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ただのチョークです！

しかし、私たちは誇りを持っています
ブランド名「HAGOROMO」

各チョークに刻印
誠意を持って！



伝統のあるプレミアム日本の
羽衣チョーク！
技術は100％移転
(機械、技術、原材料、人員）
世界中に輸出！

Since 1932

最高の教師は最高のチョークを必要としています！

HAGOROMO



羽衣社長とは、しっかりとした信頼できる関係を
築いてきました。病気や後継者の不在などのいく
つかの重大な理由のために、彼は彼のビジネスを
シャットダウンすることに決めました。彼は、家
族が3世代（約80年）にわたって運営してきた羽衣
チョークのすべての機械と製造のノウハウを私に
譲りました。

その結果、SEJONGMALLは「韓国」で作られたプ
レミアムチョークをはるかに安い価格で製造およ
び提供することができました。現在、海外市場へ
の進出を目指しています。世界最高の技術を備え
たチョークメーカーとして、私たちは国内有数の
輸出業者の1つに進化しています。

現在、高品質で経済的な利点があるため、羽衣チ
ョークを使用する学校、私立学校、大学が増えて
います。現在、韓国のほとんどすべての有名な講
師は羽衣チョークのみを選択しています。特に、
「視認性に優れ（色がはっきりと鮮明）」のおか
げで、インターネットでのオンライン講義で非常
に人気があります。

「最高の品質は私たち自身の資産である」という
モットーの下で、私たちは最高で最も便利な製品
でお客様に対応するために最善を尽くしています。

www.sejongmall.co.kr
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経済的
利点！

あなたの最高の講義
のための重要な部分

小さなチョーク
ダスト

チョークの価格を比較するだ
けではいけません！
壊れたために4-5チョークを
失いましたが、羽衣チョーク
はそのままです。 経済的な
観点からは3〜4倍有利です。
現在、羽衣チョークを選ぶ
学校や民間機関が増えてい
ます。

最高の講義をしたいですか？
羽衣チョークは、優れた色の
視認性と滑らかさで、生徒を
より集中させます。
講師のための重要なツール！
羽衣チョークで最高のレクチ
ャーをする準備をしてくださ
い！

羽衣チョークは最高の炭酸素
材で作られています。
特殊な圧縮成形および乾燥シ
ステムにより、粒子は重く、
飛ぶことはめったにないた
め、ほとんどの場合、黒板の
支持スロットに落下します。

最高の教師は最高のチョークを必要としています！

HAGOROMO



※人体に無害な原材料を使用しており、安全認証をすべて「合格」しているため、
安心してご使用いただけます。

信頼、自信
そして最高品質！
これらは私たちの貴重な資産です！

賢明で合理的な選択！
 韓国製です

www.sejongmall.co.kr
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最高の教師は最高のチョークを必要としています！

HAGOROMO

01.	ベンチャー企業としての認知（No.20180105136）
02.	ISO 9001：2015認証（Q167017）
03.	品目ごとの原産地認定輸出業者認定（010-16-200200）
	 (韓国-ASEAN FTA、韓国-EU FTA、韓国-中国FTA）
04.	KC品質および安全認証
	 (KOLAS安全確認、CB111H046-6001、6002）
05.	知的財産庁
	 「羽衣」商標登録（No.40-1082215）
06.	障害者の確認（No.0015-2018-00496）
07.	原産地管理の優れた企業の認証（No. 
KOR2016CHEM22）
08.	韓国貿易協会の会員
09.	韓国文房具株式会社会員
10.	韓国ベンチャービジネス協会の公式メンバー
11.	KCCI配布標準コードのメンバー
12.	CEマーキング（EU安全認証、SGS）。
13.「マイクロファイバー消しゴム」の意匠特許
	 (No.41-0324624、韓国特許庁）。

