
2007 年 3 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲ
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２０１０ 年 １１ 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲＳ

表からも裏からも除電サインが見える。

ここをクリック！

２０１１ 年 １ 月号

品番 ＥＡＳ８ 左から クリアブルー ・ クリアピンク ・
クリアイエロー ・ クリア

税別定価 １個 ￥700 税別ご提供価格 １個 ￥600

品番 ＥＡＳＢ３ 左から パール＆ブルー ・パール＆オレンジ ・
パール＆ピンク ・ パール＆バイオレット

税別定価 １個 ￥800 税別ご提供価格 １個 ￥700

品番 ＥＡＳＬ３ 左から ブラック ・ コンクホワイト ・
ブルー ・ レッド

税別定価 １個 ￥1,000 税別ご提供価格 １個 ￥900

品番 ＤＥＡＳ９ 左から プーさん （イエロー ／ ブルー） ・
ミッキー ・ ミニー

税別定価 ￥980 税別ご提供価格 １個 ￥880

ＬＥＤライトと除電、２つの機能。 ディズニーがシェイプボディに。

スリムボディでスマートに除電。

除電されると、ランプがオレンジに光ってお知らせ、
スイッチを押すとＬＥＤライトもつきます。

☆★☆ 金属に触れる直前に、放電口を金属に接触させます。
除電が完了すると、液晶窓にマークが表れます。☆★☆



今お使いのシヤチハタネーム９（ＸＬ-９）本体をカラフルに
変身できるパーツです。あなただけのオリジナルネーム印を作りましょう！

こちらのサイトで着せ替えイメージをご確認いただくことができます。 http://www.shachihata.co.jp/committee/#/tsukuru/name9

クリップホルダー 税別定価 ￥５００ 税別ご提供価格 ￥４００
カラーホルダー 税別定価 ￥２００ 税別ご提供価格 ￥１６０
カラーキャップ 税別定価 ￥１００ 税別ご提供価格 ￥８０

ネーム９本体は別売です。
お持ちでないお客様は別途お買い求め下さい。
※氏名によって価格が異なります。

既製品ボディは黒１色です。

クリップホルダーとカラーホルダーの
同時装着はできません。
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２０１１ 年 2 月号

クセになる、なめらかな書き味 ～ ジェットストリーム ～

溶剤や色材、添加剤などインクの組成を全面的に見直し、１万点以上の試作を経て、低粘度で
潤滑性の高いインクが完成しました。

ペン先と紙の摩擦係数を大幅に軽減、従来の約半分の力で書くことができるのにも関わらず、
従来の約２倍の濃さを実現、また、優れた速乾性を誇ります。

ジェットストリーム スペシャル３本パック

数量限定特別企画品

品番：ＳＸＮ－１５０－０７－３ＳＰ
水色・ピンク・緑軸 各１本セット
（ インクは全て0.7mm の黒です ）

税込ご提供価格 ￥２８０-

普通に３本購入すると、税込定価で ￥４７３の商品を … 特別価格！ 税込 ￥２８０-でご提供！！

スペシャルパックをご購入いただき、同封のアンケートにお答えいただいたすべてのお客様に

ジェットストリーム３色ボールペンを
１本プレゼント！！

ＳＸＥ３－４００－０７ 税込定価￥４２０

黒・赤・青インク 0.7 mm 芯

普通に全て購入すると、税別定価で ￥８９３の商品が 、４本で、たったの 税込 ￥２８０-！！！

約６９％ ＯＦＦ！！
１本あたり、わずか７０円。
３００円でおつりがきます！

※スペシャルパックの商品は２月下旬以降のお届け予定です。数量限定の特価品につき、
完売の際は悪しからずご了承ください。アンケート景品の３色ボールペンは３月下旬頃、メーカーの
三菱鉛筆よりお届け予定です。



画像データはＵＳＢケーブルでＰＣと接続して取り込みます。ＳＤカード等は使えません。
画像は静止画表示の他、時間調節のできるスライドショー・時計・アラーム機能を搭載。
内蔵バッテリー搭載で 大８時間の連続使用が可能。
ハート型フレームに加え、２種類の着せ替えフレームがあります。

