
2007 年 3 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲ
Ｓ

２０１０ 年 １１ 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲＳ

２０１５ 年 １ 月号

ＭｅｄｉａＣｏｍｆｏｒｔ Ａ４高速インクジェットプリンタ 『 Ｐａｎｔｈｅｒ Ｃ６０１０ 』

オープン価格 税別ご提供価格 ￥１２８,０００-

★専用消耗品（水性インク染料 枚数はノーマル印刷時）

ブラックインク（１００ｍｌ 約７,０００枚） 税別定価 ￥１４,０００- 税別ご提供価格 ￥１３,３００-
シアンインク （ ５０ｍｌ 約９,０００枚） 税別定価 ￥７,０００- 税別ご提供価格 ￥６,６５０-
マゼンタインク（ ５０ｍｌ 約５,０００枚） 税別定価 ￥７,０００- 税別ご提供価格 ￥６,６５０-
イエローインク（ ５０ｍｌ 約５,０００枚） 税別定価 ￥７,０００- 税別ご提供価格 ￥６,６５０-

対応枚数：１枚 対応枚数：５～１０枚

【仕様】

●対応用紙：普通紙・はがき・マット紙・光沢紙・
インクジェット紙

●対応用紙サイズ
標準トレイ（１段）Ａ４、ＵＳレター、ＵＳリーガル
手差トレイ（１段） 小１００×１４８ｍｍ～

大２１６×３５６ｍｍ
●対応用紙厚

標準トレー：７０～１２０ｇ/㎡
手差トレー：７０～２４０ｇ/㎡

●給紙積載量
標準トレー：２５０枚（７０ｇ/㎡）
手差トレー：２０枚（７０ｇ/㎡）

●排紙トレイ積載量：１２５枚（７０ｇ/㎡）

●対応ＯＳ：Ｗｉｎｄｏｗｓ ＸＰ以降
Ｍａｃ ＯＳ Ｘ １０.５以降

●インターフェイス：ＵＳＢ２.０、１００Ｂａｓｅ-ＴＸ

●本体サイズ：標準時：Ｗ６０２×Ｄ４５５×Ｈ２６５ｍｍ
大時：Ｗ９３０×Ｄ４５５×Ｈ２６５ｍｍ

高速・高画質・低コストを追求した

常識を変える「 Ｍｅｍｊｅｔテクノロジー 」
全く新しいカラーインクジェットプリンタの誕生です。

Ａ４ フルカラー １枚 １秒
ライン型固定ヘッドを搭載し、１６００×８００ｄｐｉのノーマル解像度なら、分速６０枚を印刷できます。
毎秒７億ドロップで吐出されるインクは、微細なミストになるため乾燥性に優れています。
カラー、モノクロ、ワンポイント、全面印刷に関わらず、プリントスピードは一定です。

１６００×１６００ｄｐｉの鮮烈カラードキュメント
１６００×１６００ｄｐｉの高解像度モードは、色彩を鮮やかに再現します。
インクジェット専用紙はもちろん、普通紙にも鮮明に印刷できます。
高解像度モードの場合、 Ａ４なら分速３０枚を印刷できます。

低ランニングコスト＆省エネルギー
Ａ４モノクロで約２円、フルカラーで約５.５円。一般的なカラーレーザープリンタに比べ、約半分の
ランニングコスト。また３５Ｗの低消費電力で、省エネにも大きく貢献します。



キングジム 『 着る布団 ＆ エアーマット 』 ＢＦＴ－００１
税別定価 ￥４,５００- 税別ご提供価格 ￥３,１５０-

大規模災害の発生時は、自宅に帰ることができない帰宅困難者の発生が予想されます。
『 着る布団 』は、一般的な寝袋とは異なり、人型形状のため、いざというときにすぐ動けて
待機時の様々なシチュエーションに対応できます。
Ａ４ファイルサイズのボックスに収納できるので、書庫や引き出しなど、いざというときのために
オフィスで効率的に保管できます。

【仕様】

＜着る布団＞
●サイズ：約１６０×６０ｃｍ（使用時）
●生地：ポリエステル
●中綿：ホロファイバー
●質量：約７００ｇ

＜エアーマット＞
●サイズ：約１９５×７０ｃｍ（使用時）
●素材：ポリエチレン・ナイロン
●厚み：１００μｍ
●質量：約４４０ｇ
● 大耐荷重：約２００ｋｇ
●付属品：手動式エアーポンプ

