
■■ ■ ■ ■ ■ ■ ナカムラマッチ・商品リスト　 2020.05.01 ■ ■ ■ ＊表示価格は消費税抜きの価格となります。 。ご注文、在庫確認、カスタムマッチ等当社までご
連絡お願いいたします。

商品管理番号 商品名 販売価格 (税別) カテゴリー キャッチコピー 商品

ナカムラマッチ純正

nak-004 ナカムラマッチ純正徳用マッチ ¥300 ナカムラマッチ
ナカムラマッチ純正の徳用燐寸(マッチ)
です。 
サイズは、家庭小型ー110×90×51

nak-005 ナカムラマッチ純正・並型（12箱） ¥300 ナカムラマッチ ナカムラマッチ純正の並型マッチ！ 
12箱ワンパックです。

ピース印スチール缶マッチ

nak-012 ピース印スチール缶マッチ（１ 缶） ¥350 ナカムラマッチ
ナカムラマッチが開発した防災用スチー
ル缶マッチ！！災害に備えて長期保管が
可能な缶入マッチです。

nak-012x10 ピース印スチール缶マッチ（10 缶入） ¥3,000 ナカムラマッチ

レトロマッチ柄トートバック 神戸セレクション2019 企画認定商品

nak-tote-001 レトロマッチ柄トートバック・猫 ¥5,500 ナカムラマッチ

マッチには着火するという一面と明治
大正時代の昔懐かしいマッチラベル
（燐票）を鑑賞するという文化的な一
面があります。今回はレトロマッチラベ
ルをトートバックやTシャツなどのグッ
ズにあしらうことを通じて国産マッチ文
化の魅力を伝えます。

nak-tote-002 レトロマッチ柄トートバック・自転車 ¥5,500 ナカムラマッチ
レトロマッチ柄トートバック　仕様：
ペットボトルポケット、A4ポケット、
蓋ファスナー付き。

nak-tote-003 レトロマッチ柄トートバック・帽子 ¥5,000 ナカムラマッチ

■

1



nak-tote-004 レトロマッチ柄トートバック・象 ¥4,500 ナカムラマッチ

nak-tote-005 レトロマッチ柄トートバック・車 ¥4,500 ナカムラマッチ

nak-tote-006 レトロマッチ柄トートバック・月と星 ¥4,500 ナカムラマッチ

神戸港開港150周年記念缶マ
ッチ 神戸セレクション.10 企画認定商品

nak-ks10 神戸港開港150周年記念缶マッチ   
「波止場」

¥2,000 ナカムラマッチ

神戸湾開港１５０年記念のナカムラマッ
チとthe rocket gold starのコラボ缶で
す。神戸セレクション.10 企画認定商品
スチール缶マッチ５缶のセット。　　　
1缶約１００本入り。

マッチ＆パピエル 神戸セレクション.９ 企画認定商品

nak-ks901 マッチ＆パピエル ¥700 ナカムラマッチ 紙のお香パピエルダルメニエ&マッチ

nak-ks902 マッチ＆パピエル（皿付） ¥1,000 ナカムラマッチ 紙のお香パピエルダルメニエ&マッチ&
アロマ皿付きセット（皿付）

オリジナル缶マッチ 神戸セレクション.８ 企画認定商品

nak-ocm01 オリジナル缶マッチ x 10 缶 ¥5,000 ナカムラマッチ

あなたのスマートフォンやデジカメで撮
った写真や、素敵に加工した画像 
データを、缶マッチのラベルにしてオリ
ジナルマッチが作れます。

■ ■ ■ ■ ■ ■ ナカムラマッチ・商品リスト　 2020.05.01 ■ ■ ■ ＊表示価格は消費税抜きの価格となります。 。ご注文、在庫確認、カスタムマッチ等当社までご
連絡お願いいたします。■
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nak-ocm02 オリジナル缶マッチ x 50 缶 ¥15,000 ナカムラマッチ