ＧＨＶ－ＤＦ２４ＨＴ オープン価格

税込ご提供価格 ￥５,９８０-

キュートなハート型の
デジタルフォトフレーム。

デジカメやケータイの
カメラで撮った画像を、
リビングやオフィスで
楽しむことができます。

●液晶部 ： 2.4型 カラー液晶 ●スクリーン画素数 ： 320×240 ピクセル ● 画像枚数 ： 最大63枚 ●再生可能フォーマット ： ＢＭＰ、ＪＰＥＧ、ＧＩＦ
●電源 ： DC5V （ＵＳＢポートより供給） ●バッテリー ： リチウムイオンバッテリー ●バッテリー持続時間 ： 最大8時間 （充電時間 約3時間）
●外形寸法 ： Ｗ70×Ｄ11×Ｈ56 （mm ) ●本体重量 ： 約45g

お気に入りの
写真を持ち運べる、
キーホルダー型
デジタルフォトフレーム。

デジカメやケータイの
カメラで撮った画像を、
いつでもどこでも
楽しむことができます。

画像データはＵＳＢケーブルでＰＣと接続して取り込みます。ＳＤカード等は使えません。
画像は静止画の他、表示時間調節のできるスライドショー・時計・アラーム機能を搭載。
内蔵バッテリー搭載で 大７時間の連続使用が可能。
携帯電話やカバンにつけて、持ち運びに便利なキーチェーン付き。

●液晶部 ： 1.5型 カラー液晶 ●スクリーン画素数 ： 128×128 ピクセル ● 画像枚数 ： 最大58枚 ●再生可能フォーマット ： ＢＭＰ、ＪＰＥＧ、ＧＩＦ
●電源 ： DC5V （ＵＳＢポートより供給） ●バッテリー ： リチウムイオンバッテリー ●バッテリー持続時間 ： 最大7時間 （充電時間 約1.5時間）
●外形寸法 ： Ｗ41×Ｄ11×Ｈ59 （mm ) ●本体重量 ： 約23g

ＧＨ－ＤＦ１５Ｓ ブラック（Ｋ）／ ホワイト（Ｗ）

オープン価格

税込ご提供価格 ￥１,９８０-
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２０１１ 年 ３ 月号

香りペーパーの使い方・実践例

▼木の香りを使って、ＣＳＲ報告書や環境推進のプレゼンテーション資料で環境をアピールする。

▼テキストや会議資料などで、気分を落ち着かせるために木の香りペーパーを使う。

▼病院や調剤薬局で、来訪者や患者の気持ちを穏やかにしていただくため、季節の香りで和やかさを出す。

▼企画書や見積書に香りペーパーを使い、提案効果を上げる。

▼サービス業で、領収書や伝言メモに香りペーパーを利用して、おもてなしの効果を上げる。

▼手紙やＤＭなどの郵便物に香りペーパーを使い、インパクトを強める。

ジェットストリーム スペシャル３本パック

数量限定特別企画品

生活の様々なシーンに使われる「紙」
「紙」に「香り」という付加価値をつけることで、人に与える印象をより強くする商品です。
会議やプレゼン資料などのビジネス文書も、香りペーパーで効果的なセールスツールに変身します。

春を告げる 香りペーパー

共通仕様： ●サイズ：Ａ４ 上質ＰＰＣ用紙 （白色） ●厚さ：95μｍ ●白色度：約８２％
●インクジェット・レーザープリンタ・複合機等、機種を問わずにお使いいただけます。

●いちごの香りペーパー
●さくらの香りペーパー
●ゆずの香りペーパー

各１００枚入

＜ 木の香りセット ＞ 1880V857

●ひのきの香りペーパー
●ヒバの香りペーパー
●伽羅の香りペーパー

各１００枚入

税別定価 1箱 ￥1,800
税別ご提供価格 １箱 ￥１,５００

税別定価 1箱 ￥1,800
税別ご提供価格 １箱 ￥１,５００

＜ 季節の香りセット ＞ 1880V858

・香りペーパーは、用紙に香りをなじませたもので、パッケージから出しますと、少しずつ弱まりますが、
パッケージに戻すと少しずつ香りが復活します。

・香りの持続時間は、パッケージ外に出した状態でも2～3週間、印刷後は2～3日持続します。

・香りに有害なものは使用しておりませんが、万一気分が優れない場合は使用を中止してください。

・香りは他のものに移る場合があります。



① 付箋活用クリアーホルダー
貼った付箋をはがれにくくするために、ホルダーの表面にスリットと、付箋を貼る位置決めの
ラインが入ったホルダーです。（７５×７５ｍｍサイズの付箋紙に対応）

