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手をかざすだけで自動的にアルコールが噴射する消毒器
自動手指消毒器『 アルサット 』

キングジム アルサット ＡＬ２０
税別定価 ￥９,８００- 税別ご提供価格 ￥７,８００-

【仕様】
● 本体寸法：W180×D175×H375mm（補助脚収納時）
● 質量：約1320g（本体のみ） ● タンク容量：約1000ml
● 電源：単3アルカリ電池4本またはACアダプタ（ともに別売）
※薬液は別売です。

※ＡＣアダプタ ＡＳ０６２５Ｊ 税別定価 ￥２,６００-
税別ご提供価格 ￥２,３４０-

※付属のネジを使って壁に本体を取り付けられ
ます。消毒液タンクに鍵がついているので、
いたずらを防止できます。

キングジム アルサット ＡＬ１０
税別定価 ￥４,７４３- 税別ご提供価格 ￥３,８００-

【仕様】
● 本体寸法：W172×D163×H304mm（補助板除く）
● 質量：約670g（本体のみ） ● タンク容量：約350ml
● 電源：単3アルカリ電池4本（別売）
※薬液は別売です。

自動手指消毒器 『 アルサット 』 簡易バージョン

こんなシーンで大活躍！



カール事務器 切り取～る ＨＣ－０１

税別定価 ￥1,800- 税別ご提供価格 各色 １個 ￥１,２１０-
●本体：Ｗ７３×Ｄ４７×Ｈ７９ｍｍ
●本体質量：７４ｇ

カットラインガイドに
文字を合わせます。

宛名ラベルなどを
波形状の２枚刃で
確実に切り取ります。

本体カラーは
レッドとベージュの
２色あります。

『 切り取～る 』は、
紙媒体はもちろん、これまで
破棄が難しかったビニール
封筒のラベルやコート紙
などを確実に切り取ります。

本体を上から押しながら
切り取りたい文字に沿って
まっすぐスライドします。

カットした部分を対象物から
切り外します。
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押してデータ化するだけで、
書類整理がぐっと簡単に。
書類整理に着目した
新しいスタンプ＆ソフトです。

データ化したい書類にスタンプ
して、スキャナで読み取ります。
ボタンひとつでスタンプの項目ご
とに、フォルダに仕分けされます。

読み込み時は、カラーのＪＰＥＧ、
ＰＮＧ、ＢＭＰ、ＴＩＦＦで保存。

データはＰＤＦの他、ＪＰＥＧ、
ＰＮＧ、ＢＭＰ、ＴＩＦＦ形式
でも保存できます。

仕分け時の設定は、自由に行え
ます。
ファイル名やファイル形式の変更、
保存場所、「ファイル保存」や
「メールへの転送」などの処理後
の動作を、使う人のニーズに合わ
せて便利にカスタマイズできます。

