
KTCオフィシャルショップの販売価格

No.67-01 2016.06.50S（S）

KTC公式twitterページ https://twitter.com/kyototool/ 

春春 夏夏 秋秋秋秋 冬冬

OFFICIAL GOODS
KYOTO TOOL  OFF IC IAL   GOODS  2016

ORIG INAL  L INE -UP

バックスタイル

ORIG INAL  L INE -UP

バックスタイルバックスタイル

袖にはペンが
させます

化粧箱に入れてお届けします。
内装はグリップのカラーに合わせた色になります。

09 KTC×SWANS 
偏光サングラス 
（Airlessタイプ）

¥12,000
【品番】 YG-57

02 工具シルエットTシャツ
各¥2,400

【品　番】 YG-61○△（○：サイズ、△：カラー）
【サイズ】 S、M、L、XL
【カラー】  NV：ネイビー、W：ホワイト、BL：ブルー

03
KTCオリジナル
キャップ
¥2,750

【品　番】 YG-34W
【カラー】 ブラック×ホワイト

04 KTC
ワークキャップ
  各 ¥2,750

【品　番】 YG-53△（△：カラー）
【カラー】  R：レッド、W：ホワイト

07 KTCワークグローブ
¥2,400

【品　番】 YG-26○（○：サイズ）、
【サイズ】 S、M、L、LL

40 ネプロス 漆 ラチェットハンドル
柳 ¥220,000／ 流紋唐草 ¥230,000
市松 ¥220,000／ 老亀 ¥270,000
瑞雲 ¥220,000／ 源氏車 ¥450,000／ 瀧 ¥470,000 

ハンドツールの世界最高峰「ネプロス」が世界でJAPANとも呼ばれる「漆」をまとった完全受注生産モデル。
質実剛健な「先進の技術」に絢爛豪華な「伝統の装飾」が交わることで切り開かれた“美術工具”。
【品番（柄）】NBR390JYA（柳）、NBR390JKAR（流紋唐草）、NBR390JCHE（市松）、NBR390JKAM（老亀）、NBR390JZU（瑞雲）、
NBR390JGE（源氏車）、NBR390JTA（瀧）

39 ネプロス 漆 ラチェットハンドル
春夏秋冬 　各 ¥50,000

【品番（柄）】  NBR390JNH（春）、NBR390JNN（夏）、
NBR390JNA（秋）、NBR390JNF（冬）

04（ホワイト） 04（レッド）

受注
生産品

NEW!

NBR390JYA
柳
（やなぎ）

NBR390JNH
春（緑）

NBR390JNN
夏（朱）

NBR390JNA
秋（青）

NBR390JNF
冬（黒）

NBR390JKAR
流紋唐草
（りゅうもんからくさ）

NBR390JCHE
市松
（いちまつ）

NBR390JKAM
老亀
（ろうき）

NBR390JZU
瑞雲
（ずいうん）

NBR390JGE
源氏車
（げんじぐるま）

NBR390JTA
瀧
（たき）

ネプロス漆ラチェットハンドル 春夏秋冬

05 KTCターポリントートバッグ
¥4,800

【品　番】 YG-36
【サイズ】  約幅45×高さ30×底マチ13cm
【材　質】  ターポリン:PVC、底生地（黒）:ナイロン、持ち手:PP

コラボ

06
KTC オリジナル
つなぎ服
¥12,800

【品　番】 YG-63○（○：サイズ）
【サイズ】 S、Ｍ、Ｌ、L2（2L）、L3（3L）

08 メンテナンスグローブ
¥2,000

【品　番】 YG-62○（○：サイズ）
【サイズ】  SH、MH、LH
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バックスタイル

