
パイロットシャフト バレルトリマーヘッド

廃番 M-0205 10K

廃番 M-0206 ロジウム

M_0207 プレジデント（回転式ボールペン） 10K 7.0mm (T_05121) プレジデント用  (T_0504) 7mm用 (T_0524） 1/2" (12.7mm) (T_0521)
φ7mm X 50mm   (1本/上軸)、

φ7mm X 60mm (1本/下軸)
替え芯：Aタイプ

M_0213 ビーディッド（回転式ボールペン） 10K 7.0mm (T_05121) 不要　※1 7mm用 (T_0524） 1/2" (12.7mm) (T_0521) φ7mm X 51mm (2本) 替え芯：Aタイプ

M_0214 ビーディッド（ノック式シャープペンシル） 10K 7.0mm (T_05121) 不要　※1 7mm用 (T_0524） 1/2" (12.7mm) (T_0521) φ7mm X 51mm (2本) 0.5mm芯

M_0233_X コンフォート（回転式ボールペン） 各色 7.0mm (T_05121) コンフォート/ネックレス用  (T_0541) 7mm用 (T_0524） 1/2" (12.7mm) (T_0521) φ7mm X 50mm (2本) 替え芯：Aタイプ

廃番 M_0234_1 デタッチャブル（キーチェーン） クローム 7.0mm (T_05121) 不要　※2 7mm用 (T_0524） 1/2" (12.7mm) (T_0521) φ7mm (1本)　※お好みの長さで -

M_0235_1 ネックレス（回転式ボールペン） クローム 7.0mm (T_05121) コンフォート/ネックレス用  (T_0541) 7mm用 (T_0524） 3/4” (19.1ｍｍ) (T_0522) φ7mm X 43mm (1本) 替え芯：Cタイプ

M_0239_X キーチェーン 各色 7.0mm (T_05121) 不要　※2 7mm用 (T_0524） 1/2" (12.7mm) (T_0521) φ7mm (1本)　※お好みの長さで -

廃番 M_0240_1 ミニデザイナー（回転式ボールペン） クローム 7.0mm (T_05121) ストリームライン/ミニデザイナー用 (T_0705) 7mm用 (T_0524） 3/4” (19.1ｍｍ) (T_0522)
φ7mm X 38mm (1本)、

φ7mm X 43mm (1本)
替え芯：Cタイプ

M_0241_X ファンライン（回転式ボールペン） 各色 7.0mm (T_05121) 不要　※1 7mm用 (T_0524） 1/2" (12.7mm) (T_0521) φ7mm X 52mm (2本) 替え芯：Aタイプ

廃番 M_0242_1 テレスコピック（スタイラス付ボールペン） クローム 7.0mm (T_05121) 不要　※1 7mm用 (T_0524） 1/2" (12.7mm) (T_0521) φ7mm X 60mm (1本) 替え芯：Cタイプ

M_0243_X スタイラス（回転式ボールペン） 各色 7.0mm (T_05121) 不要　※1 7mm用 (T_0524） 1/2" (12.7mm) (T_0521) φ7mm X 49mm (2本)　 替え芯：Aタイプ

M_0244_1 タブレットスタイラス クローム 7.0mm (T_05121) 不要　※1 7mm用 (T_0524） 1/2" (12.7mm) (T_0521) φ7mm (1本)　※お好みの長さで

M_0703 ペンダント（回転式ボールペン） 24K 7.0mm (T_05121) 不要　※1 7mm用 (T_0524） 1/2" (12.7mm) (T_0521) φ7mm X 32mm (2本) 替え芯：Cタイプ

M_0704_X ストリームライン（回転式ボールペン） 各色 7.0mm (T_05121) ストリームライン/ミニデザイナー用 (T_0705) 7mm用 (T_0524） 3/4” (19.1ｍｍ) (T_0522)
Φ7mm X 53mm (1本/上軸)、

Φ7mm  X 60mm (1本/下軸)
替え芯：Aタイプ

M_0707 スリム（ノック式シャープペンシル） 24K 7.0mm (T_05121) 不要　※1 7mm用 (T_0524） 1/2" (12.7mm) (T_0521) φ7mm X 51mm (2本) 0.5mm芯