印面の種類は「重要」「社外秘」
など６種類を１体に揃えた６面
タイプが２種です。スキャン用
だけでなく、通常のスタンプと
しても使えます。

普段の業務では書類に随時押印し、
あとでまとめて分類するなど、
作業の効率アップ化が図れます。

社内文書や情報処理など大量の
書類を、手早く効率的に文書管理
したい方におすすめです。

ＳＴＮ-Ｓ６Ｓ
税別定価 ￥３,７００-

税別ご提供価格 ￥２,６００-

【仕様】
● 本体寸法：W67.5×D41×H79mm
● 印面寸法：W37×D11
● 質量：約84g

こんなシーンで大活躍！

ＳＴＮ-Ｓ６Ａ
税別定価 ￥３,７００-

税別ご提供価格 ￥２,６００-

ナカバヤシ
スマレコスタンプ ストレージタイプ

ナカバヤシ
スマレコスタンプ アクションタイプ



カール事務器 切り取～る ＨＣ－０１

税別定価 ￥1,800- 税別ご提供価格 各色 １個 ￥１,２１０-

『 切り取～る 』は、
紙媒体はもちろん、これまで
破棄が難しかったビニール
封筒のラベルやコート紙
などを確実に切り取ります。

さりげなく貼られている
テープの折り返しタブ。
テープを貼る人にとっては
嬉しい工夫です。

自分で心を込めて折るのは
何より素敵ですが、たくさん
必要なお客様には、
『 タブメーカー 』を
おすすめします。

ＴＣ-ＴＢ６５
税別定価 ￥２,０００-

税別ご提供価格 ￥１,６００-

ＴＣ-ＴＢ６４
税別定価 ￥２,０００-

税別ご提供価格 ￥１,６００-
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２０１３ 年 ３ 月号

押してデータ化するだけで、
書類整理がぐっと簡単に。
書類整理に着目した
新しいスタンプ＆ソフトです。

こんなシーンで大活躍！

セキセイ

アドワン ワイド＆ハーフフォルダー
ＡＤ－２４０６（全９色） 税別定価 １枚 ￥７０-

税別ご提供価格 １枚 ￥４９-

アドワン ボックスファイル
ＡＤ－２６５０（全９色） 税別定価 １個 ￥３５０-

税別ご提供価格 １個 ￥２４５-



キングジム

プチランドリー スウォッシュ ＬＡ５

税別定価 ￥１４,０００-

税別ご提供価格 ￥１２,５００-

品番 LA5 標準洗濯容量 250ｇ

本体色 アクアグリーン 標準水量 5L

外形寸法 約290×290×440㎜ 設定時間 洗い15分・すすぎ3分

（排水ホース含） 電源電圧 交流100V

質量 約3.6kg 消費電力 40W/42W

電源コード長さ 約1.5m 周波数 50Hz/60Hz共用

ホース長さ 約380㎜ 保証期間 お買い上げから1年

仕様

●重さの目安（1枚あたり） Ｔシャツ 約150g ふきん 約20g ぞうきん 約50g 軍手（1対） 約60g 靴下（1対） 約40g
●洗濯機と同等の機能は有しておりません。●布製品以外は洗えません。●洗面器は付属しておりません。●脱水機能は付いておりません。

持ち運びしやすい取手付き。
コンパクトサイズで場所を
とりません。

排水ホースがついている
ので、本体をひっくり
返さずに排水できます。

◆ オフィスで、家庭で、 毎日の手洗いを『 スウォッシュ 』がお手伝い ◆

洗剤はもちろん、柔軟剤や
漂白剤も使えます。
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２０１３ 年 ４ 月号

ＭＡＸ ５８％ ＯＦＦ！
期間限定 発売記念プライス！！

夏場の蒸れ・冬場の冷えを
解消する、エアコン機能付
回転椅子です。

※チラシ有効期限：2013年6月末まで



防 災 用 品 の ご 提 案

アイリスオーヤマ

避難セット１０人用 オープン価格

税別ご提供価格 ￥３２,０００-
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ミーティングレコーダー
キングジム ＭＲ３６０

