
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
★約40～45枚

レザー（A4･4穴）  GB-271　本体 ¥12,000 
S:270×338mm、Lot:1  C:ブラック
★約55～60枚

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

こちらのメニューは本体のみの価格です。右のリフィルをご利用ください。

 革

 革

 革  革

 革

レザーシリーズ

ひもタイプ 4P

1・2 3・4

レ
ザ
ー
メ
ニ
ュ
ー

A4・大型4穴

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

LB-631 LB-632

LB-631（大）  ¥12,000
S:236×315mm　C:ブラック･ブラウン、
P:4、Lot:1　ビニール ¥380　中紙（A-4）  ¥110

本革メニューブック LB-632 （中）  ¥10,000
S:212×281mm　C:ブラック･ブラウン、
P:4、Lot:1　ビニール ¥300　中紙（B-5） ¥90

LB-633    本革メニューブック（小）  ¥6,700
S:135×207mm
C:ブラック･ブラウン、P:4　Lot:1
★特寸につき中紙にはビニールは付いていません。

LB-634    本革メニューブック（ミニ）  ¥8,900
S:125×240mm
C:ブラウン･グリーン･レッド･ブラック、P:4　Lot:1
★特寸につき中紙にはビニールは付いていません。
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革メニューブック
C:ブラック・ダークブラウン・エンジ・グリーン 
P:4　Lot:10

ひもタイプ 4P

1・2 3・4

ひもタイプ 4P

1・2 3・4

ひもタイプ 4P

1・2 3・4

ひもタイプ 4P

1・2 3・4

ひもタイプ 4P

1・2 3・4

 革

 革  革

●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

高級本革メニュー　C:ブラウン･エンジ･グリーン･ブラック　P:4、Lot:10
LB-601（大）¥18,000　S:232×314mm

ビニール  ¥380　中紙（A-4） ¥110　★在庫確認 
★本革は加工及びその時の材質により仕上がりが多少異なります。

高級本革メニュー　C:ブラウン･エンジ･グリーン･ブラック　P:4、Lot:10
LB-600（特大）¥24,000　S:278×385mm

ビニール  ¥590　中紙（B-4） ¥160　★在庫確認 
★本革は加工及びその時の材質により仕上がりが多少異なります。

LB-621（大） ¥6,000 S:237×315mm

LB-622（中） ¥4,900 S:206×280mm

LB-625（タテ小） ¥3,900 S:136×284mm
※材質：ドイツの再生革使用

革メニュー
C:黒･こげ茶･エンジ･キャメル　
P:4、Lot:10
※中央のつなぎはワレ防止の為
　うす革使用

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

 LB-641 （大）  ¥7,400
 S:236×316mm　　ビニール ¥380 中紙（A-4） ¥110
    LB-642 （中）  ¥6,500
 S:203×277mm　　ビニール ¥300 中紙（B-5）   ¥90 

レ
ザ
ー
メ
ニ
ュ
ー

 革

 革レザーシリーズ

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
※中央のつなぎはワレ防止の為うす革使用
※材質：ドイツの再生革使用

LB-627（A4・ヨコ） ¥6,100
S:316×232mm
PP-A4W  ¥350
中紙（A4） ¥110

LB-624（タテ大） ¥5,400
S:175×332mm
PP-TL       ¥340
中紙（タテL） ¥90

LB-623（A5） ¥4,700
S:166×231mm
PP-A5    ¥260
中紙（A5） ¥70
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ー

ピンホール革メニューブック  
¥9,500
S:W230×H323mm
P:4、Lot:1

LGB-321 C:ブラック
RGB-321 C:ブラウン
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

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･パープル･オレンジ
PP-A4（大） ¥350 中紙サンド紙（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 中紙サンド紙（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

ピンホールライトレザーメニュー

ホック式・クロコタイプ ピンホール・クロコタイプ

PAT

〈柄部アップ〉
 革  革

 革

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

ピ
ン
ホ
ー
ル

PAT

ホック式革メニューブック  
 ¥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

在庫
限り

在庫
限り
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ピンタイプ 4P

1・2 3・4

リザードタイプ

〈柄部アップ〉

PAT

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）

ピンタイプ 4P

1・2 3・4

ピンタイプ 4P

1・2 3・4

■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

〈柄部アップ〉

〈柄部アップ〉

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:ブラック･ブラウン･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

 革

 革

 革

●洋風メニューの紙サイズ　 大（A4）:210×297mm

レ
ザ
ー
メ
ニ
ュ
ー

55



●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

ピン付革メニュー  革

ピンタイプ 4P

1・2 3・4

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

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

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

 革

ピンタイプ 4P

1・2 3・4

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

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

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
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 革 A4・30穴

 革

 革

A4・4穴

A4・30穴

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

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

 革

革サイドメニュー
（シングル）  

LB-A41  ¥4,800 （紙はA4仕様）  
S:230×315mm
C:（コーナー色）オレンジ・ブラウン・ブラック
P:1、Lot:1

革なので高級感があります。
ドリンクメニュー・サイドメニュー
スイーツメニュー・サービスメニュー
など色々な場面に最適！

クリアカバー付

シングル革メニュー（A4タイプ）

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

〈柄部アップ〉

革レザー バインダーメニューブック（金属・30穴）¥9,800
LGB-301  C:ブラック
RGB-301  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

本革メニューブック
LB-741（大･A4） ¥19,000
S:233×315mm C:ブラウン･ブラック、P:2、Lot:1
★三角コーナータイプ

■ LB-741を開いた状態
■ 左右四隅コーナータイプ
■ A4の紙が入ります

➡
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イタリアからメニューブックが入荷！！
ファッション、グルメ、ショッピング、オペラ、観光…
世界が注目するおしゃれな国イタリアから届いた、

上品で個性的なメニューブック。
ミラノコレクションで有名なファッションのおしゃれな街、ミラノ。宮殿や美術館など観光スポット
が多く残る首都ローマ。世界遺産数ナンバーワンを誇るイタリアは、世界中から訪れる観光客を
もてなします。イタリアのレストランやカフェで使われているメニューブックはどれも上質で触り心
地も抜群。国籍を問わず、どんなお店にもマッチします。

Croco type

本革メニューブック （クロコタイプ）
ITB-111  （大・A4）  ¥8,800
S:230×317mm 
C:ブラック・ホワイト・ブラウン
P:4、Lot:10

本革メニューブック （クロコタイプ）
ITB-116   （ヨコ大・A4）  ¥9,100
S:315×231mm
C:ブラック・ホワイト・ブラウン
P:4、Lot:10

本革メニューブック （クロコタイプ）
ITB-114    （タテ・大）  ¥7,000
S:172×317mm
C:ブラック・ホワイト・ブラウン
P:4、Lot:10

〈柄部アップ〉
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ゴムストラップ仕様

〈アップ〉 〈アップ〉

開いた状態 （中）
※中ビニールをゴムでとめるタイプ

開いた状態 （表・裏）
※パーツゴムストラップ

Fashion

本革メニューブック （ノーマルタイプ）
ITB-101 （大・A4）  ¥8,800
S:230×317mm
C:ブラック・エンジ・オレンジ・ブラウン
P:4、Lot:10

本革メニューブック （ノーマルタイプ）
ITB-106 （ヨコ大・A4）  ¥9,100
S:315×231mm
C:ブラック・エンジ・オレンジ・ブラウン
P:4、Lot:10

本革メニューブック （ノーマルタイプ）
ITB-104 （タテ・大）  ¥7,000
S:172×317mm
C:ブラック・エンジ・オレンジ・ブラウン
P:4、Lot:10

メ
ニ
ュ
ー
ブ
ッ
ク

59

イタリア製



各種専用パーツ

専用ビニール A4 （トップイン）
ITB-A4   1枚 ¥390
S:W450×H312mm
Lot:10

専用ビニール A4ヨコ（トップイン）
ITB-A4W   1枚 ¥390
S:W617×H225mm
Lot:10

専用ビニール  タテ大（トップイン）
ITB-TL   1枚 ¥330
S:W330×H312mm
Lot:10

本革メニューブック
（オーストリッチタイプ）
ITB-131  （大・A4）  ¥8,800
S:230×317mm
C:ブラック、P:4、Lot:10

本革メニューブック
（オーストリッチタイプ）
ITB-136 （ヨコ大・A4）  ¥9,100
S:315×231mm
C:ブラック、P:4、Lot:10

本革メニューブック
（オーストリッチタイプ）
ITB-134    （タテ・大）  ¥7,000
S:172×317mm
C:ブラック、P:4、Lot:10

〈柄部アップ〉

イタリア製

〈アップ〉〈アップ〉

開いた状態 （中）
※中ビニールをゴムでとめるタイプ

開いた状態 （表・裏）
※パーツゴムストラップ

Vintage

ビンテージメニューブック
ITB-121  （大・A4）  ¥8,800
S:230×317mm
C:ダークブラウン、P:4、Lot:10
※セルローズ繊維

ビンテージメニューブック
ITB-126 （ヨコ大・A4）  ¥9,100
S:315×231mm
C:ダークブラウン、P:4、Lot:10
※セルローズ繊維

ビンテージメニューブック
ITB-124    （タテ・大）  ¥7,000
S:172×317mm
C:ダークブラウン、P:4、Lot:10
※セルローズ繊維

〈柄部アップ〉

ゴムストラップ仕様

Ostrich type
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ピンタイプ 4P

1・2 3・4

ピンタイプ 4P

1・2 3・4

ひもタイプ 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

● ピン付メニューはえいむが独自で開発したものです。その進化型が（新構造）ピンホールメニューです。PAT

えいむの

LB-800（特大）

LB-802（中）

LB-801（大）

LB-804（タテ大） LB-805（タテ小）

軽くて持ち味がソフト！メニューピンが抜けにくい新構造！ 合皮でありながら薄くて丈夫！

ビニール  ¥590　中紙   ¥160
ビニール  ¥380　中紙  ¥110
ビニール  ¥300　中紙     ¥90
ビニール  ¥330　中紙    ¥90
ビニール  ¥220　中紙     ¥70