認証ステータス

Since 1932



www.sejongmall.co.kr
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01. 2016.10 SISOFAORで「KBIZ大統領賞」を受賞（No.2016-856）
02. 2016.11 模範的なビジネスマンのために「中小企業庁の社長の表彰」を受け取りました（No.14306）
03. 2017.05 KBIZ韓国中小企業連盟会長からの優れた文房具事業に対する表彰状（No.2017-663）
04. 2017.10 SISOFAIR 2017ブリリアント新製品コンペティション、
	 KBIZプレジデントアワード（＃2017-749）
05. 2017.10 ニューヨークエクセレントプロダクツアワード（金賞、KHFC）
06. 2017.12 今月の主要なSME製品（チョークと黒板の紙のセット、中小ベンチャー企業省など）
07. 2017.12 2017こんにちはソウル優秀製品ブランド賞（SBC）

賞

2016
2016. 02	 「メイドインコリア」羽衣チョークを発売。
2016. 05	 教保文庫のHOTTRACKSや1300Kなどの大手文房具店に商品を配置。
2016. 07	 当社の製品を中国と米国に輸出しました。
2016. 09	 当社製品を日本に輸出しました。

2017
2017. 10	 Alpha、Dream Depot、Dream Office、Babosarangなどの主要な文房具店に製品を
	 配置しました。
2017. 11	 ベトナム、ホーチミンで開催された国際ベビー＆キッズフェアに参加。

2018
2018. 01	 香港の国際文房具フェアに参加。
2018. 01	 ドイツ、フランクフルトのPaperworld2018に参加しました。
2018. 02	 当社の製品をドイツに輸出しました。
2018. 03	 当社の製品をフランス、英国、スペイン、イタリアなどのヨーロッパ諸国に輸出しました。
2018. 05	 2018 G-FAIR 2018、ムンバイ、インドに参加
2018. 09	 2018 UAE貿易代表団2018（文房具部門）のメンバーとして指定されました。

最新のアップデート



最高の教師は最高のチョークを必要としています！

HAGOROMO

ベトナムベイビー＆キッズフェア

SISOフェア

ドイツPaperworld

NHKは羽衣の遺産の継承をカバーしています
大韓民国で！

韓国認証を取得!! （KC）

国内および
海外展示会

2015年4月30日、SEJONGMALLによる日本のプレミアム
チョーク「羽衣」の継承に関するNHKの全国特別報道が
約30分間放映されました。

アメリカ数学協会（MAA）の約200名の教授以外にも、
羽衣チョークを褒め称え、ご利用いただいている方も多
くいらっしゃいます。



www.sejongmall.co.kr

08 • 09

Fulltouch Chalk (炭酸)
人の健康に害がなく、手に白亜のほこりがありません。最高の炭酸カルシウムでで
きており、韓国の認証を取得しています。 KC＆CE。

■	最高級の炭酸カルシウムでできており、軽くてなめらかに引きます。 クリアな色と優れた視認
性により、生徒はより集中できます。 非常によく消され、チョークダストはほとんど発生しませ
ん。

■	薄いチョークは壊れやすく、頻繁に捨てられます。 しかし、羽衣チョークは厚くて長いので、経
済的な観点からは非常に効率的です。 持ちやすく、コーティングもしっかりしています。 手にチ
ョークのほこりを発生させません。

■	圧縮成形と特殊熱処理により、羽衣チョークは密度が高く、消費が非常に遅いです。 厚くて硬い
のでとても経済的です。

■	チョークは、破損を防ぐために発泡スチロールのスロットに1つずつ挿入されます。

■	羽衣チョークはすでに日本工業規格（JIS）で製造されていました。 それでも、韓国適合研究所
から、当社の製品が人の健康に害を及ぼさないことを確認する韓国認証（KC）とCEを取得しまし
た。 羽衣チョークは安全で品質的には最高です。



