紙  ¥110

LB-822 （中･B5） ¥3,000 
S:200×283mm  ビニール¥300   中紙    ¥90

LB-824 （タテ大） ¥3,500 
S:175×334mm  ビニール¥330   中紙  ¥90

LB-825 （タテ小） ¥2,600 
S:127×284mm  ビニール¥220   中紙  ¥70
C:黒･赤　P:4、Lot:10  
★メニューピンMP-111ゴールド使用  

LB-800 （特大･B4） ¥4,400　S:280×383mm ビニール  ¥590   中紙  ¥160 
LB-801 （大･A4） ¥3,700　S:230×319mm ビニール  ¥380   中紙  ¥110
LB-802 （中･B5） ¥3,000　S:200×283mm ビニール  ¥300   中紙  ¥90
LB-804 （タテ大） ¥3,500　S:175×334mm ビニール  ¥330   中紙  ¥90
LB-805 （タテ小） ¥2,600　S:127×284mm ビニール  ¥220   中紙  ¥70
C: ダークブラウン･ブラック･ライトブラウン･エメラルドグリーン･レッド･イエロー　P:4、Lot:10

高級ソフト合皮メニュー
（ピンホールタイプ）
★メニューピンMP-111ゴールド使用

ラバーピンホールメニュー （ピンタイプ）
RB-260（特大･B-4） ¥3,800 S:280×392mm

RB-261（大･A-4） ¥2,700 S:232×325mm

RB-262（中･B-5） ¥2,400 S:203×285mm
C:ブラック・レッド　P:4、Lot:10
★メニューピンMP-111ゴールド使用

ビニール ¥590  中紙（B-4） ¥160
ビニール ¥380  中紙（A-4） ¥110
ビニール ¥300  中紙（B-5） ¥  90

レザーメニューブック
（ピンホールタイプ）
LGB-321 ¥9,500
S:W230×H323mm
C:ブラック、P:4、Lot:1
PPC-A4（大）      ¥350
中紙サンド紙（A4） ¥70
★メニューピンMP-111ゴールド

レザーメニューブック
（ピンホールタイプ）
RGB-321 ¥9,500
S:W230×H323mm
C:ブラウン、P:4、Lot:1
PPC-A4（大）      ¥350
中紙サンド紙（A4） ¥70
★メニューピンMP-111ゴールド
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メ
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〈柄部アップ〉

●洋風メニューの紙サイズ　 大（A4）:210×297mm 中（B5）:182×257mm 

A4・ヨコ型メニュー

LB-824 （タテ大） ¥3,500 
S:175×334mm  ビニール¥330   中紙  ¥90

LB-825 （タテ小） ¥2,600 
S:127×284mm  ビニール¥220   中紙  ¥70
C:黒･赤　P:4、Lot:10  
★メニューピンMP-111ゴールド使用  

〈柄部アップ〉

ピンホールレザータッチメニュー 
GB-109（A4・ヨコ型） ¥3,900
S:313×240mm
C:ブラック・ブラウン
P:4、Lot:10
PPC-A4W           ¥350
中紙サンド紙（A-4） ¥70
★メニューピンMP-100ゴールド使用

LB-809（A4・ヨコ型） ¥3,800
S:313×240mm
C:レッド・ブラック・ダークブラウン
P:4、Lot:10

ソフト合皮メニューブック PPC-A4W           ¥350
中紙サンド紙（A-4） ¥70
★メニューピンMP-100ゴールド使用

ピンタイプ 4P

1・2 3・4

合皮ソフトメニュー（大･A4）
LB-311 ¥4,400
S:230×316mm
C:ブラウン・エンジ・ブラック
P:4、Lot:10

PPC-A4（大）     ¥350
中紙サンド紙（A4） ¥70
★メニューピンMP-111ゴールド使用

PPC-A4（大）     ¥350
中紙サンド紙（A4） ¥70
★メニューピンMP-120ゴールド使用

ピンタイプ 4P

1・2 3・4

レザータッチソフトメニュー 
IB-501（大･A4）¥2,500
S:228×315mm
C:ブラウン･ブラック･エンジ
P:4、Lot:10

PPC-A4（大）      ¥350
中紙サンド紙（A-4） ¥70
★メニューピンMP-130
　シルバー使用

〈柄部アップ〉

レザータッチメニューブック （PVC）
LB-411（大･A4） ¥6,500
S:230×315mm C:ブラウン･ブラック
P:4、Lot:10

ピンタイプ 6P

2・31 4・5 6

ビニールソフトメニュー
BB-201（大） ¥2,700 S:228×315mm    ビニール  ¥380　中紙（A-4）  ¥110
BB-202（中） ¥2,400 S:200×275mm    ビニール  ¥300　中紙（B-5）    ¥90
C:ブラウン  P:6、Lot:10
★メニューピンMP-111ゴールド使用

ピンタイプ 4P
 センターイン

1・2 3・4
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■表面強化・汚れ防止・抗菌・防カビ素材

■表紙は布にPP加工しており、水ぬれや汚れ等に強いメニューです。PPクロスメニュー

ピンタイプ 4P

1・2 3・4

ピンタイプ 4P

1・2 3・4

〈柄部アップ〉

●洋風メニューの紙サイズ　 大（A4）:210×297mm 中（B5）:182×257mm タテ大:155×312mm タテ小:110×263mm  ミニ：186×149mm

〈柄部アップ〉

コルクタイプ合皮ピンメニュー 
LCB-101（大･A4） ¥5,500
S:230×317mm
C:コルク色、P:4、Lot:10
PPC-A4（大）       ¥350  
中紙サンド紙（A-4） ¥70
★メニューピンMP-122ゴールド使用

麻タイプピンメニュー

プラスタースタイルメニュー

プラスタースタイルメニュー 
C:エンジ・グリーン・ブラウン・グレイ、P:4 Lot:10
★メニューピンMP-122シルバー使用

MB-711（大･A4）  ¥3,400
PPC-A4 ¥350   中紙サンド紙（A-4） ¥70
S:229×316mm

ピンタイプ 4P

1・2 3・4

ピンタイプ 4P
 センターイン

1・2 3・4

ピンタイプ 4P
 センターイン

1・2 3・4

PB-361  （大･A-4） ¥3,800 S:235×316mm PPC-A4（大） ¥350 サンド紙･A4 ¥70
PB-362  （中･B-5） ¥3,500 S:207×276mm PPC-B5（中） ¥280 サンド紙･B5 ¥55
PB-364  （タテ大） ¥3,500 S:178×327mm PPC-TL（タテ大） ¥340 サンド紙･タテL ¥60
PB-365  （タテ小） ¥2,700 S:131×278mm PPC-TS（タテS） ¥260 サンド紙･タテS ¥35

麻タイプピンメニューブック  C:こげ茶　P:4、Lot:10  
PB-366（A4･ヨコ） ¥4,200 S:317×232mm PPC-A4W ¥350 サンド紙･A4 ¥70 
PB-367（B5･ヨコ） ¥3,600 S:277×202mm PPC-B5W ¥280 サンド紙･B5 ¥55 
PB-368（ミニ）  ¥2,700 S:202×166mm PPC-SS（ミニ） ¥260 サンド紙･ミニ ¥55
★メニューピンMP-101ゴールド使用 /ミニのメニューピンMP-98ゴールド使用

WB-733（ミニ） ¥2,900
S:198 × 173mm
PPC-SS（ミニ）     ¥260
中紙サンド紙（ミニ） ¥55
★メニューピンMP-99ゴールド使用

WB-743（ミニ） ¥2,900
S:198 × 173mm
PPC-SS（ミニ）     ¥260
中紙サンド紙（ミニ） ¥55
★メニューピンMP-99ゴールド使用

PP布地メニュー（扇柄） C:ブラック P:4 Lot:10
WB-741（大） ¥3,600
S:230 × 316mm
PPC-A4（大）      ¥350
中紙サンド紙（A4） ¥70
★メニューピンMP-122ゴールド使用

PP布地メニュー（桜柄） C:エンジ P:4 Lot:10
WB-731（大） ¥3,600
S:230 × 316mm
PPC-A4（大）      ¥350  
中紙サンド紙（A4） ¥70
★メニューピンMP-122ゴールド使用

ピンタイプ 4P

1・2 3・4

ピンタイプ 4P

1・2 3・4

〈柄部アップ〉〈柄部アップ〉

在庫
限り

グレイのみ

ピンタイプ 4P
 センターイン

1・2 3・4
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メ
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ブ
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●洋風メニューの紙サイズ　 特大（B4）:364×257mm 大（A4）:210×297mm 中（B5）:182×257mm タテ大:155×312mm タテ小:110×263mm ミニ：186×149mm

ストーンタッチ

クラフトクロコタイプ

ピンタイプ 4P

1・2 3・4

■表面強化・抗菌防カビ・防汚素材

〈柄部アップ〉

ストーンタッチメニュー
C:ブラック、P:4  Lot:10
★メニューピン
　MP-122シルバー使用

MB-200  （特大）　¥4,800　S:278×379mm　
洋風ビニール（特大） ¥590  中紙サンド紙（B-4）  ¥110

MB-201  （大･A4） ¥3,200　S:229×316mm　
PP-A4（大）  ¥350 中紙サンド紙（A-4）  ¥70 

MB-202  （中･B5）  ¥2,900　S:200×278mm　
PP-B5（中）  ¥280  中紙サンド紙（B-5）  ¥55

MB-205  （タテ小） ¥2,600　S:128×278mm　
PP-TS（タテS）  ¥260  中紙サンド紙（タテS）  ¥35

■表紙はスーパー強化・汚れ防止・抗菌・防カビ素材

ピンタイプ 4P

1・2 3・4

〈柄部アップ〉

■表面強化・抗菌・防カビ・消臭素材

ピンタイプ 4P

1・2 3・4

〈柄部アップ〉

麻柄タイプメニュー 
C:ダークブラウン・
　ライトブラウン
P:4、Lot:10 
★メニューピンMP-122シルバー使用

MB-721（大･A4）  ¥3,400
PPC-A4 ¥350   中紙サンド紙（A-4） ¥70
S:229×316mm

オーク板柾目タイプ　
C:ナチュラル・オーク（こげ茶）
P:4、Lot:10
★メニューピンMP-122ゴールド使用

MB-701（大･A4） ¥3,400　S:229×316mm　
PPC-A4（大）  ¥350 中紙サンド紙（A-4）  ¥70

MB-702（中･B5 ）¥3,100　S:200×278mm　
PPC-B5（中）  ¥280 中紙サンド紙（B-5）  ¥55

MB-705（タテ小） ¥2,900　S:128×278mm　
PPC-TS（タテS） ¥260 中紙サンド紙（タテS） ¥35

MB-703（ミニ） ¥2,700
S:198×173mm
PPC-SS（ミニ）     ¥260
中紙サンド紙（ミニ）  ¥55
★メニューピンMP-99ゴールド