LB-820 （特大･B4） ¥4,400 S:280×383mm

LB-821 （大･A4） ¥3,700 S:230×319mm

LB-822 （中･B5） ¥3,000 S:200×283mm

LB-824 （タテ大） ¥3,500 S:175×334mm

LB-825 （タテ小） ¥2,600 S:127×284mm

合皮キルトメニュー （ピンホールメニュー）
C:黒･赤　P:4、Lot:10
★ピンが抜けにくい新構造
★メニューピンMP-111ゴールド使用

高級ソフト合皮メニュー
（ピンホールメニュー）
LB-800 特大（B-4タイプ） ¥4,400  
S:280×383mm  ビニール  ¥590　中紙   ¥160

LB-801 大（A-4タイプ） ¥3,700  
S:230×319mm  ビニール  ¥380　中紙  ¥110

LB-802 中（B-5タイプ） ¥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

P:4、Lot:10   
C: ブラック･レッド･ライトブラウン･イエロー･
    エメラルドグリーン･ダークブラウン
★メニューピンMP-111ゴールド使用

柄部アップ

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

高級ソフト合皮メニュー　★ゴールドコーナー金具付
C:ライトグリーン･ブラック･ライトブラウン･オレンジ･パープル
P:4、Lot:10



合皮コルククリア
テーピングメニュー〈A4・2ページ〉
LCA-42 ¥1,600
S:226×313mm、C:コルク色
Lot:10

JTA-44 〈A4・4ページ〉 ¥2,000 S:228×312mm、Lot:10
JTA-48 〈A4・8ページ〉 ¥3,800 S:228×312mm、Lot:10

ATA-44 〈A4・4ページ〉 ¥2,000 S:228×312mm、Lot:10
ATA-48 〈A4・8ページ〉 ¥3,800 S:228×312mm、Lot:10 

ITA-44 〈A4・4ページ〉 ¥2,000 S:228×312mm、Lot:10
ITA-48 〈A4・8ページ〉 ¥3,800 S:228×312mm、Lot:10

FTA-44 〈A4・4ページ〉 ¥2,000 S:228×312mm、Lot:10
FTA-48 〈A4・8ページ〉 ¥3,800 S:228×312mm、Lot:10

合皮コルククリア
テーピングメニュー〈A4・4ページ〉
LCA-44 ¥2,500
S:230×313mm、C:コルク色
Lot:10

合皮コルククリア
テーピングメニュー〈A4・6ページ〉
LCA-46 ¥3,900
S:230×313mm、C:コルク色
Lot:10

合皮コルククリア
テーピングメニュー〈A4・8ページ〉
LCA-48 ¥4,800
S:230×313mm、C:コルク色
Lot:10

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

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

日本

アメリカ合衆国

イタリア

フランス

62

合皮コルクシリーズ

合皮クリアテーピングメニュー

ワールドクリアテーピングメニュー （受注生産）

〈バインダー （30穴メニュー〉

〈A4・2P〉

〈レールメニュー〉

〈A4・4P〉

〈ホック式メニュー〉

〈A4・6P〉

〈ピンメニュー〉

〈A4・8P〉
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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 小（A5）:148×210mm タテ大:155×312mm タテ小:110×263mm

価 格 既成サイズ（B-4・A-4・B-5・A-5・タテ大・タテ小）についてはカタログP.64・65の上代の
■50冊以下…10％UP上代　■50冊以上…同じ上代
※特注サイズにつきましては別見積もりとなります。

受注単位 ■1冊からOKです。納 期 ■受注後約7〜10日程。時期により変わりますのでご確認下さい。

日本製

クリアテーピング オーダーカラー
日本製造だから、一冊からOK!

カラー・サイズなど、貴店だけのオリジナルメニューが簡単にできます。

下の11色からお好みの色をお選び下さい。別サイズは既成色からもお選び頂けます。

パープル ピンク ホワイト若草 グレイゴールドシルバー オリーブ からし イエロースカイブルー

…

Italian Menu
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他社類似品と一度比べてみて下さい。当社は
日本にて丁寧に作り上げていますので仕上
がり・品格等の出来ばえが違います。又、オリ
ジナルについても迅速な対応が可能です。

他社類似品と一度比べてみて下さい。当社は
日本にて丁寧に作り上げていますので仕上
がり・品格等の出来ばえが違います。又、オリ
ジナルについても迅速な対応が可能です。

比 較

日本製

LTC-2L･LTC-2S
LTC-4L･LTC-4S

LTA-414 （A-4･14ページ）　¥6,800　
LTA-416 （A-4･16ページ）　¥8,100　
S:228×312mm
C:黒･エンジ･茶･緑･紺
Lot:10

LTB-414 （B-4･14ページ）　¥7,400
LTB-416 （B-4･16ページ）　¥8,900　
S:277×379mm
C:黒･エンジ･茶･緑･紺
Lot:10

※受注生産
※納期確認

S:127×279mm　※LTC-8S、受注生産
LTC-2S（タテ小･2ページ）    ¥950
LTC-4S（タテ小･4ページ） ¥1,300
LTC-6S（タテ小･6ページ） ¥2,000（三ツ折タイプ）
※LTC-8S（タテ小･8ページ） ¥2,800
C:ブラック･エンジ･ブラウン･ブルー･グリーン、Lot:10

S:173×329mm　※LTC-8L、受注生産
LTC-2L（タテ大･2ページ） ¥1,100  
LTC-4L（タテ大･4ページ） ¥1,600 
LTC-6L（タテ大･6ページ） ¥2,300（三ツ折タイプ）
※LTC-8L（タテ大･8ページ） ¥3,300 
C:ブラック･エンジ･ブラウン･ブルー･グリーン、Lot:10

合皮クリアテーピングメニュー（タテ型）

●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

クリアテーピングメニュー

タテ大・タテ小

A4・B4 /14・16ページ
A4・B4
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日本製

2ページ 4ページ

8ページ中とじ6ページ

LTB-42 （B-4･2ページ） ¥1,500
 S:277×379mm

LTA-42 （A-4･2ページ） ¥1,200
 S:228×312mm
   　　C:黒･エンジ･茶･緑･紺、Lot:10

LTB-44 （B-4･4ページ） ¥2,000 
 S:277×379mm

LTA-44 （A-4･4ページ） ¥1,800
 S:228×312mm
   　　C:黒･エンジ･茶･緑･紺、Lot:10

LTB-46 （B-4･6ページ 中綴じタイプ）
 ¥3,400 S:277×379mm

LTA-46 （A-4･6ページ 中綴じタイプ）
 ¥2,900 S:228×312mm

LTA-46N （A-4三ッ折）¥2,900 S:228×312mm　C:黒･エンジ･茶･緑･紺、Lot:10

LTB-56 （B-5･6ページ 中綴じタイプ）
 ¥2,400 S:194×270mm

LTA-56 （A-5･6ページ 中綴じタイプ）
※受注生産 ¥2,300 S:168×227mm

LTB-48 （B-4･8ページ） ¥4,200
 S:277×379mm

LTA-48 （A-4･8ページ） ¥3,400
 S:228×312mm
   　　C:黒･エンジ･茶･緑･紺、Lot:10

LTB-58 （B-5･8ページ） ¥2,900
 S:194×270mm

LTA-58 （A-5･8ページ） ¥2,800
※受注生産 S:168×227mm

LTB-52 （B-5･2ページ） ¥1,100
 S:194×270mm

LTA-52 （A-5･2ページ） ¥1,000
 S:168×227mm

LTB-54 （B-5･4ページ） ¥1,500
 S:194×270mm

LTA-54 （A-5･4ページ） ¥1,300
 S:168×227mm

●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

12ページ10 ページ ★各サイズのページ数の変更も承ります。

LTA-410 （A-4･10ページ） ¥5,100 S:228×312mm 
  C:黒･エンジ･茶･緑･紺、Lot:10
LTB-410 （B-4･10ページ） ¥6,000 S:277×379mm
★在庫確認  C:黒のみ在庫、Lot:10

LTA-412 （A-4･12ページ） ¥5,700 S:228×312mm 

   C:黒･エンジ･茶･緑･紺、Lot:10
LTB-412 （B-4･12ページ） ¥7,000 S:277×379mm

★在庫確認   C:黒のみ在庫、Lot:10

えいむのクリアテーピングメニュー ■日本製造なので特注対応がスムーズ！！
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クリアテーピング30穴メニュー クリアテーピングメニュー A4・4穴

バインダー式クリア テーピングメニュー（プラ・30穴）
LBC-101 ¥2,800
S:W246 × H316mm
C:ブラック、P: 本体4ページ・中袋2ページ
Lot:10

PPC-A430（A4･30穴） ¥250
中紙サンド紙（A4）           ¥70
★中袋は 1枚（2ページ分）
　セットされています。

日本製

バインダー式クリアテーピングメニュー （金属4穴）
LBC-201 （A4） ¥2,900
S:240×312mm
C:ブラック、P: 本体4ページ・中袋2ページ
Lot:10 

PPC-A44（A4・4穴）   ¥250
中紙サンド紙（A-4）          ¥70
★中袋は 1枚（2ページ分）
　セットされています。

LTA-440  （A4・4ページ）  ¥2,300  
S:234×316mm 

布地クリアテーピングメニュー
C:紺に絵柄・エンジに絵柄
P:4、Lot:10

LTB-4S  （B4タイプ）  ¥2,000  S:276×273mm  S:紙S 257角mm

LTA-4S （A4タイプ）  ¥1,800  S:230×226mm  S:紙S 210角mm

LTB-5S （B5タイプ）  ¥1,500  S:202×198mm  S:紙S 182角mm

クリアテーピングスクエアメニュー  C:ブラック、P:4、Lot:10
★ブラック以外受注生産   ★4ページ以外受注生産

四角メニュー

LTB-420 ¥1,400（2ページ）
LTB-440 ¥1,900（4ページ）
LTB-460 ¥3,300（6ページ）
LTB-460N ¥3,300（6ページ・三ツ折）
LTB-480 ¥4,100（8ページ）

B4巾 ２／３クリアメニュー

ミニクリアテーピングメニュー（三ツ折）

クリアテーピングメニュー
（B4巾２／３タイプ）
S:190×380mm 
C:茶･エンジ･緑･紺･黒、Lot:10
★ 黒のみ在庫  
　他は在庫確認して下さい。

在庫
限り

A6三ツ折ミニメニュー（6ページ）
LTM-A66 ¥1,800
S:125×164mm
C:ブラック、P:6、Lot:10
★紙サイズ（A6）

B6三ツ折ミニメニュー（6ページ）
LTM-B66 ¥2,000
S:150×198mm
C:ブラック、P:6、Lot:10
★紙サイズ（B6）

●洋風メニューの紙サイズ　 大（A4）:210×297mm 66
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合皮クリアテーピングメニュー
C:オレンジ コーナー黒 Lot:10
LTA-42G （A4・2ページ） 　   ¥1,300 S:226×313mm