羽衣チョークの最高品質が大韓民国にもたら
されます

パッケージに関しては、1箱は72個（チョーク）で構成され、1個の大型箱（カートン）は18箱で構成され
ています。

白チョークと9色（赤、黄、青、黄緑、緋色、オレンジ、紫、緑、茶色）があります。 さらに、5色ミック
ス（赤、黄、青、黄緑、オレンジ）と3色ミックス（赤、黄、青）が用意されています。

小さいパッケージに関しては、白いパック（5個）、3色のミックス（白、黄色、赤）（5個）、10色のミッ
クス（白とすべての色のチョーク）（12個a）があります。

最高の教師は最高のチョークを必要としています！

HAGOROMO

ニューヨーク
優秀製品賞

2017年こんにちは
ソウル賞：

革新的なブランド、
文房具

‘문구부문’



チョークが挿入されます
発泡スチロールのスロットを1つずつ
破損を避けるための1つ。

18箱/ 1ラージボックス（カートン）

タイプ タイプ
ホワイト（FC720L） バイオレット（FC726L）

赤（FC721L） オレンジ（FC727L）
黄色（FC722L） 緋色（FC728L）

ブルー（FC723L） イエローグリーン（FC724LY）
グリーン（FC724L） 5色ミックス（FC729L）
ブラウン（FC725L） 3色ミックス（FC729-3L）

フルタッチチョークはよくコーティングされているため、
手にチョークのほこりはありません。

タイプ タイプ
ホワイト5個（FC50） ホワイト12本（FC120）

3カラーミックス5個（FC59）
白3個、黄1個、赤1個

10カラーミックス12個（FC129）
白3個、9色1個

www.sejongmall.co.kr
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炭酸コロレッドチョーク Fulltouch

炭酸チョーク - 小さなパッケージ



パッケージに関しては、1箱は72個（チョーク）で構成され、1個の大型箱（カートン）は18箱で構成され
ています。

5色ミックス（72本）、6色ミックス（72本）、ピンク、イエロー、ブルー、イエローグリーン、オレンジ、
バイオレットの8種類からお選びいただけます。 小さなパッケージでは、5色ミックス（5個）と5色ミック
ス（20個）が用意されています。

最高の教師は最高のチョークを必要としています！

HAGOROMO

比類のない視認性を備えたプレミアム発光色
チョーク！ ニューヨーク

優秀製品賞
2017年こんにちは

ソウル賞：
革新的なブランド、

文房具

‘문구부문’



•カラーチョークの革命!!!!
•炭酸素材でできているため、石膏発光チョークよりもチョークダストが少なくなります。

•クリアで鮮やかな色で、ハイライトに効果的です。それは学生をより集中させます。

•インターネットでのオンライン講義では、色々な色で強調するのがとても便利です。色の区別が優れてい
るため、講義がより効果的になります。

•遠くからでも明るく鮮やかに見えます。特に色感覚（色識別感）が弱く、近視の方にも適しています。

•チョークホルダーを使用すると、より簡単で耐久性があります。

•羽衣チョークはすでに日本工業規格（JIS）で製造されていました。それでも、韓国適合研究所から、当
社の製品が人の健康に害を及ぼさないことを確認する韓国認証（KC）とCEを取得しました。羽衣チョー
クは安全で品質的には最高です。

•工事現場や工場などの暗い場所での作業指示書の作成や安全標識の作成に適しています。

•チョークは、破損を防ぐために発泡スチロールのスロットに1つずつ挿入されます。

www.sejongmall.co.kr
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炭酸ルミナスチョーク
タイプ タイプ