★

ピンタイプ 4P
 センターイン

1・2 3・4

★

ピンタイプ 4P

1・2 3・4
ピンタイプ 4P

1・2 3・4

■不燃・抗菌・防カビ・消臭素材
〈柄部アップ〉

モダンラインメニュー 
MB-731（大･A4）  ¥3,400
S:230×316mm
C:エンジ・ブルーグレイ・アイボリー
P:4、Lot:10 
PPC-A4（大） ¥350   中紙サンド紙（A-4） ¥70
★メニューピン エンジ：MP-122ゴールド使用/他：MP-122シルバー使用

麻柄タイプメニュー

オーク板柾目ピンメニュー

21

クロコタッチクラフトメニュー
CB-511 （大･A4） ¥2,700
S:230×315mm
C:ブラック･ホワイト･ブラウン
P:4、Lot:10
★メニューピンMP-130シルバー使用

〈柄部アップ〉

PPC-A4 ¥350   
中紙サンド紙（A-4）   ¥70



〈柄部アップ〉

〈柄部アップ〉

モダンラインメニュー 
MB-731（大･A4）  ¥3,400
S:230×316mm
C:アイボリー・ブルーグレイ・エンジ
P:4、Lot:10 
PPC-A4（大） ¥350   中紙サンド紙（A-4） ¥70
★メニューピン エンジ：MP-122ゴールド使用/
　 他：MP-122シルバー使用

和紙メニューピンタイプ （外カバー付） 
JB-201  ¥3,400
S:233×314mm
C:紺・茶・ダークグリーン・ライトグリーン
P:4、Lot:10

PPC-A4              ¥350
中紙サンド紙（A-4） ¥70
外カバー              ¥480
★メニューピンMP-101
　ゴールド使用

〈柄部アップ〉

ピンタイプ 6P

2・31 4・5 6

ソフトタッチメニュー　C:メタリックネイビー　P:6、Lot:10 
つむぎ-216（特大） ¥5,600  S:280×375mm
洋風ビニール （特大） ¥590  中紙サンド紙 （B4） ¥110

つむぎ-217（大） ¥3,900  S:232×314mm  
洋風ビニール （大）     ¥380  中紙サンド紙 （A4）   ¥70 

つむぎ-218（中） ¥3,200  S:206×271mm
洋風ビニール （中）     ¥370  中紙サンド紙 （B5）   ¥55  

つむぎ-219（小） ¥2,700  S:170×223mm　
洋風ビニール （小）     ¥220  中紙サンド紙 （A5）   ¥35　
★メニューピンMP-111ゴールド使用

★洋風ビニール仕様 
★サンド紙使用

つむぎタイプヨコ型メニュー（ピンタイプ）
つむぎ-321  A4ヨコ  ¥4,000  S:315×230mm   中紙サンド紙 （A4）  ¥70   JB-A4W ¥400  
つむぎ-322  B5ヨコ ¥3,200  S:275×200mm   中紙サンド紙 （B5）  ¥55   JB-B5W ¥320
つむぎ-323  A5ヨコ  ¥2,700  S:230×167mm   中紙サンド紙 （A5）  ¥35   JB-A5W ¥250
P:6、Lot:10   
★メニューピンMP-100ゴールド使用

ピンタイプ 6P

2・31 4・5 6

●洋風メニューの紙サイズ　 特大（B4）:364×257mm 大（A4）:210×297mm 中（B5）:182×257mm 小（A5）:148×210mm 

ピンタイプ 4P

1・2 3・4

ピンタイプ 4P

1・2 3・4

〈柄部アップ〉

ストライプピンメニュー 
SB-221（大） ¥3,200 S:240×317mm PP-A4 ¥350 中紙サンド紙（A-4） ¥70
SB-222（中） ¥2,800 S:210×278mm PP-B5 ¥280 中紙サンド紙（B-5） ¥55
C:グレー・グリーン・エンジ
P:4、Lot:10
★メニューピンMP-100ゴールド使用

ピンタイプ 4P

1・2 3・4

ブラッククロスメニュー
CB-401（大）       ¥3,000 S:233×316mm

PP-A4（大） ¥350 サンド紙（A4） ¥70 

CB-405（タテ小） ¥2,300 S:127×285mm

PP-TS（タテ小） ¥260  サンド紙（タテS）  ¥35  
C:ブラック、Lot:10　P:4 
★メニューピンMP-100ゴールド使用

在庫
限り

ピンタイプ 4P

1・2 3・4
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■不燃・抗菌・防カビ・消臭素材

ピンメニュー



メ
ニ
ュ
ー
ブ
ッ
ク

ラインクラフトメニュー
CB-501（大･A4） ¥2,700
S:230×315mm、P:4、Lot:10
C:ブラック･ホワイト･レッド･ブラウン･イエロー
★メニューピンMP-130シルバー使用

マーブルタッチクラフトメニュー
CB-521 （大･A4） ¥2,700
S:230×315mm、P:4、Lot:10
C:ブラック･グリーン･エンジ･ブラウン
PPC-A4 ¥350   
中紙サンド紙（A-4）   ¥70
★メニューピンMP-130シルバー使用

PPC-A4 ¥350   
中紙サンド紙（A-4）   ¥70

ピンタイプ 4P

1・2 3・4

ピンタイプ 4P

1・2 3・4

〈柄部アップ〉

ピンタイプ 4P

1・2 3・4

〈柄部アップ〉

タテ小
タテ大

小 中
大

特大

ピンタイプ 4P

1・2 3・4

柄部アップ
レザータッチグルーブメニュー

C: ブラック･グリーン･レッド･イエロー･
　ブルー･ブラウン　
P:4、Lot:10
★メニューピンMP-111ゴールド使用

LB-900 （特大） ¥4,600 S:280×375mm 
ビニール  ¥590　中紙（B4）    ¥160  

LB-901 （大） ¥3,800 S:232×314mm 
ビニール  ¥380　中紙（A4）    ¥110

LB-902  （中） ¥3,100 S:206×271mm 
ビニール  ¥300　中紙（B5）     ¥90

LB-903 （小） ¥2,600   S:170×223mm 
ビニール  ¥220　中紙（A5）     ¥70

LB-904 （タテ大） ¥3,200 S:175×323mm 
ビニール  ¥330　中紙（タテ大）   ¥90

LB-905 （タテ小） ¥2,600 S:127×275mm 
ビニール  ¥220　中紙（タテ小）    ¥70

クラフトピンメニュー

グルーブメニュー

●洋風メニューの紙サイズ　 特大（B4）:364×257mm 大（A4）:210×297mm 中（B5）:182×257mm タテ大:155×312mm タテ小:110×263mm
23

クロコタッチクラフトメニュー
CB-511 （大･A4） ¥2,700
S:230×315mm、P:4、Lot:10
C:ブラック･ホワイト･ブラウン
PPC-A4 ¥350  
中紙サンド紙（A-4）   ¥70
★メニューピンMP-130シルバー使用

〈柄部アップ〉
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ＰＰ-Ａ５（小）  ¥260
中紙サンド紙（A5）  ¥35

チェック柄メニュー

●洋風メニューの紙サイズ　  特大（B4）:364×257mm  大（A4）:210×297mm 中（B5）:182×257mm 小（A5）:148×210mm タテ小:110×263mm

表紙材質:準不燃 防カビ素材 防汚･撥水タイプ

バインダー式 30穴メニュー

MB-301（大･A4） ¥3,200 
S:229×314mm

★メニューピンMP-122シルバー使用

PP-A4（大） ¥350   
中紙サンド紙（A-4）   ¥70

チェック柄メニュー  C:グレーブラック･アイボリー･ブラウン･エンジ  P:4 Lot:10

チェック柄メニュー  C:エンジ･アイボリー･グレーブラック･ブラウン  P:4 Lot:10

  MB-309（A4･30穴･バインダー式）
  ¥3,800  
  S:250×320mm

  

BP-A430              ¥270 
中紙サンド紙（A-4）  ¥70

ピンタイプ 4P

1・2 3・4

MB-302（中･B5） ¥2,900 
S:200×278mm
★メニューピンMP-122シルバー使用

PP-B5（中） ¥280   
中紙サンド紙（B-5） ¥55

MB-305（タテ小） ¥2,600 
S:128×278mm
★メニューピンMP-122シルバー使用

PP-TS（タテS）  ¥260   
中紙サンド紙（タテS） ¥35

チェック柄メニュー  C:ブラウン･アイボリー･エンジ･グレーブラック  P:4 Lot:10

MB-323 （小･A5） ¥2,700
S:168×228mm
★メニューピンMP-99シルバー使用

〈柄部アップ〉

   MB-300
（特大･B4）
   ¥4,800  
   S:278×378mm 
   ★メニューピンMP-122シルバー使用  ※特大はエンジはありません。