バックスタイル

バックスタイル

01（ピンク）

01（ブラック）

01（ホワイト）

バックスタイル

バックスタイル01（ブルー）

01（グリーン）

07 08

01 ナンバーワンＴシャツ
¥2,600

【品　番】 YG-107○△（○：サイズ、△：カラー）
【サイズ】 XS、S、M、L、XL
【カラー】  BK：ブラック、W：ホワイト、GR：グリーン、

BL：ブルー、P：ピンク

使い込むほどに深まるその魅力、
漆の質感を感じながら実用性にも優れた逸品。

機能美×伝統美　京の美意識が融合した究極の一振り。

バックスタイル

02（ブルー）バックスタイル

02（ホワイト）

バックスタイル

02（ネイビー）

10 KTC×SWANS 
偏光サングラス 
（WARRIORタイプ）

¥16,000
【品番】 YG-58

ネプロス漆ラチェットハンドル



KTCオフィシャルショップ
限定アイテムです
▶http://ktcos.jp/

大切な方や車好きな方へ。
KTCオフィシャルグッズを
贈りませんか。

使用例

KTCオフィシャルショップ
限定アイテムです
▶http://ktcos.jp/

ギフトにも
おすすめです。

22 スパナハンドルマグ
各 ¥1,200

【品　番】 YG-35○（○：カラー）
【カラー】 W：白、R：赤
【サイズ】 外径80×高さ90mm
【材　質】 陶磁器　※電子レンジ・食器洗い機対応

21 ボルトマグ
各 ¥1,200

【品　番】 YG-47○（○：カラー）
【カラー 】レッド、BL：ブルー、W：ホワイト
【サイズ 】 カップ：外径80×高さ90mm、六角フタ：対辺88×高さ30mm
【材　質 】 本体・フタ：飽和ポリエステル樹脂・ABS樹脂、

中ブタ（シールフタ）：ポリエチレン
【耐熱温度】 本体・蓋：-20℃～140℃（中ブタのみ-20℃～70℃）
※電子レンジ・食器洗い機対応

12 CBL ロングウォレット
¥11,000

【品番】 GAZYG-G03
【材質】 本革、リアルカーボンシート

26
DEGNER×KTC 
レザーチョークバッグ
¥9,500

【品　番】 YG-42BR
【サイズ 】 220×200×70mm

（ポーチ部:180×150×70mm）

33
KTC×BROWN RC
バックパック
¥27,000

【品　番】 YG-51
【サイズ】  W310×H500×

D170mm

29 ナンバー
可変式
南京錠 
¥1,000

【品　番】 YG-54R
【サイズ】  本体：約W22.5×

D13.5×H28mm、
ツル：内径9×22、
φ3mm

30 南京錠
¥1,000

【品　番】 YG-55
【サイズ】  本体：約W24.5×

D12×H42mm、
ツル：内径13×13.5、
φ4mm

【付属品】 キー×3本

35 ペーパーチェスト
  ¥1,200

【品　番】 YG-60
【サイズ（組み立て後）】 本体：約W195×D100×H154mm、
トップ：約W160× D65× h25mm、
引出し：約W155× D80× h25mm × 2

34 両開きペーパーケース
¥1,500

【品　番】 YG-106S　
【サイズ（組み立て後）】
約W200×D110×H107mm

16 CBC ボールペン
  ¥1,980

【品　番】 GAZYG-019
【サイズ 】 本体:長さ135mm、軸径：12mm、

パッケージ:W182×H42×D22mm
【重　量】 50g　【繰出方法】キャップ式
【材　質】 金属、ドライカーボン

19 CBC定規30cm ¥3,780
   CBC定規15cm ¥1,700

【品　番】  GAZYG-021（30cm定規）、
GAZYG-020（15cm定規）

【サイズ 】 30cm定規：W335×H25×D1mm、
15cm定規：W175×H15×D0.8mm

【材　質】 ドライカーボン

18
ベルトループ
キーホルダー
  ¥2,800

【品　番】 GAZYG-022
【サイズ】 W28×H135×D15mm
【材　質】  本体：本革 （イタリアンレザー）、

リング：金属製

27
DEGNER×KTC 
レザーキーホルダー
各¥1,500

【品　番】 YG-43○（○：カラー）
【カラー】 BK：ブラック、T：タン
【サイズ】 約30×120mm

MSPC PRODUCTがプロデュースする、
アウトドアとスポーツをテーマにしたバッグ
ブランド。2010年よりプロダクトデザイン
を開始。シリーズ毎に特化したリアルシー
ンを想定したバッグを開発している。現在
はデイリーシーンに自転車を使う人たちに
向けたバッグを中心に展開中。