税別定価￥33,000-

税別ご提供価格
￥２６,５００-

２０１３ 年 ５ 月号



★ テープ製本機 ＧＢＭＴＰ０１ オープン価格 税別ご提供価格 ￥６４０,０００- ★

製本したい書類を
スロットに差し込み、
「製本ボタン」を
押します。

製本する書類の厚さを
マシンが感知して、

適な製本テープの
サイズをお知らせ
します。

製本テープをテープ
スロットに差し込み、
製本します。

筐体カバーをオープン
にできるので、日常の
メンテナンスが簡単に
できます。

●業務が忙しく、製本する時間がなかなか取れない…。

→ ＳＰＥＥＤＹ １冊の製本にかかる時間は約１２秒。１時間で約２００冊作成可能です。

●製本したいものが数種類あるが、どのテープを使っていいかわからない…。

→ ＥＡＳＹ ドキュメントを差し込めば、製本機が自動で厚みを計測し、適正な製本テープを
ランプで光ってお知らせします。

●ページの抜け落ちや落丁が心配…。

→ ＱＵＡＬＩＴＹ 圧着力の高い特殊な糊を使用。抜け落ちがなく、美しい仕上がりです。



2007 年 3 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲ
Ｓ

２０１０ 年 １１ 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲＳ

２０１３ 年 ６ 月号

アスカ とじ開け切～る ＰＫ１０
税別定価￥650-

税別ご提供価格 各色１個 ￥４５５-

これ１台で、とじる（ステープラー）・開ける（１穴パンチ）・切る（レターオープナー）の３役をこなします。
ワンタッチでコンパクトに収納できるから、携帯にも便利です。

●外形寸法 ： W75×Ｄ20×Ｈ27mm
●使 用 針 ： No.10-1M （装填50本）
●綴り奥行 ： 27mm

●穿孔直径 ： 6mm
●穿孔能力 ： 最大4枚

溝のついた「封かん作業マット」の上に、車輪がついたテープ
のりを走らせることで、封筒のフラップにのり付けをしながら
折り目をつけることができます。のりと折り目が同時にまっすぐ
つけられるので、封筒貼り作業が速くきれいに仕上がります。

ローラーガイド付きで、のり付けと同時に、封筒に
まっすぐ折り目をつけることができます。ローラーは
取り外しができるので、普通のテープのりとしても
使えます。

グルーライナー 封筒用 封かん作業マット（長３封筒対応）

折り目くっきり、グルーライナー封筒用と封かん作業マットで、
美しくスピーディーな封筒のり付け作業を実現。

GLF-816/B
（ブルー）

GLF-816/P
（ピンク）

GLF-816/LP
（ルミナスピンク）

GLM-218/W（ホワイト）
W200×D8×H100mm

税別定価 ￥600-

税別ご提供価格 各色１個 ￥４２０-
税別定価 ￥590-

税別ご提供価格 ￥４１３-



オープン価格 税別ご提供価格 ￥３０,０００-

■ 仕 様 ■
本体寸法：W270×D270×H550～670 mm 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]13W [弱]1.8W 質量：約3.1kg(付属品除く)

ＰＪ－Ｃ２ＤＢＧ－Ｃ ベージュ

上下（上４０/９０度、下１０度）、左右（９０度）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します。

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

プラズマクラスター スリムイオンファン

■ 仕 様 ■
本体寸法：W240×D240×H870 mm リモコン：あり 風量調節：32段階＋ハイパワー運転 リズム風：なし
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]27W [弱]3W 質量：約4kg(付属品除く)

ＰＦ－ＦＴＣ１ ホワイト ／ ブラウン

オープン価格 税別ご提供価格 各色１台 ￥４０,０００-

上下（上向き６０度、下向き２０度）
左右（５段階）スイングで、
無駄なく風を送ることができます。

さまざまなシーンで、好みの風向や風量を選べます。
また、イオン発生機としても使えますので、時期を問わず
オールシーズン活躍します。

普通にコンセントに繋いでも使えますが、
コードレス対応で、充電時間６時間で

小風量時は約１６時間、 大風量時で
約２時間使えます。

熱中症の危険が高まる温度・湿度になると、
光と音で知らせてくれます。
（エアコン機能はありません）

３２段階の風量調節に加え、
さらに風を強めるハイパワー運転を
搭載しています。

熱中症の危険が高まる温度・湿度になると、
光と音で知らせてくれます。

また、ウイルスが生存しやすい乾燥・
低温状態も光と音で知らせてくれます。
（エアコン・加湿機能はありません）

※季節商品につき、品切れ・完売の際はご容赦ください。
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本体仕様

●綴じ枚数 ： ２～１５枚 （ＰＰＣ用紙６４ｇ／㎡）
●綴じ口寸法 ： １．６ ｍｍ
●本体寸法 ： Ｗ１１０×Ｄ２６０×Ｈ１９８ ｍｍ
●本体質量 ： １．１ｋｇ
●付属品 ： ホワイト紙針 １巻 ・針除去用ピンセット