ウェディングのプチプレゼントなどお勧
めアイテムです！  
10缶・50缶・100缶 セットを選べま
す。

nak-ocm03 オリジナル缶マッチ x 100 缶 ¥30,000 ナカムラマッチ 写真を缶マッチのラベルに！オリジナル
缶マッチが作れます。

ハローキティ×マリスカル 神戸セレクション.７企画認定商品

nak-030 ハローキティ×マリスカル                    　
エマージェンシーライト

¥500 ナカムラマッチ

神戸セレクション.7認定商品ーハローキ
ティマリスカル　エマジェンシーライト       　
株式会社サンリオとスペインを代表する
アーティスト　ハビエル・マリスカルさ
んとのコラボ商品です。　　　　　　　
長期保存非常灯！

ポケット缶マッチ 神戸セレクション.6 企画認定商品

nak-pocketcan001 ポケット缶マッチ・アウトドア
WATERPROOF

¥380 ナカムラマッチ 廃版

nak-pocketcan002 ポケット缶マッチ・ピース印 ¥400 ナカムラマッチ

nak-pocketcan003 ポケット缶マッチ・レトロラベル自転
車003

¥400 ナカムラマッチ

レトロラベル缶マッチ 神戸セレクション.４ 企画認定商品

nak-retro-cat001 レトロラベル缶マッチ・猫001 ¥350 ナカムラマッチ
ナカムラマッチが古燐票（明治・大正の
頃のマッチラベル）を缶マッチラベル
で再現！
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nak-retro-cat002 レトロラベル缶マッチ・猫002 ¥350 ナカムラマッチ

レトロラベル缶マッチは、防湿効果と
安全性を保持できるよう缶ふたの内側
にマッチを擦って火をつける側薬を張
り、マッチの軸向きは火のつく頭が下
になります。　　　　　　　　　　　　
仕様：約40φミリ×高さ60ミリ  マッチ
棒約100本入

nak-retro-cat003 レトロラベル缶マッチ・猫003 ¥350 ナカムラマッチ 今回のレトロラベルは、猫シリーズ-３
種類をご用意いたしました。

nak-retro-ap001 レトロラベル缶マッチ・飛行機001 ¥350 ナカムラマッチ 今回のレトロラベルは、飛行機シリー
ズ-１６種類をご用意いたしました。

nak-retro-ap002 レトロラベル缶マッチ・飛行機002 ¥350 ナカムラマッチ

nak-retro-ap003 レトロラベル缶マッチ・飛行機003 ¥350 ナカムラマッチ

nak-retro-ap004 レトロラベル缶マッチ・飛行機004 ¥350 ナカムラマッチ

nak-retro-ap005 レトロラベル缶マッチ・飛行機005 ¥350 ナカムラマッチ

■ ■ ■ ■ ■ ■ ナカムラマッチ・商品リスト　 2020.05.01 ■ ■ ■ ＊表示価格は消費税抜きの価格となります。 。ご注文、在庫確認、カスタムマッチ等当社までご
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nak-retro-ap006 レトロラベル缶マッチ・飛行機006 ¥350 ナカムラマッチ

nak-retro-ap007 レトロラベル缶マッチ・飛行機007 ¥350 ナカムラマッチ

nak-retro-ap008 廃版 ¥350 ナカムラマッチ 株式会社ナカムラ

nak-retro-ap009 レトロラベル缶マッチ・飛行機009 ¥350 ナカムラマッチ

nak-retro-ap010 レトロラベル缶マッチ・飛行機010 ¥350 ナカムラマッチ

nak-retro-ap011 レトロラベル缶マッチ・飛行機011 ¥350 ナカムラマッチ

nak-retro-ap012 廃版 ¥350 ナカムラマッチ 株式会社ナカムラ

nak-retro-ap013 レトロラベル缶マッチ・飛行機013 ¥350 ナカムラマッチ

nak-retro-ap014 レトロラベル缶マッチ・飛行機014 ¥350 ナカムラマッチ

■ ■ ■ ■ ■ ■ ナカムラマッチ・商品リスト　 2020.05.01 ■ ■ ■ ＊表示価格は消費税抜きの価格となります。 。ご注文、在庫確認、カスタムマッチ等当社までご
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nak-retro-ap015 レトロラベル缶マッチ・飛行機015 ¥350 ナカムラマッチ