●男女兼用のフリーサイズ。
●前面ファスナーで着脱ラクラク。
●首周りやズボン丈のサイズも調整可能。

●付属のエアーポンプで膨らませて使用します。
●空気の層により、床の硬さや冷たさを軽減。
●端を丸めると枕のかわりに使えます。



2007 年 3 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲ
Ｓ

２０１０ 年 １１ 月号
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２０１５ 年 ２ 月号

高速・高画質・低コストを追求した

常識を変える「 Ｍｅｍｊｅｔテクノロジー 」
全く新しいカラーインクジェットプリンタの誕生です。

ツインウェーブは、人間の耳に も聞こえやすい３２００Ｈｚと４８００Ｈｚの
２種類の波長を同時に発する救助笛です。難聴の方など、どちらかの周波数の
音しか聞き取れない方にも聞こえて、より広範囲の人への注意喚起が可能です。

『 ツインウェーブ 』 ＤＲＫ-ＷＳ１ Ｄ（黒） Ｗ（白） ＹＲ（橙）

税別ご提供価格 各色 １個 ￥３５０-

ネックストラップや
携帯電話に取り付けられる
ので、常に携帯できます。

※Ｗ（白）･ ＹＲ（橙）は欠品中のため、３月初旬頃のお届け予定です。

ファイルボックスと同じ
大きさなので、効率よく
デスクの引き出しに収納
できます。

備蓄品を倉庫で一括管理できない場合は、個人での備品管理が
求められます。個人用の備蓄用品をファイルボックスサイズに収める
ことで、各個人の引き出しに収納することができます。

『 デスクイン・スリー 』 ＤＲＫ-ＮＤ３Ｎ

税別ご提供価格 １セット ￥２,４００-
災害時に 低限必要な非常食と長期保存水、非常用トイレの
各３セット入りです。



スケジュールシールプリンター
『 ひより 』 ＭＰ３６５

税別定価 ￥７,４００-

税別ご提供価格 ￥５,８００-

『 ひより 』基本仕様

●印刷行数：１～２行 黒文字
●印刷方式：感熱式
●印字幅：約７ｍｍ
●電源：単４電池 ４本
●フォント：手書き／ゴシック
●文字サイズ：１段階
●内蔵文字数：５,１００文字
●絵文字：３６９種
●ライン枠：１６種
●時計デザイン：１０種
●ＫＯＭＯＣＨＩイラスト：２０種

スケジュールシールプリンター『 ひより 』

スケジュールシールプリンター“ひより”は、専用マスキングテープを
使用し、自分の好きな絵文字や文字を組み合わせて、オリジナルの
手帳用シールを作成することができる、小型の感熱式プリンターです。

５種類のフォームに従って入力するだけで、誰でも簡単にかわいい
シールが作れます。別売のひよりパンチを使用すれば、テープをかわいい
形に抜いてプチシールを作成できます。手帳をかわいく彩り、毎日を
楽しく演出しましょう！

『 ひよりパンチ 』ＭＰＰ１
税別定価 ￥５５０-

税別ご提供価格 ￥４５０-

『 ひよりパンチ 抜き型 』 全５種
税別定価 ￥３８０-

税別ご提供価格 各種 1個 ￥３００-

ＭＰＰＣ-０１（まる）

ＭＰＰＣ-０２（ハート）

ＭＰＰＣ-０３（おはな）

ＭＰＰＣ-０４（りんご）

ＭＰＰＣ-０５（おうち）

※パンチと抜き型は単独では使えません。パンチと
抜き型５種類のいずれかとセットで使えます。

印字したテープをパンチと抜き型でくり抜く
ことができます。

『 ひより専用テープ 』 税別定価 ￥３８０- 税別ご提供価格 各種 ￥３００-
（ 全４２種 ）
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２０１５ 年 ３ 月号

吸着面に微弱な静電気を発生させることで、紙類を吸着させる電子吸着ボードです。吸着面に紙を近づけると
紙が貼りつくので、ピンやマグネットを使わずに、案内物やＰＯＰチラシなどを手軽に掲示することができます。

◆ オフィス・官公庁・教育現場・公共施設に
適な壁掛けタイプが新登場！

頻繁に差し替える「お知らせ」に活用できます ◆

厚紙、プラスチックや湿った素材は吸着できません。吸着させたい紙の上に、さらに紙を吸着させることはできません。
静電気の影響を受ける恐れのあるものは本体に近づけないでください。

税別ご提供価格 ￥４,５００- 税別ご提供価格 ￥７,５００- 税別ご提供価格 ￥１５,０００-

ピンやマグネットを使わないので、幼稚園や保育園、公民館など
子供が集まる場所でも安心です。



暗記用マーカー（オレンジ）は、暗記したい
箇所にマーキングし、アプリで撮影すると、暗記
シートが作成されます。
暗記シートは、マーキングした部分にマスクが
かかり、マスクをタップすると正解が見えたり、
再度隠したりすることができます。

一度スマホに取り込んだ暗記シートは保存され、
いつでもどこでも、繰り返し使える暗記シートに
なります。

スクラップ用マーカー（スカイブルー）は、
マーカーで囲んだ部分をアプリで撮影すると、
スクラップされます。新聞記事や参考書などの
一部をスクラップしてカメラロールに保存したり、
メールに添付して送信できます。

