ＭＯＮＴＨＬＹ
ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ
ＰＡＰＥＲＦＯＲ
ＦＯＲＲＥＧＵＬＡＲ
ＲＥＧＵＬＡＲＣＵＳＴＯＭＥＲＳ
ＣＵＳＴＯＭＥＲ
Ｓ

2009
１ 月号
2007
年年
3 月号

手のひらサイズの携帯プロジェクター

長寿命・静音設計

１６０ｇの軽量ボディ、手のひらサイズの携帯型プロジェクター！
出先でのプレゼンテーションや、少人数での打ち合わせ、
映写会等を効果的に演出します。

光源にＬＥＤを使用し、１０,０００時間の長寿命を実現。
<３Ｍ> モバイル・プロジェクション・テクノロジーで
開発された光学エンジンを搭載、冷却ファン不要の静音設計。

画面表示サイズ（最小 ～ 最大）
推奨使用環境
投影距離（cm） 型（ｲﾝﾁ） 幅（cm） 高さ（cm） 暗い室内 やや暗い室内 明るい室内
31
8
16
12
★★★★★
★★★★
★★
91
17
36
27
★★★★★
★★★★
★
152
36
74
55
★★★★
★★★
×
180
48
98
73
★★★★
★★
×
●会議やセミナーでデータやビデオ映像を映し、情報の伝達、効率化を図る。
●店頭でコマーシャル映像を流し、お客様の興味を引きつける。
●自宅でビデオをホームシアターとして楽しむ。
●旅行先や自宅で、デジカメやビデオで撮った写真や映像をみんなで楽しむ。

ｅｔｃ…

●光学エンジン：ＬＣＯＳ方式
●画素数：６４０×４８０Ｐｉｘｅｌｓ
●アスペクト比：４：３
●スピーカー：なし
●入力方式：ＶＧＡ、コンポジットビデオ、ＤＣ電源
●寸法： Ｗ１１５×Ｄ５０×Ｈ２２（mm）
●重量： 約１６０ｇ
●使用電池：リチウムイオン電池（充電式）
●付属品：充電用リチウムイオン電池・ＡＣアダプタ（１.７ｍ）・ビデオケーブル（１.６ｍ）・ＲＡＣアダプタ・ＶＧＡケーブル（０.６ｍ）

３Ｍ

マイクロプロフェッショナル
プロジェクター ＭＰｒｏ １１０

ｵｰﾌﾟﾝ価格

税込ご提供価格

￥４２,５００-

～ 個人情報保護に
セキュリティスタンプ新製品 ～
キュートなスヌーピー柄、ローラータイプで個人情報をしっかりガード。

◆ローラータイプで一気に隠す◆
はがきやＤＭの宛名など、他人に知らせたくない個人情報を
スヌーピー柄のスタンプで判読しにくくします。
スタンプ接地面が見えるので、位置合わせも簡単です。

◆自立ボディで収納便利◆
回転式の印面カバーは、開けるとボディに収まり、
紛失する心配はありません。
ＩＳ－ＲＳＮ１０（10mm 幅）印面イメージ
音符の中でスヌーピーのシルエットが踊るデザインです。
細かな部分を隠すにはこちら。

ＩＳ－ＲＳＮ２５（25mm 幅）印面イメージ
かき消すようなラインの中で、キャラクターが飛び跳ねています。
宛名を一気に隠すにはこちら。

補充ｲﾝｷ
ＩＳ－Ｒ１００
（10ｃｃ）
ＩＳ－ＲＳＮ１０
（10mm幅）

ＩＳ－ＲＳＮ２５
（25mm幅）

税別定価 ￥５００-

税込ご提供価格
￥３６０-

スヌーピー セキュリティローラースタンプ
★ＩＳ-ＲＳＮ１０

（補充インキ２ｃｃ付き）

税別定価 ￥１,２００-

★ＩＳ-ＲＳＮ２５

（補充インキ３ｃｃ付き）

税別定価 ￥１,７００-

税込ご提供価格
税込ご提供価格

￥ ８８０￥１,２５０-

ポンと押すだけ！約５００回捺印可能な
コンパクトサイズのケシポンです。

簡易ロックがかかる
安心設計クリップ

印面イメージ

クリップを押してスライドさせるだけで、
自動的にインキングされた印面が出てきます。

３８×１３（ｍｍ）

専用インクカートリッジ

インクパッドとバネが内蔵されており、
スライドするたびに印面にインクをつけ直します。

黒インク

ＩＳ－００１ＣＭ
税別定価 ￥２８０-

税込ご提供価格
￥２４０-

ちょい押しケシポン
（ブルー・ピンク・グリーン）

ＩＳ-３００ＣＭ
税別定価 ￥５００- 税込ご提供価格

￥４２０-

ＭＯＮＴＨＬＹ
ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ
ＰＡＰＥＲＦＯＲ
ＦＯＲＲＥＧＵＬＡＲ
ＲＥＧＵＬＡＲＣＵＳＴＯＭＥＲＳ
ＣＵＳＴＯＭＥＲ
Ｓ
２００９
２ 月号
2007
年年
3 月号