nak-retro-ap016 レトロラベル缶マッチ・飛行機016 ¥350 ナカムラマッチ

nak-retro-car001 レトロラベル缶マッチ・自動車001 ¥350 ナカムラマッチ 今回のレトロラベルは、自動車シリー
ズ-3種類をご用意いたしました。

nak-retro-car002 レトロラベル缶マッチ・自動車002 ¥350 ナカムラマッチ

nak-retro-car003 レトロラベル缶マッチ・自動車003 ¥350 ナカムラマッチ

nak-retro-ship001 レトロラベル缶マッチ・船001 ¥350 ナカムラマッチ 今回のレトロラベルは、船シリーズ-7種
類をご用意いたしました。

nak-retro-ship002 レトロラベル缶マッチ・船002 ¥350 ナカムラマッチ

■ ■ ■ ■ ■ ■ ナカムラマッチ・商品リスト　 2020.05.01 ■ ■ ■ ＊表示価格は消費税抜きの価格となります。 。ご注文、在庫確認、カスタムマッチ等当社までご
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nak-retro-ship003 レトロラベル缶マッチ・船003 ¥350 ナカムラマッチ

nak-retro-ship004 レトロラベル缶マッチ・船004 ¥350 ナカムラマッチ

nak-retro-ship005 レトロラベル缶マッチ・船005 ¥350 ナカムラマッチ

nak-retro-ship006 レトロラベル缶マッチ・船006 ¥350 ナカムラマッチ

nak-retro-ship007 レトロラベル缶マッチ・船007 ¥350 ナカムラマッチ

nak-retro-train001 レトロラベル缶マッチ・鉄道001 ¥350 ナカムラマッチ 今回のレトロラベルは、鉄道シリーズ-4
種類をご用意いたしました。

nak-retro-train002 レトロラベル缶マッチ・鉄道002 ¥350 ナカムラマッチ

■ ■ ■ ■ ■ ■ ナカムラマッチ・商品リスト　 2020.05.01 ■ ■ ■ ＊表示価格は消費税抜きの価格となります。 。ご注文、在庫確認、カスタムマッチ等当社までご
連絡お願いいたします。■
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nak-retro-train003 レトロラベル缶マッチ・鉄道003 ¥350 ナカムラマッチ

nak-retro-train004 レトロラベル缶マッチ・鉄道004 ¥350 ナカムラマッチ

nak-retro-cycle001 レトロラベル缶マッチ・自転車001 ¥350 ナカムラマッチ 今回のレトロラベルは、自転車シリー
ズ-6種類をご用意いたしました。

nak-retro-cycle002 レトロラベル缶マッチ・自転車002 ¥350 ナカムラマッチ

nak-retro-cycle003 レトロラベル缶マッチ・自転車003 ¥350 ナカムラマッチ

nak-retro-cycle004 レトロラベル缶マッチ・自転車004 ¥350 ナカムラマッチ

nak-retro-cycle005 レトロラベル缶マッチ・自転車005 ¥350 ナカムラマッチ

■ ■ ■ ■ ■ ■ ナカムラマッチ・商品リスト　 2020.05.01 ■ ■ ■ ＊表示価格は消費税抜きの価格となります。 。ご注文、在庫確認、カスタムマッチ等当社までご
連絡お願いいたします。■
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nak-retro-cycle006 レトロラベル缶マッチ・自転車006 ¥350 ナカムラマッチ

nak-retro-moon001 レトロラベル缶マッチ・月シリーズ
001

¥350 ナカムラマッチ 今回のレトロラベルは、月シリーズ-3種
類をご用意いたしました。

nak-retro-moon002 レトロラベル缶マッチ・月シリーズ
002

¥350 ナカムラマッチ

nak-retro-moon003 レトロラベル缶マッチ・月シリーズ
003

¥350 ナカムラマッチ

張り替え側薬シール

nak-050 缶マッチ用・張り替え側薬シール ¥500 ナカムラマッチ 缶マッチ用・１枚８ラベル

バースデイマッチ 神戸セレクション.３ 企画認定商品

nak-013 バースデイマッチ　レッド＆ブルー 廃版 ナカムラマッチ

バースデイマッチは、バースディケーキ
のキャンドルに灯をともすのに適した長
軸マッチ(10cm)です。BirthdayMatch 
3 X は長軸マッチ３本のブックマッチ
です。５個ワンセット１５本入り。ちょ
っとお洒落に、あなたの最高の日を演
出しませんか？ 