LTA-44G （A4・4ページ）       ¥1,900 S:230×313mm

LTA-46G （A4・6ページ）       ¥3,000 S:230×313mm

LTA-48G （A4・8ページ）       ¥3,500 S:230×313mm

LTA-410G （A4・10ページ）   ¥5,200 S:230×313mm ★受注生産
LTA-412G （A4・12ページ）   ¥5,800 S:230×313mm ★受注生産

※コーナー金具・黒

合皮クリアテーピングメニュー
C:ライトブラウン コーナー黒 Lot:10
LTA-42B （A4・2ページ） 　  ¥1,300 S:226×313mm

LTA-44B （A4・4ページ）      ¥1,900 S:230×313mm

LTA-46B （A4・6ページ）      ¥3,000 S:230×313mm

LTA-48B （A4・8ページ）      ¥3,500 S:230×313mm

LTA-410B （A4・10ページ）  ¥5,200 S:230×313mm ★受注生産
LTA-412B （A4・12ページ）  ¥5,800 S:230×313mm ★受注生産

※コーナー金具・黒

LTA-42B （2P）

LTA-42G （2P）

LCA-42 （2P）

LTA-44B （4P）

LTA-44G （4P）

LCA-44 （4P）

LTA-46B  （6P）

LTA-46G （6P）

LCA-46  （6P）

LTA-48B  （8P）

LTA-48G （8P）

LCA-48  （8P）

合皮コルクメニュー
C:コルクブラウン コーナー黒 Lot:10
LCA-42  （A4・2ページ）  ¥1,700 S:226×313mm

LCA-44  （A4・4ページ）  ¥2,600 S:230×313mm

LCA-46  （A4・6ページ）  ¥4,000 S:230×313mm

LCA-48  （A4・8ページ）  ¥4,900 S:230×313mm
※コーナー金具・黒

新色 日本製

バインダー式クリアテーピングメニュー （金属4穴）
LBC-201 （A4） ¥2,900
S:240×312mm
C:ブラック、P: 本体4ページ・中袋2ページ
Lot:10 

PPC-A44（A4・4穴）   ¥250
中紙サンド紙（A-4）          ¥70
★中袋は 1枚（2ページ分）
　セットされています。

（4P） （6P） （8P）

えいむのクリアテーピングメニュー

ベージュ

オレンジ

合皮コルク

●洋風メニューの紙サイズ　 大（A4）:210×297mm 

人気カラーが追加登場！！
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地球に優しいペット材。
透明性に優れた、コシのある
ペット材を使用しています。

また燃やしてもダイオキシンの
発生がありません。

大型コーナー金具採用！
大きめのコーナー金具なので

角をしっかり保護します。

手触りソフトな綿帯！
綿なので切れにくく丈夫。

また滑りがありません。
手触りもソフトで優しいです。

丈夫なステッチング。
折り返し縫いにより、

ほつれを防止。
また切り目・引っかかりなどの

トラブルを解消し丈夫になりました。

2ページ 4ページ

6ページ 8ページ

コットンクリアテーピングメニュー 日本製

CTA-42  A-4･2ページ  
¥1,300
S:228×312mm
C:ブラック･レッド･ライトグリーン･ライトブラウン･オレンジ　P:2、Lot:10
中紙（大） ¥60（A4無地）

CTA-44  A-4･4ページ  
¥1,900
S:228×312mm
C:ブラック･レッド･ライトグリーン･ライトブラウン･オレンジ　P:4、Lot:10
中紙（大） ¥60（A4無地）

CTA-46  A-4･三ツ折6ページ  
¥3,000
S:228×312mm
C:ブラック･レッド･ライトグリーン･ライトブラウン･オレンジ　P:6、Lot:10
中紙（大） ¥60（A4無地）

CTA-48  A-4･8ページ  
¥3,800
S:228×312mm
C:ブラック･レッド･ライトグリーン･ライトブラウン･オレンジ　P:8、Lot:10
中紙（大） ¥60（A4無地）
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炎はイメージです

STA-46

日本製

STA-42
A4･2ページ
¥1,400
S:227×314mm 
C:ブラック、Lot:10

STA-44
A4･4ページ
¥1,900
S:232×314mm 
C:ブラック、Lot:10

STA-48
A4･8ページ
¥3,800
S:232×314mm 
C:ブラック、Lot:10

STA-412
A4･12ページ
¥5,800
S:232×314mm 
C:ブラック、Lot:10

STA-46
A4･6ページ（三ツ折）
¥3,000
S:232×314mm 
C:ブラック、Lot:10
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変則三ッ折クリアテーピングメニュー

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

日本製
ドリンクメニューやサービスメニューに最適です。

PTA-441  （A4・4ページ）  ¥2,100  
S:228×312mm 
C:黒・赤・緑・茶   P:4、Lot:10

PTA-421  （A4・2ページ）  ¥1,400  
S:228×312mm 
C:黒・赤・緑・茶   P:4、Lot:10

PTA-41S  （タテ小・4ページ）  ¥1,700  
S:127×279mm 
C:赤・黒   P:4、Lot:10

PTA-42S  （タテ小・4ページ）  ¥1,700  
S:127×279mm 
C:赤・黒    P:4、Lot:10

PTA-442  （A4・4ページ）  ¥2,100  
S:228×312mm 
C:黒・赤・緑・茶   P:4、Lot:10

PTA-422  （A4・2ページ）  ¥1,400  
S:228×312mm 
C:黒・赤・緑・茶   P:4、Lot:10

※特注ページも承ります。

絵柄付→

←布をラミ加工
ラミ加工の為
丈夫で水濡れ
に強い！ 

PP新布地クリアテーピングの特徴

桜柄

桜柄

扇柄

扇柄
柄アップ 柄アップ

ペット材

LTA-46S  A4・4ページ+A4 1/2・2ページ    ¥2,900
S:230×315mm（サービスS:125×315mm）
C:黒/黒･黒/ワイン･茶/キャメル･オリーブ/オレンジ
P:6 Lot:10（三ツ折タイプ）
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●洋風メニューの紙サイズ　 大（A4）:210×297mm 中（B5）:182×257mm 小（A5）:148×210mm 

日本製

A4三ツ折6ページ

★薄くてスリム型

テーピングメニューパーツ ヨコ型4ページ

イエロー

クリア

クリアテーピングメニュー（A-4 三ツ折 6ページ）
TA-46（A-4 三ツ折 6ページ）  ¥2,500
S:228×312mm　C:ブラック･レッド･ブラウン･シルバー･グリーン、Lot:10

クリアテーピングメニュー　S:228×312mm　C:ブラック･レッド･ブラウン･シルバー･グリーン･イエロー･クリア、Lot:10
TA-42（A-4･2ページ） ¥1,100　TA-44（A-4･4ページ） ¥1,600　TA-48（A-4･8ページ） ¥3,000　中紙（大） ¥60（A-4無地）

テーピングメニュー芯材（PP） 
PB-005（A-4） ¥160
PB-006（B-4） ¥220
C:クリア

★クリアテーピングメニューのコシを
　強くする芯材です。
　必要に応じてご利用下さい。

クリアテーピングメニュー（ヨコタイプ）
LTW-11（大）  A-4ヨコ ¥2,000 S:316×226mm
LTW-12（中）  B-5ヨコ ¥1,700 S:275×199mm
LTW-13（小）  A-5ヨコ ¥1,500 S:230×165mm

C: 黒･エンジ･茶･緑･紺　P:4、Lot:10

TA-48W  観音開き4ツ折メニュー（A4タイプ）  　¥3,200
S:247×312mm　
C:ブラック･レッド･ブラウン･グリーン･イエロー･クリア　P:8、Lot:10

TB-52  （B5･2ページ）  ¥1,000 TB-42  （B4･2ページ） ¥1,400
TB-54  （B5･4ページ） ¥1,400 TB-44  （B4･4ページ） ¥1,900
TB-56  （B5･三ツ折6ページ） ¥2,000 TB-46  （B4･三ツ折6ページ） ¥3,000
TB-58  （B5･8ページ） ¥2,600 TB-48  （B4･8ページ） ¥3,900
S:196×270mm　  S:275×387mm

C:ブラック･レッド･ブラウン･グリーン･イエロー･クリア･シルバー、Lot:10

★受注生産

★受注生産
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A6三ツ折ミニメニュー（6ページ）
LTM-A66 ¥1,800
S:125×164mm
C:ブラック、P:6、Lot:10
★紙サイズ（A6）

A6二ツ折ミニメニュー（4ページ）
LTM-A64 ¥1,300
S:125×164mm、C:ブラック、P:4、Lot:10

B6三ツ折ミニメニュー（6ページ）
LTM-B66 ¥2,000
S:150×198mm
C:ブラック、P:6、Lot:10
★紙サイズ（B6）B6二ツ折ミニメニュー（4ページ）

LTM-B64 ¥1,400
S:150×198mm、C:ブラック、P:4、Lot:10

★コーナー金具シルバー付

RTA-44  （A4三ツ折4ページ）  ¥3,200
S:229×310mm　P:4、Lot:10
C:黒･エンジ･茶･青　表･二面表紙

RTA-46  
（A4中綴じ6ページ）  
¥4,400
S:227×310mm　P:6、Lot:10
C:黒･エンジ･茶･青
表･二面表紙

RTA-43  （A4三ツ折3ページ）  ¥3,500
S:229×310mm　P:3、Lot:10
C:黒･エンジ･茶･青　表･三面表紙

RTA-42
（A4 二ツ折2ページ）  
¥2,700
S:227×310mm　P:2、Lot:10
C:黒･エンジ･茶･青
表･二面表紙

通常の
三ツ折メニューにも
使用できます。

このようにセットできます。

三角プラホルダー
PCH-100 ¥80　
S:約W23×H21×D20（2）mm、C:ブラック、
Lot:100
★成型プラスチック

約
原
寸
大

ミニクリアテーピングメニュー

クリアメニュージョイント

カバー付クリアテーピングメニュー
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●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

