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どこかで見た事のある「標識」がちょっとシュールで
どことなく可愛い、まったく新しい光景になる。

少し渋めの色とシンプルなデザイン、クールな雰囲気のステッカー。

P2からP10までの商品につきましては、
直接のお取引をお願いいたします。
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◦ニュー標識ステッカー
● MS-01 : おでかけ
● MS-02 : 遅刻
◆ MS-03 : 穴掘り
■ MS-04 : 通学
◆ MS-05 : なかよし
■ MS-06 : おとしもの

3

お手紙やカード、メモなどにもピッタリの絵柄、

ビジネスシーンでも使える

上品で可愛らしいイラスト。

ゴムの品質にこだわり印影を
細かいところまで再現。

レトロなタッチのイラストが映える、

「貼って剥がせて、手で切れる」
和紙の素材感を活かした、

ちょっとザラつきのあるテープ。
◦マスコハンコ
MH-01：ありがとうございます
MH-02：よろしくお願いします
MH-03：祝

◦マスコテープ
MT-01：のぼり棒
MT-02：かお
MT-03：前へならえ

MH-04：愛
MH-05：ふきだし / 女の子

MT-04：読書
MT-05：うしろ姿
MT-06：大玉転がし

MH-06：請求書在中
MH-07：ふきだし / 山羊

MT-07：車窓
MT-08：たべもの

MH-08：ＯＫ
MH-09：謹呈
MH-10：お疲れ様です
MH-11：ふきだし / おじぎ
MH-12：Thank You
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◦雲の上郵便局
9T-01 : 雲の上百景その 1
9T-02 : 雲の上百景その 2
9T-03 : 飛行機械

◦空想採集帳
9N-01：ブルー
9N-02：ブラウン

物語のある文具を制作−「空想採集師のノート」がコンセプトの少し不思議なお話つき自由帳。

9T-04 : 雲の上王国

架空切手のマスキングテープ。とある雲の上の国の、少し不思議な切手シール。

◦活版ポストカード
9pdK06 : 夕焼けデザイン室
9pdK07 : 劇場ピーターパン
9pdK10 : 翻車魚航空
9pdT03 : 悪夢散
9pdT04 : 晩盃屋
9pdT05 : 三日月亭
9pdT09 : 星製造パン屋
9pdZ01 : 心霊写真館

あんな建物があったら、こんなお店があったらを活版ポストカードに。
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活版ポストカード

架空商店街ハガキ
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◦ノート
ML007：みずたま
ML008：しましま

◦ミニ紙袋
ML009：みずたま
ML010：しましま

水玉好きのデザイナーと縞々好きの文具店主による少しビターな文具ブランド「水縞」と「ライフ」がコラボ。

ポップな色合いとしっかりした使い心地が特徴の紙文具シリーズ。

モチーフはライフの倉庫に眠っていた繊細な飾り枠のデザインや昔の商品カタログからの抜き出し。

◦ミニレターセット
ML001：水縞
ML002：飾り枠
◦飾り枠メッセージカード
ML003：HAPPY BIRTHDAY
オレンジ
ML004：THANK YOU
オレンジ
ML005：HAPPY BIRTHDAY
ブルー
ML006：THANK YOU
ブルー
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◦8図柄ペーパーバッグ
ML011：ナチュラル L
ML012：ナチュラル S
ML013：ホワイト L
ML014：ホワイト S
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フェスで首に肉をかけている人がいたら面白い

「フェスで首に肉をかけている人がいたら面白いんじゃないか…」それがきっかけ。
タオルソムリエの力を借りて、質も落とさずタオル名産地「今治」で生産。
独自の品質基準に合格した今治タオルブランドマーク入り。

◦ NN
NTL001: 肉タオル

懐かしさを感じる竹皮風の昔ながらのパッケージに
一つ一つ手作業で包んでいます。
肌触りもよい表面はシャーリング加工を施し
肉の光沢感を出しつつ高い吸水力を実現しています。
共通本文
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◦ルネ×ＬＩ
ＦＥノート
RUN01 : デイジー
RUN02 : ストロベリー
RUN03 : ルル
RUN04 : チェリー
RUN05 : スワン
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D607：業務日誌

B780：レザー補助 A4 横罫

M305：クロス手帳 方眼

P638：英文領収書

帳簿などの耐久性を求められる場合に使われる「クロス貼り製本」にすることで

創業当時のカタログにすでに記載がある歴史のある商品のひとつ。 かつては外資系の企業で使われていた商品

筆記時の安定性を生んでいます。レザー補助とクロス手帳は背と角に施された布

ですが、 デザインのかわいらしさを気に入っていただき、 飲食店や洋服屋さんなどで使われています。 複写

とクロス紙のバランスがどこか懐かしい表情で、 幅広い層に受け入れられるデザイ

式の一般的なものとは違い単式で、 ぺージの左側には控えが付いています。 伝票をミシン目に沿ってピリピリと

ンになっています。

切り離す手間もなんだかわくわくとさせます。
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毎日開く日記だからこそ、 表紙には帆布を使