洋風ビニール（特大）        ¥590   
中紙サンド紙（B-4） ¥110

チェック柄メニュー  C:グレーブラック･アイボリー･ブラウン  P:4 Lot:10

ピンメニュー



メ
ニ
ュ
ー
ブ
ッ
ク
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チェック柄メニュー

●洋風メニューの紙サイズ　 大（A4）:210×297mm 中（B5）:182×257mm ミニ：186×149mm

表紙材質:準不燃 防カビ素材 防汚･撥水タイプ

PAT

スライド式メニュー

ホック式メニュー

  MB-308（大･A4･4穴）¥3,900  
   S:255×320mm 

（A4）
（B5）

BP-A44                ¥260 
中紙サンド紙（A-4）   ¥70

ホック式 4P

1・2 3・4

MB-312 （中･B5･3穴）　¥3,600  
S:228×279mm

BP-B53       ¥220
中紙サンド紙（B-5）  ¥55

ホック式チェック柄メニュー  C:グレーブラック･エンジ･アイボリー･ブラウン　P:4、Lot:10

スライド式チェック柄メニュー
C:グレーブラック･ブラウン･アイボリー
P:4、Lot:10
※スライドメニューは
　エンジはありません。

SB-901  （大）   ¥3,600  S:248×316mm

SB-902  （中）   ¥3,300  S:221×276mm

SB-903  （ミニ） ¥2,800  S:224×173mm★

レールタイプ 4P

1・2 3・4

★

レールタイプ 4P

1・2 3・4

センターイン

〈柄部アップ〉

SBP-A4（大） ¥260  中紙サンド紙 （A-4）  ¥70
SBP-B5（中） ¥240  中紙サンド紙 （B-5）  ¥55
SBP-SS（ミニ） ¥220  中紙サンド紙 （ミニ）  ¥55

プラレール
（ブラック）

ピンタイプ 4P
 センターイン

1・2 3・4ヨコ型メニュー

MB-303（ミニ） 
¥2,700 
S:198×173mm 
★メニューピンMP-99シルバー使用
★ミニはエンジはありません。

（A4・ヨコ）
（B5・ヨコ）

（ミニ）

MB-306（ヨコ大･A4）
¥3,300  
S:316×223mm 
★メニューピンMP-122シルバー使用

PP-A4W               ¥350 
中紙サンド紙（A-4）   ¥70

MB-307（ヨコ中･B5）
¥3,000  
S:278×200mm 
★メニューピンMP-122シルバー使用

PP-B5W            ¥280 
中紙サンド紙（B-5）   ¥55

PPC-SS              ¥260 
中紙サンド紙（ミニ）   ¥55

チェック柄メニュー  C:ブラウン･グレーブラック･アイボリー･エンジ  P:4 Lot:10  



★RB-101～RB-105 上記に同じ
                             C:ブルー・グリーン

ピンタイプ 4P

1・2 3・4

ピンタイプ 4P

1・2 3・4

●洋風メニューの紙サイズ　 特大（B4）:364×257mm 大（A4）:210×297mm 中（B5）:182×257mm 小（A5）:148×210mm タテ大:155×312mm タテ小:110×263mm

ピンメニューは、1989年にえいむが
独自開発したオリジナル商品です。
又、メニューピンとはえいむの

商品愛称です。 ●中紙・ビニールのズレを防止
●メニュー本体・ビニールの保護
●取付、取り外しが簡単
●洗練された美しさと高級感
●えいむのソフトなピンは
   本体及びビニールを痛めません

■RBシリーズ（5色・6サイズ）

えいむのピンメニューの特長

★セットが簡単！

ラバーメニュー

特大

大

中

小

タテ大

タテ小

RB-102（中） ¥2,400 S:203×274mm

ビニール  ¥300　中紙（B-5）  ¥90
RB-103（小） ¥1,900 S:170×228mm

ビニール  ¥220　中紙（A-5）  ¥70

RB-100 （特大･B-4）　¥3,800
S:280×375mm 
C:ブラック･エンジ･ブラウン　P:4、Lot:10 
ビニール  ¥590　中紙（B-4） ¥160

ラバーメニュー
★メニューピン
　MP-111ゴールド使用

ラバーメニュー RB-101（大） ¥2,700 S:232×314mm

P:4、Lot:10  ビニール  ¥380　中紙（A-4）  ¥110
C:ブラウン･ブラック･エンジ･ブルー･グリーン
★メニューピンMP-111ゴールド使用

RB-104（タテ大） ¥2,500 S:174×324mm

ビニール  ¥330　中紙   ¥90
RB-105（タテ小） ¥1,900 S:126×276mm

ビニール  ¥220　中紙   ¥70
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ピンタイプ 6P

2・31 4・5 6

ピンタイプ 6P

2・31 4・5 6

●洋風メニューの紙サイズ　 特大（B4）:364×257mm 大（A4）:210×297mm 中（B5）:182×257mm タテ大:155×312mm タテ小:110×263mm

■FBシリーズ（4色・5サイズ） ■DCシリーズ（3色・5サイズ）

フラックスメニュー DCメニュー

特大 特大
大 大

中 中
タテ大 タテ大

タテ小 タテ小

〈柄部アップ〉 〈柄部アップ〉

ひもタイプ 6P

2・3
1 64・5

DC-101（特大） ¥4,300  S:280×375mm　ビニール  ¥590　中紙（B-4） ¥160
DC-102（大） ¥2,800  S:232×314mm　ビニール  ¥380　中紙（A-4） ¥110
DC-103（中） ¥2,400  S:200×275mm　ビニール  ¥300　中紙（B-5） ¥90

マーブルメニュー　
C:グリーン･ブラウン･グレー　
P:6、Lot:10 
★メニューピンMP-111ゴールド使用

FB-100（特大） ¥3,900 S:280×375mm　ビニール  ¥590　中紙（B-4） ¥160
FB-101（大） ¥2,700 S:232×314mm　ビニール  ¥380　中紙（A-4） ¥110
FB-102（中） ¥2,400 S:200×275mm　ビニール  ¥300　中紙（B-5） ¥90

フラックスメニュー　
C:グレー･レッド･ブラック･ブラウン
P:6、Lot:10  
★メニューピンMP-111ゴールド使用

DC-105（タテ小） ¥1,900 S:127×275mm

ビニール  ¥220　中紙   ¥70
DC-104（タテ大） ¥2,600 S:175×323mm

ビニール  ¥330　中紙   ¥90

FB-105（タテ小） ¥1,900 S:127×275mm

ビニール  ¥220　中紙  ¥70
FB-104（タテ大） ¥2,600 S:175×323mm

ビニール  ¥330　中紙   ¥90

マーブルメニュー
C:グレー･ブラウン･グリーン
P:6、Lot:10
★メニューピン
　MP-111ゴールド使用

フラックスメニュー
C:ブラック･レッド･ブラウン
P:6、Lot:10
★メニューピン
　MP-111ゴールド使用

★ ★
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C:エンジ･グレー･ブラック
P:6、Lot:10
★メニューピンMP-111ゴールド使用

ピンタイプ 6P

2・31 4・5 6

BBメニュー（ピンタイプ） BB-121  （大）  ¥2,800  S:228×315mm

 BB-122  （中）  ¥2,500  S:200×275mm

 BB-123  （小）  ¥2,100  S:168×228mm
　 

ビニール  ¥380　中紙 （A-4） ¥110
ビニール  ¥300　中紙 （B-5） ¥90
ビニール  ¥220　中紙 （A-5） ¥70

ピンタイプ 4P

1・2 3・4

ピンタイプ 4P

1・2 3・4

ピンタイプ 4P

1・2 3・4

ピンタイプ 4P

1・2 3・4

ラインソフトメニュー
IB-511（大･A4） ¥2,500
S:228×315mm
C:ブラウン･ブラック･レッド
P:4、Lot:10
★メニューピンMP-130シルバー使用

PPC-A4（大）      ¥350
中紙サンド紙（A-4） ¥70

ブラックソフトメニュー
IB-531（大･A4） ¥2,500
S:228×315mm
C:ブラック
P:4、Lot:10
★メニューピンMP-130シルバー使用

レザータッチソフトメニュー 
IB-501（大･A4）¥2,500
S:228×315mm
C:ブラウン･ブラック･エンジ
P:4、Lot:10
★メニューピンMP-130シルバー使用

PPC-A4（大）      ¥350
中紙サンド紙（A-4） ¥70

PPC-A4（大）      ¥350
中紙サンド紙（A-4） ¥70

PPC-A4（大）      ¥350
中紙サンド紙（A-4） ¥70

ブラウンソフトメニュー
IB-521（大･A4）¥2,500
S:228×315mm
C:ブラウン
P:4、Lot:10
★メニューピンMP-130シルバー使用

〈柄部アップ〉

〈柄部アップ〉

〈柄部アップ〉

〈柄部アップ〉

●洋風メニューの紙サイズ　 大（A4）:210×297mm 中（B5）:182×257mm 小（A5）:148×210mm 

6ページ
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ピンタイプ 6P

2・31 4・5 6

〈柄部アップ〉

ステージソフトメニュー
C:ブラック･ブラウン･レッド･ブルー･グリーン  
P:6、Lot:10
★メニューピンMP-111ゴールド使用

BB-501 （大） ¥2,800　S:228×315mm　ビニール  ¥380 中紙（A-4） ¥110
BB-502 （中） ¥2,500　S:200×275mm　ビニール  ¥300 中紙（B-5） ¥90

ピンタイプ 4P

1・2 3・4

〈柄部アップ〉

レザータッチメニュー
LB-401（大） ¥3,200 
S:228×315mm　
C:ブラック･レッド･ブラウン･
　グリーン･ダークブルー
P:4、Lot:10
ビニール  ¥380　中紙（A-4） ¥110
★メニューピンMP-111ゴールド使用

