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キャップをはずしてボールペンとして。
メモを書き入れます。

明光商会 パーソナルシュレッダー ｓｅ.ｃｕ. ｍｏ.（セ･キュ･モ）

Ｆ－１５０ （ホワイト／ピンク／グリーン／ブラック）

オープン価格 税込ご提供価格 ￥９,５００-

丈夫な１.３mm 厚 下敷き機能

ホルダーの外側には
ペーパーストッパーがついて
いるので、クリップボードの
代わりに使えます。

しっかり保護

カバンに入れても折れにくく、
スリムでスッキリ
持ち運びができます。

マチ付きタイプは一回り大きく、
通常のクリヤホルダーが
そのまま入り、大変便利です。

ホルダー収納

カード投入口 レターオープナー

紙投入口

４色のカラーバリエーションと 斬新なデザインのシュレッダーです

★ 紙とカードの裁断ができ、レターオープナーも付いて１台３役。

★ 安心の裁断屑 2×10 mm 秘密は絶対に漏らしません。

★ 大53dbの静音裁断（通常会話が約60db） 音が気になりません。

●本体寸法 ： W24.5×D15.2×H17.2 mm

●本体質量 ： 約 3.5 kg

●定格時間 ： 3分

● 大裁断 ： 紙/A5サイズ （A4二つ折り） カード/クレジット・プリペイドカード

●裁断方法 ： 紙/クロスカット （2×10 mm） カード/ストレートカット （3分割）

●裁断枚数 ： 紙/A5サイズ 4枚 （A4二つ折り 2枚） カード 1枚



オフィスから家庭まで幅広く使える！

マグホルダー ハング＆バー

見出しをクリップに
差し込んで取り付け
ます。

●ご注文は５パック単位です。よろしくお願いします。

ストレートタイプ ＭＨ－２００Ｒ （ レッド・ブルーイエロー・クリア ）

税別定価 ￥200- 税込ご提供価格 １個 ￥170-

クロスタイプ ＭＨ－３００Ｒ （ レッド・ブルーイエロー・クリア ）

税別定価 ￥300- 税込ご提供価格 １個 ￥250-

※基本形質は無地のカラーです。名入れ代は別途お見積致します。

共栄プラスチック株式会社
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電話やメモをわかりやすく書き込める

【電話メモ】
名前とチェックを書き込むだけ！

ＳＳＰ－３３ＴＹ ７４×６９mm ９０枚×１パッド入り
税別定価 ￥３５０- 税別ご提供価格 ￥２４５-

ポストイット 強粘着ノートシリーズ

【伝言メモ】
ドット入りで書きやすい！

【回覧メモ】
回覧状況が一目瞭然！

【やることメモ】
パソコンに貼ってやり忘れ防止に！

【ラインメモ】
シンプルな罫線入り （ウルトライエロー）

【ラインメモ】
シンプルな罫線入り （ライム）

【ラインメモ】
シンプルな罫線入り （オレンジ・エレクトリックブルー・

ローズ・ライム ４色セット）

ＳＳＰ－３３ＤＹ ７４×６９mm ９０枚×１パッド入り
税別定価 ￥３５０- 税別ご提供価格 ￥２４５-

ＳＳＰ－１３ＹＫ ７４×２５mm ４０枚×３パッド入り
（オレンジ・ライム・ローズ 各１パッド）

税別定価 ￥３５０- 税別ご提供価格 ￥２４５-

ＳＳＰ－３３ＫＬ ７４×６９mm ９０枚×１０パッド入り
税別定価 ￥３,５００- 税別ご提供価格 ￥２,４５０-

６３０ＳＳ－Ｙ ７４×６９mm ９０枚×１パッド入り
税別定価 ￥３５０- 税別ご提供価格 ￥２４５-

６３０ＳＳ－ＬＩ ７４×６９mm ９０枚×１パッド入り
税別定価 ￥３５０- 税別ご提供価格 ￥２４５-

４６２１－ＳＳＡＮ １４９×９８.４mm ４５枚×４パッド入り
税別定価 ￥１,１００- 税別ご提供価格 ￥７７０-

メモ書き項目があらかじめ印刷されているので、必要事項を書き込むだけで、要点がきちんと伝わります。
従来の２倍の強粘着タイプの付箋紙で、今までつきにくかった場所にもしっかり貼れてきれいにはがせます。



◇キャンペーン期間：２０１０年３月３１日迄◇

希望小売価格：２９８,０００円(税別)