シンプルラバーメニュー〈窓付きタイプ〉シンプルラバーメニュー〈窓付きタイプ〉

ひもタイプ 4P

1・2 3・4

ピンタイプ 4P

1・2 3・4

ピンホールメニュー

注:基本セットメニューの場合　中紙･紐･差し込みクリアカバー不要でも価格は変わりません。

【基本セット内訳】
●メニュー本体
●中紙（2枚）
●蝋引き紐（1本）
●差し込みクリアカバー（2枚） 

各パーツ価格（大・A4）
●洋風ビニール（大）A4×2ポケット 380円
●中紙（A4） 70円
●ストラップ（蝋引き紐） 価格はお問い合せください。
●差し込みクリアカバー（ペット材/A4タイプ） 110円
  〈自由セット型〉
※差し込みクリアカバーは取り外しが出来ます。不要の場合には外してご使用下さい。

各パーツ価格（中・B5）
●洋風ビニール（中）B5×2ポケット 300円
●中紙（B5） 55円
●ストラップ（蝋引き紐） 価格はお問い合せください。
●差し込みクリアカバー（ペット材/B5タイプ） 100円
 〈自由セット型〉

RB-117  A41/2メニュー（ピン付）　¥2,000
ビニール ¥250　         中紙（A4二ツ折） ¥70
S:326×118mm  C:エンジ･青･茶･黒･緑　
P:4、Lot:10 ★メニューピンMP-121使用

RBシリーズ

RB-309 ミニ （B5 1/2タイプ） ¥490 S:144×198mm　
 替紙 （B5二ツ折） ¥55 P:4、Lot:10
RB-310 ミニミニ （A5 1/2タイプ） ¥440 S:124×168mm　
 替紙 （A5二ツ折） ¥35 P:4、Lot:10

シンプルラバーメニュー
 〈ミニタイプ〉 4ページ仕様
C:黒･茶･エンジ･青･緑
P:4、Lot:10
注:中紙にはビニールは付いていません。

RB-301  （大） A4/2ページ  ¥2,700
 S:234×321mm

RB-302  （中） B5/2ページ  ¥2,300
 S:203×280

シンプルラバーメニュー 
〈窓付タイプ〉 基本2ページ仕様
C:黒･茶･エンジ･青･緑　P:2、Lot:10

★通常の洋風ビニールがセットできます。

OPTION.1
メニューピン （MP-111） 2本セット  ¥500
C:ゴールド･シルバー･ブラック
　　　　※オプションはお客様のご希望によりお付け致します。

OPTION.2
コーナー金具付 （4隅セット）  ¥360
C:ゴールド･シルバー

RB-ひもタイプ　Lot:10  P:4  C:青･エンジ･黒･緑･茶 
RB-111 （大） ¥2,400 S:232×314mm	  
RB-112 （中） ¥2,100 S:203×274mm	
RB-113 （小） ¥1,600 S:170×228mm
RB-114 （タテ大） ¥2,200 S:172×321mm	
RB-115 （タテ小） ¥1,600 S:126×276mm

★軽くて薄いシンプルな
★タイプです。
★ピンタイプはP26参照

RB-116   タテ長メニュー（A4タテ1/2タイプ）
¥1,200  S:118×326mm
C:エンジ･青･茶･黒･緑　P:4、Lot:10
通常中紙にはビニールは付いていません
（ビニール別売¥250） 中紙A4 ¥70
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〈柄部アップ〉

縞-103  ミニ    ¥2,200
S:202×165mm
C:紺･アイボリー･金茶･空　
P:4、Lot:10

しま

在庫
限り

●和風メニューの紙サイズ　（二ツ折タイプ）大:453×304mm  中:360×259mm  ミニ:380×151mm　

★和風･洋風･中華など、
★メニューに合わせて 
★お選び下さい。

他のタイプも
あります。

和風ミニメニュー（カバー付） 
舞-102   ¥2,500  
S:200×165mm
C:茶･緑　P:4、Lot:10

MP-100  丸型メニューピン　¥250
S:45×4mm
C:ブラック･シルバー･ゴールド、Lot:10

和風ミニメニュー（カバー付）
舞-101  ¥2,500  
S:200×165mm
C:黒･赤　P:4、Lot:10

高級和紙メニュー　C:金･銀　P:4、Lot:10
舞-201（大）カバー付　¥4,700 S:242×324mm

舞-202（中）カバー付　¥4,400 S:194×285mm

ひもタイプミニ 4P

1・2 3・4

ひもタイプミニ 4P

1・2 3・4

布地縞柄メニュー

古代和紙メニュー（外カバーなし） 舞-301（大） ¥3,300 舞-302（中） ¥2,600 舞-303（ミニ） ¥2,100
C:草･うす墨･ふじ･さくら　P:4、Lot:10 S:242×324mm S:194×285mm S:200×165mm
注：この商品は撮影上、色が実物とかなり違います。必ず現物にてご確認下さい。又、手染めの為多少仕上がり時の色が変わることがあります。
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柄部アップ

柄部アップ

柄部アップ

柄部アップ

●和風メニューの紙サイズ　（二ツ折タイプ）大:453×304mm  中:360×259mm  ミニ:380×151mm

布地和風メニュー　C:グレー･エンジ･緑　P:4、Lot:10
つむぎ-101（大） ¥3,400 S:242×324mm

つむぎ-102（中） ¥2,700 S:194×285mm

つむぎ-103（ミニ） ¥2,200 S:200×165mm　★内側も布張りになっています。

布地花柄メニュー　C:赤･紺･緑　P:4、Lot:10
華-106（ヨコ） ¥2,600  S:285×194mm 華-101（大） ¥3,300  S:242×324mm

華-102（中） ¥2,600  S:194×285mm 華-103（ミニ） ¥2,000  S:200×165mm

★つむぎ-111（大）カバー付  ¥3,600
　S:242×324mm  C:紺　P:4、Lot:10
★つむぎ-112（中）カバー付  ¥2,900
　S:194×285mm  C:紺　P:4、Lot:10

★つむぎ-113（ミニ）カバー付 ¥2,400
　S:200×165mm  C:紺　P:4、Lot:10
　つむぎ-110（特大）カバー無し ¥5,300
　S:284×381mm  C:紺　P:4、Lot:10

★

華-201   （大） ¥3,300 S:242×324mm　
華-202   （中） ¥2,900 S:194×285mm　
華-203 （ミニ） ¥2,100 S:200×165mm　
C: 紺･エンジ･緑･紫

布地小紋柄メニュー
P:4、Lot:10

柄部アップ

　藤柄メニュー（外カバー不要）  
　WB-13（特大･B-4） ¥4,500  S:282×384mm
★WB-14  （大） ¥3,500  S:244×330mm
★WB-15  （中） ¥3,100  S:196×288mm
　C:シャンパンゴールド　P:4、Lot:10

★
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ひもタイプ 4P

1・2 3・4

ひもタイプ 4P

1・2 3・4

ひもタイプ 4P

1・2 3・4

●和風メニューの紙サイズ　（二ツ折タイプ）大:453×304mm  中:360×259mm  ミニ:380×151mm　※P：+2はカバーの中も使用出来ます。

〈柄部アップ〉

布地和風メニュー （ウレタン入り）

千鳥-101  大    ¥3,300
S:241×330mm
C:エンジ･桃･空･紺　P:4、Lot:10

布地千鳥柄メニュー 千鳥-102  中    ¥2,900
S:197×287mm
C:紺･空･桃･エンジ　P:4、Lot:10

千鳥-103  ミニ    ¥2,100
S:202×165mm
C:空･紺･エンジ･桃　P:4、Lot:10

ちどり ちどり ちどり

在庫
限り

布地 桜メニュー 
WB-701  ¥3,800
S:230×316mm、P:4 Lot:10
C:紺・あさぎ・エンジ・うす茶
PPC-A4（大） ¥350   サンド紙（A-4） ¥70

★左と下のメニューブックはストラップを
　ピンに変えることが出来ます。
　WB-701～721のピンメニュー 各 ¥4,200
★メニューピンMP-122ゴールド・シルバーが適応

布地 いろはメニュー 
WB-711  ¥3,800
S:230×316mm、P:4 Lot:10
C:エンジ・黒・紺・アイボリー
PPC-A4（大） ¥350   サンド紙（A-4） ¥70

布地 合わせ柄メニュー 
WB-721  ¥3,800
S:230×316mm、P:4 Lot:10
C:紺・エンジ
PPC-A4（大） ¥350   サンド紙（A-4） ¥70

★PPC-A4クリア使用（上より出し入れ）
★中紙大A4サンド紙を使用 ★特別仕様和風ピンメニュー
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●和風メニューの紙サイズ　（二ツ折タイプ）大:453×304mm  中:360×259mm  ミニ:380×151mm　※P：+2はカバーの中も使用出来ます。

ご注意
■和紙メニューは手染めの為、製造時のロットにより
　色が変わります。

舞-401  （大）  ¥3,000
S:241×330mm
ビニール（大）   ¥380 
和風中紙（大） ¥260

和紙メニュー（もみ紙）
C:えんじ･おうど･茶･紺･緑
P:4、Lot:10
※和紙の風合いを生かす為、
　外カバーは付けておりません。

舞-402  （中）  ¥2,700
S:197×287mm
ビニール（中）   ¥300 
和風中紙（中） ¥150

★舞-405 （タテ小）  ¥2,200
S:131×278mm
ビニール洋風（タテ小） ¥220 
和風中紙（タテ小）   ¥70

ひもタイプ 4P

1・2 3・4

★

高級手すき和紙メニュー（カバー付） P:4+2、Lot:10
都しぼり-101（大） ¥4,300 S:242×324mm

都しぼり-102（中） ¥3,900 S:194×285mm 

都しぼり-103（ミニ） ¥2,500 S:200×165mm

都しぼり-104（B5・ヨコ） ¥3,600 S:280×195mm

和風・洋風兼用（ピンタイプ）

　藤柄ピンメニュー（外カバー不要）  
　WB-130（特大･B-4） ¥4,900  S:282×384mm
★WB-140  （大）   ¥3,900  S:244×330mm
★WB-150  （中）   ¥3,400  S:196×288mm
　C:シャンパンゴールド　P:4、Lot:10
★メニューピンMP-101ゴールド

