
ライオンズクラブ国際協会クラブ用品カタログ



キャンペーン 100 シリーズ ウォーマンインライオンズシリーズ

   

   

   
ボールペン（黒ボディー） 

品番：50LCIF5 

価格：$8.03 

ループタイ

品番：50LCIF17 

価格：$10.73 

ラウンドバッチ(10 個入り)

品番：50LCIF18 

サイズ：直径約 6 ㎝

価格：$5.33 

M・ジョーンズキーホルダー 

品番：50LCIF20 

価格：$8.03 

麻布トートバッグ 

品番：50LCIF14 

サイズ：幅約 30cm

価格：$10.73 

LCIF 50 周年記念 

シリーズ

ブルーシルクスカーフ 

品番：50LCIF21 

サイズ：53cmx53cm

価格：$35.03 

クリックボールペン

品番：50LCIF4 

価格：$1.28 

ボールペン（青ボディー） 

品番：50LCIF6 

価格：$5.33 
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裏 

フローラルスカーフ

品番：A617 

サイズ：140cmx42cm

価格：$36.38 

ウェーブスカーフ

品番：A618 

サイズ：140cmx42cm

価格：$36.38 

ラペルピン  品番：G1810
金または銀色

サイズ：直径約 2cm

価格：$6.68 

タッチペン

品番：100LCIF15 

インク色：黒

価格：$8.95 

マグカップ（セラミック製）

品番：100LCIF12 

約 530 ミリリットル 

価格：$11.95 

水筒 プラスチックボトル 

品番：100LCIF13 

約 590 ミリリットル 

価格：$16.95 

トートバッグ

品番：100LCIF10 

サイズ：横 41cm x 縦 38cm

価格：$3.95 



ゴング・木槌・万国旗・旗台 

 