スリットで付箋の糊がついていない方の先端を留めるので、ホルダーを重ねたり
持ち歩いたりしても付箋がはがれる心配はありません。

また、ラインに合わせて付箋を横にずらして貼れば、端がそのままインデックスのようになるので、
書類の整理に重宝します。

機能系クリアホルダーシリーズ

ＦＬ-１８２ＨＯ 88-148 １０枚入 税別定価 ￥４００

税別ご提供価格 １パック ￥２８０-

提案書・見積書の提出など、用途に応じた５種類のラインナップ

② カードポケット付きクリアーホルダー
ファイルの左隅に名刺や診察券が入れられるミニポケットがついてます。
名刺と一緒に見積書や提案書を出したいときも、これでスマートに提出できます。

厚手のカードもすっぽり収納できるので、病院・医療施設などでも
ご活用いただけます。

③ ディスクポケット付きクリアーホルダー
ＣＤやＤＶＤなどのデータディスク用の蓋付きポケットがついています。
データと書類をまとめて提出する場合や、版下データや図面データを管理する場合にも重宝します。

④ Ａ３・２つ折りクリアホルダー
Ａ３サイズのパンフレットを、折らずに見開きにした状態で保管したい時に便利です。
Ａ４サイズも左右のポケットに分けて収納できるので、カタログと見積書をまとめて
提出したいときに役に立ちます。

名刺やカードをセットできるスリットもついているので、営業職の方におすすめです。

⑤ たっぷり入るマチ付きクリアホルダー
１２０枚という大量の書類を収納できるので、クリアホルダーのヘビーユーザーも安心です。
企画書など分厚い書類の束にも、１２ｍｍのＬ字型のマチがしっかり対応。

ＦＬ-１８０ＨＯ 88-146 １０枚入 税別定価 ￥５００

税別ご提供価格 １パック ￥３５０-

ＦＬ-１８１ＨＯ 88-147 １０枚入 税別定価 ￥７００

税別ご提供価格 １パック ￥４９０-

ＦＬ-１８３ＨＯ 88-149 １０枚入 税別定価 ￥５００

税別ご提供価格 １パック ￥３５０-

ＦＬ-１６９ＨＯ 88-242 １０枚入 税別定価 ￥５００

税別ご提供価格 １パック ￥３５０-

香りペーパーとあわせて使えば、プレゼンテーション力 ＵＰ！

Ａ４サイズ

Ａ４サイズ

Ａ４サイズ

Ａ３見開きサイズ

Ａ４サイズ
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２０１１ 年 ４ 月号

ジェットストリーム スペシャル３本パック

数量限定特別企画品

共通仕様： ●サイズ：Ａ４ 上質ＰＰＣ用紙 （白色） ●厚さ：95μｍ ●白色度：約８２％
●インクジェット・レーザープリンタ・複合機等、機種を問わずにお使いいただけます。