M_0708 スリム（回転式ボールペン） 24K 7.0mm (T_05121) 不要　※1 7mm用 (T_0524） 1/2" (12.7mm) (T_0521) φ7mm X 51mm (2本) 替え芯：Aタイプ

M_0709 ゴルフ（回転式ボールペン） 24K 7.0mm (T_05121) 不要　※1 7mm用 (T_0524） 1/2" (12.7mm) (T_0521) φ7mm X 51mm (2本) 替え芯：Aタイプ

M_0712_X ミニマル(回転式ボールペン) 各色 7.0mm (T_05121) 不要　※1 7mm用 (T_0524） 1/2" (12.7mm) (T_0521) φ7mm X 51.5mm (2本) 替え芯：Aタイプ

M_0713_X フレディ(回転式ボールペン) 各色 7.0mm (T_05121) フレディ用 (T_0565) 7mm用 (T_0524） 1/2" (12.7mm) (T_0521)
Φ7mm X 53mm (1本/上軸)、

Φ7mm  X 60mm (1本/下軸)
替え芯：Aタイプ

M_026005_X デュラクリック・スリム(ノック式ボールペン) 各色 7.0mm (T_05121) デュラクリック・スリム用 (T_055904) 7mm用 (T_0524） 3/4” (19.1ｍｍ) (T_0522)
Φ7mm X 42mm (1本/上軸)、

Φ7mm  X 51.7mm (1本/下軸)
替え芯：Aタイプ

パイロットシャフト バレルトリマーヘッド

廃番 M_0249_X パワー（ノック式ボールペン） 各色 8.0mm (T_05125) パワー用 (T_0552) 8mm用又は 8.1mm用 (T_0525) 3/4” (19.1ｍｍ) (T_0522) φ8mm X 47mm (2本) 替え芯：Bタイプ

M_0250_X スリムライン・プロ（ノック式ボールペン） 各色 8.0mm (T_05125) スリムライン・プロ用  (T_0553) 8mm用又は 8.1mm用 (T_0525) 3/4” (19.1ｍｍ) (T_0522) φ8mm X 51mm (2本) 替え芯：Bタイプ

廃番 M_0252_X スリムライン・プロ（ノック式シャープペンシル） 各色 8.0mm (T_05125) スリムライン・プロ用  (T_0553) 8mm用又は 8.1mm用 (T_0525) 3/4” (19.1ｍｍ) (T_0522) φ8mm X 51mm (2本) 0.7mm芯

廃番 M_0253_1 パワー（芯ホルダー） 24K 8.0mm (T_05125) パワー用 (T_0552) 8mm用又は 8.1mm用 (T_0525) 3/4” (19.1ｍｍ) (T_0522) φ8mm X 47mm (2本) 2.0mm芯

M_026003_X デュラクリック (ノック式ボールペン) 各色 8.0mm (T_05125) デュラクリック用（T_055903） 8mm用又は 8.1mm用 (T_0525) 3/4” (19.1ｍｍ) (T_0522) φ8mm X 70.5mm (1本) 替え芯：Bタイプ

M_026004_X デュラクリック (ノック式シャープペンシル) 各色 8.0mm (T_05125) デュラクリック用（T_055903） 8mm用又は 8.1mm用 (T_0525) 3/4” (19.1ｍｍ) (T_0522) φ8mm X 70.5mm (1本) 0.7mm芯

廃番 M_0204 アメリカーナ（回転式ボールペン） ロジウム 8.1mm (T_0513) アメリカーナ用 (T_0502) 8.1mm用 (T_0525) 3/4” (19.1ｍｍ) (T_0522) φ8.1mm X 52mm (2本) 替え芯：Bタイプ

M_0220N ワンピース（ノック式ボールペン） クローム 8.1mm ロング (T_0388)　※3 ワンピース用 (T_0508) 8.1mm用 (T_0525) 1/2" (12.7mm) (T_0521) 面取りカッター　※4 φ8.1mm X 101mm (1本) 替え芯：Bタイプ

M_0714_1 キャリア(ノック式ボールペン) 24K 8.1mm (T_0513) キャリア用 (T_0566) 8.1mm用 (T_0525) 3/4” (19.1ｍｍ) (T_0522) Φ8.1mm X 50mm (2本) 替え芯：Bタイプ