★

（ミニ）
WB-160 ¥2,200
S:198 × 173mm
★ミニのメニューピン
　MP-98ゴールド

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

バインダー30穴表面強化・汚れ防止・抗菌・防カビ素材プラスターピンメニュー

縞-102  中    ¥3,000
S:197×287mm
C:金茶･エンジ
　P:4、Lot:10

しま
在庫
限り

在庫
限り 縞-101  大    ¥3,400

S:241×330mm
C:エンジ　P:4、Lot:10

しま

メ
ニ
ュ
ー
ブ
ッ
ク
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ひもタイプ 4P

1・2 3・4

ひもタイプ 4P

1・2 3・4

和風・洋風兼用

和風・洋風兼用

クラフトメニュー

SB-501 （大）  ¥1,600  S:235×314mm
SB-502 （中）  ¥1,400  S:204×274mm
SB-503 （小）  ¥1,100  S:171×228mm

外カバー  （大）¥480  （中）¥370  （小）¥330

SB-531 （大）  ¥750  S:235×314mm
SB-532 （中）  ¥660  S:204×274mm
SB-533 （小）  ¥550  S:171×228mm

中紙サンド紙 （A4W） ¥140
中紙サンド紙 （B5W） ¥110
中紙サンド紙 （A5W）   ¥70
　 

SB-521 （大）  ¥750  S:235×314mm
SB-522 （中）  ¥660  S:204×274mm
SB-523 （小）  ¥550  S:171×228mm

中紙サンド紙 （A4W） ¥140
中紙サンド紙 （B5W） ¥110
中紙サンド紙 （A5W）   ¥70
　 

SB-523

SB-522 SB-521

SB-533

SB-532

SB-531

洋風ビニール （大）¥380
洋風ビニール （中）¥300
洋風ビニール （小）¥220

中紙サンド紙 （A4）¥70
中紙サンド紙 （B5）¥55
中紙サンド紙 （A5）¥35

洋風ビニール （大）¥380
洋風ビニール （中）¥300
洋風ビニール （小）¥220

中紙サンド紙 （A4）¥70
中紙サンド紙 （B5）¥55
中紙サンド紙 （A5）¥35

クラフトレザックメニュー
（外カバー付）

C:ブラック･エンジ･パープル･グリーン
P:4、Lot:10

クラフトレザックメニュー
C:ダークブラウン･イエロー･アイボリー
P:4、Lot:10　※外カバー及び中紙のビニールは付いていません。

クラフトレザックメニュー
C:エンジ･グリーン･パープル･ブラック
P:4、Lot:10　※外カバー及び中紙のビニールは付いていません。

クラフトクランプルメニュー（外カバー付） 
C:ダークブラウン･アイボリー･イエロー　 
P:4、Lot:10  
  

SB-511 （大）  ¥1,600  S:235×314mm
SB-512 （中）  ¥1,400  S:204×274mm
SB-513 （小）  ¥1,100  S:171×228mm
外カバー（大）¥480　（中）¥370　（小）¥330

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

和紙ピンメニュー 和紙ストラップメニュー

和紙ピンメニュー  
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
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ピンタイプ 4P

1・2 3・4

ひもタイプ 4P

1・2 3・4

PPC-A4 ¥350　
中紙サンド紙 （A4） ¥70
★ひも付き

SB-541 ¥3,000
S:233×314mm
C:紺・茶・ダークグリーン・ライトグリーン
P:4、Lot:10 

和紙メニューひもタイプ（カバー付）



●和風メニューの紙サイズ　（二ツ折タイプ）大:453×304mm  中:360×259mm ※P：+2はカバーの中も使用出来ます。

共通パーツご注意
■手染め和紙の為、ロットごとに
　多少色合いが変わります。 メ

ニ
ュ
ー
ブ
ッ
ク

和紙メニュー
WB-201（大） ¥2,200 S:240×332mm

WB-202（中） ¥1,800 S:195×278mm
C:紫･赤　P:4+2、Lot:10

和紙メニュー　
WB-301（大） ¥2,200 S:240×332mm

WB-302（中） ¥1,800 S:195×278mm
P:4+2、Lot:10

★WB-201～602は芯が入り
　コシが強くなりました。

和紙メニュー　
WB-401（大） ¥2,200 S:240×332mm

WB-402（中） ¥1,800 S:195×278mm
P:4+2、Lot:10

和紙メニュー　
WB-501（大） ¥2,200 S:240×332mm

WB-502（中） ¥1,800 S:195×278mm
P:4+2、Lot:10

和紙メニュー　
WB-601（大） ¥2,200 S:240×332mm

WB-602（中） ¥1,800 S:195×278mm
P:4+2、Lot:10

★WB-201～601  外カバー（大） ￥650　 
　WB202～602  外カバー（中） ￥500

和風ビニール（大） ￥380 （中） ￥330
和風用紙　  （大） ￥260 （中） ￥150

和紙メニュー 和文字柄　
WB-211（大） ¥2,400 S:240×332mm

WB-212（中） ¥2,000 S:195×278mm
C:紺　P:4+2、Lot:10

和紙メニュー 松葉柄　
WB-221（大） ¥2,400 S:240×332mm

WB-222（中） ¥2,000 S:195×278mm
C:緑　P:4+2、Lot:10

和紙メニュー 波柄　
WB-231（大） ¥2,400 S:240×332mm

WB-232（中） ¥2,000 S:195×278mm
C:赤・紺　P:4+2、Lot:10

和紙メニュー ライン柄　
WB-241（大） ¥2,400 S:240×332mm

WB-242（中） ¥2,000 S:195×278mm
C:おうど・緑・エンジ　P:4+2、Lot:10

このページの商品は全てひもタイプ4Pです。

〈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〉

〈柄部アップ〉

〈柄部アップ〉

〈柄部アップ〉

〈柄部アップ〉
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ひもタイプ 4P

1・2 3・4

　PB-331  （大） ¥3,700 S:235×314mm
　PB-332  （中） ¥2,800 S:203×274mm
★PB-333  （ミニ） ¥2,100 S:200×165mm
　★素材を生かすため外カバーは付けていません。

★竹あみタイプ
C:アイボリー
P:4、Lot:10

ひもタイプ 4P

1・2 3・4

あみ柄メニュー

柄部アップ

柄部アップ

麻タイプ メニュー  C:アイボリー　P:4、Lot:10
PB-311 （大）  ¥3,400  S:232×314mm

PB-312 （中）  ¥3,100  S:204×274mm 
ビニール（大） ¥380（洋風タイプ）　
ビニール（中）  ¥300（洋風タイプ）
中紙サンド紙 大（A-4） ¥70   中（B-5）¥55

●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  ミニ:191×151mm

〈柄部アップ〉

1 2

ひもタイプ 2P

1 2

ひもタイプ 2P

つむぎ柄メニュー

布地ピンメニュー

ヨコ型

つむぎタイプメニュー （ひもタイプ）　C:メタリックネイビー　P:2、Lot:10 
つむぎ-226（特大） ¥4,500  S:280×375mm
つむぎ-227（大） ¥3,400  S:232×314mm   
つむぎ-228（中） ¥2,700  S:206×271mm   
つむぎ-229（小） ¥2,100  S:170×223mm　　

★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 （ひもタイプ）
つむぎ-311  A4ヨコ  ¥3,400 S:315×230mm   中紙大（A4サンド紙）  ¥70  
つむぎ-312  B5ヨコ ¥2,700 S:275×200mm   中紙中（B5サンド紙）  ¥55  
つむぎ-313  A5ヨコ  ¥2,100 S:230×167mm   中紙小（A5サンド紙）  ¥35  
P:2、Lot:10

〈柄部アップ〉

ピンタイプ 4P

1・2 3・4

ピンタイプ 4P

1・2 3・4

布地つむぎメニュー  C:わさび、P:4 Lot:10
MB-11 （大･A4） ¥3,600  S:229×316mm　
 PP-A4（大） ¥350  中紙サンド紙（A4） ¥70

MB-12 （中･B5） ¥3,300  S:200×278mm　
 PP-B5（中） ¥280  中紙サンド紙（B5） ¥55
★メニューピンMP-122ゴールド使用

布地うろこメニュー  C:エンジ･ネイビー、P:4 Lot:10
MB-21 （大･A4） ¥3,600  S:229×316mm　
 PP-A4（大） ¥350  中紙サンド紙（A4） ¥70

MB-22 （中･B5） ¥3,300  S:200×278mm　
 PP-B5（中） ¥280  中紙サンド紙（B5） ¥55
★メニューピンMP-122ゴールド使用
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プラスタースタイルメニュー 
MB-711（大･A4）  ¥3,400
S:229×316mm
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
PPC-A4 ¥350   中紙サンド紙（A-4） ¥70

在庫
限り

グレイのみ

メ
ニ
ュ
ー
ブ
ッ
ク

ひもタイプ 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  ミニ:191×151mm

〈柄部アップ〉

麻タイプメニュー

A4・30穴
伝票ばさみ

ヨコ型メニュー プラスターピンメニュー

ミニミニメニュー

PB-350  （特大･B-4） ¥4,900 S:278×378mm 洋風ビニール（特大） ¥590 サンド紙･B4 ¥110
PB-351  （大･A-4） ¥3,400 S:235×316mm PP-A4（大） ¥350 サンド紙･A4 ¥70
PB-352  （中･B-5） ¥3,100 S:207×276mm PP-B5（中） ¥280 サンド紙･B5 ¥55
PB-354  （タテ大） ¥3,100 S:178×327mm PP-TL（タテ大） ¥340 サンド紙･タテL ¥60
PB-355  （タテ小） ¥2,300 S:131×278mm PP-TS（タテS） ¥260 サンド紙･タテS ¥35

麻タイプ メニューブック
C:こげ茶　P:4、Lot:10
※蝋引き紐付き

麻タイプ ミニミニメニュー  
PB-353L   （大）  ¥1,650  S:120×237mm

PB-353M   （中）  ¥1,550  S:109×202mm

PB-353S   （小）  ¥1,450  S:114×162mm
C:こげ茶、Lot:10
※ひも付き ※特寸に付きビニールと用紙は付いていません

麻タイプ 伝票ばさみ　
BH-151  （大）  ¥1,800  S:120×237mm

BH-152  （中）  ¥1,700  S:109×202mm

BH-153  （小）  ¥1,600  S:114×162mm
C:こげ茶、Lot:10
※右側にマグネットクリップ付き

麻タイプ バインダーメニュー  
PB-359  （大･A-4・30穴）  ¥4,700　
S:249×320mm

PP-30H ¥250　サンド紙（A4） ¥70
C:こげ茶 P:4、Lot:10

麻タイプ メニューブック    C:こげ茶　P:4、Lot:10
PB-356（A4･ヨコ） ¥3,800 S:317×232mm PP-A4W ¥350 サンド紙･A4 ¥70 
PB-357（B5･ヨコ） ¥3,200 S:277×202mm PP-B5W ¥280 サンド紙･B5 ¥55 
PB-358（ミニ） ¥2,300 S:202×166mm PP-SS（ミニ） ¥260 サンド紙･ミニ ¥55