風 船 ステッカー
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品番：D36 カラフル風船

1セット 100個入り 

価格：$25.95 

品番：D37 ブルー風船

1セット 100個入り 

価格：$22.95 

品番：D135  

2色 ビニール製 

サイズ：直径 31㎝

価格：$14.95 

品番：D168 

4色 ビニール製 

サイズ：直径 30㎝

価格：$14.95 

木槌 装飾バンド 

S7Gの木槌に使用 

品番：S211 

価格：$18.95 

ゴング  

大 品番：S5G 直径 14.5cm $267.95 

小 品番：S10JG 直径 11cm $164.95 

木槌  

大 品番：S7G 色：生成り $29.95 

小 品番：S10G 色：こげ茶 $18.95 

品番：D-1-S  

4色 ビニール製 

サイズ：直径 9㎝

価格：$5.95 

万国旗 約 110本 ナイロン製 

品番：D-10-SF 

価格：$310.95 

万国旗用旗台 幅 95CM 高さ 40CM 

品番：D-10-SB

価格：＄174.95 



複合・地区役員用襟章 

B14 型  1.5cm  金張り  価格 ＄60.95 

同型で下記の役職がございます。 

B14J 型  1.5cm  金張り パール・ダイヤ付

価格 ＄148.95～161.95  

同型で下記の役職がございます。 

役職名 品番 

現協議会議長 B14CC2 

元協議会議長 B14PCC2 

地区ガバナー B14DG 

第 1 第 2 副地区ガバナ-
ー

B14VDG 

キャビネット幹事 B14CS 

リジョンチェアパーソン B14RC 

ゾーンチェアパーソン B14ZC 

元地区ガバナー B14PDG 

元リジョンチェアパーソン    B14PRC 

役職名  品番 

地区ガバナー B14DGＪ 

副地区ガバナー B14VDGJ 

リジョンチェアパーソン B14RCJ 

元地区ガバナー B14PDGJ 

B7J 型 10 金製 パール・ダイヤ付 1.5 ㎝ 

価格＄330.95  

B7PDGJ  元地区ガバナー 

B7PCTJ  元キャビネット会計のみ 

BJ9 各副役員用タブ 金メッキ 

サイズ 縦 1.7cm x 横 1.7cm

価格 $6.95

G4682 地区委員長タブ 金メッキ 

サイズ 縦 1.7cm x 横 2.0cm

価格 $6.95

ガバナーズアワードメダル リボン

品番：M1DC2 

価格：$21.95 

品番：G194 

価格：$8.95 

品番：G203 

価格：$8.95 

品番：M1CST 

価格：$21.95 

品番：G171 

価格：$24.95 

品番：M1RC2 

価格：$21.95 

品番：M1S 

価格：$21.95 

地区委員長へ授与 
地区幹事、会計へ

授与 
傘下クラブの役員、

一般会員問わず授与 

リジョンチェアパー

ソンへ授与

傘下クラブの幹事へ

授与 

（元地区ガバナーのみ＄161.95 です。その他は

完売次第終了となります。） 
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クラブ役員用襟章 B1 型 金張 1.5cm

