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株式会社平 岩

“仏像ステーショナリー”の平岩より

クロワッサン、メロンパンなど女子に人気のパンが
8 種類のステーショナリーになってトータル展開！
東急ハンズにて 2017 年10 月 1 日(日)より先行発売開始
オリジナル雑貨の企画・製造・販売業の株式会社平岩（本社：京都府京都市中京区、代表取締役
平岩 亘）は、2017 年 10 月 1 日（日）より東急ハンズ（※一部店舗除く）にてパンをモチーフとした
ステーショナリーグッズ「パン文具」を先行発売します。

パン文具（一部アイテム除く）

パン文具を活用した一例

■パン文具の特長
今回発売する「パン文具」は、バゲット、クロワッサン、メロンパン、チョコロールなど、
見た目にもかわいいパンをモチーフにしたステーショナリーです。ダイカット付箋（大・小）、
マスキングテープ、シール（ノーマル・箔押しタイプ）、メモ帳、A5 ノートなど、オフィスや
自宅で便利に使える 8 種類のアイテムを展開しています。
それぞれのパンの質感が活きた手描きのイラストが特長で、ポチ袋の角を折るとクロワッサン
の形が出るなど、食欲の秋に相応しく、見た目にもおいしそうな外観とフォルムでトータル展
開しています。また、ギフトとしても最適です。

■発売背景
当社は、2015 年にステーショナリーシリーズ第 1 弾として「仏像」をモチーフにした文具シ
リーズを発売し、2017 年 2 月には第 2 弾「パンマグネット」
、2017 年 4 月には第 3 弾「はにわ
文具」を展開しています。
「仏像」や「はにわ」に共通するものは、“歴史ある土地・街”から連想されるモチーフであ
るということです。もともと、京都土産用のご当地キャラクターグッズの企画・製造から始ま
り、オリジナル文具などを手掛けるようになりました。ステーショナリーグッズの同業他社は、
1 アイテムに特化しているところがほとんどですが、発売から幅広くトータル展開を行ってい
るところは当社のみです。
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■今後の展開
当社は、今回発売する「パン文具」に限らず、手に取っていただくお客様に“ちょっとの幸せ”
をお届けできる文具・雑貨を提供していきます。
「仏像ステーショナリー」なら“ご利益があるかもしれない”、
「はにわ文具」なら“シュール
でゆるい表情に癒される”といったように、日ごろ手に触れる機会の多い文具を中心に、日常
で使えるアイテムを揃えることによって、いつもお客様の側で“ちょっとの幸せ”を届けられ
るような商品開発を目指します。

はにわ文具

仏像ステーショナリー

■商品概要
名 称：

パン文具

発売日：

2017 年 10 月 1 日（日）

商品名
パンのダイカットふせん 食パン
パンのダイカットふせん クロワッサン
パンのダイカットふせん メロンパン
パンのダイカットミニふせん バゲット
パンのダイカットミニふせん 食パン
パンのマスキングテープ ホワイト
パンのマスキングテープ クラフト
パンのマスキングテープ ブラックボード
パンのメモ帳 食パン
パンのメモ帳 クロワッサン
パンのメモ帳 バゲット
パンのメモ帳 メロンパン
パンのノートA5 A
パンのノートA5 B
パンのノートA5 C
パンのノートA5 D
パンのポチ袋 バゲット
パンのポチ袋 クロワッサン
パンのポチ袋 集合
パンのシール ホワイト
パンのシール ブラックボード
パンのシール クラフト
パンのシール ゴールド
パンのシール ピンク
パンのメッセージカード 食パン
パンのメッセージカード クロワッサン
パンのメッセージカード メロンパン

価格（税別）
¥340
¥340
¥340
¥300
¥300
¥390
¥390
¥390
¥420
¥420
¥420
¥420
¥250
¥250
¥250
¥250
¥280
¥280
¥280
¥250
¥250
¥250
¥280
¥280
¥280
¥280
¥280
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パンのダイカットふせん

パンのマスキングテープ

パンのポチ袋・メッセージカード

■東急ハンズ

パン文具取扱店舗

東急ハンズ取扱い店舗
札幌店
仙台店
池袋店
北千住店
町田店
横浜店
ららぽーと船橋店
大宮店
静岡店
桑名店
金沢店
梅田店
あべのキューズモール店
三宮店
博多店
鹿児島店
宜野湾コンベンションシティ店

住所
北海道札幌市中央区南一条西6-4-1
宮城県仙台市青葉区中央1-1-1 エスパル仙台東館4F
東京都豊島区東池袋1-28-10
東京都足立区千住3-92 北千住マルイ7F
東京都町田市原町田6-4-1 町田東急ツインズ イースト6･7F
神奈川県横浜市西区南幸1-3-1 横浜モアーズ5～7階
千葉県船橋市浜町2-1-1 ららぽーとTOKYO-BAY北館1F
埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-3 DOMショッピングセンター 4・5F
静岡県静岡市葵区鷹匠1-1-1 新静岡セノバ３F
三重県桑名市新西方1-22 イオンモール桑名 3F
石川県金沢市香林坊2-1-1 香林坊東急スクエアGF
大阪府大阪市北区梅田3-1-1 大丸梅田店内 10～12F
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1 あべのキューズモール B1F
兵庫県神戸市中央区下山手通2-10-1
福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1 JR博多シティ1～5F
鹿児島県鹿児島市中央町1番地1 アミュプラザ鹿児島プレミアム館4～6階
沖縄県宜野湾市字宇地泊558-10 宜野湾コンベンションシティ1F

電話番号
011-218-6111
022-791-0109
03-3980-6111
03-5284-6111
042-728-2511
045-320-0109
047-436-6611
048-640-7111
054-266-9311
0594-23-0109
076-221-0109
06-6347-7188
06-6645-0109
078-321-6161
092-481-3109
099-250-0109
098-897-3330

■株式会社平岩について
当社は 1927 年に学校旗や優勝旗などの旗製造会社として創業しました。1200 年の伝統を有す
る京都は、京友禅はじめ、西陣織、刺繍などの工芸を有しています。当社の製品は、今もなお
その文化や匠の技を伝承する職人たちによって作り出されており、各方面から高い評価をいた
だいております。当社は、これらの技術を継承しつつ、
「今」のニーズに応えるべく様々なア
イテムを排出しています。

【株式会社平岩

会社概要】

本社：

〒604-0907 京都市中京区河原町竹屋町上ル大文字町 241 番地

TEL :

075-222-1041（代）

FAX：075-222-8043

ホームページ： http://kyoto-hiraiwa.co.jp
代表：

代表取締役 平岩 亘

設立：

1988 年 1 月 5 日

資本金：

10,000,000 円

事業内容：

①オリジナル雑貨の企画・販売
②学校旗・消防団旗・優勝旗・山車幕などの工芸品の製造・販売
③PR の幟旗、ポール・ピンバッジの製造・販売

＜本件に関するお問い合わせ先＞
平岩広報事務局 担当：新保（しんぼ）
TEL：03-5411-0066 FAX：03-3401-7788
携帯：080-9874-4858 メール：pr@nippon-pay.com
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