ピンク（FK721L） 5色ミックス（FK729L）
黄色（FK722L） 6色ミックス（FK729-6L）

ブルー（FK723L） 5色ミックス5個
（FK59L）イエローグリーン（FK724LY）

オレンジ（FK727L） 5色ミックス20個
（FK209L）バイオレット（FK726L）
18箱/ 1ラージボックス（カートン）



羽衣チョークをより際立たせるアクセサリー！

アクセサリー

チョークホルダーケース
•チョークホルダーケースは、チョークホルダーを保持するケースです。 あるクラスから別のクラスに移動す

る際に複数のホルダーを運ぶのは難しいため、デザインの設計会社と韓国の製材専門製造会社に、機械で切
断した後、手作業で作成するよう依頼しました。

•表面がUVコーティングされているため耐水性があり、内部にスポンジを挿入することで衝撃に強いです。

•チョークを入れたままのホルダーをケースに入れることができるスペースがあります。

•カバーに隙間があるのでスムーズに開き、後端が固定されているので抜けず、カバーが抜けません。 ただ
し、10cm程度押すと隙間ができ、カバーを引き抜いて完全に剥がすことができます。

チョークケース
•6個/ 5個/ 10個（チョーク）の容量。
•スポンジマットと時間割。 チョークを選びやすい。

タイプ タイプ
Chalk Case [6EA] (CC06)

Chalk Case [10EA] (CC10)
Chalk Case [5EA] (CC05)

タイプ タイプ
ホルダーケース（6EA）（HC-6） ホルダーケース（5EA）（HC-5）

最高の教師は最高のチョークを必要としています！

HAGOROMO



チョークホルダー
•背面のボタンを押すとチョークが出るノッキングタイプ（シャープペンシルタイプ）（ボタンを空中に押す

とチョークが飛び出します。チョークホルダーを黒板の直前に置きます。 ボタンを押す前に手のひら。）

•カバーが付いているので持ち運びが簡単で、ポケットが乱雑になりません。

•カバーに磁気が付いているので、チョークホルダーがチョークパウダーで汚れないように、黒板に貼り付け
ることができます。

•チョークは小さくなるまで使用できます。 チョークが折れるのを防ぐので経済的です。

•断面直径1.1cm〜1.2cmのチョークに適しています（ホゴロモ、フルタッチ、ニューポリなどのすべての製品
に適しています）。 ただし、大型の炭酸チョーク用のホルダーはありません。

•断面直径が1.1cm未満のチョークには適していません。

チョークホルダー：シャープペンシルタイプ。 各種チョーク収納可能チョークホルダーケース
- プレミアムホワイトバーチで手作り
- UVコーティングを施した耐水性

チョークケース：スポンジマット、時刻表取り付け可能

タイプ タイプ

ピンク（CH12P） ブルーキャップ（CH12BC）

黄色（CH12Y） ピンクキャップ（CH12PC）

ブルー（CH12B） イエローキャップ（CH12YC）

緑（CH12G） オレンジキャップ（CH12OC）

白（CH12W） グリーンキャップ（CH12GC）

www.sejongmall.co.kr
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羽衣の特許製品。 磁気黒板消しゴムと各種黒板消しゴム！

消しゴム

水黒板消しゴム
•高品質の木材でできており、洗練された外観です。

•スプレーとハンドルはオールインワンタイプですので、黒板を消しにくい場合は、スプレーボタンを少し押
して水を噴霧すれば、ホコリを落とさずにきれいに消すことができます。

•ウォーターチョークを使用する場合、一方でスプレーで、他方で消しゴムで黒板を無理に消す必要はありま
せん。

•極細繊維パッドを使用しているため、ホコリの発生が少なく、黒板をスムーズかつきれいに消します。

•使用後はパッドを洗って乾かしておくとよいでしょう。

•追加購入できるのはパッドのみなので、経済的に長期間お使いいただけます。

•ホルダーには強力な磁気があり、水黒板消しゴムに入れることができ、黒板のどこにでも貼り付けることが
できます。そして、それはあなたがチョークホルダーに入れることができる両側にさらに2つの場所を持って
います。

