
2007 年 3 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲ
Ｓ

２０１０ 年 １１ 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲＳ

本体 税別定価￥２８０- 税込ご提供価格 1個 ￥２００- 詰替テープ 税別定価￥１５０- 税込ご提供価格 1個 ￥１００-

２０１２ 年 １ 月号

テープを引くとポップなデザインの柄が転写される、遊び心いっぱいのアイテム。
手書きイラストをイメージしたやさしい輪郭、１２のラインナップ。
ワンポイントとしても、ラインとしても使用できるキュートなデザインです。

ペンケース収納にぴったりの、スリムなノック式のペンタイプ。ノートに留めたり、
持ち運びに便利なクリップ式です。

本体・詰替テープは共通サイズなので、本体ひとつにいろんなテープを詰め替えて
使えば、さらに楽しく見やすい、自分だけのデコレーションを追求できます。

カバ

ハナバタケ

ハナ

ハート

ミズタマブルー

ポイント

キュートなデザインパターンで、ノートや手帳を思いのままに楽しく飾ろう♪

デコレーションテープ 『 デコラッシュ 』

手帳を楽しく飾ってスケジュール管理 ♪

ホシ

ブタ

モリ

ハート ２

オンプ

ハナ ２

1.   DC-016-1 43-511 13. DC-016-1R 43-517

2.   DC-016-2 43-512 14. DC-016-2R 43-518

3.   DC-016-3 43-513 15. DC-016-3R 43-519

4.   DC-016-4 43-514 16. DC-016-4R 43-520

5.   DC-016-5 43-515 17. DC-016-5R 43-521

6.   DC-016-6 43-516 18. DC-016-6R 43-522

7.    DC-016-7 43-621 19. DC-016-7R        43-627

8.    DC-016-8 43-622 20. DC-016-8R        43-628

9.    DC-016-9 43-623 21. DC-016-9R        43-629

10.  DC-016-10 43-624 22. DC-016-10R      43-630

11.  DC-016-11      43-625 23. DC-016-11R      43-631

12.  DC-016-12      43-626      24. DC-016-12R      43-632

デコラッシュ ２ 柄 本体品番 注文コード 詰替品番 注文コード

デコラッシュ １ 柄 本体品番 注文コード 詰替品番 注文コード

カードやラッピングをカラフルにアレンジ♪

ノートに使って予習・復習をわかりやすく ♪

メモだってワンポイントでかわいく ♪

ときどき
カバの
おまけ柄が
現れます！

ときどき
モリや
ブタの
おまけ柄が
現れます！

テープ長さ：6ｍ テープ幅：6ｍｍ
本体サイズ ： W25.5×D21×H116mm

※貼ったテープの上から筆記することはできません。 用紙の種類によっては、紙に転写しない場合があります。
人気商品のため、デコラッシュ２は１月下旬のお届け予定です。