ピンタイプ 4P

1・2 3・4

レザータッチメニュー
LB-402（中） ¥2,600 
S:200×275mm　
C:ブラウン･グリーン･ブラック･
　ダークブルー･レッド
P:4、Lot:10
ビニール  ¥300　中紙（B-5） ¥90
★メニューピンMP-111ゴールド使用

ピン & ストラップタイプ 4P

1・2 3・4

LB-400（特大・B-4タイプ） ¥4,600  S:280×375mm　ビニール  ¥590　中紙（B-4） ¥160レザータッチメニュー
C:ダークブルー･レッド･グリーン･ブラック･ブラウン
P:4、Lot:10 
★メニューピンMP-111ゴールド使用

●洋風メニューの紙サイズ　 特大（B4）:364×257mm 大（A4）:210×297mm 中（B5）:182×257mm 29



〈柄部アップ〉

〈裏〉〈裏〉

〈表〉〈表〉

裏面

クリアポケット

ペン差し

カーボンタイプシリーズ

ランチョンマット LM-41（大）  ¥1,300 S:420×320mm

LM-42（中）  ¥900    S:320×240mm

LM-43（小）  ¥600    S:285×200mm
C:ブラック・ブラウン、Lot:10

伝票ホルダー （二ツ折）
BH-402 ¥1,100   
S:110×220mm
C:ブラック･ブラウン
Lot：10

GM-24  丸コースター  ¥290
S:95φ
C:表：ブラック/裏：ブラウン、Lot:10
リバーシブルコースター

GM-25  角コースター  ¥290
S:95×95mm
C:表：ブラック/裏：ブラウン、Lot:10
リバーシブルコースター

カーボンタイプデスクマット　
DM-31 （大） ¥3,100 S:390×300mm

DM-32 （中） ¥2,400 S:325×220mm

DM-33 （小） ¥1,600 S:285×200mm

DM-34 （ミニ） ¥1,200 S:250×170mm
C: ブラック・ブラウン、Lot:10
リバーシブルマット

IF-141  インフォメーション
¥3,800
S:232×314mm、Lot:10
C: ブラック･ブラウン
（中身9ページ+ポケット）

MH-18  メモホルダー（二ツ折）
¥1,200
S:132×165mm、Lot:10
C: ブラック･ブラウン

MH-8  メモホルダー（1枚タイプ）
¥750
S:130×166mm、Lot:10
C: ブラック･ブラウン

MH-504  ホルダー（A4・二ツ折）　
¥3,000
S:227×330mm、Lot:1
C: ブラック･ブラウン　　　　　　

伝票ホルダー （二ツ折）
BH-401 ¥1,450   
S:115×235mm
C:ブラック･ブラウン
Lot：10
※右金具付

■ 手ざわりがソフトなカーボンタッチ。
　 それぞれ組み合わせてご利用ください。

ミニバー伝票ばさみ（シングルマグ付）
BH-403　¥1,200
S:100×220mm
     ポケットサイズ：W90×H130mm
C:ブラック・ブラウン、Lot:10
★ウラ面クリアポケット付

ポケット

金具

〈左ポケット〉〈両サイドポケット〉

金具
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ピンタイプ 6P

2・31 4・5 6

ピンタイプ 4P

1・2 3・4

●洋風メニューの紙サイズ　 大（A4）:210×297mm 中（B5）:182×257mm 小（A5）:148×210mm タテ大:155×312mm タテ小:110×263mm

ピンメニュー

ピンホールメニュー

カーボンタイプメニューブック
C:ブラック・ブラウン、P:6、Lot:10
★メニューピンMP-111ゴールド使用

LB-931（大・A4） ¥3,700   S:228×315mm

LB-932（中・B5） ¥3,100   S:200×275mm

LB-933（小・A5） ¥2,600   S:168×228mm
 　

LB-934（タテ大） ¥3,400   S:174×321mm

LB-935（タテ小） ¥2,400   S:127×276mm

1 2

ひもタイプ 2P

ストラップメニュー

カーボンタイプメニューブック
C:ブラック・ブラウン、P:2、Lot:10 

LB-921（大・A4） ¥2,900   S:228×315mm

LB-922（中・B5） ¥2,400   S:200×275mm

LB-923（小・A5） ¥1,900   S:168×228mm

LB-924（タテ大） ¥2,500   S:174×321mm

LB-925（タテ小） ¥1,600   S:127×276mm

GB-111  （大・A4） ¥3,900  S:232×319mm 専用ビニール GBB-A4  ¥400   中紙（A4）  ¥110
GB-112 （中・B5）  ¥3,600  S:200×283mm 専用ビニール GBB-B5 ¥350   中紙（B5）  ¥90
GB-115 （タテ小）  ¥3,300  S:127×284mm 専用ビニール GBB-TS  ¥300   中紙（タテ小）  ¥70

LB-937  ビスメニュー  ¥4,500   
S:254×380mm

C:ブラック・ブラウン、P:4、Lot：10
ビニール ¥350　中紙 （無地） ¥110

LB-936  ビスメニュー  ¥3,800   
S:245×315mm

C:ブラック・ブラウン P:4、Lot：10
ビニール  BP-A41 ¥250  中紙 （A4） ¥110

カーボンタッチ
ピンホールメニュー
C:ブラック･ブラウン
P:4、Lot:10  
★メニューピンMP-111ゴールド使用

IF-161 ・ GB-211  カーボンタッチ （A4･4穴）
本体のみ価格 ¥4,800
S:256×330mm、Lot:1  C:ブラック･ブラウン
★ポケットご利用枚数は中紙の厚さにもよりますが
　約40～45枚程度です。
★左ポケット付

★該当リフィルポケット 
●PPB-A41（ブラックA4･4穴）        ¥250      
●PPB-A52（ブラックA5･2段・4穴） ¥250 
●PP-4H PPエンボス（A4･4穴）      ¥250  
●PPC-A44 PPクリア（A4･4穴）      ¥250 
上記より必要枚数をお選び下さい。

IF-161 GB-211

31



LM-24

LM-25

LM-23

LM-26

Groove シリーズ

グルーブ

〈柄部アップ〉

CT-10  グルーブキャッシュトレイ
¥1,600  S:202×122mm  　
C:レッド・グリーン・ブラウン・ブラック、Lot:10
※他のトレイはP.186～190にあります。

レザータッチ グルーブ伝票ホルダー
BH-110 ¥1,400 S:115×235mm  
C: イエロー･ブラウン･ブルー･レッド･ブラック･グリーン、Lot：10
※右金具付・左ポケット付

レザータッチ グルーブマット
LM-24 （L） ¥250 S:230×85mm
LM-25 （M） ¥200 S:210×60mm
LM-26 （S） ¥130 S:150×45mm
LM-23 （丸） ¥250  S:150φmm
C:レッド・イエロー・グリーン・ブルー・ブラウン・ブラック
Lot：10

グルーブランチョンマット 
LM-21（大）  ¥1,200  S:420×320mm

LM-22（中）   ¥700 S:320×240mm 
C:レッド・ブラウン・グリーン・ブラック・イエロー・ブルー
Lot：10
※他のランチョンマットはP.152～164にあります。

BH-111  レザータッチ グルーブ伝票ホルダー
¥1,100
S:103×200mm
C: ブラウン･イエロー･レッド･グリーン･ブルー･ブラック、Lot：10 
★両サイドポケット付

GM-21  グルーブコースター　¥250　
S:100φmm
C: レッド・イエロー・グリーン・ブルー・ブラウン・ブラック、Lot:50
※他のコースターはP.148～151にあります。

BH-112  グルーブミニ伝票ホルダー  
¥1,050  　右金具付
S:109×160mm、Lot:20　
C:ブラック･ブラウン･グリーン･レッド･イエロー･ブルー 
※ポケットは付いていません

※他の伝票ばさみはP.178～185にあります。

在庫
限り

金具

金具
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メ
ニ
ュ
ー
ブ
ッ
クピンタイプ 4P

1・2 3・4

ピンタイプ 4P

1・2 3・4

●洋風メニューの紙サイズ　 特大（B4）:364×257mm 大（A4）:210×297mm 中（B5）:182×257mm 小（A5）:148×210mm タテ大:155×312mm タテ小:110×263mm

タテ小
タテ大

小 中 大 特大

〈柄部アップ〉

レザータッチグルーブメニュー
C: ブラック･グリーン･レッド･イエロー･ブルー･ブラウン　
P:4、Lot:10

LB-900 （特大） ¥4,600 S:280×375mm 
ビニール  ¥590　中紙（B4）    ¥160  

LB-901 （大） ¥3,800 S:232×314mm 
ビニール  ¥380　中紙（A4）    ¥110

LB-902  （中） ¥3,100 S:206×271mm 
ビニール  ¥300　中紙（B5）     ¥90

LB-903 （小） ¥2,600   S:170×223mm 
ビニール  ¥220　中紙（A5）     ¥70

LB-904 （タテ大） ¥3,200 S:175×323mm 
ビニール  ¥330　中紙（タテ大）   ¥90

LB-905 （タテ小） ¥2,600 S:127×275mm 
ビニール  ¥220　中紙（タテ小）    ¥70
★メニューピンMP-111ゴールド使用

LB-907（A4･4穴） ¥3,800　左右ポケット付
BP-A41 ¥250　中紙（A-4）  ¥110   
S:246×316mm、P:4 Lot:10
C:イエロー･グリーン･ブラウン･レッド･ブラック

LB-906（A4･プラ30穴）  ¥4,300　左右ポケット付
PP-30H ¥250　中紙（A-4）   ¥110   
S:245×319mm、P:4 Lot:10
C:レッド･ブラウン･イエロー･ブラック･グリーン

グルーブメニュー
（ビス4穴）

グルーブメニュー

ピンホールメニュー （大・A4）
GB-131
¥3,800
S:232×319mm、P:4、Lot:10
C:ブラック･レッド･ダークブラウン･グリーン･ブラウン
専用ビニール GBB-A4 ¥400 中紙（A4） ¥110