２０１３ 年 ７ 月号

接着用のトナー印字の例
（文字情報でも接着可能です）

マックス 紙針ホッチキス 『 Ｐ－ＫＩＳＳ 』

本 体 ＰＨ-１５ＤＳ ホワイト ／ レッド

税別定価 ￥16,800- 税別ご提供価格 各色１台 ￥1１,７６０-

専用紙針 ＰＨ-Ｓ３０９ ホワイト ／ ブルー

税別定価 ￥800- 税別ご提供価格 各色１個 ￥５６０-

金属針を使わず、書類を簡単な操作で
しっかり綴じたい。しかもかさばらず、
綴じ直しもできる。そんなニーズに
お応えするのが『 Ｐ－ＫＩＳＳ 』！

金属針を使えない
職場に朗報！

紙針による「綴じ」を、
さまざまなシーンで
ご活用ください。

紙針なので保持力が強く、分別廃棄の
必要がなく、そのままシュレッダーに
かけられます。

大１５枚の書類をしっかり綴じる
紙針ホッチキス『 Ｐ－ＫＩＳＳ（ピーキス） 』

専用紙針
ホワイト／ブルー
（１巻 ９００本）



●外形寸法：幅235×奥230×高430mm ●質量：1.3kｇ ●色：ホワイト ●消費電力：24W/22W（50Hz/60Hz） ●風速：140m/min（50Hz）、130
ｍ/min（60Hz） ●コード長：1.8m ●電源：AC100V ●保証期間：1年

品番

KJ-D994W

  ②AW7-021-06 本体 １枚

EF-4983W 345-235 ¥4,200 を

クリップ扇風機

HBF-FJKCW 372-056

¥2,961 ¥2,820
品番 商品コード 税込Ｍ価 税込価格 税別価格

ハイブリッド・ファン
品番 商品コード 税込価格 税別価格

税込価格

品番 内容

税込Ｍ価

を

税別価格

¥29,799 ¥28,380
●材質：羽根＝プラスチック素材、スポーク＝アルミ ●質量：約795ｇ ●可変範囲：直径900～1100mm ●取付可能空調：天井カセット型エ
アコン（正方形タイプ＝950×950mm、長方形タイプ＝1100～1700×950mm） ●付属品：取扱説明書

サーキュレーター

  ③AW-AP1 アダプター １枚 882-737 ¥630

商品コード

¥2,820
●外形寸法：幅280×奥160×高280mm ●羽根径：18cm ●質量：1.7kｇ ●色：ホワイト ●消費電力：最大36W/34W（50/60Hz） ●風速：最
大190m/分 ●コード長：約1.8m ●電源：AC100V ●付属品：取扱説明書 ●保証期間：1年