価　格 色 価　格

色

価　格

価　格

ラベルプリンター「テプラ」Ｇｒａｎｄ
品番

￥47,500　→ ￥38,000

長さ 品番

WP100K

WP100R

WR1000

Ｇｒａｎｄインクリボンカートリッジ

15m

WE100K

白 WP100S
赤

30m

品番

WLK90

緑 WP100G
青 WP100B

Ｇｒａｎｄカットラベル・宛名ラベル

30m

黒

100mm

Ｇｒａｎｄ詰替用リボン・黒リボン
長さ 品番

30m WE100KC

Ｇｒａｎｄ詰替用インクリボンカートリッジ黒
長さ 品番

白

黒 WL50K

緑

WL50R
WL50G

青 WL50B
黄

赤

Ｇｒａｎｄテープカートリッジ 50mm
幅 巻長さ 品番

透明 WL100T

WL50S

WL50Y50mm 15m
透明 WL50T

白 WL100S
黒 WL100K

緑 WL100G

黄 WL100Y
青 WL100B

価　格

￥6,000 → ￥4,800

￥3,500
→￥2,800

￥3,500
→￥2,800

￥4,000
→￥3,200

価　格

￥3,500 →￥2,800

￥3,000 → ￥2,400
赤 WL100R

『案内ラベル』 『注意表示』 は、

「テプラ」 Ｇｒａｎｄ におまかせください。

※テープ代＋インクリボン代
税別定価計算

広幅ラベルで、あらゆるシーンで活躍します。

「テプラ」Ｇｒａｎｄなら、100㎜幅・50ｍｍ幅の
必要なラベルを、必要な枚数だけ、必要な時に、

お手元でスグに作れるから、
コストも無駄も削減できます。

100㎜幅

50mm幅

300㎜

200㎜

「はっきり伝わる」 「しっかり目立つ｣

● ４倍まで出来る「貼り合わせ印刷」！

● 外国語ラベル工房に対応！

● テープはオレフィン素材！

● 同梱のスキージで貼りやすさＵＰ！

● 豊富なデザインフォーム79種類！

● 記号・絵文字1,480種、外枠86種！

● ７色のテープと５色のインクリボン！

●テープカートリッジ

50mm幅・100㎜幅

●インクリボンカートリッジ

４倍貼り合わせ例

コンパクトなデザイン

推奨色組み合わせ
テプラ外国語ラベル工房使用例

１枚あたり※約１１５円！

１枚あたり※約７０円！

※価格部分の黒文字は税別定価、税別お渡し価格は赤文字です。



2007 年 3 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲ
Ｓ

２０１０ 年 １１ 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲＳ

Ａ-７５５３ （Ａ５サイズ） 縦180×横250×厚さ17mm 税別定価 ￥８５０- 税別ご提供価格 各色１個 ￥５９５-

Ａ-７５５４ （Ａ４サイズ） 縦255×横350×厚さ17mm 税別定価 ￥１,１００- 税別ご提供価格 各色１個 ￥７７０-

２０１２ 年 ２ 月号

～ Ｄｅｓｉｇｎｅｄ ｆｏｒ ａｒｒａｎｇｅｍｅｎｔ ～

キャリングバッグシリーズ

【 バッグ イン バッグ 】
バッグの中にバッグを入れて、スッキリスマートに整理。かさばらない薄型タイプ。

【 キャリングバッグ ＜２ｗａｙタイプ＞ 】
ボタンの取付位置で、持ち手の長さを変えられる、２ウェイタイプのバッグ。

Ａ-７６５０ （Ｂ４サイズ） 縦300×横400×厚さ50mm 税別定価 ￥１,４００- 税別ご提供価格 各色１個 ￥９８０-

Ａ-７６５１ （Ｂ４サイズ） 縦300×横400×厚さ80mm 税別定価 ￥１,６００- 税別ご提供価格 各色１個 ￥１,１２０-

●材質 ： ポリエステル・緩衝材・ポリウレタン
●仕様 ： メインポケット×１（ダブルファスナー仕様）

マチなしポケット×２ マチ付きポケット×２
ペンポケット（A-7553は１、A-7554は３）

共通カラー
■4 橙 ■6 黄緑 ■9 茶 ■24 黒

●材質 ： ポリエステル
●耐荷重 ： 7kg
●収容サイズ ： A-7650 257×364×35mm

A-7651 257×364×55mm



ジョインテックス ハンディ電卓 Ｋ０４３Ｊ

税別Ｊ価 ￥620 税別ご提供価格 １台 ￥４９５-

●外形寸法：幅61×奥102×高9mm ●質量：約51g（手帳カバー込み） ●桁数：12桁 ●液晶数字表示高：9mm ●電源：2WAY（ソーラー＋内蔵電池 LR1130）
●付属品：内蔵電池 LR1130・手帳カバー・取扱説明書・保証書 ●保証期間：1年間

ポケットに入れても邪魔にならない！
コンパクトな電卓がこの価格で新登場！！

中身の書類が見えない＆直接文字が書ける！
紙ならではのホルダーが、うれしい価格で新登場！！

ジョインテックス 紙製ホルダー 縦310×横220（mm）

D006J-10（100枚入） 税別Ｊ価 ￥2,969 税別ご提供価格 ￥２,３７０-

D006J （ 10枚入） 税別Ｊ価 ￥328 税別ご提供価格 ￥２５０-

中身が見えないのに低コスト。
インデックスは内側に折り畳んで
収納できます。

１０枚入

１００枚入



2007 年 3 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲ
Ｓ

２０１０ 年 １１ 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲＳ

２０１２ 年 ３ 月号

Ａ４用紙なら、蓋を開け、紙を置いて蓋を閉めるだけで勝手に裁断。裁断中にそばにいる必要はありません。
１０号針までなら、ステープルされたまま書類を裁断することが可能です。

大６０枚から５００枚まで、大量の書類も一括裁断。手間も時間も大幅にカットできる、画期的な
オートフィードシュレッダー。カードやメディアも裁断可能です。

裁断が終了すると、約２分後に電源が切れるオートシャットオフ機能 （６０ＡＦＸ除く）
４桁の暗証番号を設定すれば、裁断中に蓋を開けれられる心配はありません （２５０・５００ＡＦＸのみ）
手差し時に許容量以上の用紙を入れると、ランプが点灯して動作を停止、故障を防ぎます （ 〃 ）