グルーブランチョンマット 
LM-21（大）  ¥1,200  S:420×320mm

LM-22（中）   ¥700 S:320×240mm 
C:レッド・ブラウン・グリーン・ブラック・イエロー・ブルー
Lot：10
※他のランチョンマットはP.152～164にあります。

〈ビス止め4穴〉

〈プラバインダー 30穴〉

BP-A41  ビニール （A4･4穴）  
¥250  S:234×305mm
C:クリア  Lot:10

リフィル

リフィル
PP-30H  （A4･30穴）
¥250   S:227×306mm
Lot:10 33



ピンタイプ 6P

2・31 4・5 6

ピンタイプ 6P

2・31 4・5 6

ピンタイプ 6P

2・31 4・5 6

●洋風メニューの紙サイズ　 大（A4）:210×297mm 中（B5）:182×257mm  小（A5）:148×210mm タテ大:155×312mm  タテ小:110×263mm  

6ページ

6ページ

6ページ

ピンメニュー ・ ６ページ

〈柄部アップ〉

■ ページは増やすことができます。

BB-411　¥3,100 （大）  S:228×315mm ビニール ¥380　中紙 （大） ¥110 
BB-412　¥2,800 （中）  S:200×275mm ビニール ¥300　中紙 （中）   ¥90
BB-415　¥2,300 （タテ小）  S:127×276mm ビニール ¥220　中紙 （タテ小）   ¥70

マーブルスマートメニュー
C:グレイ・アイボリー・サクラ・グリーン
P:6  Lot:10
★メニューピンMP-111シルバー使用

カーボンタイプメニュー
C:ブラック･ブラウン
P:6、Lot:10 　
★メニューピンMP-111ゴールド使用

レザータッチメニュー
C:ブラック･レッド･ブラウン･オフホワイト
P:6、Lot:10 
★メニューピンMP-111ゴールド使用

LB-931（大・A4） ¥3,700   S:228×315mm

LB-932（中・B5） ¥3,100   S:200×275mm

LB-933（小・A5） ¥2,600   S:168×228mm

LB-934（タテ大） ¥3,400   S:174×321mm

LB-935（タテ小） ¥2,400   S:127×276mm

ビニール ¥380　中紙 （大） ¥110
ビニール ¥300　中紙 （中）   ¥90
ビニール ¥220　中紙 （小）   ¥70
ビニール ¥330　中紙 （タテ大）   ¥90
ビニール ¥220　中紙 （タテ小）   ¥70

LB-531（大・A4）  ¥3,600 S:228×315mm

LB-532（中・B5）  ¥2,900 S:200×275mm

LB-535（タテ小）  ¥2,300 S:127×276mm

ビニール ¥380　中紙 （大） ¥110
ビニール ¥300　中紙 （中）   ¥90
ビニール ¥220　中紙 （タテ小）   ¥70
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ピンタイプ 4P

1・2 3・4

●洋風メニューの紙サイズ　 大（A4）:210×297mm 中（B5）:182×257mm  

ピン付レザータッチメニュー

〈柄部アップ〉

高級レザータッチソフトメニュー
C:ブラック･ブラウン、P:4、Lot:10　
※シルバーコーナー金具付
★メニューピンMP-122シルバー使用

LB-251 （大･A4） ¥5,500
S:230×316mm
ビニール ¥380　中紙 （大） ¥110

LB-252  ¥4,800 （中･B5）  
S:201×279mm
ビニール ¥300　中紙 （中） ¥90

ピンタイプ 4P

1・2 3・4
〈柄部アップ〉

コバルトメニュー
LB-220  （B4 巾 2/3タイプ） ¥5,400  S:192×382mm ビニール  ¥560   中紙 （無地） ¥100
LB-221  （大･A4） ¥4,800  S:235×316mm ビニール  ¥380   中紙 （A4） ¥110
LB-222  （中･B5） ¥4,500  S:207×276mm ビニール  ¥300   中紙 （B5） ¥90
C:ブラック　P:4、Lot:10 ★メニューピンMP-100シルバー使用ピンタイプ 4P

1・2 3・4

ピンタイプ 4P

1・2 3・4

合皮ソフトメニュー（大 ･A4）
LB-311 ¥4,400
S:230 × 316mm
C:ブラウン・エンジ・ブラック
P:4、Lot:10
PPC-A4（大）     ¥350
中紙サンド紙（A4） ¥70
★メニューピンMP-111ゴールド使用

レザータッチメニューブック （PVC）
LB-411（大･A4） ¥6,500
S:230×315mm C:ブラウン･ブラック、P:4、Lot:1
PPC-A4（大）  ¥350    中紙サンド紙（A-4） ¥70
★メニューピンはMP-100ゴールド使用 ピンタイプ 4P

1・2 3・4

ラインソフトメニュー
IB-511（大･A4） ¥2,500
S:228×315mm
C:ブラウン･ブラック･レッド、P:4、Lot:10
PPC-A4（大）      ¥350
中紙サンド紙（A-4） ¥70
★メニューピンMP-130シルバー使用
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〈柄部アップ〉



 革

ピンタイプ 4P

1・2 3・4

●洋風メニューの紙サイズ　 大（A4）:210×297mm 中（B5）:182×257mm  小（A5）:148×210mm  タテ小:110×263mm

ピン付革メニュー

ピンタイプ 4P

1・2 3・4

レザーメニュー
C:グリーン・エンジ・ブラック･ブラウン
P:4、Lot:10　
※シルバーコーナー金具付  
★メニューピンMP-100シルバー使用

LB-651 （大･A4）  ¥7,800　  
S:236×316mm 
PP-A4     ¥350 
中紙（A4） ¥110 

LB-652 （中･B5）  ¥6,900   
S:203×277mm 
PP-B5    ¥280 
中紙（B5） ¥90

LB-661 （大･A4） ¥6,400  
S:237×315mm

 PP-A4      ¥350  
中紙（A4） ¥110

LB-662 （中･B5） ¥5,300  
S:206×280mm
PP-B5   ¥280 
中紙（B5） ¥90

LB-665 （タテ小）  ¥4,400 
S:136×284mm
PP-TS 　　¥260 
中紙（タテ小） ¥70

レザーメニュー
C:ブラック･エンジ・ブラウン・キャメル
P:4、Lot:10
材質：ドイツの再生革使用  
★メニューピンMP-100ゴールド使用

ピン付リサイクルレザーメニュー
C:ブラック・エンジ・ブラウン・キャメル
P:4、Lot:10
材質：ドイツの再生革使用  
★メニューピンMP-100ゴールド使用

LB-666 （A4・ヨコ） ¥6,500
S:316×232mm
PP-A4W ¥350
中紙A4   ¥110

LB-664 （タテ大） ¥5,800
S:175×332mm
PP-TL    ¥340
中紙タテL ¥90

LB-663 （小・A5） ¥5,100
S:166×231mm
PP-A5    ¥260
中紙（A5）  ¥70

 革
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バインダー式合皮コルクメニュー（プラ30穴）
LCB-201 ¥6,200
S:243×320mm
C:コルク色
P:4、Lot:10
PPC-A430 　　  ¥250
中紙サンド紙（A-4） ¥70

スライド式合皮コルクメニュー
LCB-301 ¥6,000
S:249×317mm
C:コルク色
P:4、Lot:10
SBP-A4               ¥260
中紙サンド紙（A-4） ¥70

ホック式合皮コルクメニュー
LCB-401 ¥6,800
S:256×321mm
C:コルク色
P:4、Lot:10
BP-A44               ¥260
中紙サンド紙（A-4） ¥70

ピン式合皮コルクメニュー
LCB-101 ¥5,500
S:230×317mm
C:コルク色
P:4、Lot:10
PPC-A4              ¥350
中紙サンド紙（A-4） ¥70
★メニューピン MP-122ゴールド使用

レザータッチメニュー （PVC）
LB-411（大･A4） ¥6,500
S:230×315mm C:ブラウン･ブラック、P:4、Lot:10
PPC-A4（大）  ¥350    中紙サンド紙（A-4） ¥70
※メニューピンはMP-120ゴールド使用 ピンタイプ 4P

1・2 3・4

ピンタイプ 4P

1・2 3・4

合皮ソフトメニュー（大 ･A4）
LB-311 ¥4,400
S:230 × 316mm
C:ブラウン・エンジ・ブラック
P:4、Lot:10
PPC-A4（大）     ¥350
中紙サンド紙（A4） ¥70
★メニューピンMP-111ゴールド使用

レザータッチウィンドウメニュー 
C:ブラック・ブラウン
P:4 Lot:10
★メニューピンMP-122シルバー使用

LB-1001  ¥6,800
S:240×322mm
PPC-A4 ¥350   サンド紙（A-4） ¥70

★窓の部分が取り外しできます。
★窓部分にマグネットが付いています。
★オリジナルメニューを表現できます。
★窓の右下の部分を押さえて
　取りはずしてください。

ウィンドウメニュー

この部分

合皮コルクメニュー

レザータッチメニュー

●洋風メニューの紙サイズ　 大（A4）:210×297mm 

〈バインダー式  30穴〉 〈スライド式〉 〈ホック式〉 〈ピンメニュー〉
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えいむのスライド式メニューブック

＊スムーズイン
レールに入りやすいよう斜めカット！

ポケットを滑らす
ように出し入れ！

ページがめくりやすく見やすいよう
に折り目ライン入り！

＊開きやすく見やすい
＊出し入れ簡単

＊丈夫

PPクリアポケットは高
透明使用

＊紙より強着
裏はレール剥離
軽減のため
ビニールペーパー
を使用

プラレール（黒）は、
強力テープで本体に接着！
又、ウラ貼りが黒の為目立たない！

 ご注意
裏貼りはレール剥離など軽減するためビニールペーパーを使用しています。レールは強力テープで
しっかり接着していますが、強くひっぱりますと剥離及び破損しますのでご注意ください。