●いちごの香りペーパー
●さくらの香りペーパー
●ずの香りペーパー

各１００枚入

税別定価 1箱 ￥1,800
税別ご提供価格 １箱 ￥１,５００

税別ご提供価格 ￥１２,０００-



●材質：マット＝塩化ビニール1.8mm厚、下敷＝発砲ポリエチレン2mm厚（グリーン） ●種別：非転写タイプ（コピー紙・FAX紙・印刷物の転写を防止）

※ 別製のご注文は、デスクマット本体と共にお願いします。詳しくは販売店にお問い合わせください。

（ 税別定価￥8,900 ） （ 税別定価￥１0,500 ）（ 税別定価￥8,100 ）（ 税別定価￥3,200 ）

（ 税別定価￥８,１00 ）（ 税別定価￥１１,300 ） （ 税別定価￥７,１00 ） （ 税別定価￥5,900 ）

新年度に気分を一新！
デスクマットを替えるだけでも、机まで新しくなったように感じますよ！！



2007 年 3 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲ
Ｓ

２０１０ 年 １１ 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲＳ

２０１１ 年 ５ 月号

捨てたい書類はどっさりある、
でもシュレッダする時間はない… そんなときに！

税別定価 1箱 ￥1,800
税別ご提供価格 １箱 ￥１,５００

裁断が終わると約２分後に電源がオフになります。
※Ａ４用紙のみ自動裁断対応です。その他のサイズは手差し裁断をご利用下さい。

品番：ＧＣＳ１００ＡＦＸ 税別定価 ￥３７,０００- 税別ご提供価格 ￥２５,０００-

最大裁断用紙サイズ ： Ａ４
本体質量 ： １０.７ ｋｇ
ダストボックス容量 ： ２６Ｌ （Ａ４ 約 １００枚分）
市販４５Ｌ用以上のゴミ袋を装着してご使用下さい。

Ａ４用紙なら、紙を入れてフタを閉めるだけ！
最大１００枚まで自動裁断できる、オートフィードシュレッダ

手差しは６枚まで

カード裁断も可能

ダストボックスを
開け閉めすれば
カッターが自動回転、
裁断クズを落とします。



 ラミネーター <Ａ３>

¥8,000
税込Ｍ価 税込価格 税別価格

オープン ¥8,400320 幅490×奥167×高120 K046J 364-375
 投入幅（mm） 外形寸法（mm） 品番 注文コード

●質量：約2.7kg ●対応可能フィルム：175μmまで ●最大ラミネート幅：320mm ●最大ラミネート厚：0.7mm ●ウォームアップタイム：3～5分 ●ラミネート速度：約

300mm/分・360mm/分（50/60Hz） ●電源：AC100V ●付属品：テストフィルム2枚（A3）、取扱説明書、クリーニングペーパー ●保証期間：1年間
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２０１１ 年 ６ 月 号

トナーで紙をくっつける
『 トナーステイプラー 』

接着用のトナー印字の例
（文字情報でも接着可能です）

品番：ＦＳ－３１５Ｃ オープン価格

税別ご提供価格 ￥６０,０００-

用紙を接着したいところに、図形や文字で塗りつぶし部分を設けて印刷します。
本体に用紙を挟み、熱でトナーを溶かして接着します。
ＰＰＣ用紙（６４ｇ/㎡相当）で、２～４枚くらいの接着が可能です。

ノーカーボン紙を用いた簡易複写伝票や、穴をあけずにまとめておきたい
書類セットの作成におすすめです。

＜ 商品仕様 ＞

●接着可能紙種：ＰＰＣ用紙やノーカーボン紙
（100ｇ/㎡以下を推奨）

●接着枚数：２～４枚程度

●外径寸法：３６５×３７５×１９７（mm)

●質量：約５.８ｋｇ

ＰＰＣ用紙やノーカーボン紙等のトナー印刷物を挟み込み、加熱及び
加圧することで、印刷されたトナーが溶解し、紙と紙とを簡易的に接着します。

トナーはカラー／ブラックいずれも接着可能です。
トナーは複合機やプリンタで使われているものでＯＫ！
特殊なものは必要ありません。



ランプの長寿命化!!

使用後のクールダウン
必要なし!!

電源をすぐに抜いても
大丈夫

明るさ 2600lm
リアル解像度 XGA
質量 3.3kg

標準価格 ￥148,000円(税別)

商品CD 4326B001

小会議室15名程度推奨

メーカー在庫限定
特価商品！

合計金額
193,000円(税別) のところ・・・

エコモード搭載

機種名 KPM-80

標準価格 ￥45,000円（税別）

商品CD 1375V180

特別価格 ￥９５,０００-（税別）
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２０１１ 年 ７ 月号