直線カットやミシン目加工、折り加工などを
一度にまとめて行えるので、ビジネスの現場で大活躍！

安定感のある形状で
３パターンの加工を手軽に！

税別ご提供価格

￥１１,８００-

４タイプのカッターで
いろんな加工が簡単に！

税別ご提供価格

￥６,１６０-

税別ご提供価格

￥４,８００-

★ Ｐｏｉｎｔ！ ★
①

②

③

①②③④
全機種対応
⑤ Ａ４４５/Ａ４２５
⑥ Ａ５２５Ｐｒｏのみ

■ ひたすら正確な直線カット ■
基本的な使い方です。
様々な用紙のトリミングに！

④

■ 切り離し仕様のミシン目加工 ■
イベントのチケットや
サービス券が簡単に作れます。

⑤

■ きれいな折り目のスコアリング加工 ■
用紙にしっかりと折り目をつけます。
２つ折りのメニューなどが簡単に！

３ステップでらくらくカット

⑥

カッターユニットを押しながら
スライドさせ、ハンドルを押し上げます。

■ ダイヤルカッター仕様 ■
カッター選びはダイヤルを
回すだけ。切り方を変える度に、
刃を交換する手間がありません！

■ 華やかさを演出する波形カット ■
見た目に華やかさを添えたい
グリーティングカードなどに。

■ ペーパーストッパー ■
マグネット状の紙押さえで
紙面をしっかり固定。
用紙がずれないように固定し、
ハンドルをおろしてロックします。

カッターをスライドさせ、加工！
ハンドルを上げて紙を取り出します。

チラシ有効期限：2009年3月末日

～写真やデータが保存された記憶媒体を取り付けるだけで、スライドショーを楽しめます～

主な仕様

※名入れも可能です。

付属品：スタンド・リモコン・電源アダプタ・ＵＳＢケーブル

●７インチ高解像度液晶パネルを搭載
●リモコンによるメニュー切替
●縦／横どちら置きにも対応
●ＵＳＢメモリ他、各種メモリーカードに対応
●１ＧＢのメモリ内蔵（写真約３００枚分）
●時計、アラーム、カレンダー機能
●スライドショー、制止画（ズーム・回転表示）
●ＢＧＭ機能
●ステレオスピーカーとヘッドホンジャックを内蔵
●ＵＳＢ接続によるＰＣとのデータ転送

トランセンド デジタルフォトフレーム
ＴＳ１ＧＰＦ７１０ ブラック／クリア

税別ご提供価格

￥１１,７００-

ＭＯＮＴＨＬＹ
ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ
ＰＡＰＥＲＦＯＲ
ＦＯＲＲＥＧＵＬＡＲ
ＲＥＧＵＬＡＲＣＵＳＴＯＭＥＲＳ
ＣＵＳＴＯＭＥＲ
Ｓ
２００９
３ 月号
2007
年年
3 月号

薄いも厚いも、迷わずこれ１台！
「倍も」綴じる
新世代ホッチキス

～バイモ イレブン フラット～

Ｖａｉｍｏ １１ ＦＬＡＴ
■ これまでは… ■
中型ホッチキス
綴じ枚数 ２～３０枚

■ これからは！■
バイモイレブン フラット
綴じ枚数 ２～４０枚！！

◆ 厚い書類も手軽に綴じたい 、そんな思いに応えました！ ◆
新開発の専用針「Ｎｏ.11」を使用。これまで中型ホッチキスに頼っていた厚い書類も、軽く平らに綴じられます。