税別定価 ￥２３,０００- 税別ご提供価格 ￥１６,０００-

「 作業効率 」「 コスト削減 」を 大化する、オートフィードというイノベーション

税別定価 ￥９５,０００- 税別ご提供価格 ￥６６,５００-

税別定価 ￥３７,０００- 税別ご提供価格 ￥２５,０００- 税別定価 ￥１８８,０００- 税別ご提供価格 ￥１３０,０００-



手のひらサイズだから携帯にも便利！
５枚綴じで外れにくい、家庭でも活躍する針なしステープラー

業界 多の１２枚とじ！
書類に合わせて、綴じ方多彩な１箇所綴じタイプ

用紙を差し込み、確認窓越しに
綴じ穴の位置を確認します。

◆ 針なしステープラー 『 ハリナックス 』 コンパクト ◆

ＳＬＮ－ＭＳＨ２０５ Ｓ（茶）／ＬＧ（黄緑）／ＬＢ（薄青）／ＬＰ（桃）／Ｗ（白）

◆ 針なしステープラー 『 ハリナックス 』 卓上１２枚 ◆

ＳＬＮ－ＭＳ１１２Ｄ 税別定価 ￥３,３００- 税別ご提供価格 ￥２,３１０-

税別定価 １個 ￥５５０- 税別ご提供価格 １個 ￥３８５-

角とじがしやすい目印付き。
レバーを握って穴を開けます。

用紙を引き出して完成です。

用紙を挿入口に差し込みます。 ハンドルを下までしっかり下げます。 用紙を引き抜いて完成です！ 角とじも横とじも自由自在。 ハンドルを下げた状態でロックできる
ので、コンパクトに収納できます。

◆ 軽い操作で１箇所、コピー用紙約５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。

◆ 軽い操作で１箇所、コピー用紙約１２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。
◆ サイドゲージを使用して２箇所を綴じることで、綴じ穴が２穴ファイル対応の

パンチ穴になります。



2007 年 3 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲ
Ｓ

２０１０ 年 １１ 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲＳ

本体 税別定価￥２８０- 税込ご提供価格 1個 ￥２００- 詰替テープ 税別定価￥１５０- 税込ご提供価格 1個 ￥１００-

２０１２ 年 ４ 月号

テープを引くとポップなデザインの柄が転写される、遊び心いっぱいの大人気アイテム
『 デコラッシュ 』 の第３弾、ついに登場！

手書きイラストをイメージしたやさしい輪郭。ワンポイントとしても、ラインとしても
使用できるキュートなデザインです。

ペンケース収納にぴったりの、スリムなノック式のペンタイプ。
ノートに留めたり、持ち運びに便利なクリップ式です。

本体・詰替テープは共通サイズ。第１弾・２弾とも互換性があります。本体ひとつに
いろんなテープを詰め替えて使えば、さらに楽しく見やすい、
自分だけのデコレーションを追求できます。

イヌ２

ハリネズミ

ヒヨコ

ネコ

ハート４

チューリップ

手帳を楽しく飾ってスケジュール管理 ♪

1.   DC-016-31 46-451 7.  DC-016-31R 46-457

2.   DC-016-32 46-452 8.   DC-016-32R 46-458

3.   DC-016-33 46-453 9.   DC-016-33R 46-459

4.   DC-016-34 46-454 10.  DC-016-34R 46-460

5.   DC-016-35 46-455 11.  DC-016-35R 46-461

6.   DC-016-36 46-456 12.  DC-016-36R 46-462

デコラッシュ ３ 柄 本体品番 注文コード 詰替品番 注文コード

カードやラッピングをカラフルにアレンジ♪

ノートに使って予習・復習をわかりやすく ♪

メモだってワンポイントでかわいく ♪

ときどき
かわいい
おまけ柄が
現れます！

テープの長さ：6ｍ テープ幅：6ｍｍ
本体サイズ ： W25.5×D21×H116mm

※貼ったテープの上から筆記することはできません。 用紙の種類によっては、紙に転写しない場合があります。



※日食グラス１枚につき、取扱説明書・天体観測ガイドブックがついています。

税別定価 １個 ￥１,５００- 税込ご提供価格 ￥１, ３５０-

豊橋市における日食の経過予測
日食の始まり ６時１７分１９秒 金環日食の始まり ７時２８分４７秒
食の 大 ７時３１分１１秒 金環日食の終わり ７時３３分３５秒 日食の終わり ８時５７分１７秒

５月２１日の朝は、金環日食を見よう！ 太陽を直接見るのは危険です。日食グラスを使って安全に日食を楽しみましょう。
当日に近くなると品切れが予想されます。ご注文はお早めに！ あとは好天を祈るのみ・・・。

2012年5月21日（月）の朝、日本列島を横断する形で金環日食が起こります。
日本で金環日食が見られるのは、1987年の沖縄以来、25年ぶりのことです。
特に東京都心で見られるのは173年ぶり。今後、東京・名古屋・大阪の三大都市で
日食が見られるのは400年後といわれています。
日本中で日食を楽しめる一大天体ショーお見逃しなく！！

385-057 金環帯 385-058 ともだち

385-059 太陽と月 385-060 アラカルト

◆ ビクセン『 日食グラス 』◆

６時３０分 ７時３０分 ８時３０分



2007 年 3 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲ
Ｓ

２０１０ 年 １１ 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲＳ

税別定価 ￥１,８００-

税込ご提供価格 1本 ￥１,５００-

２０１２ 年 ５ 月号

オリジナルアロマオイル 天然エッセンシャルブレンド 容量：5ml

オレンジグレープフルーツ：79-0118-001
ローズマリーシトラス：79-0118-002
ミントユーカリ：79-0118-003
ユーカリラベンダー：79-0118-004