•ハンドル下部の丸いカバーを時計回りに回してから水を入れることができます。いっぱいになったら、反時
計回りに回してロックできます。

最高の教師は最高のチョークを必要としています！

HAGOROMO

タイプ タイプ
水黒板消しゴム（WR100） 水黒板消しゴムパッド（WRP）

サイズ：135X60X190（単位/ mm）



黒板消しゴム
•軽くて消しやすいプレミアム素材でできています。 グリップの後ろから圧縮空気を排出するように設計され

ているため、チョークのほこりがほとんどなく、非常によく消去されます。

•清潔で壊れにくいポリエチレン製で、柔らかいスポンジクッションをサポートします。

•スタイリッシュで握りやすいデザイン。

•ネジで組み立てられるため、廃棄時に簡単に分離できます。

•他の従来の黒板よりもはるかに耐久性があり、2〜3倍長持ちします。
   チョークダストが少ないので、生徒の健康にも良いです。

水黒板消しゴム：一般的なチョークだけでなく、水チョークも非常によく消します
黒板消しゴム：軽くて簡単に消せる最高の素材でできています
マイクロファイバー磁気オールボード消しゴム
- それは完全に黒板に固執します。 - すべてのタイプの黒板に使用できます。
- 水洗いに優れたマイクロファイバーパッドを使用

www.sejongmall.co.kr
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Hagoromo マイクロファイバー磁気オールボード消しゴム
他の黒板消しゴムの弱点を補うSEJONGMALL製の最高のオールボード消しゴム。

•石膏、カーボンチョーク黒板、ウォーターチョーク黒板、アクアチョーク黒板、ホワイトボードなど、あら
ゆるタイプの黒板に使用できます。

タイプ サイズ（cm）
黒板消しゴム（S）（R100） 40X53X120
黒板消しゴム（M）（R500） 50X72X165
黒板消しゴム（L）（R600） 55X72X303

（単位/ mm）



セジョンモールBB両面黒板と高品質の木製ディスプレイイーゼル！

黒板

最高の教師は最高のチョークを必要としています！

HAGOROMO



セジョンモール：木製ディスプレイイーゼル（黒板用）
•高品質の木材でできており、洗練された外観です。
•安定したH字型の脚。
•大きい方のモデルは中央に引き出しがあります。
•大型モデルには、お客様による組み立てが必要です（組み立て図を同封）。
•配置の最大長（黒板や絵本など）：小型モデルの場合は30cm、中型モデルの場合は50cm、大型モデルの場

合は80cm。
•カフェやレストランのメニューを配置するのに最適です。
•両面黒板を配置し、子供たちにその上での書き込みと描画の練習をさせるのに理想的です。

BB両面黒板
•カーボンベースまたは石膏ベースの黒板チョークで両面

に書くことができる超高品質のスチール黒板。
•片面は緑、もう片面は黒です。
•緑の面はベルギー製の超高品質の磁器黒板です（黒の面

は韓国製）。
•フレームはプラスチック製で、緑またはピンクで提供さ

れます。
•通常のフェルト黒板消しゴムまたは濡れた布で掃除でき

ます。
•木製イーゼル、マイクロファイバーマグネット黒板消し

ゴム、チョークホルダーとの併用に最適で、利便性を最
大限に高めます。
•中小型モデルには、黒板を表示するためのプラスチック

ホルダー（緑、ピンク）が付属しています。

www.sejongmall.co.kr
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タイプ サイズ（cm）
木製ディスプレイイーゼル（大）（WE500） 45X45X130
木製ディスプレイイーゼル（中）（WE300） 30X35X80
木製ディスプレイイーゼル（小）（WE100） 15X15X45

*黒板は別売りです

タイプ サイズ（cm）
ラージ【グリーンホルダー/ピンクホルダー】

（BB500G / BB500P） 58X42

ミディアム[グリーンホルダー/ピンクホルダー]
（BB300G / BB300P） 42X30

小【グリーンホルダー/ピンクホルダー】
（BB100G / BB100P） 30X21
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「最高の教師には最高のチョークが必要です！」
購入金額の1％が集められ、毎月恵まれない子供たちに寄付されます。 

ありがとうございました。
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