※好評につき、完売してしまいました。ありがとうございました。

接着用のトナー印字の例
（文字情報でも接着可能です）

クールアイスパッド
Ｌサイズ（35×75ｃｍ） ＥＣＡ-Ｌ

税別定価 ￥1,500 税別ご提供価格 ￥1,０００-

•
Ｓサイズ（30×34ｃｍ） ＥＣＡ-Ｓ

税別定価 ￥780 税別ご提供価格 ￥５００-

巻いたり、大きく広げたり、幅広いシーンで
心地よい冷感を楽しめる冷涼パッドです。

水に濡らして軽く絞ってお使い下さい。
首筋・腕・足など、いろんな所をクールダウン！
お子様からお年寄りまで、暑さ対策に 適です。

※Ｓサイズのみ、メーカー在庫限りのご提供です。ご注文はお早めに！

●今月号の商品は、季節商品につき、メーカー品切・完売の際は悪しからずご了承ください。



●外形寸法： W235×D230×H430 （mm ）
●質 量 ： 約1.3kg 
●電 源 ： AC100V （コード長1.8m）
●消費電力 ： 約22W

エコ＆クールアイテム
この夏お勧め、オフィスの節電に４種類のラインナップ！！

◆ エコキーパー ◆ ＥＣ-０３ 税別定価 ￥２,９８０- 税別ご提供価格 ￥２,６００-

◆ ウイークリータイマー ◆ ＷＴ-０３ 税別定価 ￥２,４８０- 税別ご提供価格 ￥２,２００-

◆ ハイブリットファン ◆ ＨＢＦ-ＦＪＫＣＷ オープン価格 税別ご提供価格 ￥２９,０００-
（取付費は含みません）

●机に取り付けて、場所を取らずに使えます。
クリップ対応幅：約２０～３５ｍｍ。

◆ クリップ扇風機 ◆ ＥＦ-４９８３Ｗ オープン価格 税別ご提供価格 ￥３,２００-

●天井のエアコンに取り付けるだけで
冷暖房の風を攪拌・空調効率が向上、
電気代とＣＯ２を削減できます。

●付け外しはドライバー１本で
簡単にできます。

●エアコンの風力で動くので、
電気代は一切かかりません。
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２０１１ 年 ８ 月号

個人情報保護インクローラーと
レターオープナーが、ひとつなりました。

コロコロケシコロ Ｗｉｔｈ

レターオープナー

ＳＡ－１５１ＲＬ
ブルー （SA90650）
レッド （SA90651）
ホワイト（SA90652）
ピンク （SA90653）

税別定価 1個 ￥750-
税別ご提供価格 １個 ￥６００

※交換用インクカートリッジ SA-C151 黒（SA90632）

税別定価 ￥390- 税別ご提供価格 ￥３００-



ＷＴ-０３ 税別定価 ￥２,４８０- 税別ご提供価格 ￥２,２００-

☆★☆ 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(金)～８月１６日(火) 臨時休業日（社内行事のため） ８月２６日(金)
８月１７日（水）より、通常どおり営業いたします。 ８月２９日（月）より、通常どおり営業いたします。

エコセラム つぶつぶひんやりマクラ

品番 ０００１ 税別定価 ￥１,９８０-

税込ご提供価格 ￥１,４００-

●外形寸法 ：Ｗ１９.４×Ｄ２９×Ｈ２（ｃｍ）
ほぼこのチラシくらいの大きさです。

指で触るだけでも気持ちいい、つぶつぶ入りの肌触りのよい冷却商品です。
冷蔵庫で冷やすので、冷たすぎず、ちょうどよい涼感を楽しめます。

冷凍庫で冷やさないで下さい。
常温に戻ったときにつぶつぶが壊れ、
元に戻らなくなります。必ず冷蔵庫で冷やして下さい。
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２０１１ 年 ９ 月号