18

20

13

12

11

15

17

14

※ イメージです。
撮影小物は
付属しません。

※ ボールペンは
付属していません。

コラボ
BROWN RC

コラボ
DEGNER

コラボ
DEGNER

36
KTC
マフラータオル
¥1,200

【品　番】 YG-101R
【サイズ】 約110×20cm

37 メンテナンストレイ大 
各¥2,000

【品番（大）】 YG-39○（○：カラー）
【カラー】 S：シルバー、G：ゴールド、BK：ブラック
【サイズ】 外形：約350×270mm、深さ：約40mm
【材　質】 アルミ

38 メンテナンストレイ小 
各¥1,300

【品番（小）】 YG-40○（○：カラー）
【カラー】 S：シルバー、G：ゴールド、BK：ブラック
【サイズ】 外形：約210×150mm、深さ：約30mm
【材　質】 アルミ

20
V10エンジン
カードホルダー
¥13,500

【品　番】 GAZYG-009
【サイズ】  長さ約10cm×幅約10cm×

高さ約5.5cm

※ ペンは付属
していません

28

31 ナンバー可変式
ケーブルロック
¥1,500

【品　番】 YG-103
【サイズ】  約7×5cm　厚み2cm　

ケーブル長さ　730mm

32 ナンバー可変式
カールワイヤー
ロック
¥1,500

【品　番】 YG-102
【サイズ】  約6.5×2.5cm　厚み0.9cm

ワイヤー長さ　1800mm
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25 ブレーキディスク・クロック
¥13,800

【品　番】 GAZYG-007　【サイズ】 約φ38cm、厚さ16cm

21（ブルー）

19（30cm）
19（15cm）

27（ブラック） 27（タン）

21（ホワイト）

21（レッド）

22（白）
22（赤）

15 GA-Z A5メモパッド
1冊¥600

【品　番】 GAZ-G001
【サイズ】 W147 × H211mm　【材質】紙

17 CBL システム手帳
¥16,500

【品　番】 GAZYG-G01
【材　質】 本革、リアルカーボンシート
【仕　様】  リング径25mm、

バイブルサイズ6穴通常

11 CBL ウォレット
¥8,800

【品番】 GAZYG-G02
【材質】  本革、

リアルカーボンシート

13 CBL カードケース 
¥6,200

【品番】 GAZYG-G04
【材質】 本革、リアルカーボンシート

14 CBL カードケース 
¥2,500

【品番】 GAZYG-G05
【材質】 ドライカーボンクロス、ステンレス

23 テディベア
各¥2,800

【品　番】 YG-59○（○：カラー）
【カラー】 BK：ブラック、R：レッド
【サイズ】 座った状態で約16cm

24 テディベア ミニ
各¥1,200

【品　番】 YG-56○（○：カラー）
【カラー】 BK：ブラック、R：レッド
【サイズ】 座った状態で約9cm

38（小・シルバー）
38（小・ゴールド）

38（小・ブラック）

37（大・シルバー）
37（大・ゴールド）

37（大・ブラック）

16

25
24（ミニ・レッド）

23（レッド） 23（ブラック）

28
レーシングセンターロック
ペーパーホルダー
¥10,000

【品　番】 GAZYG-010
【サイズ】 長さ約34.5cm×高さ約13cm
【材　質】 アルミニウム

24（ミニ・ブラック）
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