
商品名 Bondage Note

価格（税抜）

●Master：￥3500

●Technician：￥2000

●Beginner：￥1500

サイズ・種類

全3種

●Master：H330×W220mm 180P  商品重量 897g

●Technician：H252×W179mm 180P  商品重量 558g

●Beginner：H210×W148mm 180P  商品重量 383g

商品説明

「ボンデージノート」は表紙のバンドに、ペンやカードを挟んで「拘束」して持ち歩くこと
のできるユニークなノートです。コンサバなビジネスシーンにアバンギャルドな遊び
心を取り入れたい大人たちへ。 「ボンデージ」スタイルの異なる3バリエーションから
お選びいただけます。 「ボンデージノート」初心者におすすめしたいのはA5サイズの
「Beginner」。 ソフトな拘束感であらゆるステーショナリーを優しく包み込みます。B5変形
サイズの「Technician」は上級者向けの重厚な拘束感。コルセットに仕込まれた幅広の
ベルトがウエストラインを美しく際立たせます。それらに満足できない熟練者には複雑
に絡み合うバンドで全身を拘束するA4変形サイズの「Master」がおすすめです。

使用上の注意

ご使用の際は、以下の取り扱い説明をよくお読みの上、正しくお使いください。
・紙製品ですので、湿気の多い場所、直射日光のあたる場所での保管は避けてください。
水にぬれた場合はよく乾燥させてから保管してください。
・紐を故意に強く引っ張ったり破くなどの行為はご遠慮ください。
・なめたり、口の中に入れることは絶対にしないでください。
・火のそばでのご使用は避けてください。

クレジット

Made in JAPAN
Produced by TAKI PRODUCTS
Designed by KENJI FUJII
運営元：株式会社たき工房　東京都中央区築地5-3-3 築地浜離宮ビル５F
印刷：GRAPH

デザイナー 藤井賢二　Kenji Fujii

プロフィール

藤井賢二。愛知県出身。アートディレクター。様々な商品広告やファッション
広告のアートディレクションを行う。たき工房kaza☆anaのチームリーダー、兼
ディレクターを務める他、TAK IPRODUCTS、 Africa Crayon project、デザイン
による復興支援など、様々なプロジェクトのアートディレクターとしても活動中。



商品名 Paper Pierce Attachment

価格（税抜） 各￥2000

サイズ・種類

全4種

●tool series
Spring：新入生のリボン（約H13mm×W23mm×D0.5mm/0.2g）
Summer：波間の浮き輪（約H19mm×W19mm×D0.5mm/0.2g）
Autumn：腹ぺこカトラリー（各約 H25mm×W5mm×D0.5mm/0.2g）
Winter：ツリーの星（約H19mm×W19mm×D0.5mm/0.2g）

●plant series
Spring：零れさくら（約H23mm×W19mm×D0.5mm/0.2g）
Summer：情熱のひまわり（約H15mm×W15mm×D0.5mm/0.2g）
Autumn：木枯らし落ち葉（約H21mm×W15mm×D0.5mm/0.2g）
Winter：祈りのツリー（約H20mm×W20mm×D0.5mm/0.2g）

●animal series
Spring：起き抜けのテントウ虫（約H17mm×W16mm×D0.5mm/0.2g）
Summer：空を翔るツバメ（約H20mm×W20mm×D0.5mm/0.2g）
Autumn：食いしん坊なリス（約H17mm×W23mm×D0.5mm/0.2g）
Winter：ツノが自慢のトナカイ（約H27mm×W27mm×D0.5mm/0.2g）

●nature series
Spring：野原のお花（約H13mm×W16mm×D0.5mm/0.2g）
Summer：深海の貝殻（約H14mm×W16mm×D0.5mm/0.2g）
Autumn：満ち欠けする月（約H16mm×W16mm×D0.5mm/0.2g）
Winter：舞降る結晶（約H17mm×W16mm×D0.5mm/0.2g）

商品説明

お手持ちのピアスに装着して、ピアスをカスタマイズできる新しいツールです。
一年中、毎日おしゃれを楽しんで欲しいという気持ちから、日本の一年を表す「四季」をモチーフに、
4シリーズ・全16種類のアタッチメントをご用意しました。
ピアスとアタッチメントの組み合わせはあなた次第。
あなたらしい、お気に入りの、組み合わせを見つけてください。

