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つくる文房具

プロが使う文房具は、デスクワークや勉強で毎日使う文房具とはちょっと違う、

特別な機能を備えていています。

たとえば大工が使う鉛筆は、転がりにくいよう平たい断面で、木やコンクリートにも書ける濃くて強い芯。

身体や曲面の寸法を測る柔らかいテープメジャーは、ファッションデザイナーやパタンナーの必需品で、

面に沿う柔らかさと取り回しの良さが効率よい仕事を生み出します。

立体の寸法を正確に測ることができるノギスは、工業デザイナーにとって欠かせない文房具です。

ひとつひとつ機能を知ると、なるほど、便利そう。使ってみたくなります。

Found MUJI 「つくる文房具」では、色々なサイズや形の紙管、

プレーンなダンボール板や丸い画用紙など工作の素材も合わせて販売しています。

夏休みのシーズン、家族で工作や図画を楽しんでみてはいかがでしょう。

Stationery For Making

Stationery used by professionals has special features different from those of daily 

stationery for desk work and study.

 

For example, pencils used by carpenters have a hexagonal section to prevent from 

rolling over and a hard and strong lead to write on wood and concrete.

A soft tape measure is essential for fashion designers and patterners.

Its softness to fit a surface and ease-to-use are effective in measuring the dimensions 

of a body or curved surface.

A vernier caliper, which can precisely measure the dimensions of a solid, is a critical 

item for industrial designers.

More stationery functions you learn, the more useful you find it. This is stationery you 

will want to use.

Handicraft materials are also available in Found MUJI, such as cardboard tubes in 

different sizes and shapes, plane cardboard boxes, and round-shaped drawing paper.

Why don't you enjoy making handicrafts or drawing pictures with your family in the 

summer vacation?



マーキングチョーク・林業用

林業で使用される木材用のチョーク。製材された木材に、材のグレードや、カットの際の印などを書き込みます。

凸凹面や、湿った木材にも書けるよう、定着力が強く、発色がよいのが特長です。

Marking Chalk For Forestry

Wood chalks are designed for forestry. They are used to write wood grades and markings for 

cutting on lumber wood. They have strong fixing power and colouring to write on uneven or wet 

wood. 
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ポリカーボネイトノギス

工業デザイナーは3次元形状をデザインします。0.1mm単位で図面を描くためには立体を正確に測るノギスが欠かせ

ません。ジョウと呼ばれる部分で、長さを測定したい物を挟むことで、普通の定規では測れない精度で測ることができます。

モノの高さや内側の寸法など、様々なかたちのものを測ることができます。

Polycarbonate Vernier Caliper

Industrial designers design solid shapes. A vernier caliper, which can precisely measure the 

dimensions of a solid, is necessary to make drawings by 0.1 mm. Sliding and positioning the jaws 

on two dimensional points displays dimensions that cannot be measured with a conventional 

ruler. It allows you to measure any shape, such as height or internal dimensions.
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紙管工作キット

再生紙を巻いてつくられる紙管は、厚みによっては非常に丈夫な素材です。角紙管は強度と環境に配慮された素材という

面を活かし、重量物などの梱包に使用されています。丸い断面のものは、ロール紙やトイレットペーパー、ラップの芯材とし

てお馴染みです。建築資材として、コンクリートを流し込む際に中に入れ、残った空洞に配線を通すなど、見えない部分で

も活躍しています。

Cardboard Tube Handicraft Kit

Cardboard tubes, which are made by rolling recycled paper, can be strong depending on the 

thickness. Tubes with a rectangular section are strong and eco-friendly so that they are used for 

packing heavy objects. Tubes with a rounded section are well-known as a tube of roll paper, toilet 

paper, and plastic wrap. They are used out of sight as construction materials, like being put in poured 

concrete for wiring to go through their cavities. 



紙管工作キット、マスキングテープなどでつくった街。（※本来の用途とは異なりますので、はがれやすい場合があります。）
Panoramic city view made of paper tubes, masking tapes with some drawings.（※Because it is different from the original intended use, there is rarely come off it.）
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地球儀

地球儀のメーカーが形状を確認するために海岸線、国境線、経緯線のみを表記した白い地球

儀です。地球の姿をシンプルに表現した地球儀はそのまま眺めても美しく、学習や旅の記録など

のための書き込みも自由です。

Globe

These are white globes only showing coastlines, border lines, and graticules for 

globe manufacturers to check the shapes. You can write what you learned and 

where you travelled on the globe that simplifies the earth and looks beautiful.
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ステンレス直尺

サビに強いステンレスの定規。薄く目盛が正確なため、詳細な寸法を測り線を引くのに便利です。メッキで表記した目盛

は消えることがありません。先端に角度がついていて、少し押さえることで浮き上がり、取りやすくなっています。

Stainless Steel Ruler

This is a rust-resistant stainless steel ruler. With thin, accurate scales, it is useful to measure 

detailed dimensions for drawing lines. The scales are put by corroding the surface, so they never 

wear away. It is thin but its top is a little angled so that you can easily hold it and pick it up.
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建築用超硬芯シャープペン

建築現場で使われるシャープペンは、木材やコンクリートにも書くことができる丈夫な芯を使用します。真鍮製の本

体は、折れにくく高温に強い強靭な仕様で、屋外のハードな使用環境に対応しています。

Super Hard Mechanical Pencil For Construction

Mechanical pencils used at construction sites have a hard lead that can write on wood and 

concrete. As their brass body is hard to break and has high-temperature strength, they can be 

used in severe outdoor environments. 