M_0715_1 キャリア(ノック式シャープペン) 24K 8.1mm (T_0513) キャリア用 (T_0566) 8.1mm用 (T_0525) 3/4” (19.1ｍｍ) (T_0522) Φ8.1mm X 50mm (2本) 0.5mm芯

M_0716_X ローレット(回転式ボールペン) 各色 8.1mm (T_0513) ローレット用 (T_0567) 8.1mm用 (T_0525) 3/4” (19.1ｍｍ) (T_0522)
Φ8.1mm X 50mm (1本/上軸)、

Φ8.1mm  X 58.2mm (1本/下軸)
替え芯：Bタイプ

M_0230_X クリック（ノック式ボールペン） 各色 8.2mm (T_05132) クリック用 (T_0539) 8.1mm用 (T_0525) 3/4” (19.1ｍｍ) (T_0522) φ8.2mm X 95mm (1本) 替え芯：Bタイプ
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M_0208 10K

M_0209 ロジウム

M_02095 サテンニッケル

M_0221 レトロドーム（万年筆） プラチナ 9.6mm (T_0514) バッファロー/レトロドーム用 (T_0510) 9.6mm用 (T_0526） 3/4” (19.1ｍｍ) (T_0522) φ9.6mm X 70mm (1本) 替カートリッジ

廃番 M_0232 バッファロー（ペンシルホルダー） クローム 9.6mm (T_0514) バッファロー/レトロドーム用 (T_0510) 9.6mm用 (T_0526） 3/4” (19.1ｍｍ) (T_0522) φ9.6mm X 70mm (1本) 替消しゴム

M_0246_1 コンプソン（ノック式ボールペン） クローム 9.6mm (T_0514) コンプソン用 (T_0545) 9.6mm用 (T_0526） 3/4” (19.1ｍｍ) (T_0522) φ9.6mm X 80mm (1本) 替え芯：Bタイプ

廃番 M_0247_1 ファルコン（回転式ボールペン） 24K 9.6mm (T_0514) ファルコン用 (T_0549) 9.6mm用 (T_0526） 3/4” (19.1ｍｍ) (T_0522) φ9.6mm X 75mm (1本) 替え芯：Bタイプ

M_0248_1 ロールスター（キャップ式ボールペン） クローム 9.6mm (T_0514) ロールスター用 (T_0551) 9.6mm用 (T_0526） 3/4” (19.1ｍｍ) (T_0522) φ9.6mm X 84mm (1本) 替え芯：Dタイプ

M_0257_X ロウ (万年筆) 各色 9.6mm (T_0514) ロウ用 (T_0558) 9.6mm用 (T_0526） 3/4” (19.1ｍｍ) (T_0522) φ9.6mm X 72mm (1本) 替カートリッジ

M_0258_X ロウ (キャップ式水性ローラーボールペン) 各色 9.6mm (T_0514) ロウ用 (T_0558) 9.6mm用 (T_0526） 3/4” (19.1ｍｍ) (T_0522) φ9.6mm X 72mm (1本) 替え芯：Dタイプ

M_0231_1 スライドアクション（ノック式ボールペン） クローム 9.8mm (T_05148) スライドアクション用 (T_0540) 9.6mm用 (T_0526） 3/4” (19.1ｍｍ) (T_0522) φ9.8mm X 66mm (1本) 替え芯：Bタイプ

φ9.6mm X 72mm (1本) 替え芯：Bタイプパトリオット（回転式ボールペン） 9.6mm (T_0514) パトリオット用 (T_0505) 9.6mm用 (T_0526） 3/4” (19.1ｍｍ) (T_0522)

申込コード 商品名 種類 ドリルビット ブッシュ
バレルトリマー

その他必要な道具 使用パイプ 交換品　※6

φ7mm X 53mm (1本/上軸)、

φ7mm X 60mm (1本/下軸)
替え芯：Aタイプ

申込コード 商品名 種類 ドリルビット ブッシュ
バレルトリマー

その他必要な道具 使用パイプ

ヨーロピアン（回転式ボールペン） 7.0mm (T_05121) ヨーロピアン用 (T_0503) 7mm用 (T_0524） 3/4” (19.1ｍｍ) (T_0522)