リロマ専用 替オイルパッド 5個入
19-0218-005

アロマペンディフューザー リロマ 油性黒ボールペン 芯径：0.7mm

ロゼピンク：17-0180-031
スパークルエメラルド：17-0180-060
シャンパンゴールド：17-0180-079
ビターブラウン：17-0180-080

リロマ ギフトセット （上記３点の化粧箱入りセット）

［ロゼピンク＆ユーカリラベンダー］ 15-0318-431
［スパークルエメラルド＆ローズマリーシトラス］ 15-0318-260
［シャンパンゴールド＆ミントユーカリ］ 15-0318-379
［ビターブラウン＆オレンジグレープフルーツ］ 15-0318-180

『 リ ロ マ 』 の特徴

セーラー万年筆とアットアロマ社の共同企画により開発された新しいボールペンです。
ボディの香り孔からふんわりと心地よい香りが漂い、ストレスフルな日々を送る
現代人の心を優しく癒す、天然アロマが楽しめます。

香りを交換して楽しみたい場合は、替オイルパッドを差し替えれば、香りチェンジも
可能です。バッグの中、デスク周りで程良くパーソナルに香るボールペンです。

就職・進学祝い、記念品等、おしゃれなプレゼントとしておすすめの商品です。
（ボールペン単独では香りません。パッドといずれかのオイルが必要です。）

税別定価 ￥３,０００-

税込ご提供価格 1セット ￥２,２００-

税別定価 ￥２００-

税込ご提供価格 1個 ￥１５０-

税別定価 ￥１,０００-

税込ご提供価格 1個 ￥８００-



たっぷり綴じて、キッチリまとめる。おすすめ整理アイテム！

『 スーパードッチファイル 青 ＜特厚＞ 』

Ｎｏ.３５１０ 税別ご提供価格 ￥８５０-

Ｎｏ.３５１３ 税別ご提供価格 ￥９５０-

Ｎｏ.３５１５ 税別ご提供価格 ￥１,０００-パンフレットもカタログも、膨大な量の書類も一括大量収納！

これまでにない圧倒的なとじ厚で、ファイルの用途が広がります。折りたたみ式の取手付きで、簡単に取り出し・
収納ができます。差し替え式の背見出し付き。ファイルは左右両開きで、書類の抜き差しも簡単です。
見開きがよく閲覧もしやすいので、商品サンプルの見本帳としての使用、契約書など大量の書類の収納に役立ちます。

コクヨのインデックスや丸ラベル、備品ラベルなどに直接印字。操作は簡単で、使いたいラベルのシートナンバーを
選び、文字を入力。あとはラベル寸法に合わせて文字サイズやピッチを調節して印刷するだけです。

テプラやネームランドのようにテープ状に印刷はできませんが、今まで手書きで行っていたインデックスへの
タイトル印刷をきれいに行えます。

メガ綴じドッチファイルで大量の書類を綴じ、タイトルブレーンでキレイに見出しを作成。
上手な収納・整理のために、セットでご購入されてはいかがでしょうか？

ＮＳ-ＴＢ２Ｎ 税別定価 ￥３７,８００-

税別ご提供価格 ￥２５,０００-

・インデックスやフォルダーラベルの作成に。
・背見出しや表紙へのラベル印刷に。
・名前や識別、ビデオラベルの作成に。
・小ロットの備品や宛名ラベルの印刷に。

ラベルが選べてぴったり印字！
１００種類以上のコクヨ既製ラベルに対応！！



2007 年 3 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲ
Ｓ

２０１０ 年 １１ 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲＳ

２０１２ 年 ６ 月号

『 リ ロ マ 』 の特徴

ブルー・ピンク・ライトグリーン・
パープル・ホワイト

ＰＣＷ－５６ （Ａ６収納サイズ） 税別定価 ￥１３０-

税別ご提供価格 各色１枚 ￥９１-

■ 資料やパンフレット等の分類・整理に

■ ＤＭや手紙、領収書等の分類・整理に

■ ポストカードやレシート等の分類・整理に

ＰＣＷ－５４ （Ａ４収納サイズ） 税別定価 ￥１８０-

税別ご提供価格 各色１枚 ￥１２６-

ＰＣＷ－５５ （Ａ５収納サイズ） 税別定価 ￥１５０-

税別ご提供価格 各色１枚 ￥１０５-

・和紙の風合いが印象的な、高級感のある
ＰＰ製フォルダーです。

・雲のような模様をあらわした雲竜紙を使用しています。
・指掛け部分は大きくて開きやすいオリジナルデザイン。
・資料やパンフレットの整理にお薦めです。

セキセイ 和フォルダー



オープン価格 税別ご提供価格 ￥１８,８００-

バッファロー ＢＳＯＴＯＳ１０ＷＨ
税別定価 ￥４,０００- 税別ご提供価格 ￥２,８００-

■ 仕 様 ■
本体寸法：W26×D 26×H 51～63（cm） 羽根径：18cm／3枚羽根 リモコン：あり 風量調節：8段階 リズム風：あり
ON/OFFタイマー設定：1・2・4・6時間（同時設定不可) 消費電力：[強]14.0W [弱]1.8W 質量：約2.4kg(付属品除く)