１００，０００ 円 （税別）

在庫処分
特別価格！

希望小売価格：２４８,０００円(税別)

１３５，０００ 円 （税別）

４３９，８００円 （税別）

特別
価格

希望小売価格：１９８,０００円(税別)

１０５，０００ 円 （税別）

希望小売価格：７９８,０００円(税別)

希望小売価格：オープン価格

５５，５００ 円 （税別）

特別
価格

在庫処分
特別価格！
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プラス フラットホッチキス 『 ピタヒット 』
ＳＴ－０１０Ｘ（ブルー・レッド・ホワイト・ピンク・グリーン）

税別定価 ￥３００-

税別ご提供価格 １個 ￥２１０-

綴じる奥行きを調整できる
「奥行きナビ」つき！

※とじ奥行き3～20mm 7段階で調節が可能。

平行な位置に2箇所留めする場合でも、留め位置がずれず、
書類がきれいに仕上がります。

書類がかさばらない 「フラットクリンチ」

一般的なホッチキスの約半分、軽量５０ｇ。

ジョインテックス 強力カラーマグネット（ 両面コーティングタイプ ）

Ｂ２７０Ｊ （ 直径18mm ブルー・レッド・ホワイト・イエロー・グリーン・オレンジ ）

単色1箱 10個入 税別参考価格 ￥594- 税別ご提供価格 １箱 ￥４７０-

Ｂ２７１Ｊ （ 直径30mm ブルー・レッド・ホワイト・イエロー・グリーン・オレンジ ）

単色1箱 10個入 税別参考価格 ￥1,189- 税別ご提供価格 １箱 ￥９５０-

両面タイプなので、クリップなどを
とめられます。

＜ 本体厚み ＞

Ｂ270Ｊ 9mm 厚
Ｂ271Ｊ 7mm 厚

＜ 1箱単色10個入 ＞

＜ カラフルな全6色 ＞
Ｂ270Ｊは直径18mm、Ａ4用紙約12枚、
Ｂ271Ｊは直径30mm、Ａ4用紙約16枚まで
とめられます。



のりもはさみも使わない、手作り製本キット
思い出の１ページを、かんたんフォトブックに詰め込んで…。

ブックサイズ：50×35mm ストラップ1個付

Ｌ判光沢紙の表紙1枚と、8ページ分の中身が入っています。
表紙と中身を印刷して、付属の製本キットにセットして組立てて、ストラップをつければできあがりです。

ＡＬＳ６ＳＴ 税別定価 ￥580- 税別ご提供価格 １セット ￥４７０-

ＡＬＳ６ＳＴ３Ｐ 税別定価 ￥1,450- 税別ご提供価格 １セット ￥１,２００-
（ＡＬＳ６ＳＴ 3冊パック）

ＡＬＳ７Ｍ２Ｐ 税別定価 ￥1,450- 税別ご提供価格 １セット ￥１,１５０-

ブックサイズ：111×80mm マット紙の表紙1枚と４ページ分の中身が２冊分入っています。
表紙と中身を印刷して、付属の製本キットにセットして、組立ててできあがりです。

ＡＬＳ８Ｍ２Ｐ 税別定価 ￥1,３０0- 税別ご提供価格 １セット ￥１, ０４０-

ブックサイズ：57×80mm マット紙の表紙1枚と２ページ分の中身が２冊分入っています。
表紙と中身を印刷して、付属の製本キットにセットして、組立ててできあがりです。
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■ 収録辞書 ■
国語系：スーパー大辞林３.０

用例でわかるカタカナ新語辞典改訂第２版
学研監修 漢字辞典

英語系：ウィズダム英和辞典 第２版
ウィズダム和英辞典

旅行系：ブルーガイド わがまま歩き旅行会話 各種
（英語／イタリア語＋英語／中国語＋英語／フランス語＋英語／

韓国語＋英語／スペイン語＋英語／ドイツ語＋英語）

一般知識系：百科事典 マイペディア
日経パソコン用語辞典 ２００９
冠婚葬祭マナー事典
いざというときの届け出・手続き事典

２.４型カラー液晶パネルを搭載、文字サイズを３段階に調節できるので、
文字が見やすい！
気になる言葉にカラーマークしたり、該当箇所を隠して言葉を覚えるといった
学習が可能です。

