
QUOTES
COLLECTION

クオーツコレクション

デザインについて

著名な知識人たちの名言と4 パターンのグラフィック。

ゲーテ、オスカー・ワイルドなど著名な知識人の味わい深い名言を引用し、ヴィンテージ風のグラフィックを大胆に
あしらうことでストーンペーパーの持ち味を活かした、魅力的なシリーズです。

著名な知識人たちの名言と4 パターンのグラフィック。著名な知識人たちの名言と4 パターンのグラフィック。

著名な知識人たちの名言と 4 パターンのグラフィック 3 サイズ展開

糸綴じタイプ リングタイプ
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奥深い単色のシンプルなデザインに施された優美な銀箔

PROFESSIONAL
COLLECTION
奥深い単色のシンプルなデザインに施された優美な銀箔

プロフェッショナルコレクション

デザインについて

奥深い単色のシンプルなデザインに施された優美な銀箔

” 品格のあるノート” そんなコピーが似合う『プロフェッショナルコレクション』は、表紙のシックなカラーと小さ
く刻まれた文字のみで表現され、その凛としたたたずまいが印象的なデザインです。

奥深い単色のシンプルなデザインに施された優美な銀箔 ハードカバータイプにはゴムバンドが付属

ソフトカバータイプには特徴的な糸綴じがアクセントに シックなカラーの 4 色展開
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中紙について

ハードカバータイプ

シンプルで使いやすい、無地、横罫、方眼の 3 タイプ

無 地 横罫 ( 6mm、ライトブルー ) 方眼 ( 4mm、ライトブルー )

無地 品番：08000019
JAN：8011688040297

横罫 品番：08000021
JAN：8011688040310

無地 品番：08000020
JAN：8011688040303

横罫 品番：08000022
JAN：8011688040327

無地 品番：08000053
JAN：8011688058315

横罫 品番：08000054
JAN：8011688058322

無地 品番：08000041
JAN：8011688058193

横罫 品番：08000042
JAN：8011688058209

< プロフェッショナル　ハードカバーノート　ミニ >

Black（ブラック） Blue（ブルー） White（ホワイト）

各 953円（税込 1,000円）
サイズ：90 x 140mm、128 ページ、無地・横罫 ( 6mm、ライトブルー）

表紙：ボード紙、　中紙：ストーンペーパー、　無線綴じ製本
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Gray（グレー）



方眼

品番：08000029
JAN：8011688058070

横罫

方眼

横罫

方眼

横罫

方眼

横罫

品番：08000031
JAN：8011688058094

品番：08000030
JAN：8011688058087

品番：08000032
JAN：8011688058100

品番：08000057
JAN：8011688058353

品番：08000058
JAN：8011688058360

品番：08000045
JAN：8011688058230

品番：08000046
JAN：8011688058247

< プロフェッショナル　ハードカバーノート　レギュラー >

各 1,429円（税込 1,500 円）
サイズ：195 x 240mm、128 ページ、横罫 ( 6mm、ライトブルー）・方眼 ( 4mm、ライトブルー）

表紙：ボード紙、　中紙：ストーンペーパー、　無線綴じ製本

無地 品番：08000025
JAN：8011688058018

横罫 品番：08000027
JAN：8011688058056

無地 品番：08000026
JAN：8011688058025

横罫 品番：08000028
JAN：8011688058063

無地 品番：08000055
JAN：8011688058339

横罫 品番：08000056
JAN：8011688058346

無地 品番：08000043
JAN：8011688058216

横罫 品番：08000044
JAN：8011688058223

Blue（ブルー） White（ホワイト） Gray（グレー）Black（ブラック）

< プロフェッショナル　ハードカバーノート　スモール >

各 1,239 円（税込 1,300円）
サイズ：130 x 210mm、128 ページ、無地・横罫（6mm、ライトブルー）

表紙：ボード紙、　中紙：ストーンペーパー、　無線綴じ製本

Blue（ブルー） White（ホワイト） Gray（グレー）Black（ブラック）
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品番：08000015
JAN：8011688040143

品番：08000017
JAN：8011688040167

無地 品番：08000016
JAN：8011688040150

横罫横罫 品番：08000018
JAN：8011688040174

無地 品番：08000051
JAN：8011688058292

横罫 品番：08000052
JAN：8011688058308

無地 品番：08000039
JAN：8011688058179

横罫 品番：08000040
JAN：8011688058186

Blue（ブルー） White（ホワイト） Gray（グレー）Black（ブラック）

< プロフェッショナル　ソフトカバーノート　スモール >

各 762 円（税込 800円）
サイズ：130 x 210mm、64 ページ、無地・横罫 ( 6mm、ライトブルー）

紙：ボード紙、　中紙：ストーンペーパー、　中ミシン製本
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ソフトカバータイプ（糸綴じ）