831-480 ¥5,250 を ¥2,961

ＡＩＲＷＩＮＧ Ｓｌｉｔｔ
品番 税別価格税込価格入数

¥3,980¥4,935
税込Ｍ価商品コード

386-361
●外形寸法：幅500×奥120×高33mm ●材質：ポリプロピレン（PP） ●付属品：アダプター4本、ストッパー4個

ＡＩＲＷＩＮＧ Ｐｒｏ<アダプター付>

①AW12-021-02 ¥4,179を

商品コード 税込Ｍ価 税込価格 税別価格

２枚

¥3,612 ¥3,440

●外形寸法：②幅500×奥160×高40～150mm③幅340×奥40×高6mm ●材質：②PP③ABS樹脂 ●付属品：②落下防止補助キット、専
用アダプタ1本

¥540を ¥567
840-110 ¥4,042

エアウィングPro<プロ>専用アダ

プター。取付場所移動時に使用。

②ＡＩＲＷＩＮＧ Ｐｒｏ



2007 年 3 月号
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２０１３ 年 ８ 月号

アコ・ブランズ・ジャパン
マイクロカットシュレッダー ＧＳＨＷ０１Ｍ－Ｓ

税別定価￥240,000-

税別ご提供価格 ￥１６８,０００-

●外形寸法 ： W75×Ｄ20×Ｈ27mm
●使 用 針 ： No.10-1M （装填50本）
●綴り奥行 ： 27mm

今なら、搬入設置費無料キャンペーン中！

さらに、ご注文台数と同じかそれ以下の数なら、メーカー
不問、１台１００ｋｇまでのシュレッダーを、無料で引取・
処分いたします。この機会に是非ご検討ください！

１度に２０枚を極小カットで裁断、Ａ３対応マイクロカットシュレッダー

チラシ有効期限：2013年10月31日まで



マックス 紙折機 リプレイスセール

プラズマクラスター スリムイオンファン
税別ご提供価格 ￥９８,０００-

特典 ①下取り※紙折り機を下取りします（メーカー問わず）

②ゴムローラ専用クリーナー サービス

減音機能・排紙自動整列
コート紙・アート紙対応機

ＥＰＦ－４００

下取り３万円

Ａ３～Ｂ６サイズ対応 Ａ４サイズ専用

税別定価 ： オープン

ＥＰＦ－３００

下取り２万円

簡単コンパクトな
Ａ４三つ折り専用機

連続５００枚折機能付き
標準汎用機

ＥＰＦ－２００

下取り１万円

税別定価 ： ￥１２８,０００ -

３枚までまとめて重ね折り機能 標準搭載（※３機種共通機能）
注）給紙ローラユニットを外し「手差し作業」となります。
EPF-200：上質紙64g/㎡ A4三つ折りのみ
EPF-300・400：上質紙64g/㎡ A4三つ折り A3二つ折り（EPF-400のみ自動給紙）

※クロス折りには
クロス折りパーツ
を使用します。

EPF-300機能：

排紙トレーを収納する

ことで、500枚まで

連続折り可能

EPF-400機能：きれいに整列排紙

今なら、お使いの
紙折り機を下取り
いたします！

現在お使いの
紙折機があれば、
メーカーを問わず
１台 １～３万円
税別ご提供価格
より、さらに値引き
いたします！

この機会に是非
ご検討ください！

税別定価 ： オープン

チラシ有効期限：2013年10月31日まで

税別ご提供価格 ￥２１０,０００-税別ご提供価格 ￥２９８,０００-
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２０１３ 年 ９ 月号

スペアボトル（別売）
品番：ＳＯＤＡＡ-ＢＴ１Ｗ

交換用として、いろいろな
種類の炭酸ドリンクを
楽しみたい方向けの保存用ボトル
としてお使いいただけます。

税別定価 ￥1,219-

税別ご提供価格 ￥１,１６０-

１度に２０枚を極小カットで裁断、Ａ３対応マイクロカットシュレッダー

スターターキット 品番：ＳＯＤＡＡＫ

（ボトル、キャップ、ノズル、炭酸カートリッジ６本＆

ジュース・カクテルのレシピ付属）

『 ツイスパソーダ 』で炭酸水を楽しむためには、まずスターターキットをご購入ください。
炭酸水を作るために必要なセットのほかに、カクテルやソフトドリンクのレシピを掲載したレシピブックも
同梱しているので、炭酸水以外のドリンクにもすぐに挑戦できます。

『 ツイスパソーダ 』は、約１５秒で普通の水を炭酸水に変身させる
オーストリア生まれの炭酸水製造マシンです。ご家庭で水やジュース、アルコール飲料などを簡単に
炭酸飲料にすることができます。

フレッシュジュースやシロップを使って、自分だけのソーダを作ったり、フルーツジュースを
水やアイスティーで薄めて炭酸を入れれば、低糖分・低カロリーの健康ジュースが作れます。