キヤノン 電子辞書 『 ｗｏｒｄｔａｎｋ 』 Ｓ５０１Ｊ ／ Ｓ５０１Ｅ

オープン価格 税込ご提供価格 １台 ￥９,５００-

カラー液晶のコンパクトボディに、多彩なコンテンツの電子辞書です。

国語・英語・各種外国語会話・一般知識
１６種類の多彩なコンテンツを収録。

●本体寸法：W76.5×D142×H16.3 mm
●画面寸法：2.4インチ（W38.2×D50.8 mm）
●キー配列 ：Ｓ５０１Ｊ（シルバー） 50音配列

Ｓ501Ｅ（ブラック） QWERTY配列
●使用電池：単４アルカリ電池 ２本

■ 見やすいカラー液晶 ■

■ １６種類の多彩なコンテンツ ■

大きさ約７．６×１４ｃｍ、厚さ約１．６ｃｍ
ポケットサイズの電子辞書です。

◆ 学習から生活、旅行まで役立つ多彩な１６コンテンツ ◆



■ ２００５ 年 ３ 月 １ 日 ホームページをリニューアルしました。
■ ２０１０ 年 ３ 月 ２６ 日 メールマガジン第６０号を発行しました。

今なら弊社メールマガジン新規ご登録の方全員に、コクヨの新製品テープのり
『ドットライナープチ』を１個、蛍光ペンとボールペン・付箋紙がひとつになった
３Ｍの『フラッグペン』を１本プレゼント！

ドットライナープチは６色（青・赤・橙・緑・紫・黄）※緑・紫・黄は数量限定品。
フラッグペンは３色（黄・桃・青）ありますのでお選び下さい。

また、これまでご登録頂いたお客様も含めた中から抽選で５名様に、三菱の消せる
ゲルインキボールペン『ユニボール ファントム』３色セット（黒･赤･青）をプレゼント！

毎月１回、最新の文具・オフィス機器情報、メルマガだけのお得な情報をお届けします。
この機会に是非、会員登録をお願いします！

ホームページリニューアル５周年＆
メールマガジン発行６０号記念！

登録ご希望の方は、下記事項にご記入の上、ＦＡＸまたは弊社営業担当へ直接お渡しください。

所 属 名

お 名 前

登録ご希望の
メールアドレス

プレゼントご希望色 ドットライナープチ： フラッグペン：

※個人情報保護法に基づき、
お預かりしました個人情報は
厳重に管理し、メールマガジンの
発行及び商品のお届け以外には
使用しません。

ユニボールファントムの当選者発表は、
商品のお届けをもって代えさせて
いただきます。ご了承下さい、

ご返信専用ＦＡＸ ０１２０－５６－０７６７

（キャンペーン期間：２０１０年４月末日）
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コクヨ 針なしステープラー ＳＬＮ-ＭＳＰ１１０Ｄ
税別定価 ￥５,５００- 税別ご提供価格 １台 ￥３,８５０-

ハンドルが元に戻る動きで、Ｕ字形の
紙片が用紙の上に引き出されます。

針を使わずに紙を綴じられる、環境に配慮したステープラー

ＰＰＣ用紙を約１０枚までしっかりと綴じられます。針を使わないので、廃棄する際に分別の必要がなく
シュレッダーにかけられます。ワンアクションで２箇所を綴じると同時に、ファイル穴も開けられますので、
そのまま資料として活用することも、ファイルに収納することもできます。

ワンアクションで綴じる秘密

切り込みを入れると同時に、
Ｕ字形の紙片が刃の穴に通ります。

切り込まれた用紙が、図のように
折り込まれ、用紙が綴じられます。

ハンドルを下げる動きで、用紙に
２箇所切り込みが入ります。



税別定価 ￥１,５００- 税別ご提供価格 ￥ １,０００-

シヤチハタ 慶弔おなまえスタンプ ＧＳ－ＫＡ／ＭＯ

筆書きが難しい、のし紙や金封などへ簡単に名前を押せるスタンプです。
スタンプパッドは２種類、慶事用の黒、弔事用の薄墨を使い分けることができます。捺印スライドガイド付きですので、
まっすぐキレイに捺印できます。
印面の文字配列は４タイプ６種類、字体は楷書・行書・明朝体・角ゴシック体の４種類からお選びいただけます。