ピンタイプ 4P

1・2 3・4
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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。

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

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〉

PPクロスピンメニュー

つむぎタッチピンメニュー

ピンタイプ 6P

2・31 4・5 6

つむぎタッチピンメニュー　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-100ゴールド使用

★洋風ビニール仕様 
★サンド紙使用

つむぎタッチヨコ型ピンメニュー
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

〈柄部アップ〉

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〉

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

★

ウッディータイプピンメニュー

●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  ミニ:191×151mm タテ大:155×312mm タテ小:110×263mm●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  ミニ:191×151mm   タテ小:110×263mm82



メ
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ー
ブ
ッ
ク

麻タイプピンメニュー（ブラック）

麻タイプピンメニュー（ブラウン）

麻タイプピンメニュー（アイボリー） あみ柄メニュー

人気の麻タイプメニューに“シックな黒”登場!!  和・洋・中等お店を選ばないメニューです。

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〉

★

麻タイプメニューブック     C:ブラック、P:4 Lot:10

PB-801  （大･A4） ¥3,900 PP-A4（大） ¥350
  S:235×316mm 中紙サンド紙（A-4） ¥70
PB-802  （中･B5）¥3,600 PP-B5（中） ¥280
  S:207×276mm 中紙サンド紙（B-5） ¥55
PB-804  （タテ･大 ）¥3,600 PP-TL（タテ大） ¥340
  S:178×327mm 中紙サンド紙（タテL） ¥60
★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

　PB-805  （タテ･小）  ¥2,700 PP-TS（タテ小） ¥260
  S:131×278mm 中紙サンド紙（タテS） ¥35
★PB-806  （ヨコ大･A4） ¥4,300 PP-A4W ¥350
  S:317×232mm 中紙サンド紙（A-4） ¥70
★PB-807  （ヨコ中･B5） ¥3,700 PP-B5W ¥280
  S:277×202mm 中紙サンド紙（B-5） ¥55
★PB-808  （ミニ）        ¥2,700 PP-SS（ミニ） ¥260
  S:202×166mm 中紙サンド紙（ミニ） ¥55

〈柄部アップ〉

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

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

〈柄部アップ〉

麻タイプ メニュー  C:アイボリー　P:4、Lot:10
PB-311P （大）  ¥3,800  S:232×314mm
PP-A4（大） ¥350  中紙サンド紙（A4） ¥70

PB-312P （中）  ¥3,500  S:204×274mm
PP-B5（中） ¥280  中紙サンド紙（B5） ¥55 
★メニューピンMP-101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〉

PB-331P  （大） ¥4,100 S:235×314mm
PP-A4（大）　  ¥350  中紙サンド紙（A4） ¥70

PB-332P  （中） ¥3,500 S:203×274mm
PP-B5（中）      ¥280  中紙サンド紙（B5） ¥55 

PB-333P  （ミニ） ¥2,800 S:200×165mm
PPC-SS（ミニ） ¥260  サンド紙･ミニ        ¥55
★素材を生かすため外カバーは付けていません。

竹あみタイプ
C:アイボリー
P:4、Lot:10

ピンタイプ 4P
 センターイン

1・2 3・4

★

★

★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

●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  ミニ:191×151mm タテ大:155×312mm タテ小:110×263mm
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柄部アップ

柄部アップ

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

ご注意  カタログの撮影上表現できない柄ですので、必ず現物でご確認下さい。
　　　   又、ウォールペーパー使用の為、乱雑に扱いますと破損しますのでご注意ください。

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

ピンメニューにすることで、スッキリしました。
いろんなジャンルのお店に適しています。
メニューピンはMP-122（バネ型）シルバーを使用しています。〈ピンタイプ〉

柄部アップ 柄部アップ

MB-501  （大･A4）  ¥2,500  S:229×316mm PP-A4 ¥350  中紙サンド紙（A4） ¥70  
MB-502  （中･B5） ¥2,400  S:200×278mm PP-B5 ¥280  中紙サンド紙（B5） ¥55  

さくらメニュー
C:ブラウン･エンジ･パープル
P:4 Lot:10　
★メニューピン ＭＰ-122シルバー使用

まつ葉メニュー
C:ブラウン･グリーン
P:4 Lot:10
★メニューピン ＭＰ-122シルバー使用

ますメニュー
C:ゴールド
P:4 Lot:10
★メニューピン 
　ＭＰ-122シルバー使用

シルバーメニュー
C:シルバー
P:4 Lot:10
★メニューピン 
　ＭＰ-122シルバー使用

MB-511  （大･A4）  ¥2,500  S:229×316mm   PP-A4 ¥350  中紙サンド紙（A4） ¥70  
MB-512  （中･B5）  ¥2,400  S:200×278mm   PP-B5 ¥280  中紙サンド紙（B5） ¥55  

MB-521  （大･A4）  ¥2,500  S:229×316mm   
 PP-A4 ¥350  中紙サンド紙（A4） ¥70  
MB-522  （中･B5）  ¥2,400  S:200×278mm   
 PP-B5 ¥280  中紙サンド紙（B5） ¥55  

MB-531  （大･A4）  ¥2,500  S:229×316mm   
 PP-A4 ¥350  中紙サンド紙（A4） ¥70  
MB-532  （中･B5）  ¥2,400  S:200×278mm   
 PP-B5 ¥280  中紙サンド紙（B5） ¥55  
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MB-500シリーズ用専用外カバー

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

ご注意  カタログの撮影上表現できない柄ですので、必ず現物でご確認下さい。
　　　   又、ウォールペーパー使用の為、乱雑に扱いますと破損しますのでご注意ください。

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

柄部アップ

柄部アップ

メッシュメニュー
C:ブラウン･シルバーアイボリー
P:4 Lot:10
★メニューピンＭＰ-122シルバー使用

ラインメニュー
C:ブラウン･シルバーグレイ
P:4 Lot:10
★メニューピンＭＰ-122シルバー使用

チェックメニュー
C:ブラック･レッド･ブルー
P:4 Lot:10
★メニューピンＭＰ-122シルバー使用

リーフメニュー　　　

MBO-A4 （大） ¥480   
S:483×325mm   Lot:10

MBO-B5 （中） ¥380   
S:423×292mm   Lot:10
★ビニールカバーを使用することで本体が長持ち!!

MB-541  （大･A4）  ¥2,500  S:229×316mm PP-A4 ¥350  中紙サンド紙（A4） ¥70 
MB-542  （中･B5） ¥2,400  S:200×278mm PP-B5 ¥280  中紙サンド紙（B5） ¥55  

MB-561  （大･A4）  ¥2,500  S:229×316mm PP-A4 ¥350  中紙サンド紙（A4） ¥70  
MB-562  （中･B5） ¥2,400  S:200×278mm PP-B5 ¥280  中紙サンド紙（B5） ¥55  

MB-551  （大･A4）  ¥2,500  S:229×316mm 
 PP-A4 ¥350  中紙サンド紙（A4） ¥70  
MB-552  （中･B5） ¥2,400  S:200×278mm 
 PP-B5 ¥280  中紙サンド紙（B5） ¥55  

MB-571（大･A4）  ¥2,500  S:229×316mm    
 PP-A4 ¥350  中紙サンド紙（A4） ¥70  
MB-572（中･B5）  ¥2,400  S:200×278mm  
 PP-B5 ¥280  中紙サンド紙（B5） ¥55  
C:ブラウンゴールド、P:4 Lot:10
★メニューピンＭＰ-122シルバー使用

★特に柄要確認ください。
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ひもタイプ 4P

1・2 3・4

MDF焼板メニュー （板厚6mm）
WB-921 （大）        ¥4,900 S:232×320mm

WB-922 （中）        ¥4,300 S:204×278mm

WB-925 （タテ小）  ¥3,600 S:128×278mm
P:4、Lot:10 
★ピン仕様にすることも出来ます。
★メニューピンも利用出来ます。
★カット面は手触りが良くダメージの少ない丸仕上げです。

PP-A4（大）         ¥350  中紙サンド紙（A-4）     ¥70
PP-B5（中）        ¥280  中紙サンド紙（B-5）     ¥55
PP-TS（タテS）  ¥260  中紙サンド紙（タテS） ¥35

木製メニューブック

ウォルナット

ひもタイプ 4P

1・2 3・4

WB-901 （大）  ¥4,800
S:232×320mm
PP-A4（大）          ¥350
中紙サンド紙（A-4） ¥70

WB-902 （中）  ¥4,400
S:204×280mm
PP-B5（中）          ¥280
中紙サンド紙（B-5） ¥55

木製合板メニュー
C:ウォルナット･タモ
P:4、Lot:10
※合板6mm
★メニューピンも
　利用出来ます。

タモ

WB-904（タテ大） ¥4,400
S:175×324mm
PP-TL（タテＬ）        ¥340
中紙サンド紙（タテＬ） ¥60

WB-905（タテ小） ¥3,400
S:128×278mm
PP-TS（タテS）        ¥260
中紙サンド紙（タテS） ¥35

C:ブラウン･ナチュラル、Lot:1

タテL
WB-TL ¥1,900 S:175×324mm

タテS
WB-TS ¥1,500 S:128×278mm

A4タイプ
WB-A4 ¥2,200 S:232×320mm

B5タイプ
WB-B5 ¥1,900 S:204×280mm

A3タイプ   ※受注生産
WB-A3 ¥4,100 S:290×420mm

B4タイプ   ※受注生産
WB-B4 ¥3,400 S:257×364mm

ブラウン：ウォルナット  / ナチュラル：タモ基本ボード （合板）

  

●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
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木製メニューブック