また、アウトドアやパーティーでいろいろな種類のお酒やジュースでオリジナルのアルコールを作ったりと、
幅広くご利用いただけます。

税別定価 ￥６,６４８- 税別ご提供価格 ￥６,３００-

１０個入 品番：ＳＯＤＡＡ-ＣＨ１０
税別定価 ￥933- 税別ご提供価格 ￥900-

２０個入 品番：ＳＯＤＡＡ-ＣＨ２０
税別定価 ￥1,410- 税別ご提供価格 ￥1,340-

５０個入 品番：ＳＯＤＡＡ-ＣＨ５０
税別定価 ￥2,381- 税別ご提供価格 ￥2,260-

炭酸カートリッジ（別売）

炭酸カートリッジは
１回使い切りです。
予備用にどうぞ。



暖かくて軽く、毛羽立ちにくいフリース素材を使用しています。
圧縮加工保存により、保管スペースが削減でき、長期保存にも 適です。
一般的なパック毛布の約半分のスペースで収納できます。

ひも付きでマントのように閉じられるので、避難所などの
プライバシーのない空間での着替えなどにも使えます。

～９月１日は防災の日です～ 個人向け 防災グッズ

フリース毛布
品番：ＤＲＫ-ＮＢ２１Ｓ

税別定価 ￥７,３００-

税別ご提供価格 ￥５,８００-

災害や断水時など、水が使えない時に使用する簡易トイレです。
洋式便器に袋をセットして使います。使用後は汚物を凝固剤で固めて、
袋を結んで廃棄します。凝固剤には消臭抗菌効果があります。

非常用トイレ
品番：ＤＲＫ-ＮＴ２０１

税別定価 ￥１９０-

税別ご提供価格 ￥１６０-※この他にも個人・企業・自治体向け防災用品を数多く取り扱っております。
詳しくはイクモまでお問い合わせください！
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Ｓ

２０１０ 年 １１ 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲＳ

２０１３ 年 １０ 月号

１度に２０枚を極小カットで裁断、Ａ３対応マイクロカットシュレッダー

ブギーボードは、感圧式ＬＣＤの電子メモパッドです。
付属のスタイラス（描画用のペン）を使って、液晶画面に
直接書き込みができ、ワンプッシュで画面を消去できます。
ペーパーレスでメモをとれる軽量のメモパッドです。

書いてもすぐに消せるので、メッセージボードやメモ用紙
代わりに便利です。
また、ＢＢ－３は書いた内容を保存できるので、会議や
企画業務の時にひらめいたアイディアを逃さず保存できます。

本体 Ｗ222×Ｄ141×Ｈ3.2（mm）
画面サイズ Ｈ182×Ｄ125（mm）

税別ご提供価格 ￥３,７９０-

本体 Ｗ269×Ｄ175×Ｈ5.7（mm） 画面サイズ Ｈ217×Ｄ157（mm） 本体 Ｗ282×Ｄ179×Ｈ6.9（mm） 画面サイズ Ｈ205×Ｄ141（mm）