マスキングテープ

マスキングテープは塗装の際に塗らない部分を保護するためのテープです。乾燥後に剥がす時に、下地や塗装した

面が破損しないよう、粘着強度が用途毎に設定され、その見分けのためにカラーが決まっています。白は建築塗装

用、黄色は車両塗装用、ブルーは木工塗装用といったように、業種によって使われる色が異なっています。

Masking Tape

Masking tapes are used to protect some areas from being painted. As tapes are removed after 

paint is dried, the specific degrees of tackiness are set depending on the purpose by colours 

to prevent paints applied during coating or other processes from being accidentally damaged. 

A different colour is used for each industry, like white for construction, yellow for vehicles, and 

blue for carpentry.

麻ひもとマスキングテープでつくる、虫の工作。（※本来の用途とは異なりますので、はがれやすい場合があります。）
Insect handicraft to make using linen cord and masking tape.（※Because it is different from the original intended use, there is rarely come off it.）
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コヒノール大工鉛筆・イエロー
 61828503

軸：木、芯：黒鉛
税込100円

コヒノール鉛筆・HB
 61828541

軸：木、芯：黒鉛
税込50円

マーキングチョーク・林業用・黒、赤、緑
 37748804  37748811  37748835

太さ約1×全長11.7cｍ
石灰
税込100円

コヒノール大工鉛筆・2B、4B、6B
 61828510  61828527  61828534

軸：木、芯：黒鉛
税込100円

建築用超硬芯シャープペン用替芯
HB黒、赤  37749320  37749160

２ｍｍ・ＨＢ黒、赤・3本入
税込400円

絵の具セット  37748873

絵の具24色・パレット・筆5本
税込1,500円

建築用超硬芯シャープペン
HB黒、赤  37749313  37749153

２ｍｍ・ＨＢ黒、赤
税込1,000円

絵画用溶き皿・イエロー、グリーン、グレー   
 37748842  37748859  37748866

樹脂・各4個セット
税込300円

地球儀・21cm  37749429

約Ø21ｃｍ
地図部分：上質紙、土台：ＡＢＳ
税込5,000円

地球儀・13cm  37749436

約Ø13ｃｍ
地図部分：上質紙、土台：ＡＢＳ
税込3,000円

ポリカーボネイトノギス  37748897

70mm

ポリカーボネイト
税込700円

プロトラクター  37748880

分度器部分直径4cm・定規部分10cm

ステンレス
税込1,000円

ウッドマネキン（＊）
イヌ  37749184

約幅１５×高さ１４×奥行５ｃｍ
木
税込3,000円

ウッドマネキン（＊）
ネコ  37749177

約幅１４．５×高１２．５×奥５ｃｍ
木
税込3,000円

チップボール板  37749382

A1・1枚
チップボール
税込200円

ダンボール板  37749375

A1・1枚
段ボール
税込180円

折りたたみカッティングマット  37572942

見開き：Ａ３・二つ折り：Ａ４
オレフィン系樹脂
税込1,200円

片面ダンボール板  37749399

A1・1枚
段ボール
税込180円

クラフト折り紙  37749306

15×15ｃｍ・40枚
クラフト紙
税込100円

マスキングテープ
車両・一般塗装用  37749245

幅15ｍｍ×18m

和紙
税込100円

マスキングテープ
粗面サイディングボード用  37749351

幅15ｍｍ×18m

和紙
税込100円

マスキングテープ
木工塗装用  37749283

幅15ｍｍ×18m

和紙
税込100円

マスキングテープ
建築塗装用  37749276

幅15ｍｍ×18m

和紙
税込100円

マスキングテープ
車両塗装用  37749269

幅15ｍｍ×18m

和紙
税込100円

マスキングテープ
車両塗装用  37749252

幅15ｍｍ×18m

和紙
税込100円

ステンレス直尺  37748910

150mm

ステンレス
税込350円

テープメジャー  37748903

1.5m

テープ部分：ガラス繊維入り塩ビ被覆、
テープ端部分：スチール
税込250円

ウッドマネキン（＊）
ネズミ  37749337

約幅２１×高９．５×奥６．５ｃｍ
木
税込3,000円

ウッドマネキン（＊）
ウサギ  37749344

約幅１３×高さ９．５×奥行５ｃｍ
木
税込3,000円

メジャー・水平器付  37749047

1m

ポリアミド樹脂
税込1,500円

折りたたみメジャー  37749030

1m

合成樹脂
税込800円

製図用ブラシ  37748934

約２０３×７５×１０ｍｍ
木、馬毛
税込1,500円

ポケット顕微鏡  37748927

ケース付
本体：ＡＢＳ樹脂、レンズ：アクリル樹脂
税込2,000円

紙管工作キット  37749368

50ピース
紙
税込1,200円

ミニキャンバス・角型
大、小  37749191  37749207

大：約20×20ｃｍ、小：約15×15ｃｍ
綿100%

大：税込400円、小：税込300円

ミニキャンバス・丸型
大、小  37749214  37749221

大：約Ø20ｃｍ、小：約Ø15ｃｍ
綿100%