バンド式メニューボード

★右記はA4の紙を
　使用しています。
★両面使用可

MDFバンド式メニューボード（A4型）
BMB-A4 ¥2,200
S:W230×H320×6mm

C:（本体）ブラック･ナチュラル･ブラウン、
　（バンド）ブラック、Lot:10
★切面丸仕上げ

（使用例） バンド

MDFメニューブック（B5）
WB-912（中） ¥3,800
S:204×280×6mm
C:ブラウン･ナチュラル･ブラック
P:4、Lot:10

PP-B5（中）          ¥280
中紙サンド紙（B-5） ¥55
★切面丸仕上げ
★メニューピンも利用出来ます。

MDFメニューブック（A4）
WB-911（大） ¥4,300
S:232×320×6mm
C:ブラック･ナチュラル･ブラウン
P:4、Lot:10

PP-A4（大）          ¥350
中紙サンド紙（A-4） ¥70
★切面丸仕上げ
★メニューピンも利用出来ます。

ひもタイプ 4P

1・2 3・4

ひもタイプ 4P

1・2 3・4

ひもタイプ 4P

1・2 3・4

★カット面は手触りがよくダメージの少ない丸仕上げです。

WB-915（タテ小） ¥3,300
S:128×278×6mm
PP-TS（タテS） ¥260
中紙サンド紙（タテＳ） ¥35
★切面丸仕上げ
★メニューピンも利用出来ます。

C:ナチュラル・ブラウン・ブラック
P:4、Lot:10

MDF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
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〈フレームケースを利用〉

HANGING TYPE

MENU CASE

使用例

フレーム付ケース
FC-A4　¥500
S:229×326mm   C:黒･赤、P:2 Lot:10
★両面使用タイプ
★A4の紙が入ります。

フレーム付ケース
FC-B5　¥480
S:284×202mm
C:黒･赤、P:2 Lot:10
★両面使用タイプ
★B5の紙が入ります。

フレーム付ケース
FC-A5　¥420
S:230×168mm
C:黒･赤、P:2 Lot:10
★両面使用タイプ
★A5の紙が入ります。

テーブルメニュー
FFC-A4
FC-A412+FCB-A4セット
¥6,600
開いた状態S:486×365mm
Lot:1
★12ページ仕様

セット
FC-A412
FCB-A412+FC-A4T6枚セット
¥4,400
S:274×348mm
（開いた状態S:496×348mm）
Lot:1
★メニュー台や壁面にも付けられます。
★12ページ仕様

メニュー台
FCB-A4
¥2,200
S:315×H185mm
Lot:1

パーツ
FC-A4T
¥500
S:229×344mm
C:黒、P:2 Lot:1

台のみ
FCB-A412
¥1,400
S:52×H348mm
C:黒、Lot:1

連結パーツ
FC-11J
（FC-A4･B5･A5専用）
1個：¥150
S:20×25mm、Lot:1

つり下げパーツ
FC-12H
（FC-A4･B5･A5専用）
1個：¥90
S:20×25mm、Lot:1
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アルミ

アルミ

メニューブックホルダー

接着剤、両面テープ、マグネットが要らない！
タテ・ヨコでも、フラットな光沢面ならどこでもOK!
★何度でも繰り返し貼って剥がせます。

（粘着力が弱まればウエットティッシュ等で拭いてください。）

★軽量かつ柔らかい素材ですので、使い易さ抜群！
★上面にホワイトボード用マーカーで文字も書けます。

はりかえ出来ます！

メニューポケットパッド
¥1,320
S:210×297mm
Lot:1
★A4の紙が入ります。
★タテ・ヨコOK

メニューポケットパッド
¥2,580
S:297×420mm
Lot:1
★A3の紙が入ります。
★タテ・ヨコOK

◎ホテル・レストラン・カフェなど飲食店でのメニューに！
◎日替わりメニューとして！
◎厨房の中でレシピ入れとして！
色々な告知ボードとしてエレベーターや壁面・看板等に
貼り付けてご利用ください。

CMP-A4B （ブラック）
CMP-A4R （レッド）
CMP-A4G （グリーン）

CMP-A4L  （ブルー）
CMP-A4Y  （イエロー）
CMP-A4W （ホワイト） 

CMP-A3W  （ホワイト）
CMP-A3L  （ブルー）

MENU POCKET PAD
メニューポケットパッド

※取り付け面の状態（凸凹面・ザラザラ面・水分を含む面等）によりはがれたりはがれにくくなる場合があります。
※取り付け面の素材で壁紙・簡単塗装・ビニール等素材がはがれる場合があります。
※火気や高温の近くでのご使用はおやめ下さい。

△！   使用上のご注意

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
★アルミなので軽くて丈夫
★両面テープ・ビス4本付

HC-13  エンビメニューホルダー
¥1,800
S:W220×H175×D20mm
C:ブラック、Lot:1
★ビス2本を付けていますが両面テープ
　は付いていません。
★必要に応じ両面テープを各自ご利用
　下さい。

★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。

メニューブック

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
★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。

一面開放型

二面開放型

（使用例）

（使用例）

（使用例）

在庫
限り

在庫
限り
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一体型ビニール

中紙用ビニールズレ防止対策商品
右のサービスポケットと組み合わせてご利用下さい。

メニューピン
MPA-412

MPA-48使用MPA-42使用

上記のパーツを使うことにより、普通のメニューブックがインフォ
メーションブックに早変わり。
自由に組み合わせて、お好みのパターンに出来ます。
ポケット等、破損した場合は張り替えることも可能です。

■

■
■

〈使用例〉RB-101

MPA-48	 2枚付･8P    ¥860
MPA-412	 3枚付･12P	 ¥1,240
MPA-416	 4枚付･16P	 ¥1,620
MPA-420	 5枚付･20P	 ¥2,000

洋風メニュー用ビニール（A4）
S:446×302mm　Lot:10

メニューポケット

色々なメニューに使えばインフォメーションに早替わり

※メニューブック、プレート・壁などに貼ってご使用下さい。

MPA-41  1段（ウラ両面テープ）  ¥250
S:220×115mm　
C:クリア･ブラック（後面）、Lot:10

MPA-42  2段（ウラ両面テープ）  ¥350
S:220×135mm　
C:クリア･ブラック（後面）、Lot:10
※壁面やプレートなどにも使用可。

メニューコーナー
MPA-40  1シート･4コーナー付（ウラ両面テープ）  ¥150
S:32×32×45　
C:クリア･ブラック（後面）、Lot:10

MP-A4（A-4タテ） ¥470
MP-B5（B-5タテ） ¥430
MP-A5（A-5ヨコ） ¥300
MP-B6（B-6ヨコ） ¥240

メニューポケット（ウラのり付）
Lot:10 

革サイドメニュー
（シングル）  

LB-A41  ¥4,800 （紙はA4仕様）  
S:230×315mm
C:（コーナー色）オレンジ・ブラウン・ブラック　
P:1、Lot:1

革なので高級感があります。
◆ドリンクメニュー
◆サイドメニュー
◆スイーツメニュー
◆サービスメニュー
など色々な場面に最適！
クリアカバー付

シングル革メニュー（A4タイプ）  革

カード型メニュー（両面使用）  C:ブラック･レッド･ブルー･グリーン･アイボリー、Lot:10  
SB-6  （大）A4タイプ  ¥650  S:335×250mm

SB-7  （中）B5タイプ  ¥550  S:295×220mm
★サービスメニューに最適！
★ポケット部分はやさしくお使い下さい。

在庫
限り
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※ご注意：印刷物は使用しているうちに消耗し消えていくことがありますのでご注意ください。

完成見本

シルク版

銅 版

完成見本

シルク印刷 箔押し（ホットスタンプ）

メニューにお店のロゴや名前を
入れてみませんか？

単品やカラー印刷ならこれ！！

転写名入れは版代が不要ですので1冊からの少量ロットに適しています！
数冊だけの名入れ、フルカラー（写真画像）、多色刷り、印刷面に箔押しやシルク印刷ができない素材の場合に適している印刷方法

ですが、制約がございますので、印刷可能かどうかを事前にお問い合わせ下さい。

シルク印刷は、インクを調合できる為、指定色での印
刷が可能です。
版下サイズが大きい場合や多色印刷の場合に適してい
ますが1色につき1版の製版が必要な為、多色になると
コストアップ致します。

箔押しとは、ホットスタンプとも呼ばれ金箔・銀箔または
色箔を熱した金型（版）でプレスして箔を転写させます。
一般的には表現できない金や銀の金属質な表現が可能
です。ちょっとしたアクセントや高級感をだしたい時に最
適です。総ベタや細かい文字など、デザインによっては
できない場合もございます。

名入れ・オリジナルプリント等、承ります。 お気軽にご相談下さい。

他の印刷方法のご紹介…シルク印刷や箔押しなど

転写名入れ

カード型メニュー（両面使用）  C:ブラック･レッド･ブルー･グリーン･アイボリー、Lot:10  
SB-6  （大）A4タイプ  ¥650  S:335×250mm

SB-7  （中）B5タイプ  ¥550  S:295×220mm
★サービスメニューに最適！
★ポケット部分はやさしくお使い下さい。

メ
ニ
ュ
ー
ブ
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☆ヒビ･割れを低減し、透明度を保つ為、生地の厚さを0.15mmとしております。

☆ヒビ･割れを低減し、透明度を保つ為、生地の厚さを0.15mmとしております。

PP梨地（エンボス）メニュー用ポケット

PP-A4 （大） A4×2ポケット 1枚 ¥350
S:447×305mm、Lot:50
PP-B5 （中） B5×2ポケット 1枚 ¥280
S:390×265mm、Lot:50
PP-A5 （小） A5×2ポケット 1枚 ¥260
S:320×218mm、Lot:50
PP-TL （タテL） 
紙サイズ:155×310㎜×2ポケット 1枚 ¥340
S:337×317mm、Lot:50
PP-TS （タテS） 
紙サイズ:110×262㎜×2ポケット 1枚 ¥260
S:243×270mm、Lot:50

PPポケットトップインタイプ（上から差し込むタイプ）
（PPエンボスシート 0.15mm）

PPポケットセンターインタイプ（中央から差し込むタイプ）
（PPエンボスシート 0.15mm）

PP-A4W （ヨコ型）
A4×2  1枚 ¥350
S:616×219mm、Lot:50
PP-B5W （ヨコ型）
B5×2  1枚 ¥280
S:535×190mm、Lot:50
PP-SL （大）  1枚 ¥350
S:455×316mm、Lot:50
PP-SM （中）  1枚 ¥280
S:367×271mm、Lot:50
PP-SS （ミニ） 
紙サイズ:186×149㎜×2ポケット 1枚 ¥260
S:385×162mm、Lot:50