交換品　※6

ペンメーキングの必需品（対応表）

申込コード 商品名 種類 ドリルビット ブッシュ
バレルトリマー

その他必要な道具
パイプサイズ

（リンク先はスペアパイプ）
交換品　※6

https://www.off.co.jp/item/M_0207.html
https://www.off.co.jp/item/T_05121.html
https://www.off.co.jp/item/T_0504.html
https://www.off.co.jp/item/T_0524.html
https://www.off.co.jp/item/T_0521.html
https://www.off.co.jp/item/M_0207_PIPE.html
https://www.off.co.jp/item/M_0207_PIPE.html
https://www.off.co.jp/item/M_0735.html
https://www.off.co.jp/item/M_0213.html
https://www.off.co.jp/item/T_05121.html
https://www.off.co.jp/item/T_0524.html
https://www.off.co.jp/item/T_0521.html
https://www.off.co.jp/item/M_0213_PIPE.html
https://www.off.co.jp/item/M_0735.html
https://www.off.co.jp/item/M_0214.html
https://www.off.co.jp/item/T_05121.html
https://www.off.co.jp/item/T_0524.html
https://www.off.co.jp/item/T_0521.html
https://www.off.co.jp/item/M_0213_PIPE.html
https://www.off.co.jp/item/M_0233_1.html
https://www.off.co.jp/item/T_05121.html
https://www.off.co.jp/item/T_0541.html
https://www.off.co.jp/item/T_0524.html
https://www.off.co.jp/item/T_0521.html
https://www.off.co.jp/item/M_0213_PIPE.html
https://www.off.co.jp/item/M_0735.html
https://www.off.co.jp/item/T_05121.html
https://www.off.co.jp/item/T_0524.html
https://www.off.co.jp/item/T_0521.html
https://www.off.co.jp/item/M_0213_PIPE.html
https://www.off.co.jp/item/M_0235_1.html
https://www.off.co.jp/item/T_05121.html
https://www.off.co.jp/item/T_0541.html
https://www.off.co.jp/item/T_0524.html
https://www.off.co.jp/item/T_0522.html
https://www.off.co.jp/item/M_0235_P.html
https://www.off.co.jp/item/M_0755.html
https://www.off.co.jp/item/M_0239_1.html
https://www.off.co.jp/item/T_05121.html
https://www.off.co.jp/item/T_0524.html
https://www.off.co.jp/item/T_0521.html
https://www.off.co.jp/item/M_0213_PIPE.html
https://www.off.co.jp/item/T_05121.html
https://www.off.co.jp/item/T_0705.html
https://www.off.co.jp/item/T_0524.html
https://www.off.co.jp/item/T_0522.html
https://www.off.co.jp/item/M_0213_PIPE.html
https://www.off.co.jp/item/M_0213_PIPE.html
https://www.off.co.jp/item/M_0755.html
https://www.off.co.jp/item/M_0241_1.html
https://www.off.co.jp/item/T_05121.html
https://www.off.co.jp/item/T_0524.html
https://www.off.co.jp/item/T_0521.html
https://www.off.co.jp/item/M_0213_PIPE.html
https://www.off.co.jp/item/M_0735.html
https://www.off.co.jp/item/T_05121.html
https://www.off.co.jp/item/T_0524.html
https://www.off.co.jp/item/T_0521.html
https://www.off.co.jp/item/M_0233_P.html
https://www.off.co.jp/item/M_0755.html
https://www.off.co.jp/item/M_0243_1.html
https://www.off.co.jp/item/T_05121.html
https://www.off.co.jp/item/T_0524.html
https://www.off.co.jp/item/T_0521.html
https://www.off.co.jp/item/M_0213_PIPE.html
https://www.off.co.jp/item/M_0735.html
https://www.off.co.jp/item/M_0244_1.html
https://www.off.co.jp/item/T_05121.html
https://www.off.co.jp/item/T_0524.html
https://www.off.co.jp/item/T_0521.html
https://www.off.co.jp/item/M_0233_P.html
https://www.off.co.jp/item/M_0703.html
https://www.off.co.jp/item/T_05121.html
https://www.off.co.jp/item/T_0524.html
https://www.off.co.jp/item/T_0521.html
https://www.off.co.jp/item/M_0703_PIPE.html
https://www.off.co.jp/item/M_0755.html
https://www.off.co.jp/item/M_0704.html
https://www.off.co.jp/item/T_05121.html
https://www.off.co.jp/item/T_0705.html
https://www.off.co.jp/item/T_0524.html
https://www.off.co.jp/item/T_0522.html
https://www.off.co.jp/item/M_0704_PIPE.html