印面はメールオーダー方式です。商品はご注文後約１週間、商品到着後、インターネットもしくは
封入のハガキから印面をお申し込み下さい。１０日前後で印面が届きます。

約３００回の捺印ができます。印影が薄くなりましたら、専用インキ（別売）の補充で
繰り返し使えます。

別売補充インキ
ＸＬＲ－２０Ｎ 黒・薄墨
税別定価 各 ￥５６０ｰ

税別ご提供価格 各 ￥３９２ｰ

印面サイズイメージ
１４×５６ｍｍ
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◆ 折りたたみ式、組立式の２種類から選べます。
◆ 大型キャスター付きで、設置場所の移動も容易です。
◆ カードを紛失した場合でも、スペアカードキー作製キットで簡単に作ることができます。

スペアカードキー作製キット

折りたたみ式
①品番 UB-270-136-0 36人用 W1128×D451×H1138 重量26.2kg 税別定価￥210,000- 税別ご提供価格 ￥１２５,０００-
②品番 UB-270-148-0 48人用 W1456×D451×H1138 重量30.9kg 税別定価￥250,000- 税別ご提供価格 ￥１５０,０００-

組立式
③品番 UB-270-036-0 36人用 W1027×D484×H1131 重量23.4kg 税別定価￥190,000- 税別ご提供価格 ￥１１５,０００-
④品番 UB-270-048-0 48人用 W1354×D484×H1131 重量27.2kg 税別定価￥220,000- 税別ご提供価格 ￥１３０,０００-

カギをなくしても、その場で作って再発行！
『 カードロック傘立 Ⅱ 』 ※受注生産品

※写真は別売オプションの操作方法案内板及び
カバン置きを装着した状態です。

片手で簡単に解錠・施錠ができます。

折りたたみ式は
スタッキングして収納可能。

折りたたみ式はペダルを踏んで
簡単に折りたためます。 ③ 組立式（36人用）② 折りたたみ式（４８人用）

★６月中のご注文に限り、スペアカード作成キット（￥15,000 相当）を無料でおつけします。
この機会にぜひご検討ください！！



◆ チャームクリップ ◆
～ 書類をさりげなくドレスアップ ～

ゼムクリップの先に、クラブ・スター・ダイヤの３種類のアクセサリーが
ついています。ゴールドとシルバーの２色があります。

１パック入数 ６個（２色 各３個）
綴じ枚数 約１０枚 クリップ全長２８mm

税別定価 ￥５００- 税別ご提供価格 １パック ￥３５０-

遊び心たっぷり 書類や資料を楽しくまとめる
『 ペーパークリップシリーズ 』

◆ ヒト型クリップ ◆
～ ３つのポーズのかわいいクリップ ～

桃・茶・黄・黄緑の全４色、ステンレス製３つのポーズの
クリップです。

１冊 １００枚綴

税別定価 ￥５００- 税別ご提供価格 １パック ￥３５０-

◆ ハンコ型クリップ ◆
～ いろんな文字のハンコを押したようなクリップ～

ハンコを押したような文字をかたどったクリップです。
資料の簡易仕分けや回覧用におすすめ、漢字タイプと英語タイプがあります。

税別定価 各 ￥５００- 税別ご提供価格 １パック 各 ￥３５０-
１冊 ５０枚綴

品番 ９３０５

品番 ９３０１（漢字タイプ）
９３０２（英語タイプ）

品番 ９３０３

１パック入数 １２個（３色 各４個）
綴じ枚数 約１０枚 外径 Φ２８mm

９３０１（漢字）

１パック入数 １２個（各文字 ３個入）
綴じ枚数 約１０枚 外径 Φ２８mm

９３０２（英語）

～ ビジネスシーンやプライベートに、楽しく活用できるデザインクリップ ～



2007 年 3 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲ
Ｓ

２０１０ 年 ７ 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲＳ

※こちらの商品は、デモ機貸し出し承ります。お気軽にご連絡下さい。

◆ 軽い操作で１箇所、コピー用紙約４枚まで綴じられます。
◆ 紙を折り込んで紙を綴じるので、針の補給の必要がありません。
◆ 綴じた紙を廃棄する際に分別の必要がなく、針が混入する心配がありません。