平らに綴じられて、
かさばらない！

マックス

引き出しに収まる小型サイズ

バイモイレブン フラット

※専用針1000本付

ＨＤ－１１ＦＬＫ（ブルー・レッド・イエロー・ブラック・ホワイト）
税別定価￥１,４００

税別ご提供価格

￥９８０-

別売専用針 Ｎｏ.11-１Ｍ （1000本入）
税別定価￥１１０ 税別ご提供価格 ￥７７

オフィスの収納ニーズに応えた、新しいダブルクリップ
＜ Ｓｃｅｌ-ｂｏ （シェルボ） ＞文字入りタイプ
中・文字もじ柄

（口幅寸法：25mm ）

小・文字もじ柄

（口幅寸法：19mm ）

「重要」
●膨大な資料の中から重要な書類を見つけ出す目印に。
付けることで取り扱いの注意喚起に。

クリ-J34 -1

クリ-J35 -1

「回章」
業務パック

ｸﾘ-Ｊ34-1
税別定価 ￥330

ｸﾘ-Ｊ35-1
税別定価 ￥280

●一目で回章資料と分かるので、
そのまま置いておけます。

（中･口幅25mm・綴じ枚数 約60枚）

埋もれてしまっても簡単に見つけだすことができます。

税別ご提供価格 ￥229（小･口幅19mm・綴じ枚数 約30枚）
クリ-J34 -1

クリ-J35 -1

税別ご提供価格 ￥196-

●どちらも、文字柄内容「重要」×3 「回章」×3 「COPY」×4個入りの詰め合わせです。 「COPY」
●コピー資料の目印に。
●誰かにコピーをお願いする時に。

「重要」 「回章」 「COPY」 の文字が入った
ダブルクリップ。書類の分類に便利です。
１０パック入り業務用お得パックもあります。

インデックスとクリップがひとつになった ＜ クリップタブ ＞
☆数枚の書類をまとめて 「クリップ」 で挟んで、 「インデックス」 に書類全体の見出しをつけることができるので
散らかった書類を素早く簡単にまとめることができます。
☆全体の外寸は横32×縦58mm。
インデックス部分は両面に鉛筆・水性ペン・ボールペンで書き込みができる厚手のコート紙製。
クリップ部分は長さ12cm、綴じ枚数約30枚。
また、簡単に分解できるので、分別廃棄やリサイクルにも便利です。

2

発

売

丸善 クリップタブ
CRT-008
CRT-009

（イエロー・レッド・ブルー 各12個入）

税別定価 ￥500

税別ご提供価格 ￥400-

（オレンジ・ピンク・グリーン 各12個入） 税別定価 ￥500

税別ご提供価格 ￥400-

ＭＯＮＴＨＬＹ
ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ
ＰＡＰＥＲＦＯＲ
ＦＯＲＲＥＧＵＬＡＲ
ＲＥＧＵＬＡＲＣＵＳＴＯＭＥＲＳ
ＣＵＳＴＯＭＥＲ
Ｓ
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「蒔絵」 漆工芸の加飾の一技法。漆で文様を描き、乾かぬうちに金･銀･錫などの金属粉や顔料の粉（色粉）を捲き、
固着させて造形する技法および作品をいう。基本的には平蒔絵、研出蒔絵、高蒔絵の３種類に分けられる。
◆ 入学・進級・就職祝いに！◆
蒔絵「花美蔵」多機能ペン ※専用桐箱付

蒔絵「花美蔵」ネーム印（ネーム10／ＥＺ10）

( 0.7mm 黒･赤油性ボールペン、0.5mmシャープペン）

鶴立ち

ふくろう

鶴飛び

桜

税別定価 各 ￥３,０００

税別定価 各 ￥２,８００

税込ご提供価格 1個

税込ご提供価格 1個

￥２,５００ｰ

￥２,３５０ｰ

◆ 蒔絵柄◆ 桜吹雪/赤富士/月見ふくろう/日の出鶴/春秋
税別定価 各 ￥３,５００

税込ご提供価格 1本

￥２,９５０ｰ

◆ 通常のネーム印はこちら 気分一新の新年度業務に ◆
キャップ式 （印面10mm）

キャップレス式
（印面10mm）

既製品 ＨＮ-10･Ｋ

既製品 ＨＥＺ-10

（税別定価 ￥1,450-）

（税別定価￥1,200-）

税込ご提供価格 ￥1,050別製品 ＨＮ-10Ｂ

税込ご提供価格 ￥880別製品 ＨＥＺ-10Ｂ

（税別定価￥2,150-）

税込ご提供価格 ￥1,580-

色はカラフルな全8色
（水･桃・黒･金･銀･紺･エンジ）

（税別定価￥1,700-）

税込ご提供価格 ￥1,250-

※ ご注文の際には書体・色・文字の配列をご指定下さい。ご希望の印面の既製・別製の区別につきましては、別途お問い合わせ下さい。

～ いざという時のために…
防犯ブザー ～
●通勤・通学時に身を守るために。
●荷物に紐で結びつけて、ひったくり被害の防止に。
●災害時に自分の居場所を伝える防災用品として。