https://www.off.co.jp/item/M_0704_PIPE.html
https://www.off.co.jp/item/M_0735.html
https://www.off.co.jp/item/M_0707.html
https://www.off.co.jp/item/T_05121.html
https://www.off.co.jp/item/T_0524.html
https://www.off.co.jp/item/T_0521.html
https://www.off.co.jp/item/M_0213_PIPE.html
https://www.off.co.jp/item/M_0708.html
https://www.off.co.jp/item/T_05121.html
https://www.off.co.jp/item/T_0524.html
https://www.off.co.jp/item/T_0521.html
https://www.off.co.jp/item/M_0213_PIPE.html
https://www.off.co.jp/item/M_0735.html
https://www.off.co.jp/item/M_0709.html
https://www.off.co.jp/item/T_05121.html
https://www.off.co.jp/item/T_0524.html
https://www.off.co.jp/item/T_0521.html
https://www.off.co.jp/item/M_0213_PIPE.html
https://www.off.co.jp/item/M_0735.html
https://www.off.co.jp/item/M_0712_1.html
https://www.off.co.jp/item/T_05121.html
https://www.off.co.jp/item/T_0524.html
https://www.off.co.jp/item/T_0521.html
https://www.off.co.jp/item/M_0213_PIPE.html
https://www.off.co.jp/item/M_0735.html
https://www.off.co.jp/item/M_0713_1.html
https://www.off.co.jp/item/T_05121.html
https://www.off.co.jp/item/T_0565.html
https://www.off.co.jp/item/T_0524.html
https://www.off.co.jp/item/T_0521.html
https://www.off.co.jp/item/M_0704_PIPE.html
https://www.off.co.jp/item/M_0704_PIPE.html
https://www.off.co.jp/item/M_0735.html
https://www.off.co.jp/item/M_026005_1.html
https://www.off.co.jp/item/T_05121.html
https://www.off.co.jp/item/T_055904.html
https://www.off.co.jp/item/T_0524.html
https://www.off.co.jp/item/T_0522.html
https://www.off.co.jp/item/M_0233_P.html
https://www.off.co.jp/item/M_0233_P.html
https://www.off.co.jp/item/M_0735.html
https://www.off.co.jp/item/T_05125.html
https://www.off.co.jp/item/T_0552.html
https://www.off.co.jp/item/T_0525.html
https://www.off.co.jp/item/T_0522.html
https://www.off.co.jp/item/M_0249_P.html
https://www.off.co.jp/item/M_0300.html
https://www.off.co.jp/item/M_0250_1.html
https://www.off.co.jp/item/T_05125.html
https://www.off.co.jp/item/T_0553.html
https://www.off.co.jp/item/T_0525.html
https://www.off.co.jp/item/T_0522.html
https://www.off.co.jp/item/M_0250_P.html
https://www.off.co.jp/item/M_0300.html
https://www.off.co.jp/item/T_05125.html
https://www.off.co.jp/item/T_0553.html
https://www.off.co.jp/item/T_0525.html
https://www.off.co.jp/item/T_0522.html
https://www.off.co.jp/item/M_0250_P.html
https://www.off.co.jp/item/T_05125.html
https://www.off.co.jp/item/T_0552.html
https://www.off.co.jp/item/T_0525.html
https://www.off.co.jp/item/T_0522.html
https://www.off.co.jp/item/M_0249_P.html
https://www.off.co.jp/item/M_026003_1.html
https://www.off.co.jp/item/T_05125.html
https://www.off.co.jp/item/T_055903.html
https://www.off.co.jp/item/T_0525.html
https://www.off.co.jp/item/T_0522.html
https://www.off.co.jp/item/M_026003_P.html
https://www.off.co.jp/item/M_0300.html
https://www.off.co.jp/item/M_026004_1.html
https://www.off.co.jp/item/T_05125.html
https://www.off.co.jp/item/T_055903.html
https://www.off.co.jp/item/T_0525.html
https://www.off.co.jp/item/T_0522.html
https://www.off.co.jp/item/M_026003_P.html
https://www.off.co.jp/item/T_0513.html
https://www.off.co.jp/item/T_0502.html
https://www.off.co.jp/item/T_0525.html
https://www.off.co.jp/item/T_0522.html
https://www.off.co.jp/item/M_0204_PIPE.html
https://www.off.co.jp/item/M_0300.html
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パイロットシャフト バレルトリマーヘッド