nak-014 バースデイマッチ　レッド(２箱） ¥500 ナカムラマッチ

■ ■ ■ ■ ■ ■ ナカムラマッチ・商品リスト　 2020.05.01 ■ ■ ■ ＊表示価格は消費税抜きの価格となります。 。ご注文、在庫確認、カスタムマッチ等当社までご
連絡お願いいたします。■
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nak-015 バースデイマッチ　ブルー（２箱） 廃版 ナカムラマッチ

nak-016 バースデイマッチ３本（５箱） ¥350 ナカムラマッチ

ワケトン&２こまッチ 神戸セレクション.１ 企画認定商品

nak-001 ２こまッチ・Aタイプ ¥500 ワケトン&    
２こまッチ

広告キャラクターデザインなどで活躍さ
れている山崎秀昭さんとのコラボレーシ
ョンマッチ！ 
リュウキひつじの巻・朝食の巻・デート
日和・温泉の巻・フレッシュの巻の5種
セット！

nak-002 ２こまッチ・Bタイプ ¥500 ワケトン&    
２こまッチ

サンバの巻・わたり鳥の巻・船長の巻・
一目ぼれの巻・空港の巻の5種セット！

nak-017 New! ２こまッチ・Cタイプ ¥500 ワケトン&    
２こまッチ

新しいデザインで登場！！ 広告キャラ
クターデザインなどで活躍されている山
崎秀昭さんとのコラボレーションマッ
チ！ 
新作シアターデザインの5種セット！

nak-018 New! ２こまッチ・Dタイプ ¥500 ワケトン&    
２こまッチ 新作TVデザインの5種セット！

nak-003 ワケトンマッチ ¥500 ワケトン&    
２こまッチ

広告キャラクターデザインなどで活躍さ
れている山崎秀昭さんとのコラボレーシ
ョンマッチ！ワケトン・ワケニャン・ワ
ケピー・ワケヘン・ヤラヘンの5種セッ
ト！

nak-019 New! ワケトンマッチ ¥500 ワケトン&    
２こまッチ

新しいデザインで絶賛販売中！！広告キ
ャラクターデザインなどで活躍されてい
る山崎秀昭さんとのコラボレーション
マッチ！ワケトン・ワケニャン・ワケピ
ー・ワケヘン・ヤラヘンの5種セットで
す！

■ ■ ■ ■ ■ ■ ナカムラマッチ・商品リスト　 2020.05.01 ■ ■ ■ ＊表示価格は消費税抜きの価格となります。 。ご注文、在庫確認、カスタムマッチ等当社までご
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神戸タータン

nak-kt06 神戸タータンブックマッチ　　　　
（２0個-1セット）

¥1,000 ナカムラマッチ

神戸と聞いてイメージする色は？ 
みなと神戸の海のブルー、街に多く見ら
れる白亜の建築物や真珠の白、ポートタ
ワーや神戸大橋の赤、そして、後ろに控
える六甲山の緑、これらのエッセンスを
チェック柄で表現したのが、この神戸
タータンです。

株式会社ナカムラ

nak-kt07 神戸タータンブックマッチ　　　
（100個-1セット）

¥3,000 ナカムラマッチ
株式会社ナカムラ

nak-kt01 神戸タータン扇子 ¥3,000 ナカムラマッチ

神戸のイメージカラーを凝縮したタータ
ンを・・・。                                 
神戸タータン柄をあしらった、お洒落
な扇子を制作致しました。