いざという時のために、
大人も子供も必携です！

●音
量：８５ｄｂ
●外形寸法 ：Φ３３×Ｈ６７（ｍｍ）
●質
量：約３５ｇ（電池含む）

アスカ

防犯ブザー タフネス

ＧＥ０３３

（ダークブルー・ライトブルー・イエロー）

税別定価 ￥１,２００-

税込ご提供価格 １個 ￥８８０-

◆ リストバンド型防犯ブザー ◆
右側のストラップを引くと音が鳴ります。
左側のスイッチを押すとＬＥＤライトが点灯、
暗闇でも安心・便利です。

左から
ＳＢ０１４Ｂ（ブルー）
ＳＢ０１５Ｐ（ピンク）
ＳＢ０１６Ｙ（イエロー）
ＳＢ０１７BL（ブラック）

アスカ
●音量：８６ｄｂ ●外形寸法：Ｗ６０×Ｌ２４３×Ｄ１９（ｍｍ）
●質量：約３８ｇ(電池含む）

◆ プリンセス防犯ブザー ◆

防犯ブザー リストバンド型

税別定価 ￥１,２００-

税込ご提供価格 １個 ￥８８０-

チェーンを引っ張ると音が鳴ります。ＯＮ／ＯＦＦスイッチ付き。
左から
ＧＥ０２５Ｇ（ゴールド）
ＧＥ０２５Ｓ（シルバー）
ＧＥ０２５Ｐ（ ピンク ）

アスカ

プリンセス防犯ブザー
税込ご提供価格 １個 ￥７００-

税別定価 ￥９８０-

●音量：９０ｄｂ ●質量：約２５ｇ(電池含む）
●外形寸法：Ｗ６６×Ｄ１２×Ｈ５５（ｍｍ）
共通仕様…

● 連続吹鳴時間：２０分間以上 ●電源：アルカリボタン電池（ＬＲ４４）３個
※セットされているのはテスト用電池のため、新品の電池と合わせてのご購入がおすすめです。

ＭＯＮＴＨＬＹ
ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ
ＰＡＰＥＲＦＯＲ
ＦＯＲＲＥＧＵＬＡＲ
ＲＥＧＵＬＡＲＣＵＳＴＯＭＥＲＳ
ＣＵＳＴＯＭＥＲ
Ｓ
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数量限定！ バリュープライス オフィスファニチャー！！
１.

●会議テーブル

プラス YB-S620N-D TK
W1800×D600×H700
税別定価 ￥42,600 税別ご提供価格 ￥17,000-

4.

2.

3.

●ワークテーブル

●サイドテーブル

5.

6.

プラス AS-187T NA
W1800×D700×H700
税別定価 ￥52,710 税別ご提供価格 ￥19,000-

※チーク色もあります。

ＪＴＸ
CX-NG410ST
W400×D1000×H700
税別定価 ￥28,800 税別ご提供価格 ￥18,000-

※ローズ色もあります。

●座卓兼会議テーブル プラス YT-615C ローズ
W1800×D450×H330 （700）
税別定価 ￥30,300 税別ご提供価格 ￥18,000-

●座卓兼会議テーブル プラス YT-620C チーク
W1800×D600×H330 （700）
税別定価 ￥35,000 税別ご提供価格 ￥21,000-

●フォールディングテーブル プラス YE-515WM
W1500×D450×H700
税別定価 ￥74,500 税別ご提供価格 ￥44,500-

7.

8.

9.

※仕様：ローバック
ナイロンキャスター
背面メッシュタイプ
※ハイバックタイプも
あります（別途見積）

※座面ローズ色も
あります。
●会議テーブル

●折りたたみ椅子 プラス FC-827N BK
W514×D463×H745・SH430
税別定価 ￥13,200 税別ご提供価格 ￥7,000-

●事務用回転椅子 プラス C701J レッド
W618×D589×H860～950・SH440～530
税別定価 ￥16,400 税別ご提供価格 ￥12,000-

10.

11.

12.

●クリアキャビネット プラス L5-105KA-AT LGY
A4縦浅型 ３列24段 W900×D450×H1050
税別定価 ￥134,400 税別ご提供価格 ￥68,000-

●クリアキャビネット プラス L5-105KA-CT LGY
A4縦浅型 ３列12段 W900×D450×H1050
税別定価 ￥126,000 税別ご提供価格 ￥57,000-

●ファイリングキャビネット プラス A4-2 IV
W387×D620×H740
税別定価 ￥31,900 税別ご提供価格 ￥13,500-

ＪＴＸ YH-R1575(DR)
W1500×D750×H700
税別定価 ￥40,500 税別ご提供価格 ￥18,500-
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13.

14.

NEC: Mate

15.