専用アプリは、撮影した画像から色を抽出する
テクノロジーを使い、マーカーで色が引かれた
部分を認識します。 初の１年間は無料、以後は
有料です。

アプリ対応のスマートフォンは、メーカーホーム
ページにてご確認ください。

ぺんてる アンキスナップ

『 暗記用マーカー 』 ＳＭＳ１－Ｆ オレンジ
税別定価 ￥５００- 税別ご提供価格 ￥３５０-

『 スクラップ用マーカー 』ＳＭＳ１－Ｓ スカイブルー
税別定価 ￥５００- 税別ご提供価格 ￥３５０-

アンキスナップで、
すき間時間を暗記時間に！
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２０１５ 年 ４ 月号

市販のイーゼルなどに立てかけて使ったり、
壁に掛けて使うこともできます。
方眼線入りなので、文字をまっすぐ
書いたり、図を書くのにも便利です。

『 イーゼルパッド 』は大きな付箋紙をイメージしてください。裏面上部（約５０ｍｍ）が粘着面になっており、
スチール・クロス・ガラスなど、どんな壁面でも付箋と同じ感覚で貼り付けたりはがしたりすることができます。
壁に直接貼ってもキレイにはがせるので、場所の移動も簡単。表面は特殊コーティングで、インクが裏写り
しにくくなっています。

画板サイズの台紙つきパッド。ボードのように大きく書き込むことが
でき、１枚ずつはがして自由に掲示できます。

品番：ＥＡＳＥＬ ５６０
税別定価 ￥４,９００- 税別ご提供価格 ￥３,４３０-

どんな壁面でも貼ってはがせる、創造的ミーティングの必需品！

ポスト・イット イーゼルパッド

ポスト・イット イーゼルパッド テーブルトップ

●色 ： ホワイト（25×25mm 方眼線入）
●枚数 ： 30枚
●サイズ ： 縦762mm×横634mm（横634mm側が粘着面です）

組立スタンド式で、そのままテーブルに立てて書き込む
ことができます。ホワイトボードがなくても、
どんな場所でもミーティングスペースに早変わり。

書いた内容を消さずに、壁に貼ってそのまま保存できるので、
議論の整理やまとめに役立ちます。

品番：ＥＡＳＥＬ ５６３
税別定価 ￥３,９００- 税別ご提供価格 ￥２,７３０-

●色 ： ホワイト（方眼なし）
●枚数 ： 20枚
●サイズ ： 縦584mm×横508mm（横508mm側が粘着面です）



税別ご提供価格

￥１,６００-
税別ご提供価格

￥２６２-

税別ご提供価格

￥３２２-

税別ご提供価格

￥５,６７０-
税別ご提供価格

￥１１,２００-
税別ご提供価格

￥３５０-

税別ご提供価格

￥８４-
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２０１５ 年 ５ 月号

首の角度は６５・４８・３５・２０・０・ー５度の６段階に調整して振ることが
できるので、冷暖房の風を広範囲に撹拌することが可能です。
扇風機とサーキュレーター機能を兼ね備えているので、空調機器の省エネが期待できます。

◆ ３６０度回転
オフィス専用設計 ハイタワーファン ◆

【仕様】

● 本体寸法：W360×D360×H1205 ～1350（mm）
● 質量：約7.3kg ● 電源：AC100V （コード長3m）
● 付属品：ワイヤレスリモコン（単4乾電池 2個付属）

３６０度回転

スイデン ハイタワーファン ＮＴ－１０Ｒ１ＨＡ

オープン価格 税別ご提供価格 ￥１３,０００-

デスクワークに 適なハイポジション。オフィスを想定した３６０度・１８０度・９０度・固定の４段階首振り。
書類が飛ばない風量に設定できる風量８段階調整。省スペースで場所を取らず、オフィスに 適です。

◆ 扇風機としても、サーキュレーターとしても活躍 ◆

【仕様】

● 本体寸法：W515×D510×H1050 ～1290（mm）
● 質量：約11kg
● 風量調整 ：3段階（弱・中・強）
● 電源：AC100V（コード長1.7m）
※リモコンはありません。