片手で使えるハンディタイプ。

針を使わず紙を綴じる！
針なしステープラーに、ハンディタイプが登場！！

税別定価 １個 ￥１,１００- 税別ご提供価格 １個 ￥７７０-

◆ 針なしステープラー 『 ハリナックス 』 ハンディタイプ ◆
ＳＬＮ－ＭＳＨ１０４ Ｄ（黒）／Ｇ（緑）／ＬＢ（薄青）／Ｐ（桃）／Ｗ（白）

綴じ穴の位置がわかる
確認窓付き。

引き出しに入る、コンパクトで
スマートなデザイン。

縦綴じ・横綴じ自由自在。
角綴じガイド付。

◆ 針なしステープラー 『 ハリナックス 』 ２穴タイプ ◆
ＳＬＮ－ＭＳＰ１１０Ｄ 税別定価 ￥５,５００- 税別ご提供価格 ￥３,８５０-

好評発売中！ 「１０枚綴じ」 「しっかり綴じ」 「２穴ファイル穴」なら・・・

ＰＰＣ用紙を約１０枚までしっかりと綴じられます。針を使わないので、廃棄する際に分別の必要がなく
シュレッダーにかけられます。ワンアクションで２箇所を綴じると同時に、ファイル穴も開けられますので、
そのまま資料として活用することも、ファイルに収納することもできます。



税別価格

¥945 ¥900
入数 品番

① １台 K040J 354-064 オープン

注文コード 税込M価

   業務用パック < ５台入 >
入数 品番 注文コード 税込M価 税込価格 税別価格

税込価格

¥4,447② １箱５台入 K040J-5 354-332 オープン

税込価格 税別価格入数 品番 注文コード 税込M価

④ １箱５台入

¥4,670

③ １台

¥3,619

¥787 ¥750

   業務用パック < ５台入 >
税込価格 税別価格

K041J 354-063 オープン

K041J-5 354-331 オープン ¥3,800
入数 品番 注文コード 税込M価

※１…液晶部分の角度調整（２段階）が可能

※２…液晶に表示される数字の大きさ

※１…液晶部分の角度調整（２段階）が可能

※２…液晶に表示される数字の大きさ

●外形寸法：幅140×奥194×高39ｍｍ ●質量：約228ｇ ●電源：太陽電池＋内蔵電池（LR44×1） ●付属品：アルカリボタン電池1

個（本体内蔵）、取扱説明書 ●保証期間：1年 ●製造元：㈱サンジェルマン

●外形寸法：幅107×奥172.5×高25.3ｍｍ ●質量：約144ｇ ●電源：太陽電池＋内蔵電池（LR1130×1） ●付属品：アルカリボタン

電池1個（本体内蔵）、取扱説明書 ●保証期間：1年 ●製造元：オーロラジャパン㈱



2007 年 3 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲ
Ｓ

２０１０ 年 ８ 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲＳ

◆ 名刺の画像から会社名・氏名を自動で読み取り、簡単に登録できます。
◆ 読み取ったデータは、会社名、氏名、閲覧履歴、登録日、マイリスト、キーワードで検索可能です。
◆ 名刺の画像とともに、会ったときの印象や出来事などをメモとして保存することができます。
◆ 付属のmicroSD（2GB）に約1,800～2,000枚の名刺データを保存します。

別売の microSDHC（16GB）カードを使えば、 大 9,999枚の名刺データを保存できます。

ピットレックの液晶画面を
傷や汚れから守ります。

専用ケース本革タイプ ＤＮＣ1

税別定価 ￥8,000-

税別ご提供価格 ￥６,４００-

大量の名刺情報をデータとして保存
デジタル名刺ホルダー『 ピットレック 』

クリッパーに名刺を差し込んで、
カメラのシャッターボタンを押し、名刺を撮影、
microSDカードに画像データを保存します。

デジタル名刺ホルダー ピットレック ＤＮＨ１０
税別定価 ￥26,000- 税別ご提供価格 ￥２０,０００-

カラフルなナイロン製。１５枚程度の名刺も
一緒に保管できます。（ブルー/オレンジ／ブラック）

上品な風合いの本革ケース。
１５枚程度の名刺も一緒に保管できます。

専用ケースナイロンタイプ ＤＮＣ２

税別定価 ￥3,600-

税別ご提供価格 ￥３,０００-

専用保護フィルム ＤＮＰ３

税別定価 ￥1,200-

税別ご提供価格 ￥１,０８０-

～ 専用オプション ～

●本体寸法 ： 120×60×13 （mm）
●液晶部 ： 3.5インチワイドTFTフルカラーLCD、WQVGA
●電源 ： 専用リチウムイオンバッテリー
●対応メモリ ： microSD・SDHCカード
●付属品 ： 付属ケース / 名刺スペーサー / 専用バッテリー /