価格 ＄41.95  

同型で下記の役職がございます。 

クラブ役員用襟章 B18 型 金張 1.2cm

価格 ＄39.95 

同型で下記の役職がございます。 

役職名 品番 

前 会長 Ｂ1ＰP 

前 幹事 Ｂ1ＰS 

前 会計 Ｂ1PT 

前 ライオン・テーマ

ー 

Ｂ1ＰＬＴ 

前 テール・ツイスタ

ー

Ｂ1ＰＴＴ 

前 副会長 Ｂ1PVP 

前 理事 Ｂ1PDR 

現 会長 Ｂ1Ｐ 

現 幹事 Ｂ1S 

現 会計 Ｂ1Ｔ 

現 副会長 Ｂ1VP 

現 ライオン・テーマ

ー 

Ｂ1LＴ 

現 テール・ツイスタ

ー

Ｂ1ＴＴ 

現 理事 Ｂ1D 

役職名 品番 

前 会長 Ｂ18ＰP 

前 幹事 Ｂ18ＰS 

前 会計 Ｂ18PT 

前 ライオン・テーマー Ｂ18ＰＬＴ 

前 テール・ツイスター Ｂ18ＰＴＴ 

前 副会長 Ｂ18PVP 

前 理事 Ｂ18PDR 

現 会長 Ｂ18Ｐ 

現 幹事 Ｂ18S 

現 会計 Ｂ18Ｔ 

現 副会長 Ｂ18VP 

現 ライオン・テーマー Ｂ18LＴ 

現 テール・ツイスター Ｂ18ＴＴ 

現 理事 Ｂ18D 

クラブ役員用襟章 （B5 型）    10 金 1.5cm    価格＄232.95

同型で右の役職がございます。記載のない役職は廃盤です。 

役職名 品番 

前 会長 Ｂ-5-ＰP 

前 幹事 Ｂ-5-ＰS 

前 会計 Ｂ-5-PT 

前 副会長 Ｂ-5-PVP 

前 理事 Ｂ-5-PDR 

現 会長 Ｂ-5-Ｐ 

現 幹事 Ｂ-5-S 

現 会計 Ｂ-5-Ｔ 

現 副会長 Ｂ-5-VP 

現 ライオン・テーマー Ｂ-5-LＴ 

現 テール・ツイスター Ｂ-5-ＴＴ 

現 理事 Ｂ-5-D 

クラブ役員用襟章 （B5J 型） 10 金 パール 4 個、ダイヤ 2 個付 1.5cm  価格＄338.95

同型で右の役職がございます。記載のない役職は廃盤です。 

役職名 品番 

前 会長 Ｂ-5-ＰP-Ｊ 

前 幹事 Ｂ-5-ＰS-Ｊ 

前 会計 Ｂ-5-PT-Ｊ 

前 副会長 Ｂ-5-PVP-Ｊ 

現 会計 Ｂ-5-Ｔ-Ｊ 

クラブ役員用襟章 (B6 型) 10 金 ダイヤ 6 個付 1.5cm    価格＄514.95 

同型で右の役職がございます。記載のない役職は廃盤です。 

役職名 品番 

前 会長 Ｂ-6-ＰP 

前 幹事 Ｂ-6-ＰS 

前 会計 Ｂ-6-PT 

前 ライオン・テーマー Ｂ-6-ＰＬＴ 

前 テール・ツイスター Ｂ-6-ＰＴＴ 

現 会計 Ｂ-6-Ｔ 
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一般会員用襟章 

品番：B2GF 金張り 

サイズ：1.5cm

価格：$28.95 

品番：B2（ピン式）B2S（ねじ式） 

素材：金メッキ 

サイズ：1.5cm 価格：$8.95

品番：B4GF 金張り 

サイズ：0.8cm  価格：$14.95

品番：B16 

素材：金メッキ 

サイズ：1.2cm 価格：$6.95

品番：B8GF 

ホワイトゴールド張り

サイズ：0.8cm 価格：$14.95

品番：B2CH 金メッキ 

サイズ：1.5cm 価格：$8.95

品番：B4CH 金メッキ 

サイズ：0.8cm 価格：$8.95

品番：B12 

素材：金メッキ 

サイズ：0.6cm 価格：$6.95
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ライオン帽 サイズ：M 56 ㎝・L 58cm・X 60cm

ドスキン製（ウール 100%）  価格：$39.95 

品番： 

A9JAM  Mサイズ 

A9JAL  L サイズ 

A9JAX  XL サイズ 

サテン製（ポリエステル 100%）  価格：$27.95 

品番： 

A10JAM  Mサイズ 

A10JAL  Lサイズ 

A10JAX  XLサイズ 

メッシュ製（ナイロン・ポリエステル）価格：$29.95

品番： 

A11JAM  Mサイズ 

A11JAL  Lサイズ 

A11JAX  XLサイズ 

ベスト 胸囲サイズ：S 89～94cm M 97～102cm L 104～109cm X 112～117cm XXL 119～124cm 

ロングベスト

品番：A-138-B 

価格：US$60.95 

S, M, L サイズ 

US$70.95   

XL, XXLサイズ 

ショートベスト

品番：A-70-B 

価格：US$41.95  

S, M, L サイズ 

US$49.95   

XL, XXLサイズ 

会員証明書ホルダー  

品番：S202  

スポンサーや新入会員、チャーターメンバーの証明書を入れるための、ホルダ

ーです。大切な証明書の贈呈や保管に最適です。

外寸 30.3 ㎝Ｘ24.0 ㎝  窓枠寸 24.2 ㎝Ｘ18.5 ㎝ 

価格：$8.95 
証明書の中央に、ライオン
ズクラブの紋章がエンボス
加工されています。 
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ランチョンバッチ 100% 出席者用 アワードピン・タブ 

  

長期間在籍者アワードピン（証明書付き） 

モナークシェブロン

ランチョンバッチ  品番：S4 

サイズ：直径 8.5㎝

価格：$6.95 

1～60年間 例会皆出席者用タブ 

品番：X1から 1年毎 60年まで  

価格：$5.95 

2018-2019皆勤賞ピン 品番:PA1819 

デザインは毎年変わります。 

価格：$3.95 

長期間 例会皆出席者用 5～50年（5年毎） 

品番:PA5から 5年毎 65年まで 

価格：$8.95 

 PA5  PA50 

チャーターモナークシェブロン

長期在籍のチャーターメンバー用 

(10～65年) 

品番：CMC10～CMC65（5年毎） 

デザインはそれぞれ異なります。 

価格：$3.95 

四半世紀（25年間以上） 

在籍者アワードピン 

金張り 

証明書付き 

G-426襟章価格：$26.95

証明書は無償です。 

半世紀（50年間以上） 

在籍者アワードピン 

金張り 

証明書付き 

G-427襟章価格：$28.95

証明書は無償です。 

G-426 G-426-C G-427 G-427-C

モナークシェブロン

チャーターメンバー以外の長期在籍の

メンバー用(10～65年)

品番：MC10～MC65（5年毎） 

デザインはそれぞれ異なります。 

価格：$3.95 
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女性向けピン 

   

    

    