＊ホールストッパー
HS-100  1本¥30  S:190×9mm  C:グレー、Lot:10
材質:スチール  ★手で軽く曲がります

SB900シリーズ専用ポケット（PPクリア） Lot:10

SBP-A4 （大） ¥260
S:232×308mm （4穴）

SBP-B4（特大） ¥380
S:290×370mm （4穴）

SBP-B5 （中） ¥240
S:201×264mm （4穴）

SBP-TS （タテ小） ¥220
S:130×270mm （4穴）

SBP-SS （ミニ） ¥220
S:205×162mm （2穴）

ポケットの飛び
出し・ズレ防止
のため金具ス
トッパー使用！

＊安定保護

＊文字・色鮮明

中紙の価格

●サンド紙
B-4  （特大） ¥110
A-4  （大）    ¥70
B-5  （中）    ¥55
タテ-S （小）    ¥35
ミニ     ¥55
Lot:50

＊折り目ラインが入り開きやすくて、もり上がりにくく見やすい。

ご注意：左のPPポケッ
トは透明ですが見やす
く白く撮影しています。

真上から
見た図

レール

レールタイプ 4P

1・2 3・4

●洋風メニューの紙サイズ　大（A4）:210×297mm 中（B5）:182×257mm タテ小:110×263mm

合皮スライドメニュー
C:ブラック･ブラウン･エンジ･アイボリー
P:4、Lot:10
表材:うす型合皮使用・撥水タイプ

SB-911  （大）   ¥3,700  S:248×316mm

SB-912  （中）   ¥3,400  S:221×276mm

SB-915  （タテ小） ¥2,900  S:147×281mm

スライド式メニューの特長

〈柄部アップ〉

合皮メニュー
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メ
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ー
ブ
ッ
ク

スジ柄

しわ柄

凸凹柄

＊各パーツはP.38の中央にあります。

えいむのスライド式メニューブック

レールタイプ 4P

1・2 3・4

レールタイプ 4P

1・2 3・4

レールタイプ 4P

1・2 3・4

●洋風メニューの紙サイズ　 特大（B4）:364×257mm 大（A4）:210×297mm 中（B5）:182×257mm タテ小:110×263mm ミニ:186×149mm

SB-920  （特大）  ¥4,600  S:305×380mm

SB-921  （大）   ¥3,200  S:248×316mm

SB-922  （中）   ¥3,000  S:221×276mm

SB-925  （タテ小）  ¥2,600  S:147×281mm

ストライプスライドメニュー
SB-931  （大）   ¥3,400  S:248×316mm

SB-932  （中）   ¥3,100  S:221×276mm

SB-935  （タテ小）  ¥2,700  S:147×281mm
C:グレー・グリーン、P:4、Lot:10
表材:ビニールペーパー・撥水タイプ

SB-901  （大）   ¥3,600  S:248×316mm

SB-902  （中）   ¥3,300  S:221×276mm

SB-903  （ミニ） ¥2,800  S:224×173mm

レザータッチスライドメニュー（皮しぼ柄）
C:ブラック･ブラウン
P:4、Lot:10
表材:PVC・撥水タイプ

スライドチェック柄メニュー
C:グレーブラック･ブラウン･アイボリー
P:4、Lot:10
表材:準不燃・防カビ素材・防汚･撥水タイプ

★

★ミニ

レールタイプ 4P

1・2 3・4

センターイン
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＊各パーツはP.38の中央にあります。

えいむのスライド式メニューブック

〈柄部アップ〉 〈柄部アップ〉

麻柄タイププラスタータイプ

プラスタータイプ

表面強化・抗菌・消臭・防カビ素材表面強化・抗菌・消臭・防カビ素材

表面強化・抗菌・消臭・防カビ素材

A4ヨコ型

●洋風メニューの紙サイズ　 大（A4）:210×297mm 

プラスタースライドメニュー （A4ヨコ型） 
SB-811  ¥3,900
S:338×235mm、P:4 Lot:10
C:エンジ・グリーン・ブラウン
PPC-A40     ¥280
サンド紙（A-4） ¥70

麻柄スライドメニュー（A4ヨコ型）  
SB-821  ¥3,900
S:338×235mm、P:4 Lot:10
C:うす茶・こげ茶
PPC-A40     ¥280 
サンド紙（A-4） ¥70

レールタイプ 4P

1・2 3・4

センターイン

表面強化・汚れ防止・抗菌・防カビ素材 〈柄部アップ〉

ストーンタッチスライドメニュー（A4ヨコ型）
SB-801  ¥3,900  
S:338×235mm、P:4 Lot:10
C:ブラック
PPC-A40     ¥280
サンド紙（A-4） ¥70

レールタイプ 4P

1・2 3・4

センターイン

レールタイプ 4P

1・2 3・4

センターイン

SB-601 ¥3,900　
S:248×316mm
C:黒
P:4、Lot:10
SBP-A4（大） ¥260 
サンド紙（Ａ4）   ¥70

SB-621 ¥3,900　
S:248×316mm
C:こげ茶・うす茶
P:4、Lot:10
SBP-A4（大） ¥260 
サンド紙（Ａ4）   ¥70

SB-631 ¥3,900　
S:248×316mm
C:オーク・ナチュラル
P:4、Lot:10
SBP-A4（大） ¥260 
サンド紙（Ａ4）   ¥70

SB-611 ¥3,900
S:248×316mm
C:ブラウン・グリーン・エンジ
P:4、Lot:10
SBP-A4（大） ¥260 
サンド紙（Ａ4）   ¥70
　

LCB-301 ¥6,000
S:248×316mm
C:コルク色
P:4、Lot:10
★文字なし

木目タイプ

スーパー強化・汚れ防止・抗菌・防カビ素材

ストーンタイプ

麻柄タイプ

表面強化・抗菌・消臭・防カビ素材表面強化・汚れ防止・抗菌・防カビ素材

ストーンタイプ

レールタイプ 4P

1・2 3・4

レールタイプ 4P

1・2 3・4

レールタイプ 4P

1・2 3・4

レールタイプ 4P

1・2 3・4

レールタイプ 4P

1・2 3・4
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メ
ニ
ュ
ー
ブ
ッ
ク＊各パーツはP.38の中央にあります。

真上から
見た図

えいむのスライド式メニューブック

レールタイプ 4P

1・2 3・4

レールタイプ 4P

1・2 3・4

レールタイプ 4P

1・2 3・4

レールタイプ 4P

1・2 3・4

●洋風メニューの紙サイズ　  大（A4）:210×297mm 中（B5）:182×257mm ミニ:186×149mm 

さくらスライドメニュー
SB-951 （大）  ¥3,000
S:248×316mm
C:ブラウン･エンジ･パープル
P:4、Lot:10

メッシュスライドメニュー
SB-961 （大） ¥3,000
S:248×316mm
C:ブラウン･シルバー
P:4、Lot:10

SB-971  （大）   ¥3,000  S:248×316mm

SB-972  （中）   ¥2,700  S:221×276mm

SB-973  （ミニ）  ¥2,500  S:224×173mm

SB-981  （大）   ¥4,900  S:248×316mm

SB-982  （中）   ¥3,600  S:221×276mm

SB-983  （ミニ）   ¥3,000  S:224×173mm

まつ葉スライドメニュー
C:ブラウン･グリーン
P:4、Lot:10

シャンタンスライドメニュー（布地）
C:紺･エンジ･金茶、P:4、Lot:10

〈柄部アップ〉〈柄部アップ〉

〈柄部アップ〉

〈柄部アップ〉

★ミニ

★ミニ

★

★

レールタイプ 4P

1・2 3・4

センターイン

レールタイプ 4P

1・2 3・4

センターイン
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えいむのホック式メニュー

BP-B44（B4･4穴）  
¥400 S:293×367mm  Lot：1

BP-A44（A4･4穴）  
¥260 S:244×304mm Lot：1

BP-B53（B5･3穴）  
¥220 S:220×262mm Lot：1

BP-S3（タテ小･3穴）  
¥200 S:146×269mm Lot：1

ホック式メニューはAIMの特許製品です。PAT

〈柄部アップ〉

表面強化・汚れ防止・抗菌・防カビ素材

麻柄タイプストーンタイプ 表面強化・抗菌・消臭・防カビ素材

ホック式ストーンタッチメニュー（A4ヨコ型） 
HB-651  ¥4,200
S:340×240mm、P:4 Lot:10
C:ブラック
PPC-A40  ¥280   サンド紙（A-4） ¥70

ホック式麻柄メニュー（A4ヨコ型） 
HB-641  ¥4,200
S:340×240mm、P:4 Lot:10
C:こげ茶・うす茶
PPC-A40  ¥280   サンド紙（A-4） ¥70

ホック式 4P

1・2 3・4

センターイン
ホック式 4P

1・2 3・4

センターイン

ホック式PPCポケット
HPC-A44（A4･4穴） ¥250
S:244×304mm、Lot:10

特別仕様

A4ヨコ型

ホック式専用3ラインポケット

HB-200（特大）

HB-202（中）

HB-201（大）

HB-205（タテ小）

〈柄部アップ〉

HB-200（特大） ¥5,700  S:306×386mm

HB-201（大） ¥3,700  S:255×320mm

HB-202（中） ¥3,500  S:228×279mm

HB-205（タテ小） ¥3,300  S:155×282mm

BP-B44 （B4･4穴）  ¥400　中紙（B4）  ¥160
BP-A44 （A4･4穴）  ¥260　中紙（A4）  ¥110
BP-B53 （B5･3穴）  ¥220　中紙（B5）  ¥90
BP-S3 （タテ小･3穴）  ¥200　中紙（タテS）  ¥70