富士通: FMV-D3260

J MJ26R/A-6 SPL
Core 2 Duo
E7300
(2.66GHz)

1024MB

FDD
なし

ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ
別売

80GB

CD-RW
DVD-ROM

Core 2 Duo
E4600
(2.4GHz)

1024MB

10/100/1000

FDD
なし

ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ
別売

80GB

CD-RW
DVD-ROM
10/100/1000

WinXP Pro SP3(Vistaダウングレード)

WinXP Pro(Vistaダウングレード)

Office Personal 2007

Office Personal 2007

※ディスプレイ別売

※ディスプレイ別売

●デスクトップＰＣ ＮＥＣ PC-MJ26RAZ5US86
税別定価 オープン 税別ご提供価格 ￥82,000-

●デスクトップＰＣ 富士通 FMVXDNH81Z
税別定価 オープン 税別ご提供価格 ￥87,800-

●１７インチＳＸＧＡ
スピーカー内蔵アナログ液晶ディスプレイ
Ｉ／Ｏデータ ＬＣＤ-Ａ１７２ＫＷ
税別定価 オープン 税別ご提供価格 ￥12,900-

16.

17.

18.

hp: Compaq

dc5800 SF/CT 17TFT(HP純正)
Core 2 Duo
E7300
(2.66GHz)
FDD
なし

2048MB

NEC: VersaPro

hp: Compaq

J VJ22A/F-6 SPL

160GB

CD-RW
DVD±RW
DVD-RAM

Core 2 Duo
P8400
(2.26GHz)

17型液晶

10/100/1000

FDD
なし

1024MB
80GB
15.4型液晶

6730s/CT スペシャル

CD-RW
DVD-ROM

Core 2 Duo
P8400
(2.26GHz)

10/100/1000

FDD
なし

1024MB
160GB

CD-RW
DVD-ROM

15.4型液晶

10/100

WinXP Pro(Vistaダウングレード)

WinXP Pro SP3(Vistaダウングレード)

WinXP Pro(Vistaダウングレード)

Office Personal 2007

Office Personal 2007

Office Personal 2007

※ディスプレイセット

※15.4型液晶

※15.4型液晶

●デスクトップＰＣ
ＨＰ dc5800SF/CT17TFT
税別定価 オープン 税別ご提供価格 ￥99,000-

●ノートＰＣ
ＮＥＣ PC-VJ22AFD5RJW6
税別定価 オープン 税別ご提供価格 ￥104,500-

19.

20.

21.

●ＵＳＢメモリ バーベイタム USBM2GVW
※2GB 回転式キャップ
税別定価 オープン 税別ご提供価格 ￥1,095-

※ブラックもあります。
●カードリーダー エレコム MR-A10
※ＳＤカード（2ＧＢまで）他、10メディア対応
税別定価 オープン 税別ご提供価格 ￥900-

●ＳＤカード バーベイタム SDST2GVB
※2GB 書き込み防止プロテクト付き
税別定価 オープン 税別ご提供価格 ￥800-

22.

23.

24.

※ＰＣ、プリンタは
含まれません。
●ＰＣラック

プラス
ＦＺ137ＦＬ LGY
W725×D695×H1285
税別定価 ￥18,500 税別ご提供価格 ￥7,500-

●ノートＰＣ ＨＰ 6730S 1479V623
税別定価 オープン 税別ご提供価格 ￥94,800-

※ファイルは
含まれません。
●インサイドボックス

ＪＴＸ
IB-05ANG
W490×D341×H598
税別定価 ￥19,300 税別ご提供価格 ￥12,000-

★このチラシに掲載の商品は全て数量限定の商品ですので、商品完売の際は、あしからずご了承ください。
★商品の遠方へのお届けは、別途配送料がかかります。 ★パソコンの価格には設定料は含みません。

●サイドキャビネット プラス ST-046SC-3 W4/W4
W394×D615×H620
税別定価 ￥53,000 税別ご提供価格 ￥21,000チラシ有効期限 ：2009年７月末まで
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カギがいらない、ダイヤルロック式の折りたたみ傘立
■ キーレス傘立 「ＳＤⅡ」 の特長 ■
カギの紛失や盗難の心配がありません。
狭いスペースに折りたたんで収納できます。
リピーターのお客様が多い施設に最適です。