ニチバン 名画シールパズル 『 シーパ 』

Ａ５サイズ

税別定価 各種 １個 ￥１,９００-

税別ご提供価格 各種 １個 ￥１,３３０-

Ａ６サイズ

税別定価 各種 １個 ￥１,４００-

税別ご提供価格 各種 １個 ￥９８０-

周りの隙間部分に左上から順に
シールを貼って完成です。

新たに点線が浮き出してくるので、
それを目安にシールを貼ります。

右上から時計回りにシールを貼り、
絵の周りを囲みます。

シールと台紙の同じ番号を探して
貼り進めていきます。番号はランダムです。

『 シーパ 』 は名画を細分化した
１６ｍｍの丸型シールを
番号順に作品台紙に貼り付けて
絵を完成していくシール式
パズルです。

完成したパズルは付属の
紙製簡易フレームに入れ、
部屋に飾って楽しむことが
できます。

サイズは２種類、Ａ５サイズは
２０９、Ａ６サイズは１０７ピース。
「 モナリザ 」 「 ひまわり 」 など
全１０作品のラインナップ。

パズルを楽しみながら、手軽に
名画作りができる
新感覚のアートキットです。

作る楽しさと、飾る喜び。
パズルは知的に余暇を楽しむツールです。
大好きな音楽を聴きながら、お気に入りのお茶を味わいながら、
『 シーパ 』 で、いつもと違う秋の夜長を過ごしてみませんか？

①

② ③ ④

⑤ ⑥ ⑦

⑧ ⑨ ⑩

＜ 『 シーパ 』 の遊び方 ＞



◆ ハンコ型クリップ 漢字-２ ◆
～ 感情を表す４つの文字クリップ～

１パック入数 １２個 （４種類 各３個）
綴じ枚数 約１０枚 クリップ全長２８mm

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 』 パート２

◆ ハンコ型クリップ 漢字-３ ◆
～ 仕事で使える４つの文字クリップ ～

◆ ハンコ型クリップ 顔文字 ◆
～ かわいい４つの顔文字クリップ～

品番 ９３２１

品番 ９３２２品番 ９３１２

～ 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 ～

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 数字 ◆
～ １～１２までの数字クリップ ～

品番 ９３１１

税別定価 ￥５００- 税別ご提供価格 １パック ￥３５０-

１パック入数 １２個 （１２種類 各１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-

１パック入数 １２個 （４種類 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-

１パック入数 １２個 （４種類 各３個）
綴じ枚数 約１０枚 クリップ全長２８mm
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日付印をコントローラーから
起こし、まっすぐ上に抜いてください

２０１１ 年 10 月号

自動日付印 『 スグオシ 』 ＧＡＤ－１５／ＭＯ

税別定価 ￥１２,０００- 税別ご提供価格 ￥９,８００-

『 スグオシ 』は印章業界最大手のシヤチハタと、デジタル文具を手掛けるキングジムの共同開発により生まれた
データネーム印です。

日付印をコントローラーにセットしておけば、「月・日」が自動で更新されるので、「 毎日の日付合わせが面倒 」
「 間違った日付で捺印してしまった 」といった問題がなくなります。電源は単３乾電池２本（別売）です。
日付印は別途スタンプ台を使用して捺印するゴム印タイプです。

印面サイズは１５ｍｍ、印面部分は本体お届け後、ハガキかインターネットでお申し込みください。

日付合わせの必要がないので
すぐ捺印できます。

日付印をまっすぐにコントローラー
に差し込み、倒して戻します。

こちらを

クリック！



ＳＹ１２ＹＤ（１２ｍｍ）￥２,０００ 税別ご提供価格 ￥１,４００ ＳＹ１８ＹＤ（１８ｍｍ）￥２,８００ 税別ご提供価格 ￥１,９６０
ＳＹ２４ＹＤ（２４ｍｍ）￥２,８００ 税別ご提供価格 ￥１,９６０ ＳＹ３６ＹＤ（３６ｍｍ）￥３,８００ 税別ご提供価格 ￥２,６６０