スイデン フラミンゴファン ＳＦ－４５ＶＦ－１ＶＰ

オープン価格 税別ご提供価格 ￥１４,０００-

デスクの高さ
７００ｍｍ



◆

２色ボールペン＋シャープペンに
高感度タッチペンを搭載した複合筆記具

プラチナ万年筆
タッチペン＋ボールペン０.７mm 黒・赤

＋シャープペン０.５mm（近代蒔絵軸）

＃ＭＷＢＴ-ＳＭ４
オープン価格 税別ご提供価格 １本 ￥３,１５０-

和柄の近代蒔絵を軸に装飾した、鮮やかなモチーフ。
両親へのプレゼントに、外国人観光客のお土産に、
ワンランク上の、日本らしいデザインのタッチペンです。

プラチナ万年筆
タッチペン＋ボールペン０.７mm 黒・赤

＋シャープペン０.５mm（マーブル軸）

＃ＭＷＢＴ-Ｓ２
オープン価格 税別ご提供価格 １本 ￥１,７５０-

●タッチ素材には格段に反応の良い、ハイテク導電繊維を使用。

●タッチ部分は球径５ｍｍで入力エリアが見やすく、
タッチミスを軽減。

●画面の指紋による汚れを防ぎ、清廉さとスマートさで、
手帳との相性もピッタリ。

●画面へのタップが苦手な方や、爪の長い女性にもおすすめ。

＃１ ブラックマーブル

＃９ シルバー

＃４１ グリーンマーブル

＃５６ ブルーマーブル

＃７０ レッドマーブル

＃１ チョウ

＃２ ウサギ

＃３ タンポポ

＃４ キク

スタンダードなマーブル柄。ビジネスに、
プライベートに、様々なシチュエーションに
対応したタッチペンです。

アナログ＋デジタルの融合、紙もタブレット端末もこれ一本！



2007 年 3 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲ
Ｓ

２０１０ 年 １１ 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲＳ

２０１５ 年 ６ 月号

『ハッキリ聴こえる音声ガイド』は、１台の送信機から複数台の
受信機に音声を送信する無線システムです。

高いノイズキャンセリング機能を搭載したマイクユニットが
周囲の雑音をカットし、聴き手に明瞭な音声だけを
送ることができます。

マイクユニットと受信機をトランクに収納した状態でまとめて
充電可能。１度の充電で 大約８時間使用可能です。

周囲が騒がしく、話し手の案内や説明が聴き取りにくい
工場見学、常に移動しながら翻訳・説明が必要な観光案内、
簡易的な同時通訳が必要な講演会など、幅広いシーンで
ご利用いただけます。

ハッキリ聴こえる音声ガイド ＫＮＣ１０Ｓ

税別定価 ￥４５０,０００-

税別ご提供価格 １セット ￥３５０,０００-

＜セット内容＞ ※オプション単体の価格については、別途お問い合わせ下さい。



税別定価 １セット ￥６００-
税別ご提供価格 ￥４２０-

◆

三角形のボディーの２側面に凹凸パターンがついたユニークな筆記具シリーズです。凹面と凸面をブロックのように
つなぎ合わせて複数の筆記具を連結することで、よく使う筆記具をコンパクトにまとめて持ち運ぶことができます。