カギがないから、なくさない！

折りたためば、
厚さわずか13cm！
隙間にも入るので、 収納場所を
取りません。
普段はしまっておいて、
必要なときに出して使えます。

カギのかけ方「傘を入れる」

ダイヤルを回し２桁の
暗証番号を決めます。

カギのあけ方「傘を取り出す」

傘を入れ、ボタンを押したまま
ダイヤルを別の数字に合わせると
ロック完了です。

ボタンを押したまま、暗証番号に
合わせるとロックが解除されます。

傘を取り出します。

テラモト キーレス傘立 「ＳＤⅡ」 ※受注生産品
品番 UB-279-236-00

36人用 W1098×D460×H1370

重量40.8kg

税別定価￥350,000-

税別ご提供価格 ￥２６２,０００-

品番 UB-279-248-00

48人用 W1428×D460×H1370

重量47.7kg

税別定価￥426,000-

税別ご提供価格 ￥３１９,０００-

シンプルで機能的、見る向きで表情が変わるデザイン製の高い傘立

グレー

内側は傘が重ならずに
すっきり収まるデザイン

ホワイト

Ｔｉｄｙ 傘立「テット」９人用
品番 UB-275-000- （7 ホワイト） ／ （5 グレｰ）

W230×D230×H385
税別定価￥15,000-

重量 4.4kg

税別ご提供価格 ￥１３,８００-

～ シヤチハタ 気持ち伝える・伝わるアイテム ～
◆ どこでもスイッチ ◆

～ 押すだけで簡単に紙の取り外しができるマグネット ～

本体上部が常に貼り付け面から離れており、スイッチ感覚で、メモなどの掲示用紙を軽い力で脱着できます。
マグネットが付く所ならどこでもＯＫ！Ａ４コピー用紙を約１０枚保持できます。

１パック２個入

品番

ＺＭＧ - ＳＷ
税別定価 ￥５００-

◆ オピニ キモチメモ ◆

税込ご提供価格 １パック ￥３５０-

～ ユニークな３種類のアイコンで、楽しく伝言 ～

表情のあるアイコンで、気持ちも一緒に伝えられるメモ帳です。
アイコンを折り返して巻き込めば、数枚を束ねることができます。

１冊 １００枚綴

品番

ＯＰＩ- ＫＭ／Ｈ
税別定価 ￥３００-

◆ オピニ メッセージメモ ◆

税込ご提供価格 １冊 ￥２２０-

～ メッセージをわかりやすく伝える、ポップなイラストアイコン ～

使用頻度の高い電話受フォーマットを印刷したメモです。付箋紙のように裏面糊付タイプなので
どこにでも貼れて、他の書類に紛れることなく確実にメッセージを伝えられます。

１冊 ５０枚綴

品番

ＯＰＩ- ＭＭ／Ｈ
税別定価 ￥３００-

税込ご提供価格 １冊 ￥２２０-
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書いて・塗って・貼れる

１本３役

『 ポストイット フラッグペン 』

これ１本で
チェック＆マーク＆メモは完璧！
勉強や仕事もはかどります。
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。

ボディカラーは３色。
ラメ入りでキラキラ光る
ツインタイプのボディです。
蛍光ペンとフラッグの色を
示しています。
反対側のキャップをはずして蛍光ペンとして。
重要部分にマーキング。

クリップ部分に、34.5×7.5mmの
ポストイット・フラッグを50枚内蔵。
フラッグがなくなったら、詰め替えて
使うことができます。（別売）
ボディはスケルトンタイプで
芯の残量がひとめでわかります。
はずしたキャップは反対側の
部分につけられます。
半透明フィルム製フラッグで目印。先端部分に
色がついています。マーキングできない資料や
インデックスにオススメ。

※ボールペン・蛍光ペンの替芯はありません。使いきりタイプです。

ボールペンで書き込み、蛍光ペンでチェック、フラッグでしっかり目印！
３つの機能がひとつになった、新しいタイプのペンです。

３Ｍ ポストイット フラッグペン
品番 ６９１ＨＬＰー１
品番 ６９１ＨＬＰー２
品番 ６９１ＨＬＰー３

（ボールペン：1.0mm 黒芯
（ボールペン：1.0mm 黒芯
（ボールペン：1.0mm 黒芯

税別定価 ￥250- 税込ご提供価格 １本 ￥１８０-

蛍光ペン／フラッグ：イエロー）
蛍光ペン／フラッグ：ピンク）
蛍光ペン／フラッグ：ブルー）

詰め替え用フラッグ
品番 ６９１ＲＦーＫ

（フラッグ３色セット 各５０枚入）

税別定価 ￥230- 税込ご提供価格

￥１７０-

詰替用フラッグ
（３色セット）

レスキューベンチ
品番 BC-309-018- （3 ブルー） ／ （5 レスキュ－オレンジ）

税別定価 ￥75,000-

税別ご提供価格 ￥５２,０００-
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夏の特別企画

癒しアイテムで気分をリフレッシュ！！

１.

2.

3.
波・森・風鈴の音など、ヒーリングサウンドと
アロマの香りが同時に楽しめます。

1.の補充アロマです。
気分に合わせてお選び下さい。

水とアロマでオフィスの
空気をリフレッシュ

●アロマグリーンVer.2 （ホワイト/グリーン）
W220×D180 電源コード式 12畳用。
※レモン空気洗浄液付
税込ご提供価格 ￥11,000

●アロマグリーンVer2専用空気洗浄液
レモン・グレープ・ユーカリ・アップル・ラベンダー
ティートゥリー・ジャスミン
全7種
税込ご提供価格 1本 ￥1,500-

●アロマサウンドメーカー （電源/電池選択式）
税込ご提供価格 ￥4,200-

4.