薄くても角折れせず、 手を傷つけな

用しました。日々の出来事がしっかりと書き

いように表紙の角を丸くしてあります。

込めるよう、丈夫で開きやすい上製本の日記

皮革調のクロスは、 3 年間しっかり思

には、 ポップな色合いの花ギレが装飾され

い出を守るために丈夫なものを使用し

背には「DIARY」 の文字がひかえめに箔

ました。 本文と扉・見返しを貼り合わ

押しされています。 黒の他にも、 紺・緑・

せる事で、 最初のページからしっかり

赤の商品もございます。

開く事ができます。 黒の他にエンジ
の商品もございます。

D1525A：自由日記 B6 黒
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D1535：3年連用日記 A5 黒

D1536：3年連用日記 B6 黒
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M300：サニーゴールド

CA1：活版ミニカード サンキュー CA3：活版ミニカード グッドラック CA5：活版ミニカード アイラブユー

D1525E：自由日記 B6 赤

D1516：フリーダイアリー A6 エンジ

商品名「サニーゴールド」は、 表紙の合皮素材名です。 ポリウレタン樹脂を表面にコーティングしてつくられた生地は

LIFE ロゴの鍵マークを金箔押しした表紙の日記は、 持ち運びやすい

独特の手触りです。 本文は 30 行の横罫ですが 5 行ごとに線を少し太くしている為、 1 ページで 6 項目に分けることも

コンパクトな手帳タイプです。中紙の日付の記入部分を小さくするなど、

できます。また罫線色は薄いブルーで書き込む文字の邪魔をしません。

日記以外にもお使いいただけるよう意識したデザインになっています。

名刺よりもすこし大きいくらいの小さなカードは、 ちょっとしたお礼やメッセージを添えるのに丁度良いサイズです。 昔な

こちらのエンジの他にもボトルグリーンの商品もございます。

がらの活版印刷で 1 色づつ丁寧に刷っており、 その独特のかすれや凹凸は 1 枚 1 枚異る風合いを楽しめます。 落ち着
いた色味とデザインで女性だけでなく男性にも気軽に使っていただけます。他にも「アイアムソーリー」や「ハッピーバー
スデー」もございます。

マージンシリーズの「赤」はピンクのマージン
罫のみの本文です。 マージン罫の左側には日
付や見出し等を書いて、 方眼罫・横罫にとら
われず、自由に使いたい方におすすめ。 本文
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D1537：3年連用日記 A5 エンジ
D1538：3年連用日記 B6 エンジ

80 枚でたっぷり使えます。

N711：マージンノート A5 無地
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N56：チットスケッチ 方眼

淡水色の罫線の方眼紙と薄紙（タイプ用紙）が交互に綴じられたノー
トです。 厚さの違う用紙を整え、 製本するという通常より手間も技術
も要するノートですが、ライフ自慢の職人のものづくりともいえる商品
です。 薄紙は、 方眼紙に書き留めたスケッチやスクラップした写真・
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資料の保護やメモ書きなどに使うなど、 様々な使い方が思い浮かぶ
のではないでしょうか。

N10：ステノグラファー センター罫入

元来、 速記のための専用ノート「ステノグラファー」。 速記をされる方以外にも、 その独特なセンター罫線や
両面筆記の愛好者にも人気のノートです。 表紙の「GREGG」とは速記ノートの考案者の名前です。

ライフの初代カタログの表紙に使われていたデザイ
ンがもとになっています。 白い本文紙に若草色で罫
線を印刷しております。 薄くて持ち運びに便利なサ
イズ展開で、 旅行の予定表や旅先でのメモにもぴっ
たりです。 バーミリオンという姉妹品もございます。

D1515：フリーダイアリー A6 ボトルグリーン
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D1525C：自由日記 B6 緑

N75：ピスタチオ A5 方眼

N78：ピスタチオ B6 横罫

N79：ピスタチオ A6 方眼
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M375：名刺型メモランダム 青

CA2：活版ミニカード アイアムソーリー
D1525B：自由日記 B6 紺

CA4：活版ミニカード ハッピーバースデー
N702：マージンノート B5 横罫

メモを取りたい時、 意外と身の回りにメモがなくて困ったことはありませんか。 小さなサイズのメモは名刺入
れはもちろん、 お財布や手帳などに収納できる、 薄くかさばらない便利なメモです。 小型ながらも本格的な