品番 ＳＲ０１１

税別定価 ￥６２０- 税別ご提供価格 ￥４３０-

光を蓄え、暗闇で６～８時間光り続ける高輝度蓄光ラベルです（長さ １.５ｍ）
ご使用にはラベルライター『テプラ』が必要です。

◆ 蓄光シール ◆
～ 明るいところで光を蓄え、長時間強力発光します ～

◆ 反射シール◆
～ 光を効果的に反射します。夜間の安全対策に ～

◆ 蓄光ラベル ◆
～ 明るいところで光を蓄え、長時間発光するテプラテープです ～

光を蓄え、暗闇で
８時間程度光り続ける
高輝度蓄光ラベルです。

シールの表面は傷つき
にくいコート層で保護
されており、水に強く、
屋外でも使用できます。

ノーカットなので
お好きなサイズにカット
して使用できます。

ラベルサイズ
８０×１３５ｍｍ

１枚入

品番 ＳＲ０１２

税別定価 ￥４２０- 税別ご提供価格 ￥３００-

視認性に優れており、
広い角度からの光にも
反射、入射角度６０～
７０度でもよく反射
します。

シールの表面は傷つき
にくいコート層で保護
されており、水に強く、
屋外でも使用できます。

ノーカットなので
お好きなサイズにカッ
トして使用できます。

ラベルサイズ
８０×１３５ｍｍ

１枚入
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辞書やファイルの形をした金庫でカムフラージュ！
本棚に並べても、違和感なく貴重品を隠すことができます。

オフィスやご家庭で、貴重品や重要書類の収納箱として
ご利用いただける、頼もしいパートナーです。

２０１１ 年 1１ 月号

『 英和辞典タイプ』 ＳＦＢ－Ｄ１０

W156×L243×H58mm

税別定価 ￥３,０００-

税別ご提供価格 ￥２,０００-

カール事務器 カムフラージュ金庫

『 セーフティーボックス 』 ※鍵２個・巾着袋１枚 （Ｗ100×Ｌ115ｍｍ） 付

見えているから、見つからない
『 セーフティーボックス 』

外観からでは、本物の辞書や
ファイルと見分けがつきません。

通帳や実印など、大切な物を収納。
丈夫な構造と鍵でしっかりガード。

ファイルタイプは、Ａ４サイズの書類が
約４００枚、スッポリ収まります。

『 家庭の医学タイプ 』 ＳＦＢ－Ｄ２０

W156×L243×H58mm

税別定価 ￥３,０００-

税別ご提供価格 ￥２,０００-

『 ファイルタイプ 』 ＳＦＢ－Ｆ２０

W248×L309×H64mm

税別定価 ￥５,６００-

税別ご提供価格 ￥４,０００-



ミニジャストタイプ MV-220W
W146×D111×H31.5mm

税別ご提供価格 ￥１,４２０-

計算結果の比較や
検算に便利なツイン液晶電卓

全てオープン価格です

ジャストタイプ JV-220W
W180.5×D107×H26.5mm

税別ご提供価格 ￥２,３９０-

デスクタイプ DV-220W
W187×D135.5×H35.4mm

税別ご提供価格 ￥２,８７０-

メイン画面とサブ画面の２つの液晶画面を搭載、それぞれの画面で別々の計算と答えの表示ができるので、
計算結果の比較や検算が簡単に行えます。

さらに、メイン画面とサブ画面間で相互に数値のコピーができるので、計算結果を一時的に記録して
おきたい場合や、一度計算した数値を用いて次の計算をする際にも便利です。

・液晶部分を傾斜、液晶パネルと文字サイズを大きくすることで、さらに見やすい表示。
・太陽電池とボタン電池を併用、計算途中で光が遮られても、内蔵電池によって計算内容を保護。
・次のキーを入力する際、前のキーを離す途中から押し始めても入力できるキーロールオーバー機能付き。
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２０１１ 年 １２ 月 特大号