専用アダプタ / microSDカード / SDカード変換アダプタ

● 名刺から会社名と氏名を自動習得する場合、20秒程度の読み込み時間が
必要です。自動認識が不要な場合は、5秒程度で登録が完了します。

● 同じ名刺が登録されると、それぞれの名刺を確認しながら上書きと別登録が
選べる 「名刺重複確認機能」 搭載。

● 本体にパスワードを設けて管理することができるので、
万一本体を紛失した場合も安心です。

● ピットレックで作成したバックアップデータをパソコンに移すことは
可能ですが、パソコンとの連動機能はありません。



￥14,800-（税込） ￥24,800-（税込） ￥12,800- (税込）

￥14,700-（税込）

（税別価格 ￥14,000-）

￥7,560-（税込）

（税別価格 ￥7,200-）

注文コード
364-283

注文コード
364-284

￥9,765-（税込）

（税抜価格 ￥9,300-）

注文コード
364-285

送り先
カシオ計算機㈱

着
払＋ ＋

個装箱兼下取り返送箱 商品
カシオ宛着払伝票（佐川急便）

SK SK SK

ラベルライターで
あれば、古さ・

メーカー・故障有無に
かかわらず下取り

いたします！

☆★☆ 夏期休業日のお知らせ ☆★☆

期間中は何かとご迷惑をおかけするかと存じますが、ご了承いただきますよう、お願い申し上げます。

夏期休業日（お盆休み） ８月１２日(木)～８月１５日(日) １６日（月）より、通常どおり営業いたします。

※チラシ有効期限：２０１０年９月２０日まで

【下取り方法】

① 到着した下取りキットの返送箱に、お手持ちのラベルライターを入れて梱包します。 ② 同梱の着払伝票に必要事項を記入の上、返送箱に貼り付けます。

③ 佐川急便にて送付します。

【下取りに関してのご注意】

① 上記キャンペーン価格は、下取り品がある場合のみ適用されます。また、下取りのみのご要望は承っておりません。 ② 下取り品の返送費・処分費は無料です。

③ 1台のご注文につき、1台の下取りです。④ 下取り品の送付は商品到着後1ヶ月以内にお願いいたします。 ⑤ お客様のご都合による返品はお受けできません。

⑥ お客様からの下取り品は順次マテリアルリサイクル及び廃棄処分されますので、送付された返送箱に混入されていた品物のご返却はできません。

⑦ 下取り品を集約してリサイクル及び廃棄を実施するため、下取り品の廃棄証明・リサイクル証明の発行はできません。



2007 年 3 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲ
Ｓ

２０１０ 年 ９ 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲＳ

最初のノックで響く “カチッ！”という音。
今日１日の目標に向かって、気持ちにスイッチ！！

「 オン 」 と 「 オフ 」 を使い分け、メリハリのある毎日を。

デルフルは振るだけで芯が出る 「フレフレ機構」 と 「ダブルノック」 を組み合わせた
新機構シャープペンシル。

ダブルノック式を採用することで、オンとオフ２つの状態を、使用時と未使用時に
使い分けることができます。

『 デルフル 』 ＨＤＦ－５０Ｒ 税別定価 ￥５００- 税別ご提供価格 ￥３５０-

-ＢＰ（ブラック＆ピンク） -ＢＬ（ブラック＆ブルー） -ＢＧ（ブラック＆グリーン）
-ＰＯ（ピンク＆オレンジ） -ＳＬＹ（ソフトブルー＆イエロー） -ＧＳＬ（グリーン＆ソフトブルー）

ブラック＆グリーンブラック＆ブルー

ピンク＆オレンジ ソフトブルー＆イエロー グリーン＆ソフトブルー

ブラック＆ピンク

最初の強いノックでペン先が出てオン状態になります。
その後、ペンを振る （フレフレ機構）か軽いノックをすると芯が出ます。

使い終わったら、再度強くノックをするとペン先が収納されオフ状態になります。
オフの状態では振っても芯が出ません （ストッパー機構）。
ペン先が収納されるので、ポケットやペンケースを傷つけません。

