
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ライオンズクラブ国際協会クラブ用品カタログ 



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 

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

同型で下記の役職がございます。記載のない役職は現在取り扱いしておりません。

品番 

Ｂ-5-ＰP 

役職名 

前 会長  

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

同型で下記の役職がございます。記載のない役職は現在取り扱いしておりません。

役職名 品番 

前 会長 Ｂ-5-ＰP-Ｊ 

前 会計 Ｂ-5-PT-Ｊ 

前 副会長 Ｂ-5-PVP-Ｊ 

現 会計 Ｂ-5-Ｔ-Ｊ 

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

同型で下記の役職がございます。記載のない役職は現在取り扱いしておりません。

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 

クラブ役員用襟章



 

 

 

 

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 

（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。） 

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 
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100 周年記念襟章 一般会員用襟章 

 

新会員キット  品番：NM10JA   無償 (送料・関税・手数料他一切かかりません。)

贈呈に最適な、ブルーのエアパック付封筒に入っています。 

キットに含まれるもの：国際会長署名入り証明書・新会員用 1 枚

国際会長署名入り証明書・スポンサー用 1 枚 

  新会員用バッチ 1 個・スポンサー用バッチ 1 個 

ステッカー1 枚・25 割引クーポン・パンフレット・ボールペン

2 

品番：CENT17 金メッキ 

サイズ：横 2.6cm x 縦 1.7cm

価格：$16.95 

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：CENT18 銀メッキ 

サイズ：横 2.6cm x 縦 1.7cm

価格：$16.95 

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

ご注文は地区キャビネット事務局

までお願いいたします。



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 

 2019-2020皆勤賞ピン 品番:PA1920

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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ゴング・木槌・他 

  

眼鏡リサイクルボックス 風 船 ステッカー

品番：G1174DS 

1セット 10箱入り 

サイズ：縦 20㎝ x幅 27㎝ x奥行き 20㎝

シカゴ本部からの発送となります。

価格・送料等お見積りいたします。

木槌 大  

品番：S7G 

色：生成り 

価格：$29.95 

木槌 小  

品番：S10G 

色：こげ茶 

価格：$18.95 

木槌 装飾バンド（S7Gの木槌・大に巻いて使用） 

品番：S211 

価格：$18.95 

品番：D36 

1セット 100個入り 

価格：$25.95 

ゴング 大  

品番：S5G 

サイズ：直径 14.5cm

価格：$267.95 

ゴング 小  

品番：S10JG 

サイズ：直径 11cm

価格：$164.95 
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品番：D37 

1セット 100個入り 

価格：$22.95 

品番：D168 

4色フルカラービニール製 

サイズ：直径 30㎝

価格：$14.95 

品番：D135  

2色 ビニール製 

サイズ：直径 31㎝

価格：$14.95 
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