5.

6.

火を使わないアロマ芳香器。ランプが揺らめきながら
点灯、息を吹きかけるとキャンドルのように
ランプが消えます。電池式・アロマシート５枚付。
手触りが気持ちいい
超粒子ビーズクッション。
見た目もかわいい
抱き枕です。

●キャンドルＬＥＤアロマ
税込ご提供価格 ￥1,680-

●アニマルボディピロー （ブタ・イルカ・ペンギン）
約W800×D280×H250
税込ご提供価格 １個 ￥3,150-

7.

8.

４段階の空気加圧。
６パターンの振動。
温熱機能もついて
目元リフレッシュ。

●アイ・ビブラート （電源コード式）
税込ご提供価格 ￥7,500-

9.
保温/保冷機能、閉性性のあるタンブラー。
オフィスのマイカップとしてどうぞ

クローバーとチェリー柄の紙コップ。
四つ葉かダブルチェリー柄が
出たら、今日のあなたはラッキー。

患部をじんわり温め
バイブのマッサージで
疲れもスッキリ！
（単３電池式）

●あったかぶるぶるバー
税込ご提供価格 ￥1,680-

●ウォームタンブラー （ひつじ・白クマ・ヤギ・ネコ）
W76×H146
税込ご提供価格 １個 ￥840-

●アソートカップ紙コップ（７オンス・２柄アソートパック）
1パック80個入 税込ご提供価格 ￥450-

10.

11.

12.
クリスタルガラスが気の流れを活性化！

忙しい毎日、
まったりとした時の刻みを
楽しんでみませんか？
惑星・星座・天の川などを
リアルに再現する光学式と
星座が楽しめるピンホール式の
両用で、癒し効果抜群！
●砂時計（３分計）
税込ご提供価格 ￥550-

●ホームプラネタリウム スターワールド（電源コード式）
税込ご提供価格 ￥14,000-

●風水クリスタル
税込ご提供価格 ￥4,700-
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13.

14.

スタンダードな机です（Ｗ1000）

ＳＤ－Ｓ１０７Ｓ３ＰＦ１
W1000×D700×H700
税別定価 ￥52,900 税別ご提供価格 ￥18,000-

15.

スタンダードな机です（Ｗ1200）

両袖で収納たっぷり（Ｗ1200）

●片袖机

●片袖机

●両袖机

16.

17.

18.

ＳＤ－Ｓ１２７Ｓ３ＰＦ1
W1200×D700×H700
税別定価 ￥56,300 税別ご提供価格 ￥19,000-

ＳＤ－Ｓ147Ｄ33Ｆ１
W1200×D700×H700
税別定価 ￥81,500 税別ご提供価格 ￥29,800-

ヘッドレスト付で
らくらく

あなたの机の
おそばに１台

人気の
メッシュタイプ

●脇机

●フリーダムチェア

ＸＨＳ-211Ｄ
W685×D660×H1270
税別定価 ￥167,000 税別ご提供価格 ￥60,000-

●リバティーチェア

19.

20.

21.

ＳＤ－Ｓ４７Ｅ３Ｆ１
W400×D700×H700
税別定価 ￥36,400 税別ご提供価格 ￥13,000-

スタンダードな
テーブルです

ＸＨＳ-３０１Ｄ
W675×D565×H1055
税別定価 ￥153,000 税別ご提供価格 ￥50,000-

ちょっとした
待ち合いに

赤い座面が
アクセント

●会議用テーブル

ＫＴ-５０Ｆ１
W1800×D450×H700
税別定価 ￥41,400 税別ご提供価格 ￥16,400-

●肘なしチェア

ＣＫ-２８６ＫＪＡ８-Ｗ
W580×D525×H765
税別定価 ￥33,800 税別ご提供価格 ￥13,500-

●スツール

22.

23.

24.

