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使って愉快な変装できるしおり

［Face&Bookmark］変装しおり

パシャ
！

nice  !

Product name：Face&Bookmark

Packing unit：5

Product Dimensions：W50×H140×D0.3(mm)

Package Dimensions：W70×H193×D2.5(mm)

Weight：7g

Material：PET

Made in Japan

商品名：変装しおり

メーカー希望小売価格：￥800＋税

発注ロット：5

本体サイズ ：W50×H140×D0.3(mm)

パッケージサイズ：W70×H193×D2.5(mm)

重さ（パッケージ含む）：7g 

材質：（本体：PET、パッケージPP、台紙：紙）

製造国：日本

丸めがね　SW-FB-MM　4580316970175

クロブチ　SW-FB-KB 　 4580316970205

ザーマス　SW-FB-ZM 　4580316970199

タイプ 品番 JAN タイプ 品番 JAN

アカブチ　SW-FB-AB　4580316970724 ※NEW

ひげ　　　SW-FB-HG　4580316970212

変装しおり　丸めがね　5個　各￥800　￥4,000

変装しおり　クロブチ　5個　各￥800　￥4,000

変装しおり　ザーマス　5個　各￥800　￥4,000

変装しおり　アマブチ　5個　各￥800　￥4,000

変装しおり　ひげ　　　5個　各￥800　￥4,000

タイプ 個数 本体価格 合計

変装しおりめがねセット（つり下げ式）

総合計　￥20,000＋税ボードサイズ：W320×H310×D70（mm）
材質：紙　　　Board made from paper

品番）SW-FB-GSETB

変装しおりめがねセット（スタンド式） 品番）SW-FB-GSETS

「変装しおり」は、ふとした瞬間に即座に変装できる便利な“しおり”で

す。本に挟んで“しおり”として使うことはもちろん、集合写真でサッと

変装しおりを取り出し、変装すれば、愉快な写真を撮影することができ

ます。本好きの方や漫画好きの方へのギフトとしても最適です。しおり

の材質は、透明度が高く、しなやかに曲がる0.3mmのリサイクル可能な

PETです。付属のリボンは、アクセサリーなどに使われる高級サテンリ

ボンを使用しております。すべて日本製です。

"Face & Bookmark" is  a  bookmark,  this  helpful  accessory can serve 

as  an instant and playful  disguise.  Use it  to avoid people encoun-

tered at  an inopportune moment,  change your appearance,  or  

cheer up a sad fr iend by making them laugh.  The bookmark,  made 

of  highly transparent and flexible 0.3mm PET plastic ,  has an 

attached r ibbon of  fine qual ity  satin.   Avai lable in five styles  in 

GLASSES series.  Made in Japan.

Suspend type

［SW-FB-GSETS］

［SW-FB-GSETB］

Stand type

2次元でも3次元でもない2.5次元文具

［Face&Bookmark］変装しおり

パシャ
！

nice  !

Product name：Face&Bookmark

Packing unit：5

Product Dimensions：W50×H140×D0.3(mm)

Package Dimensions：W70×H193×D2.5(mm)

Weight：7g

Material：PET

Made in Japan

商品名：変装しおり

メーカー希望小売価格：￥800＋税

発注ロット：5

本体サイズ ：W50×H140×D0.3(mm)

パッケージサイズ：W70×H193×D2.5(mm)

重さ（パッケージ含む）：7g 

材質：（本体：PET、パッケージPP、台紙：紙）

製造国：日本

キラキラ　SW-FB-KK 　4580316970229

ハート　　SW-FB-HT　 4580316970731

ネコ　　　SW-FB-NK　4580316970748

タイプ 品番 JAN タイプ 品番 JAN

キリリ　SW-FB-KR　4580316970755

カブキ　SW-FB-KA　4580316970762

変装しおり　キラキラ　5個　各￥800　￥4,000

変装しおり　ハート　　5個　各￥800　￥4,000

変装しおり　ネコ　　　5個　各￥800　￥4,000

変装しおり　キリリ　　5個　各￥800　￥4,000

変装しおり　カブキ　　5個　各￥800　￥4,000

タイプ 個数 本体価格 合計

変装しおりマンガセット（つり下げ式）

総合計　￥20,000＋税ボードサイズ：W320×H310×D70（mm）
材質：紙　　　Board made from paper

品番）SW-FB-MSETB

変装しおりマンガセット（スタンド式） 品番）SW-FB-MSETS

「変装しおり」は、いつでも気軽に変装して愉快な“自撮り”を撮影する

ことができる便利な“しおり”です。新シリーズの「変装しおり」は、“マ

ンガ”の世界の2次元と、“現実”の世界の3次元の間の2.5次元の写真を撮

影することができます。マンガセットの種類は、少女マンガの目のよう

なキラキラ、大好きで目がハート、猫になれるネコ、お目目がキリリ、

目元で歌舞くカブキの5種類です。本が好きな方や漫画好きな方へのギ

フトとしても最適です。すべて日本製です。

"Face & Bookmark" is  a  bookmark,  this  helpful  accessory can serve 

as  an instant and playful  disguise.  Use it  to avoid people encoun-

tered at  an inopportune moment,  change your appearance,  or  

cheer up a sad fr iend by making them laugh.  The bookmark,  made 

of  highly transparent and flexible 0.3mm PET plastic ,  has an 

attached r ibbon of  fine qual ity  satin.  Avai lable in five styles  in 

MANGA series.  Made in Japan.

Suspend type

［SW-FB-MSETS］

ASSORTED

［SW-FB-MSETB］

Stand type

ASSORTED

変装しおり マンガセット　※2月26日発売予定

変装しおり めがねセット

マンガセット

めがねセット
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