M_0251_1 ヴェスパー（ノック式ボールペン） 24K 10.0mm (T_0515) ヴェスパー用 (T_0554) 10.0mm用 (T_0527） 3/4” (19.1ｍｍ) (T_0522) φ10mm X 58mm (1本) 替え芯：Bタイプ

廃番 M_0210 ブリット（芯ホルダー） クローム 10.0mm (T_0515) ブリット用 (T_0506) 10.0mm用 (T_0527） 3/4” (19.1ｍｍ) (T_0522) なし エンピツ太芯

M_0255_X プレシモ (万年筆) 各色 10.0mm (T_0515) プレシモ用 (T_0557) 10.0mm用 (T_0527） 3/4” (19.1ｍｍ) (T_0522) Φ10mm X  61mm (1本) 替カートリッジ

M_0256_X プレシモ (キャップ式水性ローラーボールペン) 各色 10.0mm (T_0515) プレシモ用 (T_0557) 10.0mm用 (T_0527） 3/4” (19.1ｍｍ) (T_0522) Φ10mm X  61mm (1本) 替え芯：Dタイプ

廃番 M_0701 クラシック（万年筆） 10.0mm (T_0515) クラシック用 廃番 10.0mm用 (T_0527） 3/4” (19.1ｍｍ) (T_0522) φ10mm X 51mm (2本) 廃番 替カートリッジ

ロング・ペンマンドレル

（T_0718）

プレシジョンペンマンドレル

（V_0012）※5

M_026002_X シェイク (シェイクアクション・ボールペン) 各色 10.0mm (T_0515) シェイク用 (T_055902) 10.0mm用 (T_0527） 3/4” (19.1ｍｍ) (T_0522) Φ10mm X  52mm (2本) 替え芯：Aタイプ

廃番 M_0217 マッシュルームヘッド（回転式ボールペン） クローム 10.2mm (T_0516) マッシュルームヘッド用  (T_0534) 10.2mm用 (T_0528) 3/4” (19.1ｍｍ) (T_0522) φ10.2mm X 72mm (1本) 替え芯：Bタイプ

廃番 M_0215 ナポリ（回転式ボールペン） クローム 10.4mm (T_0517) ナポリ/ミラノ用 (T_0509) 10.4mm用 (T_0529) 3/4” (19.1ｍｍ) (T_0522) φ10.4mm X 50mm (1本) 替え芯：Bタイプ

廃番 M_0216 ミラノ（万年筆） クローム 10.4mm (T_0517) ナポリ/ミラノ用 (T_0509) 10.4mm用 (T_0529) 3/4” (19.1ｍｍ) (T_0522) φ10.4mm X 70mm (1本) 替カートリッジ

廃番 M_0202 ロジウム 10.4mm (T_0517) 10.2mm用 (T_0528)

M_0203 10K 12.5mm (T_0519) 12.5mm用 (T_0531)

ロング・ペンマンドレル

（T_0718）
φ10.5mm X 76mm (1本/ボディ)、

プレシジョンペンマンドレル

（V_0012）※5
φ12.5mm X 43mm (1本/キャップ)

ロング・ペンマンドレル φ10.5mm X 76mm (1本/ボディ)、

プレシジョンペンマンドレル

（V_0012）※5
φ12.5mm X 43mm (1本/キャップ)

パイロットシャフト バレルトリマーヘッド

廃番 M_0200 22K 11.8mm (T_0518) 11.8mm用 (T_0518)

廃番 M_0201 ブラックチタン 37/64" (約14.7mm) (T_0520) 37/64"用 (T_0520)

廃番 M_0211 10K

廃番 M_0212 クローム

11.8mm (T_0518) 11.8mm用 (T_0518)

37/64" (約14.7mm) (T_0520) 37/64"用 (T_0520)

M_0218_X ツーピース（回転式ボールペン）木地付： 各種 不要 不要　※1 不要 不要 なし 替え芯：Aタイプ

M_0236_1 各色

替カートリッジ

φ11.8mm X 88mm (1本) エンピツ太芯

廃番 M_0222 プレステージ（万年筆） シルバー プレステージ用 (T_0511) 3/4” (19.1ｍｍ) (T_0522)
φ11.8mm X 65mm (1本/ボディ)、