ホック式VPメニュー  （VP貼メニュー）
C:ブラウン･ブラック･グリーン･エンジ
P:4、Lot:10

ホック式 4P

1・2 3・4

えいむならではのホック式ワンタッチメニュー
・ビニールの取り付け･取り外しが簡単です。
また、ビニールはページがめくりやすい3本
ライン仕様です。

●洋風メニューの紙サイズ　 特大（B4）:364×257mm 大（A4）:210×297mm 中（B5）:182×257mm タテ小:110×263mm 42
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ー
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ク

コルクタイプ

スーパー強化・汚れ防止・抗菌・防カビ素材ウッディタイプ

ホック式木目メニュー（A4） 
HB-621  ¥4,100
S:255×320mm
C:オーク・ナチュラル
P:4 Lot:10
BP-A44        ¥260   
サンド紙（A-4） ¥70
オーク板柾目タイプ ホック式 4P

1・2 3・4

麻柄タイプ 表面強化・抗菌・消臭・防カビ素材

ホック式麻柄メニュー（A4） 
HB-631  ¥4,200
S:255×320mm
C:うす茶・こげ茶
P:4 Lot:10
BP-A44        ¥260   
サンド紙（A-4） ¥70 ホック式 4P

1・2 3・4

MB-310（特大）

MB-312（中）

えいむのホック式メニュー えいむならではのホック式ワンタッチメニュー・ビニールの取り付け･取り外しが簡単です。
また、ビニールはページがめくりやすい3本ライン仕様です。

MB-315（タテ小）

〈柄部アップ〉

MB-310（特大） ¥5,800  S:306×386mm

MB-308（大） ¥3,900  S:255×320mm

MB-312（中） ¥3,600  S:228×279mm

MB-315（タテ小） ¥3,400  S:155×282mm

BP-B44 （B4･4穴）  ¥400　サンド紙（B4）  ¥110
BP-A44 （A4･4穴）  ¥260　サンド紙（A4）  ¥70
BP-B53 （B5･3穴）  ¥220　サンド紙（B5）  ¥55
BP-S3 （タテ小･3穴）  ¥200　サンド紙（タテS）  ¥35

ホック式チェックメニュー
C:グレイブラック･ブラウン
　･アイボリー･エンジ
P:4、Lot:10
★特大・タテ小はエンジは
　ありません。

PAT

ホック式 4P

1・2 3・4

ストーンタイプ 表面強化・汚れ防止・抗菌・防カビ素材

ホック式ストーンタッチメニュー（A4）
HB-611  ¥4,100
S:255×320mm
C:ブラック
P:4 Lot:10
BP-A44　　 ¥260   
サンド紙（A-4） ¥70

ホック式 4P

1・2 3・4

ホック式合皮コルクメニュー
LCB-401 ¥6,800
S:256×321mm
C:コルク色
P:4、Lot:10
BP-A44               ¥260
中紙サンド紙（A-4） ¥70

MB-308（大）

表紙材質：準不燃 防カビ素材 防汚・撥水タイプ

〈柄部アップ〉 〈柄部アップ〉

〈柄部アップ〉 〈柄部アップ〉

●洋風メニューの紙サイズ　 特大（B4）:364×257mm 大（A4）:210×297mm 中（B5）:182×257mm タテ小:110×263mm 43



 革

〈柄部アップ〉 〈柄部アップ〉

〈柄部アップ〉〈柄部アップ〉

革クロコタイプ

ホック式クロスメニューブック
C:スカイブルー･ダークブラウン･エンジ･ブラック･
　ライトブラウン･グリーン･パープル･ネイビー　
P:4、Lot:10

HB-301  布貼メニュー  ¥4,200 　S:255×320mm
BP-A44（A4･4穴） ¥260　中紙（A4） ¥110

ホック式メニュー 10ページ特別仕様 
HB-101（A4･4穴）  ¥4,600
S:255×320mm、P:10 Lot:10  C:ブラック
BP-A41　　　　 ¥250   
中紙サンド紙（A-4） ¥70

ホック式合成メニュー（ホック内蔵型） 
HB-601（A4･4穴）  ¥6,800
S:261×320mm、P:4 Lot:10  
C:ブラック・ブラウン
BP-A44 　¥260   
中紙（A-4） ¥110

HB-511（大･A4）  ¥4,200
S:255×320mm  

BP-A44（A4･4穴） ¥260　中紙（A4） ¥110
HB-512（中･B5）  ¥3,900
S:228×279mm  

BP-B53（B5･3穴） ¥220　中紙（B5）   ¥90
C:エンジ･ネイビー、P：4  Lot：10

ホック式うろこメニュー
HB-501（大･A4）  ¥4,200  
S:255×320mm  

BP-A44（A4･4穴） ¥260　中紙（A4） ¥110
HB-502（中･B5）  ¥3,900
S:228×279mm  

BP-B53（B5･3穴） ¥220　中紙（B5）   ¥90
C:わさび、P：4  Lot：10

ホック式つむぎメニュー

ホック式メニューブック（革） 
¥9,800
S:W257 × H322mm  
P:4、Lot:1

LGB-311   C:ブラック
RGB-311   C:ブラウン
BP-A44（A4・4穴） ¥260
中紙サンド紙（A4）      ¥70
★ポケットの取り外しが簡単

●洋風メニューの紙サイズ　 大（A4）:210×297mm 中（B5）:182×257mm 

ホック式レザータッチ
ソフトメニュー
HB-701 ¥3,800
S:257×320mm
C:ブラック・ブラウン・ネイビー
P:4、Lot:10

ホック式ラスター
ソフトメニュー
HB-711 ¥4,900
S:257×320mm
C:ブラック・ブラウン・エンジ
P:4、Lot:10
※表面は光沢があります。
　（エナメル調）

えいむの
ホック式メニュー

PAT
ホック式メニューは
AIMの特許製品です。

えいむならではのホック式ワンタッ
チメニュー・ビニールの取り付け･
取り外しが簡単です。また、ビニー
ルはページがめくりやすい3本ラ
イン仕様です。
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〈柄部アップ〉

〈柄部アップ〉

ソフトタッチメニュー （A4・4穴）
PB-551 ¥3,700
S:245×316mm、P:4、Lot:10
C:ブラック・オフホワイト・ダークブラウン・ライトブラウン
BP-A41 ¥250  中紙（A-4） ¥110

カーボンタイプ
ビス式メニュー
（A4・4穴）

★両サイドに
　ポケット付

ビス式メニュー PB-501　¥2,900
（A4・4穴） S:245×315mm
★MENU入り  C:くさ･うす茶･こげ茶･さくら  P:4、Lot:10
    BP-A41¥250　中紙（A4） ¥110

レザータッチ
ビス式メニュー
（A4・4穴）

PB-521   ¥3,300
S:245×315mm
C:ダークブルー･ブラウン･ブラック･レッド･グリーン  
P:4、Lot:10
BP-A41¥250　中紙（A4） ¥110
★中に両サイドポケット付

LB-936   ¥3,800 
S:245×315mm、P:4、Lot:10
C:ブラック・ブラウン
BP-A41¥250　中紙（A4） ¥110
★中に両サイドポケット付

LB-907（A4･4穴） ¥3,800　左右ポケット付 
S:246×316mm、P:4 Lot:10
C:イエロー･グリーン･ブラウン･レッド･ブラック
BP-A41¥250　中紙（A4） ¥110  

グルーブビス式メニュー
（A4・4穴）

LB-937   ¥4,500   S:254×380mm
C:ブラック･ブラウン、P:4、Lot：10
ビニール ¥350　中紙 （無地） ¥110
★B-4変形スリム型

カーボンタイプ
（ビス6穴）

レザータッチ
（ビス6穴）

PB-540   ¥4,400 S:254×380mm
C:ブラウン・ブラック・レッド・オフホワイト、P:4、Lot：10
ビニール ¥350　中紙 （無地） ¥110
★B-4変形スリム型

ビス４穴

ビスメニュー

45



●洋風メニューの紙サイズ　 大（A4）:210×297mm

4穴メニューブック

（金属4穴）

コバルトバインダーメニュー
LB-881 （金属・4穴）¥4,600
S:249 × 318mm C:ブラック
P:4、Lot:10
PPC-A44（A4･4穴） ¥250
中紙サンド紙（A4）      ¥70

〈柄部アップ〉

レザータッチファイルミニメニュー（金属B6ヨコ・2穴）  
LB-807  ¥2,800
S:224×166mm
C:赤･黒･イエロー･茶･エメラルドグリーン･うす茶　P:4、Lot:10
ビニール（B6ヨコ・2穴） ¥160 紙 無地（B6） ¥25
★紙だけセットの場合はA5まで利用できます。

B6・ヨコ 2穴

在庫
限り

（金属4穴）

ラーナバインダーメニュー
LB-871 （金属・4穴）¥4,900
S:249 × 318mm
C:ブラウン･グリーン
P:4、Lot:10
PPC-A44（A4･4穴） ¥250
中紙サンド紙（A4）      ¥70

〈柄部アップ〉

在庫
限り

レザータッチソフトメニュー  （細型金属A4・4穴） 
LB-891  ¥4,300
S:247×321mm  C:ブラック・ブラウン・グレイ  P:4、Lot:10
PPC-A44（A4・4穴） ¥250  中紙サンド紙（A4） ¥70
★右ポケット付   ★PVC

 革 A4・4穴

バインダー式革メニュー  （A4･4穴） 
LB-671  ¥10,500
S:255×317mm   C:ブラック･ネイビー･ブラウン  P:4、Lot:10  
BP-A41  ¥250  中紙（A-4） ¥110
★右ポケット付

ビニールファイル式メニュー
（金属A4・4穴）

FM-111     ¥3,300
S:252×322mm　P:4、Lot:10
C:グレイ･サクラ･グリーン･アイボリー
BP-A41¥250　中紙 大（A-4）¥110
★中に両サイドポケット付
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大型リング付き
〈A4・4穴〉