使用上の注意

ご使用の際は、以下の取り扱い説明をよくお読みの上、正しくお使いください。
・本製品は特性上、非常にデリケートになっておりますので、お取り扱いの際は、充分にご注意ください。
また、紙製品ですので、雨の日や湿気の多いところでのご使用は、おすすめできません。
・本製品をご使用中は、髪の毛や衣服に引っかからないように、ご注意ください。
・皮膚に触れる側には防汚・耐水紙を使用していますが、汚れてしまった場合は、使用を中止してください。
・皮膚に触れる側には肌に負担の少ない素材を使用していますが、直接肌に触れますので、ピアスホール
が安定していない方や肌の弱い方は、使用を控えてください。
・本製品をご使用中に、皮膚が赤くなるなど、異常を感じた際は、直ちに使用を中止し、医師に相談してくださ
い。
・ご使用前に、10分程度のテストをしていただくことをおすすめします。
・耳の形や、ピアスホールの位置によっては、うまく装着できない場合があります。
・ピアスの形はフック型やフープ型ではなく、直線的な軸のピアスをご使用ください。

クレジット

Made in JAPAN
Produced by TAKI PRODUCTS
Designed by Haruka Suzuki / Anly Wang
運営元：株式会社 たき工房 東京都中央区築地 5-3-3 築地浜離宮ビル5F
印刷：GRAPH　MADE IN JAPAN

デザイナー 鈴木 陽香　Haruka Suzuki

プロフィール

武蔵野美術大学視覚伝達デザイン学科卒業。2012年株式会社たき工房入社。
卒業制作の「自然色彩集」でMITSUBISHI CHEMICAL JUNIOR DESIGNER AWARD 2012大賞を受賞。
グラフィックデザイナーとして広告制作を手がける傍ら、イラストを描いたり製本をしたりしています。
自分の制作したもので、遠い誰かの気持ちを、すこしでもプラスに動かせたら嬉しいです。

デザイナー 王 安理　Anly Wang

プロフィール

台湾出身。2009年、来日。2012年株式会社たき工房入社。学生時代に毎日広告賞 奨励賞を受賞。
中国語・日本語・英語が話せるので、語学力を駆使してグローバルに活躍するデザイナーを目指していま
す。
旅行好き。ファッション好き。インフォグラフィックデザイン好き。映画好き。
クレープ好き。パンケーキ好き。お肉好き。犬好き。
階段は嫌い。（よくこけるので。。。）  でも夢への階段は登っています。



商品名 Fan accessory

価格（税抜） 各￥500

サイズ・種類

全6種

●サーファー : H40×W42mm / サメ : H30×W48mm
●かもめ : H32×W35mm / ふね : H35×W45mm
●ヤシの木 : H43×W32mm / フラダンサー : H38×W30mm
●チューリップ : H32×W33mm / ちょうちょ : H32×W30mm
●スカイダイバー : H29×W36mm / ヘリコプター : H30×W42mm
●気球 : H44×W30mm / つばめ : W43×H37mm

台紙 : Mサイズ,W100×H25mm / Sサイズ,W70×H25mm
色紙 : W108×H25mm×4色
透明シール : W104×H61mm　製品重量 : 約18g

商品説明

ファンアクセサリーは、いつもの扇風機をちょっとかわいく変身させてくれるアイテム。
簡単にくみたてて貼るだけで、風に吹かれて、ゆらゆら、ふわふわと動き出します。
2つのモチーフ入りで、ラインナップは全6種類。
あなたは、どのモチーフと一緒に涼しい夏を過ごしますか？

使用上の注意

ご使用の際は、以下の取り扱い説明をよくお読みの上、正しくお使いください。
・くみたて方をよく読んでご使用ください。
・くみたての際、紙がちぎれないよう取り扱いには充分ご注意ください。
・お子様は保護者の方と一緒にくみたててご使用時も一緒に遊んでください。
・ヒーターなど火気のそばでのご使用はお避けください。
・屋外など水に濡れる場所でのご使用はお避けください。
・色紙が扇風機の中に巻き込まれないようご注意ください。
・扇風機の機種や風の強さにより最適なとりつけ位置が異なります。
・T字の透明シールを剥がす際、ちぎれないようご注意ください。