＜ 水性サインペン ＞
約０.４ｍｍの筆記線幅で、全１８色の豊富な
カラーバリエーションが揃っています。

＜ 蛍光マーカー ＞
約４ｍｍの筆記線幅で、マーキングに適した蛍光マーカーです。

＜ シャープペン ＞
芯径０.５ｍｍ、ポップなボディカラーの
シャープペンです。

＜ 油性ボールペン ＞
ボール径０.７ｍｍ、
黒インクの使いやすい
ボールペンです。

＜ 水性カラーペンセット ＞
約１.２ｍｍの筆記線幅で、お絵かきに 適な
太めのペンです。６色セットと１２色セット。

税別定価 １セット ￥１,２００-
税別ご提供価格 ￥８４０-

税別定価 各色１本 ￥１２０-
税別ご提供価格 各色１本 ￥８４-

税別定価 各色１本 ￥１５０-
税別ご提供価格 各色１本 ￥１０５-

税別定価 各色１本 ￥１５０-
税別ご提供価格 各色１本 ￥１０５-

税別定価 各色１本 ￥１２０-
税別ご提供価格 各色１本 ￥８４-



2007 年 3 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲ
Ｓ

２０１０ 年 １１ 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲＳ

２０１５ 年 ７ 月号

リヒト 緊急時あんしん情報ケース ＨＭ６１０

税別定価 ￥４８０- 税別ご提供価格 ￥３３４-

緊急時あんしん情報シートや保険証、お薬手帳等の写しを入れて
ご家庭の決まった場所に設置することで、万一の緊急時に
備えることができます。

万が一に備えて情報を管理
『 緊急時あんしん情報ケース 』

＜ 仕 様 ＞

サイズ ： 縦２２０ （見出し含む２５０）
×横１７０ｍｍ

材 質 ： 本体／ポリプロピレン

付属品 ： マグネットフック
緊急時あんしん情報シート
蓄光ネームカード

緊急時あんしん情報シート記入例



ファイルのポケット部分が
ホルダーのように開口部分が広く、
書類を上からも横からも入れられる
ファイルです。

書類が探しやすいため、頻繁に
出し入れをする書類の収納に
適しています。

表紙には、持ち運びの際に
書類の落下を防ぐゴムバンドが
ついています。

ポケットの増減や並び替えが可能な
リング式とじ具で、ポケットは
取り外してクリアホルダーとしても
使えます。

● サイズ：Ａ４タテ型（ＰＰ表紙）
● 穴数：２穴
● 初期ポケット数：４枚
● 大収納ポケット：８枚
● 外寸：縦３２０×横２６０×背幅２４mm

税別定価 各色１冊 ￥６００-

税別ご提供価格 各色１冊 ￥４２０-

● サイズ：Ａ４タテ型（ＰＰ表紙）
● 穴数：２穴
● 初期ポケット数：８枚
● 大収納ポケット：１２枚
● 外寸：縦３２０×横２６５×背幅３０mm

税別定価 各色１冊 ￥７５０-

税別ご提供価格 各色１冊 ￥５２５-

● サイズ：Ａ４タテ型
● 穴数：２穴
● １パック入数：４枚
● 外寸：縦３１２×横２４４mm

税別定価 １パック ￥３００-

税別ご提供価格 ￥２１０-

※クリアーファイル ホルダーイン 差し替え式用
専用ポケットです。



2007 年 3 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲ
Ｓ

２０１０ 年 １１ 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲＳ

２０１５ 年 ８ 月号

日本では０.５ｍｍのシャープペンが一般的ですが、アメリカでは０.７ｍｍのシャープペンが約７０％のシェアを占めています。
０.５ｍｍ芯の１.５倍の太さですので、芯が折れにくく、さらさらとなめらかに書けて、手が疲れにくくなっています。

サイズ：
幅２４.５×長さ５９×厚み１２ｍｍ

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

税別定価 各色１個 ￥１２０- 税別ご提供価格 各色１個 ￥８４-

ちょっと太めがちょうどいい！ 鉛筆シャープに０.７ｍｍが新登場！

シャープペンと一緒に
消しゴムもいかかですか？

特殊発泡体とイレースポリマー
の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。
さらに消しクズも纏まります。

好みの色を選べる、カラフルな
６色展開です。

コクヨ

鉛筆シャープ

芯径０.７ｍｍ

（ＨＢ芯 ２本入）

税別定価

各種１本 ￥１８０-

税別ご提供価格

各種１本 ￥１３０-

ケシー９０Ｂ ケシー９０Ｇ ケシー９０Ｐ ケシー９０Ｖ ケシー９０ＹＲ ケシー９０

太すぎず細すぎず、適度に濃くはっきり文字が書けるので
筆記作業に 適です。

０.７ｍｍ替芯 １個４０本入
濃度 ２Ｂ・Ｂ・ＨＢ

税別定価 １個 ￥２００-

税別ご提供価格 １個 ￥１４０-

フローズンカラー

安心して握れる三角軸。ソフトなエラストマー樹脂コートを
してあるので、指にフィットします。

キャンディーカラー

六角軸の鉛筆感覚でしっかり握りやすくなっています。
表面コーティングはされていません。



【 仕様 】
● メモサイズ：縦６０×横８６mm
● 表紙サイズ：縦７０×横１０６mm
● １冊入数：２５枚入

キングジム 暮らしのキロク
Ｎｏ．３０００

税別定価 各種１冊 ￥４５０-

税別ご提供価格 各種 １冊 ￥３３４-

日記や手帳に、日々の暮らしのできごとを記録できるカバー付きふせんです。メモのデザインは
１２種類、ライフスタイルや残したい記録によって好きなテーマを選ぶことができます。

食事をした店・日付・味の評価を記録できる 「ＲＥＳＴＡＵＲＡＮＴ」 、読み終えた本のあらすじや
感想を記録できる 「ＢＯＯＫ」 など、自分の趣味や目的に合わせて活用できます。

カードサイズなので、手帳カバーの名刺ポケットなどにストックして持ち運ぶことも可能です。



2007 年 3 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲ
Ｓ

２０１０ 年 １１ 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲＳ

２０１５ 年 ９ 月号

ふせんサプリ アロマ香るふせん

持っているだけで幸せな気分になれる “ハッピーモチーフ”から、
ローズ、さくら、りんご、バニラの４種類をラインアップ。
ふせんの表面を軽くこすると、それぞれの絵柄のアロマが香ります。

サイズは、インデックスに便利な１５ｍｍ×５０ｍｍと、メモとしても
使える４５ｍｍ×５０ｍｍの２種類入りで、用途に合わせて
使い分けができます。

「 アロマの香りで気分転換 」 をテーマにしたふせんです。
職場、学校、自宅など場所を選ばず、ふせんの表面を軽くこするだけで気軽にアロマの香りを楽しめます。
ナチュラルな香りで、癒しやリラックスを求める方にぴったりです。