大：税込400円、小：税込300円

キャリーケース
大、小  37749078  37749122

大：約22.2×16×3.9ｃｍ
小：約13.5×9.4×3.1ｃｍ
ポリプロピレン
大：税込1,200円、小：税込900円

両面テープ
太、細  37749412  37749405

太：10ｍｍ×10ｍ、細：幅3ｍｍ×10ｍ
基材：パルプ、粘着剤：アクリル・酢酸ビニル共重
合体、離型紙：紙、ポリエチレン、ポリシロキサン
太：税込250円、細：税込120円

白地図セット  37749238

8枚セット（世界・日本・アフリカ・ヨーロッパ・
アジア・オセアニア・北米・南米）
紙
税込800円

菊型ケース
大、小  37749139  37749146

大：約9×3.5ｃｍ・両開きタイプ
小：約7×1.6ｃｍ
フタ：ポリスチレン、本体：ポリプロピレン
大：税込210円、小：税込70円

（＊） 青山限定
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つくる文房具

開催期間： 2015年7月3日（金）～9月10日（木）

開催店舗： Found MUJI 青山／有楽町／池袋西武／自由が丘／グランフロント大阪／神戸ＢＡＬ／

MUJI キャナルシティ博多／テラスモール湘南／丸井吉祥寺／コレド室町

Found MUJI 理念

無印良品はもともと、ものをつくるというよりは、

「探す、見つけ出す」という姿勢で生活を見つめてきました。

永く、すたれることなく活かされてきた日用品を、世界中から探し出し、

それを生活や文化、習慣の変化にあわせて少しだけ改良し、

適正な価格で再生してきました。

2003年からは、この活動を「Found MUJI （見出されたMUJI）」と名付け、

さらに世界の細部にまで入り込みながらよいものを探す旅をはじめました。

見出されたものたちの中には、

そのままの品質ではわたしたちの生活に入りにくいものもあります。

それらを今の生活の品質基準に合わせて、作者と対話しながら改良し、

無印良品のものとして仕立て直します。

よいものを探す目を磨き、そのもののエッセンスを残しつつ、

それらを現代の生活に合わせてさらによくしていく。

その活動Found MUJIの起点が、青山に誕生しました。

Found MUJIは、無印良品と皆様が一緒になって行う活動です。

Found MUJI

MUJI originally developed products with attitudes of "Discover" and "Search Out".

We have searched out daily commodities used incessantly for a long period of time 

at different parts of earth. We then make a few modifications to suit the changing 

lifestyles, cultures and customs, and re-produce them at reasonable prices.

We named this aspect of our activities "Found MUJI" in 2003, and have then embarked 

on the journey to look closely into the world in search for fine items.

We then improve and retailer those items into MUJI items by making references to our 

modern lifestyles and interacting with the creator.

Refining our eyes for fine items and keeping the essence of the original, we strive to 

improve them according to the modern lifestyle.

The origin of Found MUJI was established in Aoyama.

Found MUJI is a set of activities which MUJI carries out together with you.

じぶんでつくる楽器
紙のたいこ  61836287

対象年齢6歳以上
紙
税込1,700円

じぶんでつくる楽器
紙の三弦ギター  61836300

対象年齢6歳以上
紙
税込2,900円

ダンボールでつくるティピ  37121645

完成時：約Ø1080×1250mm

紙
税込4,900円

じぶんでつくる紙管こどもイス
大  18596904

完成時：287×290×375ｍｍ
紙
税込1,900円

ラウンドスケッチブック（＊）  37312975

本紙・約Ø285ｍｍ・20枚
紙
税込1,500円

じぶんでつくる紙管こどもイス
小  18596911

完成時：242×243×300ｍｍ
紙
税込1,700円

スケッチブック
A5サイズ  37748965

A5・20枚
紙
税込650円

スケッチブック
A3サイズ  37748989

A3・20枚
紙
税込900円

スケッチブック
A6サイズ  37748958

A6・20枚
紙
税込600円

スケッチブック
A4サイズ  37748972

A4・20枚
紙
税込700円

再生紙スケッチブック
A2サイズ  37572935

A2サイズ・20枚
紙
税込1,500円

再生紙スケッチブック
F1サイズ 18763344

本文・約162×225ｍｍ・20枚
紙
税込420円

再生紙スケッチブック
F4サイズ  18763351

本文・約332×242ｍｍ・20枚
紙
税込630円

再生紙スケッチブック
ハガキサイズ  18763368

約150×100ｍｍ・20枚・ミシン目入
紙
税込367円

（＊） 青山限定
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