ＰＪ－Ｂ２ＣＳ ホワイト/ブラック

上下左右３Ｄ首振りで、エアコンや暖房との
併用時も、お部屋の空気を効果的に撹拌

送風効率のよい羽根形状で、コンパクトでも遠くまで届く直進性の
高い風を生み出します。風量を細かく制御できるＤＣモーターと
３Ｄ首振りで、高濃度プラズマクラスターイオンを広範囲に届け、
お部屋の空気を除菌・脱臭します。

プラズマクラスター ３Ｄファン扇風機

暑い夏も手元で涼しく 卓上ＵＳＢ電源扇風機

■ 水冷式で、夏は涼しく・冬は加湿に大活躍！

タンクに水を注ぐことで、湿ったフィルターに
空気が通り、夏は扇風機・冬は加湿器として
季節を問わず、一年中快適に過ごせます。

●本体寸法 ：Ｗ９.８×Ｄ８.５×Ｈ２６.５（ｃｍ）
●質 量：約２８５ｇ

■ 機能満載、パワフルＵＳＢ扇風機！

バッファロー ＢＳＯＴＯＳ０８ＷＨ
税別定価 ￥１,３２０- 税別ご提供価格 ￥９００-

風量調節や時計・カレンダー・温度計表示と
機能満載です（時計は電池式）。パネル部は
ＬＥＤバックライトを搭載。

●本体寸法 ：Ｗ８.５×Ｄ７×Ｈ１９（ｃｍ）
●質 量：約１５０ｇ

■ 多翼ファン搭載、コンパクトで強い風力！ ■ ４枚羽根でもパワフル・静音！

エレコム ＦＡＮ-Ｕ２０ ホワイト／ブラック
税別定価 ￥２,８００- 税別ご提供価格 ￥２,２００-

ルーバーのノブを動かすことで、風向きを
上下に調節可能。机に置いても邪魔に
ならないコンパクトサイズ。

●本体寸法 ：Ｗ６.３×Ｄ１０×Ｈ１０（ｃｍ）
●質 量：約２０５ｇ

エレコム ＦＡＮ-Ｕ１８ＮＡ ホワイト／ブラック
税別定価 ￥２,４００- 税別ご提供価格 ￥１,９００-

本体は上下に角度調整が可能、
ＵＳＢだけでなく、ＡＣアダプタ付属で
コンセントに接続しても使えます。

●本体寸法 ：Ｗ１４.５×Ｄ９.５×Ｈ１６（ｃｍ）
●質 量：約３１０ｇ



2007 年 3 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲ
Ｓ

２０１０ 年 １１ 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲＳ

２０１２ 年 ８ 月号

指紋をスライドするだけで、指定のＷｅｂサイトを表示、一発ログインできるＵＳＢ指紋認証器

■ ケーブルタイプ ＢＳＳＮ０１ＢＫ

税別定価 ￥６,７００- 税別ご提供価格 ￥３,８００-

・普段使うお気に入りサイトの表示やＩＤ・パスワードを必要とするサイトへのログインが間単に行えます。

・指紋の登録は 大９指でき、指１本につき 大３つのサイトを割り当てることができるので、 大２７のサイトを
登録することができます。付属のソフトウェアをインストールするだけで、簡単に指紋を登録できます。

・異なる指紋の人にはログインできないため、セキュリティー対策にも活躍。
ＩＤやパスワードを忘れて困る心配もありません。

※指紋の登録は指１０本まで可能ですが、うち１本は
システムの起動に割り当てられます。

ＷＥＢサイトによっては、登録やログインが
できない場合があります。

■ 直挿しタイプ ＢＳＳＮ０２ＢＫ

税別定価 ￥６,０００- 税別ご提供価格 ￥３,３００-

対応ＯＳ：Win7/Vista/XP/Mac OS X 10.6.8～10.7.3 ケーブル長：1.8m
本体寸法：W33.8×D84×H14.3mm（ケーブル除く）

対応ＯＳ：Win7（Vista以前は非対応）/Mac OS X 10.6.8～10.7.3
本体寸法：W20.6×D28.7×H15.3mm



貴社名・部署名

商品コード

ﾌﾘｶﾞﾅ
ご担当者様名

GN-900

製品名

3M™落下抑制テープ
(幅)25mm×(長)1.8m(ｸﾘｱｹｰｽ入)

3M™落下抑制テープ
(幅)25mm×(長)9m(紙箱入)