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

PP-30H  PP （A4･30穴）  
¥250  S:227×306mm、Lot:10
エンボスタイプのPPです

ホック式PPCポケット
HPC-A44（A4･4穴） ¥250
S:244×304mm、Lot:10
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☆ヒビ･割れを低減し、透明度を保つ為、生地の厚さを0.15mmとしております。

☆ヒビ･割れを低減し、透明度を保つ為、生地の厚さを0.15mmとしております。

新PPクリア メニュー用ポケット

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

PPクリアポケット
PPC-A430 （A4･30穴）  
¥250  S:227×306mm、Lot:10

PPC-A4 （大） A4×2ポケット 1枚 ¥350
S:447×305mm、Lot:50
PPC-B5 （中） B5×2ポケット 1枚 ¥280
S:390×265mm、Lot:50
PPC-A5 （小） A5×2ポケット 1枚 ¥260
S:320×218mm、Lot:50
PPC-TL （タテL） 
紙サイズ:155×310㎜×2ポケット 1枚 ¥340
S:337×317mm、Lot:50
PPC-TS （タテS） 
紙サイズ:110×262㎜×2ポケット 1枚 ¥260
S:243×270mm、Lot:50

PPポケットトップインタイプ（上から差し込むタイプ）
（PPクリアシート 0.15mm）

PPポケットセンターインタイプ（中央から差し込むタイプ）
（PPクリアシート 0.15mm）

PPC-A4W（ヨコ型）  
A4×2　　　　　　　　 1枚 ¥350
S:616×219mm、Lot:50
PPC-B5W（ヨコ型） 
B5×2　　　　　　　　　 1枚 ¥280
S:535×190mm、Lot:50
PPC-SL （大）  1枚 ¥350
S:455×316mm、Lot:50
PPC-SM （中）  1枚 ¥280
S:367×271mm、Lot:50
PPC-SS （ミニ） 
紙サイズ:186×149㎜×2ポケット 1枚 ¥260
S:385×162mm、Lot:50

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

メ
ニ
ュ
ー
ブ
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PPC-A40（A4ヨコ・3穴） 
¥280
S:325×223mm
C:クリア  Lot:10

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）
C:PPクリア  Lot:10

SBP-B4（特大） ¥380
S:290×370mm （4穴）
C:PPクリア  Lot:10

SBP-B5 （中） ¥240
S:201×264mm （4穴）
C:PPクリア  Lot:10

SBP-TS （タテ小） ¥220
S:130×270mm （4穴）
C:PPクリア  Lot:10

SBP-SS （ミニ） ¥220
S:205×162mm （2穴）
C:PPクリア  Lot:10

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。

えいむならではのビニール30穴ソフトでしなやか、めくりやすい！

3本ラインメニューポケット。
折り目が3本ラインなのでページがめくりやすく見やすい。又、1枚（2ページ）タイプなので丈夫です。

GBメニュー専用ビニール

スライドPPポケット

ホック式専用メニューポケット

ホック式&スライド式PPポケット

BP-B44  （B4･4穴）  
¥400  S:293×367mm
C:ビニールクリア  Lot:10

BP-A44  （A4･4穴）  
¥260  S:244×304mm
C:ビニールクリア  Lot:10
※折り目ライン3本タイプ

BP-B53  （B5･3穴）  
¥220 S:220×262mm
C:ビニールクリア  Lot:10

BP-S3  （タテ小･3穴）  
¥200  S:146×269mm
C:ビニールクリア  Lot:10

３本ライン

BP-A430  ビニール（A4･30穴）
¥270   S:231×304mm
C:クリア  Lot:10

BP-A40  ビニール （A4･4穴）  
¥250  S:234×305mm
C:マット  Lot:10

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

GBメニュー専用ビニール Lot:10

GBB-A4  ¥400
S:447×302mm

GBB-TS  ¥300
S:243×268mm

GBB-B5  ¥350
S:390×263mm

切り込み

一体型ビニール

中紙用ビニールズレ防止対策商品 右のサービスポケットと組み合わせてご利用下さい。

メニューピン
MPA-412

MPA-48	 2枚付･8P ¥   860
MPA-412	 3枚付･12P	 ¥1,240
MPA-416	 4枚付･16P	 ¥1,620
MPA-420	 5枚付･20P	 ¥2,000

洋風メニュー用ビニール（A4）
S:446×302mm　Lot:10

トップイン
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センターイン センターイン

センターイン

センターイントップイン3本ラインメニューポケット。
折り目が3本ラインなのでページがめくりやすく見やすい。又、1枚（2ページ）タイプなので丈夫です。

●共用ビニール●

●外カバービニール･和風用、Lot:10
 （大） ¥480 S:504×339mm

 （中） ¥380 S:410×299mm

 （ミニ） ¥280 S:424×175mm

 （ヨコ長） ¥430 S:570×202mm

●洋風メニュー用ビニール･2ポケット、Lot:50
 （特大） ¥590 S:547×368mm用紙B-4×2
 （大） ¥380 S:446×302mm用紙A-4×2
 （中） ¥300 S:390×263mm用紙B-5×2
 （小） ¥220 S:321×215mm用紙A-5×2
 タテ-L（大） ¥330 S:330×314mm

 タテ-S（小） ¥220 S:240×269mm
 （左・右それぞれ上から入れるタイプ）

●和風ヨコ型ビニール   Lot:50
    JB-A4W（A4W） ¥400 S:612×219mm

    JB-B5W（B5W） ¥320 S:532×191mm

    JB-A5W（A5W） ¥250 S:440×155mm
※写真はビニールを二ツ折にした状態です。

●洋風外カバーはご確認ください。
　また、和風・洋風は各メニューに
　より多少サイズが変わります。

●和風メニュー用ビニール･ひもタイプ、Lot:50
 （大） ¥380 S:460×316mm

 （中） ¥300 S:372×271mm

 （ミニ） ¥220 S:388×160mm

 （B5・ヨコ型） ¥320 S:532×190mm
 （中央から左右に入れるタイプ）

●メニューピンは
　P.1にもあります。

WB201～601用 外カバー（大）  Lot:10
S:486×332×0.3mm   ¥650
WB202～602用 外カバー（中）  Lot:10  
S:390×278×0.3mm   ¥500
※写真はビニールを二ツ折にした状態です。

MB-500シリーズ用専用外カバー

MBO-A4 （大） ¥480  Lot:10   
S:483×325mm   
MBO-B5 （中） ¥380  Lot:10
S:423×292mm   
※写真はビニールを二ツ折にした状態です。
★ビニールカバーを使用することで本体が
　長持ち!!

原のンピーュニメ各 寸 大

MP-111 ¥250MP-122 ¥270 MP-100 ¥250 MP-120 ¥270 MP-121 ¥260 MP-99 ¥240

こ
こ
が
広
い
の
が
ポ
イ
ン
ト
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草

●共用中紙● ▼和風メニュー用紙

▲和風スタンド替紙 ▲洋風スタンド替紙（無地）▲洋風スタンド替紙（ゴールドライン）

▼洋風メニュー用紙（ゴールドライン）

越前和紙

白
クリーム

ピンク

藤

水

レンガ カラシ
ブルー

〈 草 部分アップ       〉

メニュー用紙（メニューブック・メニュースタンドetc…）や
日替りメニュー・サービスメニュー・季節メニュー等に最適！
また、ランチョンマットや敷紙としてもご利用になれます。

印刷：インクジェットプリンター・コピー可（手差しで給紙して下さい）
ご注意：色･柄等はカタログとは多少違いますので現物でご確認お願いします。

●和風メニュー用紙　C:手すき和紙 雲龍、Lot:50
 （大） ¥260 S:453×304mm （二ッ折り仕様）
 （中） ¥150 S:360×259mm （二ッ折り仕様）
 （ミニ） ¥120 S:380×151mm （二ッ折り仕様）
 （ヨコ） ¥100 S:259×175mm （一枚もの）
●和風スタンド替紙　C:手すき和紙（白）雲龍、Lot:50
 B-5（特大） ¥130 S:257×182mm

 A-5（大） ¥70 S:210×148mm

 B-6（中） ¥60 S:182×128mm

 A-6（小） ¥50 S:148×105mm

 A-6ヨコW型（ヨコ長） ¥60 S:260×100mm

●洋風メニュー用紙（無地）　C:無地（クリーム）、Lot:50
 B-4（特大） ¥100 S:257×364mm

 A-4（大） ¥60 S:210×297mm

 B-5（中） ¥50 S:182×257mm

 タテ-L（大） ¥60 S:155×310mm

 タテ-S（小） ¥40 S:110×262mm

 B4変形スリム ¥110 S:215×364mm

●洋風メニュー用紙　C:両面にゴールドのライン入り、Lot:50
 B-4（特大） ¥160 S:257×364mm

 A-4（大） ¥110 S:210×297mm

 B-5（中） ¥90 S:182×257mm

 A-5（小） ¥70 S:148×210mm

 タテ-L（大） ¥90 S:155×310mm

 タテ-S（小） ¥70 S:110×262mm

SB-102 B-5W ¥110 S:360×259mm　
　　　　　　　　　　　　　　　 C:無地サンド紙
●洋風スタンド替紙 　C:ワク･ゴールドライン、Lot:50
 B-5（特大） ¥90 S:257×182mm

 A-5（大） ¥70 S:210×148mm

 B-6（中） ¥50 S:182×128mm

 A-6（小） ¥40 S:148×105mm

●洋風スタンド替紙 　C:無地（クリーム）、Lot:50
 A-5（大） ¥30 S:210×148mm

 B-6（中） ¥25 S:182×128mm

 A-6（小） ¥20 S:148×105mm

S:257×364mm

S:210×297mm

S:182×257mm

S:148×210mm

S:155×310mm

S:110×262mm

S:186×149mm

●サンド紙、Lot:50
 B-4（特大） ¥110
 A-4（大） ¥70
 B-5（中） ¥55
 A-5（小） ¥35
 タテ-L（大） ¥60
 タテ-S（小） ¥35
 ミニ ¥55
 A4W ¥140
 B5W ¥110
 A5W ¥70

OA-41   OA和紙金銀雲竜 （A4）  
¥250（10枚入り）  
S:210×297mm

OB-51   OA和紙金銀雲竜 （B5）  
¥180（10枚入り） 
S:180×257mm

OB-40   OA和紙金銀雲竜 （B4）  
¥330（10枚入り） 
S:257×364mm

C:白･クリーム･ピンク･水･草･藤･レンガ･カラシ･ブルー
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