クレジット

Made in JAPAN
Produced by TAKI PRODUCTS
Designed by TOMOKA MURAKAMI
運営元：株式会社たき工房　東京都中央区築地5-3-3 築地浜離宮ビル５F
印刷：GRAPH

デザイナー 村上智香 Tomoka Murakami

プロフィール

村上智香
1988年　大阪府生まれ　兵庫県育ち　京都精華大学グラフィックデザインコース卒業　2010年株式
会社たき工房入社。
大学卒業と同時に上京。グラフィックデザイナーとして日々奮闘中です。
東京の暮らしにもすっかり馴れましたが、しゃべる時は相変わらず関西弁。
人にワクワクしてもらえるデザインがしたいと考えています。
http://tomatomoka.com/



商品名 ひめのメモ

価格（税抜） 各￥500

サイズ・種類

全6種

●ピンクひめ
●パープルひめ
●リボンひめ
●ミズタマひめ
●ミズイロひめ
●ダイヤひめ

ひめのメモ：20枚入り
パッケージ：H130mm×W126mm×約D2mm （約5g）
メモ：約H94mm×約W123mm （約16g）

商品説明

ドレスのスカート部分をくるっと巻いてリボンでとめると、
立ち姿のおひめさまになるメモ。
大切なメモやナイショのメッセージも、
スカートの内側に隠して、おひめさまがかわいく届けてくれます。
普段はもちろん、特別な日に添えるメッセージにもぴったり。

使用上の注意

ご使用の際は、以下の取り扱い説明をよくお読みの上、正しくお使いください。
・紙製品ですので、湿気の多い場所、直射日光のあたる場所での保管は避けてください。
・故意に強く引っ張ったり破くなどの行為はご遠慮ください。
・なめたり、口の中に入れることは絶対にしないでください。
・火のそばでのご使用は避けてください。
・サイズ・重さには個体差があります。

クレジット

Made in JAPAN
Produced by TAKI PRODUCTS
Designed by Junko Igarashi
運営元：株式会社たき工房　東京都中央区築地5-3-3 築地浜離宮ビル５F
印刷：GRAPH

デザイナー 五十嵐　淳子　junko igarashi

プロフィール
多摩美術大学卒業。都内デザイン会社を
経て、2004年株式会社たき工房入社。
ほっとするのがすきです。



商品名 Bread Coaster

価格（税抜）
●８枚入り：￥1200

●4枚入り：￥700

サイズ

1枚あたり
直径：約100mm（サイズは目安になります。）
厚さ：1.0mm
重さ：約1g

商品説明

フランスパンの輪切りを平面に見立てた立体風コースター。
1枚だと普通のパンの輪切りですが、重ねると1本のフランスパンに見える仕掛けです。
ホームパティーなどに使えば、テーブルがブルスケッタのお皿に大変身！！
コースターの中には、隠れキャラクターが潜んでいるかも！？
紙の素材は「牛乳瓶のフタ」を使用したので、
少し赤みがかったレトロな感じで仕上がってます！

使用上の注意

ご使用の際は、以下の取り扱い説明をよくお読みの上、正しくお使いください。
・紙製品ですので、湿気の多い場所、直射日光のあたる場所での保管は避けてください。
水にぬれた場合はすぐに拭き取り、よく乾燥させてから保管してください。
・故意に強く引っ張ったり破くなどの行為はご遠慮ください。
・なめたり、口の中に入れることは絶対にしないでください。
・火のそばでのご使用は避けてください。

クレジット

Made in JAPAN
Produced by TAKI PRODUCTS
Designed by Takafumi Akuzawa
運営元：株式会社たき工房　東京都中央区築地5-3-3 築地浜離宮ビル５F
印刷：GRAPH

デザイナー 阿久澤敬史　Takafumi Akuzawa

プロフィール

1975年埼玉県生まれ。株式会社たき工房　ディレクター。
最近思うんですが、「楽しかったら楽しめばいい」「悲しかったら悲しくなればいい」
「驚いたら驚けばいい」「怒ったら怒ればいい」素直に生きるのは大変ですよね。。。
TAKI PRDCTSで、みなさんの気持ちが素直になれるものを、お届けできたらうれしい。