nak-kt02 神戸タータン印・缶マッチ ¥350 ナカムラマッチ
仕様：約40φミリ×高さ60ミリ  マッチ
棒約100本入

御灯明マッチ

nak-020 御灯明マッチ（100個-1セット） ¥1,200 ナカムラマッチ

ナカムラマッチの御灯明マッチです。 
ご先祖様の御供養専用、上品な黒頭色
マッチ棒を使用しています。             
１００個１セットです。

復刻ラベルシリーズ

nak-021 復刻ラベルシリーズマッチ・1 ¥500 ナカムラマッチ

明治・大正・昭和にかけて現存した広
告マッチラベルを復刻しました。神戸
セレクション選定企画商品。            
５個１セットです。

nak-022 復刻ラベルシリーズマッチ・2 ¥500 ナカムラマッチ

nak-023 復刻ラベルシリーズマッチ・3 ¥500 ナカムラマッチ

nak-024 復刻ラベルシリーズマッチ・３セット
限定商品

¥1,000 ナカムラマッチ 神戸セレクション選定企画商品３セッ
ト- 特別価格でご提供致します。

■ ■ ■ ■ ■ ■ ナカムラマッチ・商品リスト　 2020.05.01 ■ ■ ■ ＊表示価格は消費税抜きの価格となります。 。ご注文、在庫確認、カスタムマッチ等当社までご
連絡お願いいたします。■
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開運マッチ

nak-kaiun01 開運マッチ「千手観音菩薩」 ¥500 ナカムラマッチ 自分を守ってくださると言われている守
護仏をあしらったマッチシリーズです。

nak-kaiun02 開運マッチ「虚空蔵菩薩」 ¥500 ナカムラマッチ BOXサイズは、並３倍型（通常マッチ
の３倍・１箱約１３５本）です。

nak-kaiun03 開運マッチ「文殊菩薩」 ¥500 ナカムラマッチ

nak-kaiun04 開運マッチ「普賢菩薩」 ¥500 ナカムラマッチ

nak-kaiun05 開運マッチ「勢至菩薩」 ¥500 ナカムラマッチ

nak-kaiun06 開運マッチ「大日如来」 ¥500 ナカムラマッチ

nak-kaiun07 開運マッチ「不動明王」 ¥500 ナカムラマッチ

■ ■ ■ ■ ■ ■ ナカムラマッチ・商品リスト　 2020.05.01 ■ ■ ■ ＊表示価格は消費税抜きの価格となります。 。ご注文、在庫確認、カスタムマッチ等当社までご
連絡お願いいたします。■
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nak-kaiun08 開運マッチ「阿弥陀如来」 ¥500 ナカムラマッチ

白無地シリーズ ナカムラマッチの白無地マッチシリーズ

nakmuji-01 白無地シリーズ小箱　（小平型） ¥1,600 ナカムラマッチ 小平型　200 箱-1セット

nakmuji-02 白無地シリーズ中箱　（寸２型） ¥1,200 ナカムラマッチ 寸２型　100 箱-1セット

nakmuji-03 白無地シリーズ　三角 ¥3,000 ナカムラマッチ 三角マッチ　10 箱-1セット

nakmuji-04 白無地シリーズ　丸缶 ¥2,500 ナカムラマッチ 丸缶マッチ　10 缶-1セット

nakmuji-05 白無地シリーズ　平缶 ¥3,000 ナカムラマッチ 平缶マッチ　10 缶-1セット

nakmuji-06 白無地シリーズ大箱（並型） ¥1,500 ナカムラマッチ 並型　60 箱-1セット

■ ■ ■ ■ ■ ■ ナカムラマッチ・商品リスト　 2020.05.01 ■ ■ ■ ＊表示価格は消費税抜きの価格となります。 。ご注文、在庫確認、カスタムマッチ等当社までご
連絡お願いいたします。■
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nakmuji-07 白無地シリーズ　ブック（10本x１列） ¥1,200 ナカムラマッチ ブックマッチ　100 個-1セット

防災用缶詰マッチ

mb-015 防災用缶詰マッチ（赤） ¥500 マッチ棒
非常時のためにローソクとマッチを収
納した長期保存防災用・缶詰マッチで
す。

mb-015x10 防災用缶詰マッチ（赤）10缶入り ¥3,500 マッチ棒

mb-016 防災用缶詰マッチ（黒） ¥500 マッチ棒

■ ■ ■ ■ ■ ■ ナカムラマッチ・商品リスト　 2020.05.01 ■ ■ ■ ＊表示価格は消費税抜きの価格となります。 。ご注文、在庫確認、カスタムマッチ等当社までご
連絡お願いいたします。■
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