本体 Ｗ246×Ｄ147×Ｈ4（mm） 画面サイズ Ｈ182×Ｄ125（mm） 本体 Ｗ148×Ｄ92×Ｈ3（mm） 画面部 大サイズ Ｈ94×Ｄ71（mm）

税別ご提供価格 ￥５,３２０-

税別ご提供価格 ￥４,５６０-

税別ご提供価格 ￥１１,２８０-

税別ご提供価格 ￥２,６５０-

ブルー



両面テープ ＜ラクハリ＞ 強力貼るタイプ

本体 Ｔ－ＲＭ１０１０（幅10mm×10m）

税別定価 ￥４００- 税別ご提供価格 ￥２８０-

詰替テープ Ｔ－Ｒ１０１０（幅10mm×10m）

税別定価 ￥２８０- 税別ご提供価格 ￥１９６-

本体 Ｔ－ＲＭ１０１５（幅15mm×10m）

税別定価 ￥５００- 税別ご提供価格 ￥３５０-

詰替テープ Ｔ－Ｒ１０１５（幅15mm×10m）

税別定価 ￥３８０- 税別ご提供価格 ￥２６６-

はがさなくていいから手間がない
ゴミが出ないからエコ、引くだけの両面テープ『ラクハリ』

貼れる素材
●紙・厚紙・写真
●プラスチック
●木・金属・ガラス板

両面テープ ＜ラクハリ＞ しっかり貼れてキレイにはがせるタイプ

本体 Ｔ－ＲＭ２０１５（幅15mm×10m）

税別定価 ￥５００- 税別ご提供価格 ￥３５０-

詰替テープ Ｔ－Ｒ２０１５（幅15mm×10m）

税別定価 ￥３８０- 税別ご提供価格 ￥２６６-

貼れる素材
●ガラス
●スチール家具
●プラスチック
※凹凸がない滑らかな

面であること

一般的な「テープのり」と比べて、10mm幅は約3倍、15mm幅は約4.5倍の
粘着力があります。



2007 年 3 月号
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２０１０ 年 １１ 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲＳ

２０１３ 年 １１ 月号

１度に２０枚を極小カットで裁断、Ａ３対応マイクロカットシュレッダー

【 押しやすさにこだわったデザイン！ 】

スタンプの取手部分は指にフィットし、片手で捺印
しやすくなっています。市販の７５×７５ｍｍサイズの
ふせんやメモ用紙がぴったり収まる印面キャップ付きです。

【 繰り返し使える！ 】

捺印回数は約５００回、インク補充ができるので、
繰り返し使えて経済的です。※補充用インクは別売です。

【 印面は全部で６種類！ 】

●クラシックス … ミッキー・ミニーのデビュー当時の
作品アートを使用。

●コミックス … アメリカンコミックス調のアートを使用。

●くまのプーさん … 絵本をイメージした手書き風
アートを使用。

ブルー

お手持ちのふせんやメモ用紙にポンと押すだけで、伝言メモに早変わりする
便利なスタンプです。

印面キャップに市販の
７５ｍｍサイズのふせんや
メモ用紙をセットすると、まっすぐキレイに捺印できる
ガイドとして使用できます。

① ＰＥＴ-Ｄ１-Ｔ１ ② ＰＥＴ-Ｄ1-Ｆ1

③ ＰＥＴ-Ｄ２-Ｔ１ ④ ＰＥＴ-Ｄ２-Ｆ１

⑤ ＰＥＴ-Ｄ３-Ｔ１ ⑥ ＰＥＴ-Ｄ３-Ｆ１

本体サイズ W87.2×D87.2×H34（mm） 印面サイズ 60×60（mm） インク色 黒

シヤチハタ
ふせん用 伝言メモスタンプ 『 メモポン 』

全６種 税別定価 各種１個 ￥６８０-

税別ご提供価格 各種１個 ￥５００-

【 クラシックス 】 ①

【 コミックス 】 ③

【 プーさん 】⑤



リターンタグ ＲＴ－０１ （有効期限１年間 ２枚入）

税別定価 ￥１,５２４- 税別ご提供価格 ￥１,２００-

リターンタグとは、あらかじめ持ち主
の情報を登録したタグを貼っておくだ
けで、落とし物をしてしまったときで
も、拾い主から通報があれば落とし物
の場所がわかるシール＆システムです。