大型リングタイプ（4穴）

●洋風メニューの紙サイズ　 大（A4）:210×297mm

こちらのメニューは本体のみです。リフィル利用枚数は中紙の厚さにより変わります。

★上記該当リフィルポケット★ こちらからお選びください。 

約
40〜45

枚

約
40〜45

枚

約
40〜45

枚

約
40〜45

枚

約
40〜45

枚

約
55〜60

枚

ソフトレザータッチ（A4･4穴）  GB-201　本体 ¥4,300
S:256×330mm　C:ブラウン･ブラック、Lot:1

カーボンタッチ（A4･4穴）  GB-211　本体 ¥4,800
S:256×330mm　C:ブラウン･ブラック、Lot:1

レザータッチ（A4･4穴）  GB-251　本体 ¥3,900 
S:256×328mm、Lot:1  C:エンジ･ネイビー・ブラウン･グリーン･ブラック

ビニールタッチ（A4･4穴）  GB-261　本体 ¥2,500 
S:256×328mm、Lot:1  C:グリーン･ブラック･エンジ

レザー（A4･4穴）  GB-281　本体 ¥11,500 
S:260×330mm、Lot:1  C:ブラウン･ブラック･グリーン

レザー（A4･4穴）  GB-271　本体 ¥12,000 
S:270×338mm、Lot:1  C:ブラック

PP-4H  PPエンボス （A4･4穴）  
¥250  S:228×306mm、Lot:10

PPC-A44  PPクリアポケット （A4･4穴）  
¥250  S:227×306mm、Lot:10

ブラックリフィル
PPB-A52
（A5･2ポケット･4穴）
¥250 S:235×314mm  Lot:10
★A5･2段両面

ブラックリフィル
PPB-A41 （A4･4穴）
¥250 S:235×314mm  Lot:10
★A4両面

 革  革

バインダー式革メニュー  （A4･4穴） 
LB-671  ¥10,500
S:255×317mm   C:ブラック･ネイビー･ブラウン  P:4、Lot:10  
BP-A41  ¥250  中紙（A-4） ¥110
★右ポケット付
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30穴メニューブック
〈柄部アップ〉

〈柄部アップ〉

〈柄部アップ〉

〈柄部アップ〉

チェック柄バインダーメニュー  （A4・プラ･30穴） 
MB-309  ¥3,800
C:アイボリー･ブラウン･グレーブラック
S:250×320mm、P:4 Lot:10
BP-A430 ¥270 中紙サンド紙（A-4）¥70
表紙材質:準不燃 防カビ素材
　　 　　防汚･撥水タイプ

バインダーメニューブック（金属・A4・30穴）  
LGB-301  ¥9,800  C:ブラック
RGB-301  ¥9,800  C:ブラウン
S:W247 × H318mm　P:4、Lot:1
PPC-A430（A4・30穴） ¥250
中紙サンド紙（A4）             ¥70
★左ポケット付

 革  革
革ファイル式メニュー（金属・A4・30穴） 
LB-626   ¥7,200
S:246×315mm
C:キャメル･ダークブラウン･ブラック･エンジ　P:4、Lot:10
PP-30H ¥250　中紙 （A4） ¥110
材質：ドイツの再生革使用

布地シャンタンメニュー  （A4・プラ30穴）
JB-130  ¥3,900
S:243×321mm
C:ブラック・エンジ・ネイビー・金茶
P:4、Lot:10
BP-A430 ¥270  中紙サンド紙（A-4） ¥70

ソフトメニュー  （A4･プラ30穴）
LB-106  ¥3,900 
S:245×319mm
P:4、Lot:10
C:ブラック･ブラウン
PP-30H ¥250　中紙（A4） ¥110
左右ポケット付

麻タイプ バインダーメニュー  （大･A-4・30穴）   
PB-359   ¥4,700　
S:249×320mm
C:こげ茶 P:4、Lot:10
PP-30H ¥250　サンド紙（A4） ¥70

●洋風メニューの紙サイズ　 大（A4）:210×297mm
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〈金属A4 30穴〉 ビニール
ソフトメニュー

30穴メニューブック

バインダー式メニューブック（30穴）

表
紙
材
質:

表
面
強
化
タ
イ
プ 

準
不
燃 

抗
菌
防
カ
ビ

防
汚･

撥
水
タ
イ
プ
素
材

FM-101 ¥3,400 S:251×323mm　P:4、Lot:10
（金属A4・30穴）   C:グリーン･レッド･ブルー･ブラック･ブラウン 

                                               PP-30H ¥250　中紙 （A4） ¥110

★中に両サイド
　ポケット付

ストーンタイプメニュー  （A4･プラ30穴）
MB-206  ¥3,800　
S:250×320mm、P:4 Lot:10、C:ブラック
PP-30H ¥250　中紙 サンド紙（A4） ¥70

グルーブメニュー
LB-906（A4･プラ30穴） ¥4,300　
S:245×319mm、P:4 Lot:10
C:レッド･ブラウン･イエロー･ブラック･グリーン
PP-30H ¥250　中紙（A4）  ¥110
左右ポケット付

合皮メニュー（金属・A4・30穴） 
LB-806   ¥4,800
S:247×318×22mm
C:黒･赤･茶･薄茶　P:4、Lot:10
PP-30H ¥250　中紙 （A4） ¥110  
左ポケット付

LB-826  キルト合皮メニュー（金属・A4・30穴）
¥4,800
S:247×318mm、P:4、Lot:10
C:黒･赤　左ポケット付
PP-30H ¥250　中紙 （A4） ¥110

〈柄部アップ〉
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合皮コルクメニュー（プラ30穴）
LCB-201 ¥6,200
S:243×320mm、P:4、Lot:10
C:コルク色
PPC-A430 ¥250  中紙サンド紙（A-4） ¥70

〈柄部アップ〉 〈柄部アップ〉

〈柄部アップ〉

〈柄部アップ〉

〈柄部アップ〉

●洋風メニューの紙サイズ　 大（A4）:210×297mm
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ひもタイプ 2P

BB-401 ¥2,100 （大） S:228×315mm

BB-402 ¥1,800 （中） S:200×275mm

BB-405 ¥1,400 （タテ小）  S:127×276mm
C:グリーン・グレイ・アイボリー・サクラ
P:2  Lot:10

BBソフトメニュー
（ひもタイプ）

中紙（A4） ¥110　
中紙（B5）   ¥90　
中紙（タテ小）   ¥70　

1 2

ひもタイプ 2P
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ひもタイプ 2P

〈柄部アップ〉

2ページ 2ページ

LB-521（大・A4） ¥2,700  S:228×315mm

LB-522（中・B5） ¥2,200  S:200×275mm

LB-525（タテ小） ¥1,600  S:127×276mm
C:黒･茶･赤･オフホワイト、P:2、Lot:10  

レザータッチメニュー（ひもタイプ）
中紙（A4） ¥110
中紙（B5）   ¥90
中紙（タテ小）   ¥70

LB-921（大）  ¥2,900  S:228×315mm

LB-922（中）  ¥2,400  S:200×275mm

LB-923（小）  ¥1,900  S:168×228mm

LB-924（タテ大）¥2,500  S:174×321mm

LB-925（タテ小）¥1,600  S:127×276mm
C:ブラック･ブラウン、P:2、Lot:10

カーボンタイプメニュー（ひもタイプ）
中紙（A4） ¥110　
中紙（B5）   ¥90　
中紙（A5）   ¥70　
中紙（タテ大）   ¥90　
中紙（タテ小）   ¥70　

2ページ
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ひもタイプ 2P

ソフトメニュー　C:エンジ･グレー･ブラック　P:2、Lot:10
BB-101（大） ¥1,800 S:228×315mm BB-102（中） ¥1,600 S:200×275mm BB-103（小） ¥1,300 S:168×228mm
中紙　大（A-4） ¥110 中紙　中（B-5） ¥90 中紙　小（A-5） ¥70

●洋風メニューの紙サイズ　 大（A4）:210×297mm 中（B5）:182×257mm 小（A5）:148×210mm タテ大:155×312mm タテ小:110×263mm

2ページ
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合皮メニューシリーズ

ひもタイプ 4P

1・2 3・4

ひもタイプ 4P
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ひもタイプ 4P

1・2 3・4

LB-240  （特大･B4） ¥9,200 S:282×380mm ビニール¥590　 中紙 （B4） ¥160
LB-241  （大･A4） ¥6,800 S:237×315mm ビニール¥380　 中紙 （A4） ¥110
C:グリーン･エンジ･ブラック･ブラウン　P:4、Lot:10

ソフトピュアメニュー

高級レザータッチソフトメニュー
C:ブラック･ブラウン、P:4、Lot:10　

LB-256 （大･A4） ¥4,700
S:230×316mm
PPC-A4（大）       ¥350    
中紙サンド紙（A-4） ¥70

LB-257  ¥4,100 （中･B5）  
S:201×279mm
PPC-B5（中）       ¥280    
中紙サンド紙（B-5） ¥55
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レザータッチメニューブック （PVC）
LB-416（大･A4） ¥6,200
S:230×315mm 
C:ブラウン･ブラック、P:4、Lot:1
PPC-A4（大）  ¥350    中紙サンド紙（A-4） ¥70

ひもタイプ 4P

1・2 3・4
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高級ソフト合皮メニュー　★ゴールドコーナー金具付
LB-110  （特大・B4） ¥6,600  S:285×384mm ビニール ¥590 中紙（B-4）  ¥160
LB-111  （大・A4） ¥5,400  S:234×320mm ビニール ¥380 中紙（A-4）  ¥110
LB-112  （中・B5）   ¥4,500  S:203×280mm ビニール ¥300 中紙（B-5）    ¥90
C:ブラック･ライトグリーン･ライトブラウン･オレンジ･パープル　P:4、Lot:10 〈柄部アップ〉

〈柄部アップ〉〈柄部アップ〉

〈柄部アップ〉

●洋風メニューの紙サイズ　 特大（B4）:364×257mm 大（A4）:210×297mm 中（B5）:182×257mm 51