お電話番号

ご住所

835-771

835-772

メーカー品番

GN-180

ご注文数
メーカー小売

希望価格（税別 ）

￥976
（税抜￥930）

￥4,200
（税抜￥4,000）

販売価格（税別）

￥651

￥2,800

↓↓↓実験動画をご覧下さい↓↓↓

３M 落下抑制テープ 検索

ご注文は安心と信頼の当社まで

テープなし テープあり



2007 年 3 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲ
Ｓ

２０１０ 年 １１ 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲＳ

２０１２ 年 ９ 月号

■ 特殊発泡体製法

特殊発泡体とイレースポリマーを組み合わせたツイン構造によって、軽い力できれいに
消せる、高レベルの消字性能を実現、さらに消しクズもまとまります。

■ 消しゴムにコシがある

折れにくく、消したい部分をしっかり消すことができます。

■ 汚れが目立ちにくい

黒色なので、消しゴム本体の汚れが目立ちにくくなっています。

特殊発泡体製法により、軽い力でよく消え、
しかも消しクズがまとまるプレミアムタイプ。

コクヨ プラスチック消しゴム 『 リサーレ 』 プレミアムタイプ

「 ケシー９０ 」 Ｗ２４.８×Ｄ６０×Ｈ１２（ mm ） 税別定価 ￥１２０- 税別ご提供価格 ￥８４-

消したい部分を狙って消せる！こまかい部分や
細い部分を消すのに便利な、５つの消し幅を
持つ消しゴムです。

コクヨ プラスチック消しゴム 『 ミリケシ 』

ホワイトタイプ 「 ケシーＭ７００ 」
税別定価 ￥１８０-

税別ご提供価格 ￥１２６-

Ｗ22×Ｄ50×Ｈ22（mm）

ブラックタイプ 「 ケシーＭ７００Ｄ 」
税別定価 ￥１８０-

税別ご提供価格 ￥１２６-

ハーフタイプ 「 ケシーＭ７５０ 」
税別定価 ￥２００-

税別ご提供価格 ￥１４０-

Ｗ22×Ｄ50×Ｈ22（mm）

ホワイト＆ブラック
ハーフサイズ２個セット
Ｗ22×Ｄ25×Ｈ22（mm）

※消しクズはまとまりません。



コネクターの向きを気にせず使える
ＵＳＢハブ。４ポート・全４色です。

■ ４ポートタイプ

ＵＳＢメモリーを使う時に、コネクターの
向きが逆で、挿し直した経験は誰もが
お持ちのはず。

『 どっちもＵＳＢメモリー 』は、どちら向き
でも接続できるリバーシブルＵＳＢコネクターを
搭載しているので、コネクターの向きを確認
したり、挿し直したりする必要はありません。

ＵＳＢマスストレージクラス対応で、同じく
マスストレージ対応のテレビ・オーディオ・
カーナビなどのＵＳＢポートに接続するだけで
データを利用することができます。

向きを気にせず使える『 どっちもＵＳＢメモリー 』

バッファロー どっちもＵＳＢメモリー
オープン価格 ホワイト／ブラック

４ＧＢ ＲＵＦ２-Ｋ４ＧＲｰ ＷＨ/ＢＫ

税別ご提供価格 1個 ￥９５０-

８ＧＢ ＲＵＦ２-Ｋ８ＧＲｰ ＷＨ/ＢＫ

税別ご提供価格 1個 ￥１,４００-

１６ＧＢ ＲＵＦ２-Ｋ１６ＧＲｰ ＷＨ/ＢＫ

税別ご提供価格 1個 ￥１,８５０-

３２ＧＢ ＲＵＦ２-Ｋ３２ＧＲｰ ＷＨ/ＢＫ

税別ご提供価格 1個 ￥４,９００-

ホワイトとブラックの２色、
容量は４･８･１６･３２ＧＢの４種類

持ち運びに便利なシンプルデザイン
便利なストラップホール付

向きを気にせず使える『 どっちもＨＵＢ 』

■ ５ポートタイプ

バッファロー どっちもＨＵＢ
ＢＳＨ４Ｕ１７

ブラック／ピンク／ホワイト／ブルー

税別ご提供価格 各色 １個 ￥１,０００-

バッファロー どっちもＨＵＢ
ＢＳＨ５ＵＤ０６１０（ケーブル１ｍ）

ブラック／ホワイト／シルバー

税別ご提供価格 各色 １個 ￥１,１００-

コネクターの向きを気にせず使えるＵＳＢハブ。５ポートです。
ケーブル１ｍのものは全３色、２ｍのものは全２色です。

バッファロー どっちもＨＵＢ
ＢＳＨ５ＵＤ０６２０（ケーブル２ｍ）

ブラック／ホワイト

税別ご提供価格 各色 １個 ￥１,１５０-

※対応ＯＳ Win XP 以降 Mac OS 10.5 以降

※対応ＯＳ Win XP 以降 Mac OS 10.2 以降



2007 年 3 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲ
Ｓ

２０１０ 年 １１ 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲＳ

２０１２ 年 １０ 月号

カードやラッピングなどをかわいく飾れる、コロンとキュートな手のひらサイズのローラー式スタンプ。
好きな長さにコロコロ転がすだけで簡単デコレーション！細かな部分までしっかり表現した、大人向けの洗練された
デザインです。