シルバーハートピン

品番：G1341 

サイズ： 約 2cm 幅

価格：$20.18 

ハートピン

品番：G716 

サイズ：約 3cm 幅

価格：$17.48 

ハートピン

品番：G1767 

価格：$10.73 

ダブルハートピン 

品番：G683 

サイズ：約 3.5cm 幅

価格：$13.43 

ローズピン

品番：G1610 

価格：$24.23 

ローズピン

品番：G931 

サイズ：約高さ 3.5cm

価格：$12.08 

クリスタルシルバー

フラワーピン

品番：G1764 

価格：$10.73 

クリスタルフラワーピン

品番：G1763 

価格：$10.73 

クリスタルゴールドリーフピン
品番：G1766

価格：$10.73 

クラウンピン

品番：G140 

サイズ： 約 2cm 幅

価格：$12.08 

ボウノットピン 

品番：G32 

サイズ： 高さ約 2.5cm

価格：$12.08 

ラインストーンボウノットピン
品番：G120

サイズ： 高さ約 2.5cm

価格：$10.73 

シルバーブルーフラワーピン

品番：G1768 

価格：$10.73 

ハミングバードピン

品番：G1710 

価格：$28.28 

パープルフラワーピン 

品番：G1762 

価格：$10.73 

ローズゴールドピン

品番：G1765 

価格：$10.73 

ミュージッククリフピン

品番：G687

サイズ： 高さ約 4.5cm

価格：$13.43 
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国際宅配便送料および手数料 

注意：上記料金は変更される場合もございますので、あらかじめご了承ください。 

クラブ用品 FAQ よくある質問

1.日本語のオンラインカタログはないのですか？

日本語のオンラインカタログについてはお問い合わせが多く、現在検討中なのですが、まだ出来上がっていない状況です。 

出来上がり次第公式にお伝えする予定ですが、現状としてはシカゴ本部のホームページまたは、英語版の公式カタログをご欄ください。 

LCIストアーのホームページアドレスは  https://www2.lionsclubs.org/ をクリックしてください。 

尚、品番はこれまでと基本的に変わりありません。上記 LCIストアーで検索する場合はハイフンなしの品番で検索してください。但し、クラブ役員用の襟章は

BJ 型だったものは、B1や B18 で検索してください。 

2.このカタログに掲載されていない用品の価格表はありませんか？

掲載用品以外の価格につきましては、シカゴ本部ホームページや英語版公式カタログ掲載価格プラス手数料になります。日本頒布価格は表示価格の 1.3～1.5倍

程になります。詳しくはお問い合わせください。 

国際宅配便送料および手数料一覧表 

US$100.00 まで    US$39.95 

US$100.01 ～200.00  US$54.95 

US$200.01 ～ 300.00  US$69.95 

US$300.01 ～ 400.00  US$84.95 

US$400.01 ～ 500.00  US$99.95 

US$500.01 ～ 1,000.00  US$114.95 

US$1,000.01 以上 購入金額合計の 15% 
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3.送料はどのくらいかかりますか？

シカゴからの発送となりますので、国際宅配送料が最低でも 39.95 ドルからかかります。国際宅配便料金については、最終ベージか、シカゴ本部のホームページ

に掲載されている通りで、世界共通になります。

https://www2.lionsclubs.org/t-shipping.aspx 

(一番下の Shipping and Handling Rates - International でご確認ください。） 

※発送が2回以上になる場合は、1 回分の送料のみの請求とさせていただいております。

5.到着までどのくらいかかりますか？

時期によりますが、現状ではご注文いただいてからお届けまで、約 7 日から 10日ほどいただいております。繁忙期はそれ以上かかる場合もございます。

早めにご注文をお願いします。

6.請求書はいつ届きますか？

これまで同様に、会計計算書がご注文いただいた翌月の初旬にシカゴ本部から郵送でクラブ会計様宛に届きます。 

また、MYLCI で請求書をダウンロードすることも可能です。届きましたら、各クラブ様指定の口座番号にお振込みください。 

他にご質問等ございましたら、いつでも下記までお問い合わせください。 

お問い合わせ・ご注文は 
ライオンズクラブ国際協会 OSEAL 調整事務局

電話番号：03-6811-2343 

ファクス：03-6811-2342

椛澤（かばさわ）まで 

E-mail： Ikuko.Kabasawa@lionsclubs.org

またはクラブ用品専用メールアドレス 

E-mail ；oseal-clubsupply@lionsclubs.org

まで 
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ライオンズクラブ国際協会 OSEAL 調整事務局
〒100-0011 東京都千代田区内幸町 1-3-1 

幸（さいわい）ビルディング 2 階 

電話番号：03-6811-2343 

ファクス：03-6811-2342

E-mail: oseal-clubsupply@lionsclubs.org