タグのＩＤで持ち主を特定するため、
持ち主の名前や電話番号といった個人
情報を保護することができます。

拾い主がタグのＱＲコードをスキャン
してくれれば、システムを通じてＧＰ
Ｓで拾得場所が通知されます。

リターンタグに記載されているフリー
ダイヤルで、カスタマーセンターが２
４時間３６５日電話対応してくれます。

カスタマーセンターが持ち主に代わっ
て宅配便での落し物の回収・拾い主へ
のお礼の粗品の進呈も行ってくれます。

８４９－３４５
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２０１３ 年 １２ 月号

パソコンやスマートフォンとポムリエが
あれば、お気に入りの写真や絵柄・文字を
組み合わせて、誰でも手軽にオリジナル
スタンプが作れます。

デザインが苦手な方でも、内蔵している７００以上のイラスト
から好きなものを選んでスタンプを作成することができます。

専用サイトから、来年の干支である午や、年賀状にぴったりの
イラストがダウンロードできるので、年賀状にワンポイントを
入れてみてはいかがでしょうか？

せかいに ② ＰＥＴ-Ｄ1-Ｆ1

スマホやパソコンからスタンプ作成 パソコンからスタンプ作成

世界にひとつ、私だけのスタンプ
ＳＴＡＭＰ ＭＡＫＥＲ ｐｏｍｒｉｅ（スタンプメーカー ポムリエ）

Wi-Fi/USB接続モデル
STC-W10 オープン価格

税別ご提供価格 ￥８,０００-

USB接続モデル
STC-U10 オープン価格

税別ご提供価格 ￥６,０００-

※スタンプキット（15×15mm）１セット・黒インク・ＡＣアダプタ・ＵＳＢケーブル付属

スタンプキット
スタンプ作りの

基本パーツです

15×15mm ￥４５０-
15×30mm ￥６３０-
15×60mm ￥８１０-
30×30mm ￥８１０-
30×60mm ￥１,２６０-
45×45mm ￥１,２６０-
45×90mm ￥１,８００-

※赤文字は全て税別のご提供価格です。

交換シートホルダー
ベースやキャップセットです

15×15mm ￥４５０-
15×30mm ￥６３０-
15×60mm ￥８１０-
30×30mm ￥８１０-
30×60mm ￥１,２６０-
45×45mm ￥１,２６０-
45×90mm ￥１,８００-

布転写シート
アイロンを使って布にスタンプを
転写するためのシートです。
Ａ６サイズ ５枚入 ￥４５０-

顔料インク（5ml） 各色 １個 ￥３６０-



☆★☆ 年末年始休業日のお知らせ ☆★☆

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。

２０１３年１２月２８日(土)～２０１４年１月５日(日) 新年６日（月）より、通常どおり営業いたします。

静電式のタッチパネルが特長の、スマートフォンやタブレット端末の
「画面に指紋や汚れが付くことが不便」「爪先でタッチパネルが反応
しづらい」といった問題を解消してくれる新製品です。

タッチペン先の部分には導電素材を使用、高感度で画面にタッチする
ことができます。液晶保護フィルムを貼ったパネルでも使用可能です。

ボールペンとして使う時は、本体上部をノックすると、タッチペンの
中央部分の穴からペン先が出て、筆記することが可能になります。
ノックするだけで簡単にボールペンへの切り替えができるので、会議や
外出中の際も便利にご活用いただけます。

キングジム タッチペン＆ボールペン（黒インク）

品番 ９２４７ オレンジ・ホワイト・ブラック

税別定価 ￥１,０００-

税別ご提供価格 各色１本 ￥７００-

新開発の粘着剤がタッチパネルに付着した皮脂汚れを吸着し、取り除きます。粘着剤は
時間の経過と共に粘着力が回復し、１周で約４０回程度、テープ１個で約５００回
程度のクリーニングが可能です。また、別売のスペアテープをご購入いただければ、
繰り返し使用することができます。

キングジム タッチパネルクリーナー 「ｉコロコロ」

本体 テープ付 税別定価 ￥１,２００- 税別ご提供価格 各色１本 ￥１,０００-
スペアテープ 税別定価 ￥５００- 税別ご提供価格 各種１個 ￥４５０-

強力除去本体 品番 Ｃ１８１０ ホワイト・ブラック・ピンク
強力用スペアテープ 品番 Ｃ１８１１
保護フィルム対応本体 品番 Ｃ１８２０ 透明・グレー
保護フィルム対応用スペアテープ 品番 Ｃ１８２１

●本体寸法：
W96×D32×H152 （ｍｍ）

●テープ幅： （１２周分）
W75×外径φ23 （ｍｍ）