プチジョア アロマふせん

ニチバン ふせんサプリ アロマ香るふせん

税別定価 各種１個 ￥３２０-

税別ご提供価格 各種１パック ￥２２４-

ＦＳ-Ｋ１ ＦＳ-Ｋ２ ＦＳ-Ｋ３ ＦＳ-Ｋ４ ＦＳ-Ｋ５ ＦＳ-Ｋ６

１パック入数
サイズ：１５×５０ｍｍ
入 数：１パッド１０枚×５個入

１パック入数
サイズ：１５×５０ｍｍ 入 数：１パッド１０枚×２個入
サイズ：４５×５０ｍｍ 入 数：１パッド１０枚×１個入

※単色１０パック入り１箱でのご提供です。

ニチバン プチジョア アロマふせん（数量限定品）

税別定価 各種１箱 ￥３,５００-

税別ご提供価格 各種１箱 ￥２,４５０-

PJPM-A001 PJPM-A002 PJPM-A003 PJPM-A004
（ローズ） （さくら） （りんご） （バニラ）



これまでのハリナックスシリーズは紙に穴を開けて綴じるタイプでしたが、
大事な書類に穴を開けたくないという声もありました。

『 ハリナックスプレス 』 は、「 環境 」 「 安全 」 「 効率 」 というコンセプトは
そのままに、金属歯で紙に凹凸をつけて圧着するプレスロック方式を新たに
採用したことで、穴を開けずに５枚程度のコピー用紙をしっかりと綴じることが
できます。

用紙挿入口にはガイドがついていて、角とじ、直線とじが簡単に行えます。
また、とじ部の幅はわずか１ｃｍで、見た目もきれいに紙を綴じられます。

コクヨ 針なしステープラー ＜ハリナックスプレス＞

ＳＬＮ－ＭＰＨ１０５ Ｂ（ブルー）・Ｇ（グリーン）・Ｐ（ピンク）・Ｗ（ホワイト）

税別定価 各色１個 ￥１,１００- 税別ご提供価格 各色 １個 ￥７７０-

とじ部がスマート！ 外したいときにキレイに外せる！ かさばらない！

とじ部わずか１ｃｍで、紙に穴が開かず
とじ部が目立ちません。

外すことを想定し、こするだけで
キレイに外せます。

クリップやステープラー留めと比べて
６０％薄くなります。

針を使用するステープラーと同等の保持力はありません。とじ部は圧着による凹凸が生じます。感熱紙や複写伝票などの
用紙では、とじられなかったり保持力が弱くなることがあります。

針を使わず紙をとじるので、針の補給・分別廃棄の
手間や、異物混入のおそれがありません。



2007 年 3 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲ
Ｓ

２０１０ 年 １１ 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲＳ

２０１５ 年 １０ 月号

ふせんサプリ アロマ香るふせん

イスの後ろのカバン置き Ｎｏ.６０２０

税別定価 各種１個 ￥３,７００-

税別ご提供価格 各種１個 ￥２,８７１-

外寸 ： Ｗ３８０×Ｄ１２０×Ｈ２９０ （ベルト部除く）
材質 ： ネイビー＆ブラック ナイロン・ポリエステル

キャメル＆ベージュ 帆布・合皮・ポリエステル

本製品は５本脚のオフィスチェアへの使用を想定しています。
イスの形状により取付に適さない場合がありますので、ご注意ください。

オフィス内で個人の荷物の置き場所がない場合、
「床に直接置くと荷物が汚れる」「荷物をデスクに立てかけると
引き出しが開けにくい」などの不満点がありました。

「イスの後ろのカバン置き」は、このような背景に着目し、
オフィスチェアの背もたれにある「今まで使われていなかった
空間」を荷物置きとして有効活用する、オフィス環境改善商品
です。

本体のベルトを背もたれにかけ、長さを調整し、固定用のひもを
支柱に付ければ完了です。様々な形状・高さのオフィスチェアに
対応可能です。

カバンを床に置かず保管できるので
荷物が汚れる心配がありません。

ベルトにより高さやかけ方の調整が
可能です。

前面のポケットには一時的に書類を
収納できます。



とじ部わずか１ｃｍで、紙に穴が開かず
とじ部が目立ちません。

外すことを想定し、こするだけで
キレイに外せます。

『 ＰＫ－２１３ 』は、昨年４月に発売された小型・軽量・指先に刃が触れない安全設計の裁断機、『 ＰＫ－１１３ 』を
リニューアル。カット位置の目印となる「光るカットライン」の長さを、１０ｃｍからＡ４短辺と同じ２１ｃｍに延長、
光を確認するための切り欠き窓を追加し、Ａ４短辺の裁断位置が端から端までしっかりと視認できます。