Ｌ Ｉ Ｎ Ｅ Ｕ Ｐ



◆ チャームクリップ ◆
～ 書類をさりげなくドレスアップ ～

ゼムクリップの先に、クラブ・スター・ダイヤの３種類のアクセサリーが
ついています。ゴールドとシルバーの２色があります。

覚えたい英単語などを「単語」と「意味」に
分けて登録でき、片手操作でページを送ると
単語カードのように暗記学習に使えます。

７ヶ国語の旅行会話集・広辞苑・漢字源・ジーニアス和英辞典・英和辞典・パーソナルカタカナ語辞典 収録

片手に収まるコンパクトボディに、厳選１２コンテンツ！！

厳選コンテンツを軽やかに使いこなそう シャープ 「カラー電子辞書 」
ＰＷ－ＡＣ１０ －Ｗ（シルバーホワイト） －Ｐ（ピンク） －Ｇ（グリーン）

オープン価格 税別ご提供価格 ￥１１,０００-

４段階の文字サイズ

筆順が目で見てわかる「 漢字源 」



2007 年 3 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲ
Ｓ

２０１０ 年 １０ 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲＳ

『 ＤＩＳＮＹ ＭＡＧＩＣ
ＰＯＣＫＥＴＳ シリーズ 』

クリアーファイル２０ポケット
７１２２ＭＰ （赤・黄・白・黒）

税別定価 ￥５８０- 税込ご提供価格 ￥４９０-

クリアーファイル用替ポケット５枚入（１０ポケット）
７１０４ＭＰ

税別定価 ￥４００- 税込ご提供価格 ￥３４０-

スーパーハードホルダー
７８６ＭＰ （赤・黄・白・黒）

税別定価 ￥３８０- 税込ご提供価格 ￥３２０-

フォトファイル
７０５３ＭＰ （赤・黄・白・黒）

税別定価 ￥５５０- 税込ご提供価格 ￥４６０-

収納ボックス（Ｓサイズ）
４０６５ＭＰ （赤・黄・白・黒）

税別定価 ￥８００- 税込ご提供価格 ￥６７０-

収納ボックス（Ｍサイズ）
４０６６ＭＰ （赤・黄・白・黒）

税別定価 ￥９００- 税込ご提供価格 ￥７６０-

収納ボックス（Ｌサイズ）
４０６７ＭＰ （赤・黄・白・黒）

税別定価 ￥１,３００- 税込ご提供価格 ￥１,１００-

ボックスファイル（Ａ４縦型）
４６６７ＭＰ （赤・黄・白・黒）

税別定価 ￥５００- 税込ご提供価格 ￥４２０-

ボックスファイル（Ａ４横型）
４６５７ＭＰ （赤・黄・白・黒）

税別定価 ￥５００- 税込ご提供価格 ￥４２０-

※スーパーハードホルダーのみ、
各色とも５枚単位でのご発注をお願いします。

他の商品はひとつでもご注文いただけます。
価格は全てひとつあたりのご提供価格です。



覚えたい英単語などを「単語」と「意味」に
分けて登録でき、片手操作でページを送ると
単語カードのように暗記学習に使えます。

７ヶ国語の旅行会話集・広辞苑・漢字源・ジーニアス和英辞典・英和辞典・パーソナルカタカナ語辞典 収録

キングジム 卓上メモ『 マメモ 』
ＴＭ１ ビビットオレンジ/オフホワイト/ダークグリーン

税別定価 ￥５,９８０- 税込ご提供価格 ￥４,７００-

４段階の文字サイズ

筆順が目で見てわかる「 漢字源 」

商品仕様
本 体：約１０２×９３×３６（ｍｍ）
質 量：約１３０ｇ（電池含まず）
液晶部：約４１.３×６６.５（ｍｍ）
電 源：単４アルカリ電池 ３本（別売）



2007 年 3 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲ
Ｓ

２０１０ 年 １１ 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲＳ

① プチネーム（ミッキー・ミニー・プーさん・スティッチ） 税込ご提供価格 各￥１,２６０-

② スタンディングネーム（ミッキー・プーさん） 税込ご提供価格 各￥１,２６０-

③ ハンコケース（ミッキー・プーさん・スティッチ） 税込ご提供価格 各 ￥５００-

④ プチ朱肉（ミッキー・スティッチ・ミニー） 税込ご提供価格 各 ￥４２０-

⑤ ハンコ・ベンリ（ミッキー・スティッチ） 税込ご提供価格 各 ￥５００-

ここをクリック！

※①② 印面は商品到着後、お客様にてハガキか
インターネットでご発注いただけます。

③ ケースのみです。ハンコは付属していません。

⑤ お手持ちの印鑑をセットすることで、
シヤチハタ印のように朱肉無しで