マージンシリーズの「紺」は水色の横罫（6mm）+ ピンクのマージン罫の本文です。

書き心地と丁寧な製本を感じさせます。 青・朱・黄・茶の 4 色展開です。
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今ではアンティークになりつつあるタ
イプライター。タイプする際に使用
するタイプ用紙をいまでもつくり続け
ています。 紙は「スピカレイドボンド
紙」を使用。 透かして見るとレイドと
「SPIKA LAID Cotton25%」 の
文字が浮かび上がります。コットンを
含んだ紙はふっくらと柔らかく、 万年
筆などインクの多いペンとも相性が
良いのが特長です。 国際判とはアメ

N30：ノーブルノート B6 横罫

リカで規格化され主に北米で使用さ
れている紙の寸法でレターサイズとも
呼ばれます。
T16：タイプ用紙 国際判
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バーミリオンとは朱色という意味で、 本文の罫
も同じ朱色で印刷をしております。クリーム色
の本文紙に朱色の罫線が良く映えます。ピスタ
チオという姉妹品もございます。

N66：バーミリオン B6 方眼

左右のリングは苦手…という方に天の
リングはいかがでしょうか。 速記ノー
トの体裁を生かし、 横罫と方眼の仲
間を増やす事で気軽に使っていただ
ける商品です。

N11：ステノグラファー 方眼
N12：ステノグラファー 横罫
M374：名刺型メモランダム 朱

T21：タイプ用紙 Ａ4

M376：名刺型メモランダム 黄

タイプライターが使われなくなった今日でも、 いまだに人気の商
品です。 発売当初、 1960 年代のデザインを気に入っていただ
いているのかも知れません。

マージンシリーズの「黄」は、水色の方眼罫（5m/m）
+ ピンクのマージン罫の本文です。「赤」
「紺」同様、
丈夫な「糸綴じわけ折り製本」です。
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N32：ノーブルノート B5 方眼
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N700：マージンノート B5 方眼
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「黒」「エンジ」 同様の本文と洋書
のような装丁の表紙は海外の方から
も人気の高い商品です。 買ったその
日から使えるライフの 3 年連用日記
の罫線は、 書いた文字の邪魔になら
D1533：3年連用日記 A5 こげ茶
D1534：3年連用日記 B6 こげ茶

ないよう、 明るいグレー色です。

P400：本革多目的カード 5 × 3 茶
P401：本革多目的カード 5 × 3 エンジ

カバーは高級黒毛和牛の本革
製で、 持ち歩きに便利なゴム
止がついています。 使えば使う
ほどに味わい深くなるカバーで
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M377：名刺型メモランダム 茶

す。 ライフの情報カードと同じ
5 × 3 インチ サ イズ の 単 語 帳
は、 携帯メモやアイディア帳等
としてご利用頂けます。

「デュエット＝二重奏」の名が表すように、 見開きの左右で罫線が
違うノートです。 左右で使い分けることにより、 図形・イラスト・
スケッチと文章をわかりやすくまとめることが出来ます。
M306：クロス手帳 無地

Ｂ792：チットブック

万年筆で書いても、 裏写りしないように本文 1 枚
毎に吸取り紙が綴じられています。 使用したペー
ジの角のミシン目を切り取っておくことで最新ペー
ジをすぐに開けます。 金融機関で愛用された商
品ですが、 現在はサイン帳やスタンプ帳等、自由
にアレンジして使って頂いています。 昔ながらの
デザインと最近見かけない製本スタイルが人気の
理由かもしれません。

タイトルの「COPY NOTE」は本文に横書用
のマス目が印刷されていることに由来します。
「COPY」は複写の意味ではなく原稿（作文）
の意味です。 セピア色の罫線とクロスになつ
かしさが漂い、 思わず手に取りたくなる一冊。
また、ノートタイプになっているため書いた原
稿がバラバラになりません。 小学校の作文を
連想しますが、レポートやテキストを考える時
など文字をカウントしやすく大人の方にもお
すすめです。
C166：原稿ノート ヨコ セミ B5
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C167：原稿ノート タテ セミ B5

N57：デュエットノート 方眼＆横罫

N58：デュエットノート 方眼＆無地
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ライフ株式会社
〒 101-0031
東京都千代田区東神田 1-5-6

MK 第 5 ビル

t e l . 0 3 - 5 8 2 1 - 2 451
f a x. 0 3 - 5 8 2 1 - 2 456
e-mail: in q u ir y@ l i f e-st . j p

@LIFEstationery
@lifestationery
@LIFEstationery1949

h ttp :/ / l i fe -s t. j p
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