スタンプしてから色鉛筆で色を塗ったり文字を書いたり、デコレーションテープ 『 デコラッシュ 』 と組み合わせたり、
アレンジを加えることで表現の幅が広がり、“わたしデコ”を手軽に楽しめます。

別売の交換カートリッジを詰め替えれば、他のパターンを使用することができます。取手をつまんで引き抜くだけの
簡単交換。交換後もすぐに使用できます。
カートリッジには保管用の専用ケースが付属。ケース同士は連結できるため、 コンパクトに収容できます。

ラッピングに ♪ アルバム作りに ♪ パーティの飾りつけに ♪

レース

リボン

ツタ

マチ

ヒツジ

カップケーキ

1.    IS-520DC 38-400 7. IS-004DC 38-406

2 .   IS-520DC 38-401 8.      IS-004DC 38-407

3.    IS-520DC 38-402 9.      IS-004DC  38-408

4. IS-520DC 38-403 10.     IS-004DC 38-409

5. IS-520DC 38-404 11.     IS-004DC 38-410

6. IS-520DC 38-405 12.     IS-004DC 38-411

デコレーションローラー 『 デコルノ 』 柄 本体品番 注文コード カートリッジ品番 注文コード

本体 税別定価￥５７０- 税込ご提供価格 1個 ￥４２０- カートリッジ 税別定価￥４４０- 税込ご提供価格 1個 ￥３３０-

本体サイズ ： W28×D29×H58mm
印面幅：15ｍｍ （柄によって若干の±あり）

品よく華やかなガーリーテイスト 『 レース 』 や 『 リボン 』 は、シンプルなカードやラッピングペーパーにおすすめ。

暖かな印象のクラシカルテイスト 『 ツタ 』 や 『 マチ 』 は、クラフト紙などの優しい風合いに似合います。

気分を盛り上げるハッピーテイスト 『 ヒツジ 』 や 『 カップケーキ 』 は、カラフルな小物に塗ってアレンジすれば、
親子一緒に楽しく使えます。



「 デコラッシュを立てて保存したい 」
「 使いたい柄を素早く見つけたい 」という要望に
応える、本体を６本すっきり収納できるポーチです。

ポーチ内側にクリップを引っ掛けられるバンドが
ついており、本体が倒れることなくしっかりキープ。

テープを引くとポップなデザインの柄が転写される、遊び心いっぱいの大人気アイテム 『 デコラッシュ 』 の第４弾です！

手書きイラストをイメージしたやさしい輪郭。ワンポイントとしても、ラインとしても使用できるキュートなデザイン。
ペンケース収納にぴったりの、スリムなノック式のペンタイプ。 ノートに留めたり、持ち運びに便利なクリップ式です。

本体・詰替テープは共通サイズ。第１・２・３弾とも互換性があります。本体ひとつにいろんなテープを詰め替えて使えば、
さらに楽しく見やすい、 自分だけのデコレーションを追求できます。

ハート５

クマ２

クローバー

カオ

クルマ

ハナバタケ２

1.   DC-016-43 47-063 7.  DC-016-43R 47-069

2.   DC-016-44 47-064 8.   DC-016-44R 47-070

3.   DC-016-45 47-065 9.   DC-016-45R 47-071

4.   DC-016-46 47-066 10.  DC-016-46R 47-072

5.   DC-016-47 47-067 11.  DC-016-47R 47-073

6.   DC-016-48 47-068 12.  DC-016-48R 47-074

デコラッシュ ４ 柄 本体品番 注文コード 詰替品番 注文コード

ときどき
かわいい
おまけ柄が
現れます！

テープの長さ：6ｍ テープ幅：6ｍｍ
本体サイズ ： W25.5×D21×H116mm

『 デコラッシュ本体 専用ポーチ 』

マカロン 47-237 コヤギ 47-238 ソラ 47-239

『 デコラッシュ本体 専用ポーチ 』
マカロン・コヤギ・ソラ

税別定価 ￥650-

税込ご提供価格 １個 ￥５００-

本体 税別定価￥２８０- 税込ご提供価格 1個 ￥２００- 詰替テープ 税別定価￥１５０- 税込ご提供価格 1個 ￥１００-

※貼ったテープの上から筆記することはできません。 用紙の種類によっては、紙に転写しない場合があります。

※デコラッシュは付属しておりません。



2007 年 3 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲ
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２０１０ 年 １１ 月号
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２０１２ 年 １１ 月号