押印することができます。

身につけられるプチサイズ。どこでもサッと捺印！
携帯に便利なストラップ付。

ディズニーキャラクターの
シートがついたハンコケース。

あなたのハンコを入れるだけ。
すばやく捺印！安心ロック付。

ストラップ感覚のプチネームが
ディズニーキャラクターで
さらにかわいらしくなりました。
アクセサリーとしても使えます。

ご家庭の玄関先や、オフィスの机の上に
インテリア感覚で置いておける
おしゃれなデザインが魅力です。

人気のディズニー
キャラクターを
デザインした
卓上ネーム印です。
インテリア感覚で
かわいいワンポイ
ントになります。

ディズニーキャラクターがかわいらしい
朱肉付ハンコケース。
いつでもどこでも携帯できて
楽しくなります。
シートを着せ替えることもできます。

朱肉としての高品質はそのままに、
携帯に便利なコンパクトタイプ。

ディズニーキャラクターがデザインされた、かわいらしい朱肉です。
外出先やオフィスで捺印するのが楽しくなります。

ディズニーキャラクターがデザインされた、
かわいらしい印鑑ホルダーです。
朱肉がなくてもポンポン押せて、携帯に
非常に便利です。

① ②

③ ④ ⑤



１台６役 『 印面回転式スタンプ 』

税別定価 各 ￥２,３００- 税別ご提供価格 各 ￥１,６００-

ＳＴＮ－６０１（ 書類バン １ ） ＳＴＮ－６０２（ 書類バン ２ ） ＳＴＮ－６０３（ 完了バン ）

ＳＴＮ－６０４（ 伝票バン ） ＳＴＮ－６０５（ 郵便バン ） ＳＴＮ－６０６（ 慶弔バン ）

ビジネスや日常生活で使用頻度の高い印面がひとつになったスタンプです。
書類バンには、郵便物の宛名など、隠したい部分を見えにくくする個人情報保護用の特殊な印面がついています。
郵便物や伝票、のしや慶弔用封筒の表書きに大変役立ちます。



2007 年 3 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲ
Ｓ

２０１０ 年 １１ 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲＳ

ここをクリック！

ディズニーキャラクターがかわいらしい
朱肉付ハンコケース。
いつでもどこでも携帯できて
楽しくなります。
シートを着せ替えることもできます。

２０１０ 年 １２月 特大号

・ヒーターの温熱効果で腰やお腹を温める、充電式のウエストウォーマーです。

・パソコンのＵＳＢポートから充電することができます。
もちろんＡＣアダプタでも充電できます。

・電源部は軽量リチウム電池を採用。単独で携帯電話・ゲーム機などの
モバイル機器への緊急充電器としての使用も可能です。（別途ＵＳＢ出力ケーブルが必要です。）

ｅｎｅｌｏｏｐ ｗａｉｓｔ ｗａｒｍｅｒ（ エネループ ウエストウォーマー ）

ｵｰﾌﾟﾝ価格 税込ご提供価格 ￥９,８００-

●連続使用時間 ： 約3.5時間
●充電時間 ： 約7時間（未充電時。ＡＣ/ＵＳＢ充電とも）
●内蔵電池 ： 専用リチウムイオン電池
●平均温度 ： 約40℃
●セット内容： ベルト・ヒーター・電源部・ＡＣアダプタ・

充電用ＵＳＢコード

●適応ウエストの目安 ： Ｍサイズ ： 60ｃｍ ～ 80ｃｍ
Ｌサイズ ： 80ｃｍ ～ 100ｃｍ

アウターは男女兼用フリーサイズで、ベルト式でサイズ調整もできます。
ヒータと電源部を外せば、手洗いすることができます。

※サイズは２種類から
お選び下さい。

ＥＮＷ-ＷＷ１Ｓ-Ｍ（Ｍサイズ）
ＥＮＷ-ＷＷ１Ｓ-Ｌ（Ｌサイズ）



※今月号の商品につきましては、お取り寄せ商品のため、お届けに約１週間お時間頂きます。 季節商品につき、品切、完売の際はご容赦ください。

また、人気商品のため、品薄により、お届けに半月～１か月程度お待たせするおそれがあります。本格的な冬の前に、お早めのご注文をお待ちしております。

●商品寸法： W300×D227×H132（mm ）
●質 量 ： 約1.5kg 
●電 源 ： AC100V（コード長1.4m）
●消費電力 ： 約30W

フットヒーター 『 うらぽか 』 ＦＨ２７ 税込ご提供価格 ￥５,２５０-

専用ブランケット ＦＨＢ１ 税込ご提供価格 ￥２,５００-

机の下に設置し、足元からつま先、
膝までを暖める、コンパクトなヒーターです。
オフィスや家庭で、さまざまなシーンに使えます。