無地 品番：08000011
JAN：8011688040105

横罫 品番：08000013
JAN：8011688040129

無地 品番：08000012
JAN：8011688040112

横罫 品番：08000014
JAN：8011688040136

無地 品番：08000049
JAN：8011688058278

横罫 品番：08000050
JAN：8011688058285

無地 品番：08000037
JAN：8011688058155

横罫 品番：08000038
JAN：8011688058162

< プロフェッショナル　ソフトカバーノート　ミニ >

Black（ブラック） Blue（ブルー） White（ホワイト） Gray（グレー）

各　477 円（税込 500 円）
サイズ：90 x 140mm、48 ページ、無地・横罫 ( 6mm、ライトブルー）

表紙：ボード紙、　中紙：ストーンペーパー、　製本：中ミシン製本

無地

リング綴じタイプ

< プロフェッショナル　リング綴じノート　レギュラー >

各 1,143 円（税込 1,200 円）
サイズ：195 x 240mm、128 ページ、横罫・方眼 ( 4mm、ライトブルー）

紙：ボード紙、　中紙：ストーンペーパー、　ツインリング製本

無地 品番：08000033
JAN：8011688058117

横罫 品番：08000035
JAN：8011688058131

無地 品番：08000034
JAN：8011688058124

横罫 品番：08000036
JAN：8011688058148

無地 品番：08000059
JAN：8011688058377

横罫 品番：08000060
JAN：8011688058384

無地 品番：08000047
JAN：8011688058254

横罫 品番：08000048
JAN：8011688058261

Blue（ブルー） White（ホワイト） Gray（グレー）Black（ブラック）



リング綴じタイプ

< プロフェッショナル　リング綴じノート　レギュラー >

各 1,143 円（税込 1,200 円）
サイズ：195 x 240mm、128 ページ、横罫 ( 6mm、ライトブルー）・方眼 ( 4mm、ライトブルー）

紙：ボード紙、　中紙：ストーンペーパー、　ツインリング製本

品番：08000033
JAN：8011688058117

横罫

品番：08000035
JAN：8011688058131

品番：08000034
JAN：8011688058124

品番：08000036
JAN：8011688058148

品番：08000059
JAN：8011688058377

品番：08000060
JAN：8011688058384

品番：08000047
JAN：8011688058254

品番：08000048
JAN：8011688058261

Blue（ブルー） White（ホワイト） Gray（グレー）Black（ブラック）

5

方眼

横罫

方眼

横罫

方眼

横罫

方眼



QUOTES
COLLECTION

クオーツコレクション

デザインについて

著名な知識人たちの名言と4 パターンのグラフィック。

ゲーテ、オスカー・ワイルドなど著名な知識人の味わい深い名言を引用し、ヴィンテージ風のグラフィックを大胆に
あしらうことでストーンペーパーの持ち味を活かした、魅力的なシリーズです。

著名な知識人たちの名言と4 パターンのグラフィック。著名な知識人たちの名言と4 パターンのグラフィック。

著名な知識人たちの名言と 4 パターンのグラフィック 3 サイズ展開

糸綴じタイプ リングタイプ
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著名な知識人の名言を表紙にデザイン

中紙について

シンプルで使いやすい、無地、横罫、方眼の 3 タイプ

無地 横罫 ( 8mm、ブラック )
※リング綴じタイプのみライトブルー

方眼 ( 4mm、ブラック )
※リング綴じタイプのみライトブルー

Daubt（ダウト）

“Doubt grows with knowledge.”
～知識と共に疑いが強まる～

ゲーテ
（ドイツを代表する文豪）

Life（ライフ）

“Life is far too important to be  
　taken seriously.”
～人生はあまりに重要すぎて真剣に受け

　止められない～

オスカー・ワイルド
（アイルランド出身の詩人、作家、劇作家）

Life（ライフ）

“Life is far too important to be  
　taken seriously.”
～人生はあまりに重要すぎて真剣に受け

　止められない～

オスカー・ワイルド
（アイルランド出身の詩人、作家、劇作家）

Facts（ファクト）

“Facts are the enemy of truth.”
～事実は真実の敵なり～

セルバンテス
（近代スペイン作家）

Writer（ライター）

“A writer should write with his
        eyes and a painter paint with   
his ears.”
～作家は目で見て書く 画家は耳で聞いて描く～

ガートルード・スタイン
（アメリカの著作家、詩人、美術収集家）
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無地 品番：08000102
JAN：8011688069533