Ａ４用紙を半分のサイズに切り分けやすい「補助ガイド」を新たに装備、安全カバーの角度と形状を見直し、光の反射による
映り込みを大幅に低減、差し込んだ紙の位置が見えやすくなり、ストレスなく作業できます。

てこの原理を応用した「パワーアシストメカニズム」を採用、よりシャープに仕上げた新設計の鋭角刃が軽い切れ味を
実現します。女性の力でも、座ったまま片手で約６０枚のコピー用紙を裁断することができます。

●外形寸法 ： Ｗ４５５×Ｄ１２０×Ｈ１９０ mm （Ｗ：ハンドル含む ５１０ mm Ｄ：トレー開口時 ２４０ mm） ●質 量 ： 約 ５.４ｋｇ
●裁断能力 ： コピー用紙 約６０枚 カットライン表示機能付き ※単４乾電池２個使用 （別売）
●裁断幅 ： ２９９ mm （Ａ４長辺／Ａ３短辺）

紙をカットする刃を内蔵した設計

用紙の出入り口に安全カバー付き

替刃の交換も刃先に触れず安全

プラス コンパクト断裁機 ＰＫ－２１３ ２６－３６６

税別定価 ￥３５,０００- 税別ご提供価格 ￥２７,０００-

替刃セット ＰＫ－２１３Ｈ ２６－３６７
（替刃×１、受木×１、交換用具×１）

税別定価 ￥２,８００- 税別ご提供価格 ￥２,５２０-

受木セット ＰＫ－１１３Ｕ ２６－３１２（受木×２）

税別定価 ￥１,０００- 税別ご提供価格 ￥９００-

新製品発売に伴い、旧商品
『 ＰＫ－１１３ 』を
限定１台、特別価格でご奉仕！

税別定価 ￥３２,０００-
税別特別ご提供価格 ￥２１,０００-

※替刃交換目安：裁断 約１,０００回

※受木交換目安：裁断 約１,２００回（約３００回×４面）



2007 年 3 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲ
Ｓ

２０１０ 年 １１ 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲＳ

２０１５ 年 １１ 月号

株式会社 アスカ マイナンバー金庫 ＵＳＢキー

１本 税別定価 ￥２４,８００- 税別ご提供価格 ￥２２,０００-
２本セット 税別定価 ￥４４,８００- 税別ご提供価格 ￥４０,０００-
４本セット 税別定価 ￥７９,８００- 税別ご提供価格 ￥７０,０００-

マイナンバーのセキュリティ要件に対応！

マイナンバーをパソコンで管理するには安全措置が
必要です。ＵＳＢキーにマイナンバー等、機密性の
高いファイルを暗号化して保管することができます。

ＵＳＢキーがなければ、マイナンバーを入れた
パソコンのフォルダが見られません。

マイナンバー金庫に入れたファイルの作成・編集・
削除の操作ログが残るので、いつ、どのような
作業を行ったかがわかります。

ＵＳＢキーが複数あれば、管理者・一般利用者を
分けてマイナンバーの管理ができます。

【 マイナンバー金庫 仕様 】

●本体寸法 ：
Ｌ５０×Ｈ１０×Ｗ１８ （ｍｍ）

●本体質量 ： １０ｇ

●対応ＯＳ ：
Windows ８.１・８・７・Ｖｉｓｔａ

（各32bit/64bit）

●必要ディスク容量 ：
２０ＭＢ以上の空き容量

●ＵＳＢ接続 ：
Ｖ１.１（Ｖ２.０との互換性あり）

●パッケージ内容 ：
ＵＳＢキー・インストールＣＤ・
ユーザーガイド

●抜き差し耐久回数 ： １０万回



マグネットクリップ式 ＬＥＤ安全ライト

押すとそれぞれの色に光ります。点滅・点灯の２種類の光りかたが選べます。両端はマグネットになっており、
カバンの取手などに引っかけて取り付けることができます。

サイズ：Ｗ３０×Ｄ１７×Ｈ１５５ｍｍ オープン価格 税別ご提供価格 各色１個 ￥９００-

２ＷＡＹ ＬＥＤ安全ライト

ＳＬ０１Ｒ （レッド） ＳＬ０１Ｏ （オレンジ） ＳＬ０１Ｇ （グリーン）

押すとそれぞれの色に光ります。早い点滅・点滅・点灯の３種類の光りかたが選べます。クリップで衣服やバッグに
引っかけたり、アタッチメントで自転車のサドルの下に取り付けることもできます。