φ14.7mm X 47mm (1本/キャップ)

ラグビー（芯ホルダー） 11.8mm (T_0518) ラグビー用 (T_0507) 11.8mm用 (T_0518) 3/4” (19.1ｍｍ) (T_0522)

その他必要な道具 使用パイプ 交換品　※6

エンペラー（万年筆） エンペラー用 (T_0500) 3/4” (19.1ｍｍ) (T_0522) φ11.8mm X 57mm (1本/ボディ)、 φ14.7mm X 49mm (1本/キャップ)替カートリッジ

申込コード 商品名 種類 ドリルビット ブッシュ
バレルトリマー

φ10mm X 52mm (1本)、

φ10mm X 82mm (1本) 廃番
替え芯：Dタイプ

パナッシュ（キャップ式水性ボールペン） パナッシュ用 (T_0501) 1" (25.4mm) (T_0523)
φ10.4mm X 74mm (1本/ボディ)、

φ12.5mm X 51mm (1本/キャップ)
替え芯：Dタイプ

トラッド(ローラーボールペン)M_0717_X
Φ10mm X 81.6mm (1本/ボディ)、

Φ10mm X 55mm (1本/キャップ)
替え芯：Dタイプ1/2" (12.7mm) (T_0521)10.0mm用 (T_0527）トラッド用 (T_0568)10.0mm (T_0515)各色

M_0237_X

廃番 M_0705 キャップ式水性ボールペン 10.0mm (T_0515) ブッシュ 3 10.0mm用 (T_0527） 3/4” (19.1ｍｍ) (T_0522)

申込コード 商品名 種類 ドリルビット ブッシュ
バレルトリマー

その他必要な道具 使用パイプ 交換品　※6

M_0238_X グラデュエイト（キャップ式ボールペン） 各色 10.4mm (T_0517) グラデュエイト用 (T_0543) 10.4mm用 (T_0529) 3/4” (19.1ｍｍ) (T_0522) 替え芯：Dタイプ

ギャツビー（ノック式ボールペン） 10.7mm (T_05177) ギャツビー用 (T_0542) 10.4mm用 (T_0529) 3/4” (19.1ｍｍ) (T_0522) φ10.7mm X 57mm (1本) 替え芯：Bタイプ

グラデュエイト（万年筆） 各色 10.4mm (T_0517) グラデュエイト用 (T_0543) 10.4mm用 (T_0529) 3/4” (19.1ｍｍ) (T_0522) 替カートリッジ

※1 ペンマンドレルに付属しているスペーサーを目安に作成します。

※2 ペンマンドレルに付属しているスペーサーを目安に作成できますが、スペーサーと同じ太さで仕上げると若干細く仕上がることを確認しております。

※3 使用するパイプが長い（約101mm）ため、ロングサイズのドリルを推奨しております。

※4 パイプの内側を加工して中に通すパーツを通しやすくします。

※5 T_0707、T_0708のペンマンドレルをお使いの場合は、マンドレルの長さが足りずにキャップとボディのペン生地2つを同時にマンドレルに装着して削ることができません。キャップとボ

ディとを2回に分けてペンマンドレルに取り付けてひとつずつ加工するか、推奨ペンマンドレルを使用してください。

※6 リフィル（替え芯の）弊社で販売するAタイプ、Bタイプ、と呼んでいるもの以外にも下記のような市販品もお使いいただけます。

【Aタイプ】 一般的にCROSSタイプと呼ばれているタイプのボールペンリフィル

CROSS 油性ボールペン用替え芯8514など、三菱鉛筆油性ボールペン用替え芯SK-8 などが適合

【Bタイプ】 JIS G2タイプ（一般にパーカータイプとも呼ばれています）

PARKERクインクフローボールペンF、三菱鉛筆uni 超低摩擦ジェットストリームインクSXR-600番台 などが適合

【Dタイプ】 ヨーロッパ標準タイプ水性ローラーボールペン用のリフィル

SCHMIDT 水性ボールペン 替え芯 888など、オート 水性ボールペン用 替え芯 C-305Pなど
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