どこでも使えるコードレスタイプ
用紙を差し込むだけで、素早く
簡単に綴じられます。

綴じ位置や針残量が見やすいクリア
カバーを採用。狙った位置に確実に
綴じられます。

綴じ位置を合わせられる奥行きゲージと
用紙ガイドが付いているので、安心して
綴じられます。

コクヨ コードレスフラットクリンチステープラー
『 ＳＬ－ＣＦ２０ＬＭ 』

税別定価 ￥５,０００- 税別ご提供価格 ￥３,５００-

電動だから、綴じ作業が楽！ 綴じ位置を合わせやすい！ 用紙ガイド付き！

いつもの針が使えてリーズナブル！

一般的な10号針を使用。
本体に100本装填可能です。

予備針を収納可能！

本体内に、ステープルの箱を
収納できます。

●外形寸法
Ｗ４１×Ｄ１８７×Ｈ７１（ｍｍ）

●電 源
単３アルカリ乾電池 ４本
（ニッケル水素電池対応）

●綴じ枚数
コピー用紙 ２～２０枚

※針及び電池は別売です。



●マスクケース（コンパクトタイプ）

コンパクトサイズ

携帯に便利なポケットサイズ！
立体マスクにも対応。

しっかり除菌・消臭

除菌・消臭効果が約１ヶ月持続。
ペパーミントの香料スティック付き。

●マスクケース

使用方法

外したマスクどこに置く？

ポーチにも入って
携帯しやすい！

胸ポケットに
スッキリ入る！

爽やかな香りで
除菌・消臭！

コンパクト収納

手軽に収納できて携帯に便利。

除菌・消臭で衛生的

使った後のマスクを除菌・消臭できるので
いつも清潔。
ペパーミントの香料スティック付き。

使用方法

＊交換用スティックご用意あります。＊商品仕様など担当営業へお問い合わせください。

品名 品番 仕様
ﾒｰｶｰ希望小売価格

（税抜）

税別

ご提供価格

マスクケース

(コンパクトタイプ)

DRK-MC２B ブルー ￥1，０５０(￥1,000） ８００ 円

DRK-MC２P ピンク ￥１，０５０(￥1,000） ８００ 円

DRK-MC２W ホワイト ￥１，０５０(￥1,000） ８００ 円

マスクケース DRK-MC１W ホワイト ￥９９７（ ￥950） ７６２ 円

除菌・香料

スティックセット

DRK-MCR１
ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰ

ﾂ
￥５７７（ ￥550） ４３９ 円

DRK-MCR２ ﾍﾟﾊﾟｰﾐﾝﾄ ￥５７７（ ￥550） ４３９ 円

DRK-MCR３ 緑茶 ￥５７７（ ￥550） ４３９ 円

DRK-MC２B DRK-MC２P DRK-MC２W

DRK-MC１W



オープン価格 税別ご提供価格 １個 ￥２,０００-

※このページ以降は季節商品のため、
品切及び完売の際はご容赦ください。

ＵＳＢ接続でも、単３電池３本（別売）でもほかほかになります。
カーボンファイバー素材で保温性に優れ、カバーは外して丸洗いできます。
ブラウン・ベージュ・ブルー・グリーン・ピンクの５色があります。

ＵＳＢほかほかアニマルクッション

●ヒーター温度 約３９℃
●素材 カーボンファイバー

イヌとブタ、かわいいアニマル型のクッションです。広げれば座布団になります。
パソコンのＵＳＢポートに挿すだけでほかほかに！

ＵＳＢほかほか丸形クッション

●ヒーター温度 約３５℃
●電池使用の場合 持続時間 約３時間半 オープン価格 税別ご提供価格 １個 ￥２,０００-

ブタ… ブラック ピンク ライトブルー

イヌ… ブラック ブラウン ブルー

ＧＨ－ＵＳＢーＡＰ

ＧＨ－ＵＳＢーＰＬＭ



タンクに水を入れ、ＵＳＢポートや車のシガーソケットに接続すれば、スイッチを押すだけで
すぐにミストが出てきます。振動で霧にする超音波式なので、やけどの心配はありません。

カーエアコンの通風孔に取り付けられる専用ホルダーも付属しているので、長時間のドライブに
おすすめです。また、タンク内の水位が一定量を下回ると自動的に電源を停止させるセンサー付き
ですので、電源を切り忘れても大丈夫です。

ＵＳＢ/シガーソケット両用加湿器

●外形寸法 Ｗ８０×Ｄ８０×Ｈ１４３（ｍｍ）
●タンク容量 ２５０ｍｌ（約６～８時間持続）

オープン価格 税別ご提供価格 ￥４,５６０-

ＵＳＢほかほかスリッパ

●ヒーター温度 約３７℃
●素材 カーボンファイバー

ＧＨ－ＵＳＢーＳＰ

オープン価格 税別ご提供価格 １個 ￥２,０００-

ＧＨ－ＵＳＢーＭＩＳＴＣＡＲＫ

パソコンのＵＳＢポートに挿すだけでほかほかに！カバーは取り外して手洗いが可能です。
冬の寒い部屋や、冷房の効きすぎるオフィスに。

ブラウン

ピンク