横罫 品番：08000110
JAN：8011688069618

方眼 品番：08000106
JAN：8011688069571

無地 品番：08000103
JAN：8011688069540

横罫 品番：08000111
JAN：8011688069625

方眼 品番：08000107
JAN：8011688069588

無地 品番：08000104
JAN：8011688069557

横罫 品番：08000112
JAN：8011688069632

方眼 品番：08000108
JAN：8011688069595

無地 品番：08000105
JAN：8011688069564

横罫 品番：08000113
JAN：8011688069649

方眼 品番：08000109
JAN：8011688069601

無地 品番：08000015
JAN：8011688040143

横罫 品番：08000017
JAN：8011688040167

無地 品番：08000016
JAN：8011688040150

横罫 品番：08000018
JAN：8011688040174

無地 品番：08000051
JAN：8011688058292

横罫 品番：08000052
JAN：8011688058308

無地 品番：08000039
JAN：8011688058179

横罫 品番：08000040
JAN：8011688058186

Blue（ブルー） White（ホワイト） Gray（グレー）Black（ブラック）

< ププロフェッショナル　ソフトカバーノート　スモール >

各 762 円（税込 800円）
サイズ：130 x 210mm、64 ページ、無地・横罫 ( 6mm、ライトブルー）

紙：ボード紙、　中紙：ストーンペーパー、　中ミシン製

ソフトカバータイプ（糸綴じ）

無地
品番：08000011
JAN：8011688040105

横罫
品番：08000013
JAN：8011688040129

無地 品番：08000012
JAN：8011688040112

横罫 品番：08000014
JAN：8011688040136

無地 品番：08000049
JAN：8011688058278

横罫 品番：08000050
JAN：8011688058285

無地 品番：08000037
JAN：8011688058155

横罫 品番：08000038
JAN：8011688058162

< プロフェッショナル　ソフトカバーノート　ミニ >

Black（ブラック） Blue（ブルー） White（ホワイト） Gray（グレー）

各　477 円（税込 500 円）
サイズ：90 x 140mm、48 ページ、無地・横罫 ( 6mm、ライトブルー）

表紙：ボード紙、　中紙：ストーンペーパー、　製本：中ミシン製本

無地 品番：08000094
JAN：8011688069458

横罫 品番：08000098
JAN：8011688069496

無地 品番：08000095
JAN：8011688069465

横罫 品番：08000099
JAN：8011688069502

無地 品番：08000096
JAN：8011688069472

横罫 品番：08000100
JAN：8011688069519

無地 品番：08000097
JAN：8011688069489

横罫 品番：08000101
JAN：8011688069526

< クオーツ　ソフトカバーノート　スモール >

各 762 円（税込 800円）
サイズ：130 x 210mm、64 ページ、無地・横罫（8mm、ブラック）・方眼（4mm、ブラック）

表紙：ボード紙、　中紙：ストーンペーパー、　中ミシン製本
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< クオーツ　ソフトカバーノート　ミニ >

Facts（ファクト） Wri ter（ライター） Life（ライフ）

Daubt（ダウト）

Daubt（ダウト）

Facts（ファクト） Wri ter（ライター） Life（ライフ）

各 477 円（税込 500円）
サイズ：90 x 140mm、48 ページ、無地・横罫 ( 8mm、ブラック）

表紙：ボード紙、　中紙：ストーンペーパー、　中ミシン製本

ソフトカバータイプ（糸綴じ）



リング綴じタイプ

品番：08000130
JAN：8011688069816

横罫 横罫 横罫 横罫

品番：08000126
JAN：8011688069779

品番：08000131
JAN：8011688069823

品番：08000127
JAN：8011688069786

品番：08000132
JAN：8011688069830

品番：08000128
JAN：8011688069793

品番：08000133
JAN：8011688069847

品番：08000129
JAN：8011688069809

< クオーツ　リング綴じノート　レギュラー >

各 1,143 円（税込 1,200円）
サイズ：195 x 240mm、128 ページ、横罫（8mm、ライトブルー ）・方眼（4mm、ライトブルー ）

表紙：ボード紙、　中紙：ストーンペーパー、　ツインリング製本

無地 品番：08000114
JAN：8011688069656

横罫 品番：08000122
JAN：8011688069731

方眼

方眼 方眼 方眼 方眼

品番：08000118
JAN：8011688069694

無地 品番：08000115
JAN：8011688069663

横罫 品番：08000123
JAN：8011688069748

方眼 品番：08000119
JAN：8011688069700

無地 品番：08000116
JAN：8011688069670

横罫 品番：08000124
JAN：8011688069755

方眼 品番：08000120
JAN：8011688069717

無地 品番：08000117
JAN：8011688069687

横罫 品番：08000125
JAN：8011688069762

方眼 品番：08000121
JAN：8011688069724
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< クオーツ　ソフトカバーノート　レギュラー >

各 953 円（税込 1,000 円）
サイズ：195 x 240mm、80 ページ、無地・横罫（8mm、ブラック）・方眼（4mm、ブラック）

表紙：ボード紙、　中紙：ストーンペーパー、　中ミシン製本

Daubt（ダウト） Facts（ファクト） Wri ter（ライター） Life（ライフ）

Daubt（ダウト） Facts（ファクト） Wri ter（ライター） Life（ライフ）
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