フタが印マットとして使える朱肉。爽やかな４種類のボディカラーです。

シヤチハタ 印マット付き朱肉 『 シクオス 』
税別定価 ￥６００-

税別ご提供価格 各色 １個 ￥４２０-

● 朱肉のフタの印マットで、いつでもキレイにハンコが捺せます。

● マットは捺しやすい弾力のある素材なので、書類などにキレイに捺印ができます。

● 朱肉は３０号 （盤面サイズ ： ３０ｍｍ） 、 持ち運びに便利なコンパクトサイズです。

● 高品質の 「 シヤチハタ朱の油 」 を使用。印影の乾きが速く、にじみが少なく美しい印影が得られます。
鮮やかな朱赤で発色がよく、耐水・耐光・耐薬品性に優れています。

印影が薄くなったら、シヤチハタ朱の油の
補充により、繰り返しお使いいただけます。

朱の油 ＯＧ－２０
税別定価 ￥５００-

税別ご提供価格 ￥３５０-

ＭＧＭ-30/Ｈ-1

ＭＧＭ-30/Ｈ-3

ＭＧＭ-30/Ｈ-2

ＭＧＭ-30/Ｈ-4



オフィス用の紙めくり用品 『 メクール 』 。水を使わないクリームタイプのスベリ止めとして、
発売から４５年を誇るロングセラー商品です。
『 メクール ポケット 』 は、メクールを外出先でも使いたいというご要望に応えた新製品です。

『 メクール ポケット 』 は、“紙や袋が開かない ・めくれない ” を解決する、固形の滑り止めクリームです。
クリームを指につけて、指をよくすり合わせるだけで紙や袋がめくれます。水を使っていないので、
本や雑誌が汚れず、使った後もベタベタしません。

ちっちゃくても約８００回使える、厚さ７mm （クリップ部除く） のコンパクトサイズ。
ボールチェーンとクリップが付属しているので、カバンに提げたり、本のカバーに挟んでおいたり、
いつでも使いたい場所で素早く使えます。

中のフィルムは取り外しできるので、カスタマイズ可能！自分好みのデザインに変えられます。
右記サイトでカスタマイズ用のデザインもダウンロードできます。 http://www.plusprintservice.com/material/mekool/

指先の携帯用スベリ止めクリーム『 メクール ポケット 』

エコバッグのストラップに 本にクリップではさんで お財布にはさんで お気に入りのデザインでめくれ～る！

『 メクール ポケット（アロエ・イン） 』 ･･･アロエエキスと植物性セラミド配合 ＫＭ－５０２ＡＰ 35-978

『 メクール ポケット（コラーゲン・イン） 』･･･コラーゲンと植物性セラミド配合 ＫＭ－５０２ＣＰ 35-979

税別定価 ￥200- 税別ご提供価格 １個 ￥１４０-
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２０１２ 年 １２ 月号

キングジム マウス型スキャナ ＭＳＣ１０
税別定価 ￥１１,０００-

税別ご提供価格 ￥８,５００-

【仕様】
● 対応ＯＳ：Windows 7（32/64bit）のみ

（旧ＯＳからバージョンアップしたＯＳは保証対象外）
● 本体寸法：W60×D115×H37mm（ケーブル約1.5m）
● 重量：約110g ● 解像度： 大400dpi
● スキャンサイズ：A4（お使いの環境により異なります）
● 保存形式：PDF・JPG・TIFF・BMP・PNG・XLS・DOC

マウス型スキャナ ＭＳＣ１０

自在に編集！
・トリミング・色相・彩度・輝度

・コントラスト・角度・消しゴム

専用ソフトを立ち上げて、
スキャンしたいものの上に
マウスを置き、ボタンを

押してスキャンする。

スキャンが終了したら、
ボタンを押して確定させ、
必要な範囲を選択、編集

します。

スキャンしたデータの
再編集や保存などを行う。



インクによる筆記線を消したり汚れを覆うのに 適な修正テープと、鉛筆やシャープペンの筆記線を消す消しゴムを
ひとつにした複合修正具です。

素早く使えるスライドヘッド機構の 「 修正テープ 」 と、しっかり消せるＭＯＮＯ品質の 「 消しゴム 」 を、コンパクトな
ボディに一体化しました。ボディカラーはホワイト・ブルー・グリーン・ピンク・パープルの５色です。

修正テープ×消しゴム。
ダブルの「 消す 」ニュースタイル修正ツール

トンボ ＭＯＮＯ ２Ｗａｙ（モノ ツーウェイ）

税別定価 ￥300- 税別ご提供価格 各色 １個 ￥２１０-

詰替用修正テープカートリッジ （各色共通）
ＣＴ-ＰＥＲ５ 10個／箱

税別定価 ￥1,800-
税別ご提供価格 1箱 ￥1,260-

詰替用消しゴム （各色共通）
ＥＲ－ＰＥＸ ２個入×10セット／箱

税別定価 ￥1,000-
税別ご提供価格 1箱 ￥700-

●本体：１０４（ヘッド収納時）
×２１×２４ｍｍ

●修正テープ：幅５ｍｍ×６ｍ

●消しゴム：幅８×８×３３ｍｍ

※本体は１個からお届け可能ですが、詰替テープ/消しゴムは箱単位です。