サイズ：Ｗ３８×Ｄ３３×Ｈ４５ｍｍ オープン価格 税別ご提供価格 各色１個 ￥９００-

ＳＬ０２Ｒ （レッド） ＳＬ０２Ｏ （オレンジ） ＳＬ０２Ｇ （グリーン）

プリンセス防犯ブザー ポップスタイル ／ アイシングクッキー

チェーンを引くと大きな音が鳴り響きます。誤作動防止スイッチ付きで安心です。

ＧＥ０２５ サイズ：Ｗ６６×Ｄ１２×Ｈ５５ｍｍ 税別定価 ￥ ９８０- 税別ご提供価格 各色１個 ￥６９０-
ＧＥ０６６ サイズ：Ｗ４４×Ｄ１８×Ｈ４２ｍｍ 税別定価 ￥ ９８０- 税別ご提供価格 各色１個 ￥６９０-

ＧＥ０２５ＦＰ （ピンク） ＧＥ０２５ＦＧ （グリーン） ＧＥ０２５ＦＹ （イエロー） ＧＥ０６６Ｐ （ピンク） ＧＥ０６６Ｂ （ブルー） ＧＥ０６６Ｙ （イエロー）

日没が早くなってきました。
安全のため、早めの点灯を
心がけましょう。

不審者に備え、ハートの
キーホルダー型で、見た目にも
かわいい防犯ブザーの
携帯もおすすめです。



2007 年 3 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲ
Ｓ

２０１０ 年 １１ 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲＳ

２０１５ 年 １２ 月号

カシオ ＥＸＩＬＩＭ 『 ＥＸ-ＦＲ１０ 』 オレンジ／グリーン／ホワイト

オープン価格 税別ご提供価格 各色１台 ￥３５,０００-

レンズとモニターが分離することで、今までにないアングル、今までにない撮り方ができます。
カメラ部とコントローラー部の通信にＢｌｕｅｔｏｏｔｈを採用。スムーズな撮影が可能です。

オープン価格

【自分撮り】
自分撮りスタイルでメイクアップ機能を使えば、
より美しく自分を撮影できます。

【みんな撮り】
分離したカメラ部を前方に置けば、コントローラーを
使ってみんなと自分を撮影できます。

【後ろ撮り】
分離したカメラ部を後方に置けば、撮影が困難だった
後ろ姿をコントローラーで確認しながら撮影できます。

【セパレートスタイル】
様々なアタッチメントを使って、好きな場所へカメラ部を簡単に固定し、
コントローラーを使ってリモート撮影が行えます。高いところや手が入らない狭い
場所も撮影できます。静止画や動画のインターバル撮影機能も備えています。

【自分撮りスタイル】
レンズとモニターを同一面に配したスタイルで、縦持ちして自分撮りが簡単にできます。

【カメラスタイル】
自分撮りスタイルの状態でカメラ部を折り畳めば、一般的なカメラのように撮影できます。

マルチアングルクリップ ＥＭＡ-２
３６０度回転する台座クリップ。
簡単にザックなどへ装着できます。

税別ご提供価格 ￥２,２５０-

マルチアングルベルトセット ＥＡＭ-３
360度回転する台座をベルトに取り付け、
カメラ部を手首や頭部へ装着できます。
長短２種のベルト付属。

税別ご提供価格 ￥３,１５０-

マルチアングルスティック ＥＡＭ-４
３３０mmから１０４５mmまで伸縮可能。
カメラ部を先端に、コントローラー部を手元に取付け、
レンズの向きだけでなく、モニターの角度も調整でき、
アングルを確認しながら撮影できます。

税別ご提供価格 ￥７,２００-

ＬＥＤリングライト ＥＡＭ-７
６灯の高輝度ＬＥＤをリング状に配置することで
光ムラなくキレイに撮影できます。
明るさは３段階で調整可能です。

税別ご提供価格 ￥４,５００-

■ おすすめ別売オプション ■



ホワイト ピーチ×ミント ソーダ×レモン ブルー ピンク グリーン ブラック

切断の際、 適な刃の角度を常に一定に
保つため、刃の根元から刃先まで、どの
位置でも切る物をしっかりキャッチ。
安定して気持ちよく切ることができます。

ポーチに入れてもかさばらないスリムな
デザインと携帯性はもちろん、いつでも
使える操作性、切れにくいほつれ糸も
切れる切れ味、開封に欠かせない刃渡り、
全てを兼ね備えた携帯用はさみです。

独自設計の 「スマート
ハンドル」 により、使用時は
キャップを外して、ハンドルを
指先で前方へ滑らせれば
ロックを解除でき、片手の
自然な動きで楽々操作が
できます。

収納時にはハンドルを引いて
ロックをかけ、キャップをはめる
だけ。ロックをかけ忘れても
キャップがハンドルを押し込み、
自動的にロックがかかります。プラス フィットカットカーブ ツイッギー

ＳＣ－１３０Ｐ 税別定価 各色１本 ￥６５０-

税別ご提供価格 各色１本 ￥４５５-

全長 135mm 直径 12mm 刃渡り 42mm 板厚 1.2mm