ＳＧ－Ｋ３５ＨＨＧ１Ｎ
H460×Φ390
税別定価 ￥5,230 税別ご提供価格 ￥2,000-

少し大きい
荷物の運搬に
目にやさしい緑が
気分を和らげます

●二輪車

ＴＫ－Ｃ１０ＮＮ
W535×D560×H1180
税別定価 ￥14,500 税別ご提供価格 ￥7,700-

●人工樹木

ＰＸ-ＧＷＰ１８
アイレストグリーン H1800
税別定価 ￥51,500 税別ご提供価格 ￥16,000-

貴重品保管に
オフィスに１台

●耐火金庫

ＨＳ－ＦＳ２０ＴＫＦ１
W515×D586×H743
税別定価 ￥430,000- 税別ご提供価格￥165,000-

☆★☆ 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(水)～８月１６日(日)

８月１７日（月）より通常営業いたします。
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除

菌

空気噴霧で室内全体を清潔に保ちます。噴霧後すぐに雑菌・カビが消滅。
あらゆる菌に効くので、ウイルス感染防止に最適です。

消

臭

除菌と共に消臭効果もあります。酸化分解方式で、菌やカビといった
臭いの元を触れた瞬間に分解。水と無害な酸化物に変えてしまいます。

安

全

白血球と同じ殺菌成分だから、誤って飲み込んでしまっても安全です。
手洗いやうがいにも使えます。

環

境

有機物に触れると水に変わるので、使用後の環境への心配がありません。
排水しても環境にはほとんど影響はありません。

●キッチン・エアコン・下駄箱・浴室・トイレ・洗面所・車内の除菌消臭。
●カーテン・部屋干しの洗濯物・靴・畳やカーペットの除菌消臭。
●ペットやタバコの臭い消しに。
●野菜の洗浄・観葉植物の病害対策・切花の鮮度維持にも使えます。
●成分 ： 次亜塩素酸ナトリウム・塩酸

ハサップアクアミスト５００
◆ 約550回スプレーできます
◆ 切替スプレーで直噴とミスト
噴霧を選べます
◆ 食べ物からペットまでさまざまな
用途の除菌消臭用
税込ご提供価格

￥１,８９０-

●性状 ： 弱酸性・無色・無臭

ハサップアクア２０００ 10L
◆ 野菜洗浄、空中噴霧は10倍、
手洗い後の除菌は4倍にうすめて
お使いください。
◆ コック付で簡単に容器に注入。
● ミスト500の場合： 80本
● 小型煙霧機の場合：
約60日分（8ｈ/日）
税込ご提供価格

￥８,４００-

小型超音波煙霧機
＜一般家庭・オフィス用＞

商品特徴
◆寸法： 幅 200×奥行 235 ×高さ 320 （mm）
◆重量： 4.2kg
◆電源： 100V
◆消費電力： 35W
◆煙霧量： 0.2L / 時間(最大)
※１５畳～２０畳用
◆タンク容量： ６L
◆機能： 湿度調節機能付き
2方向ノズル付き

★ハサップアクアを超音波の力で噴霧し、
お部屋の雑菌・カビ・ウイルスを
撃退します。
●ハサップアクアを水で１０倍に薄めてセット。
毎日お部屋に噴霧すれば、ウイルス除去に
効果的です。
●ミクロの霧が有害な花粉･ほこりも包んで
落としてしまいます。
●気になるお部屋の臭いにも効果があります。

ハサップアクア 小型超音波煙霧機

税込ご提供価格 ￥１９,８００-

※ハサップアクアは屋外に長時間放置しておくと失活が早まってしまいますので、
必ず冷暗所に保管してください。消費期限は冷暗所の保管で約３か月です。

ＭＯＮＴＨＬＹ
ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ
ＰＡＰＥＲＦＯＲ
ＦＯＲＲＥＧＵＬＡＲ
ＲＥＧＵＬＡＲＣＵＳＴＯＭＥＲＳ
ＣＵＳＴＯＭＥＲ
Ｓ
２００９年年3 月号
１０ 月号
2007

いつでもどこでもミーティング
持ち運びラクラク！

組み立てカンタン！

ホワイトボードに早変わり！！

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。

いつでもどこでもミーティング！卓上に立てられるだけでなく、
シートだけを卓上に広げたり、壁に貼ったりできるホワイトボードです。

シート２枚と段ボール台紙のセットです。
組み立てて、卓上ホワイトボードとして使用できます。
シートの裏面には、貼ってはがせる糊がついているので、
シートだけを壁に貼りつければ、
壁面ホワイトボードとしても利用できます。
折りたたんで保管ができるので、収納スペースを取りません。

３Ｍ

貼ってはがせるホワイトボード テーブルトップ
ＷＢ－４５６０

板面 900×600mm （450×600mm 2枚組＋段ボールスタンド）
税別定価

￥８,５００-

税込ご提供価格 ￥６,３００-

見やすいタイトル表示で書類整理に最適です。

見出しつきダブルクリップ
●ファイリングする前の書類の一時保管に、見出しをつけてわかりやすく！

●ご注文は５パック単位です。よろしくお願いします。

表示シールに
タイトルを記入。

保護シートをかぶせて
表示シールを保護。

ストレートタイプ

①

②

表示シールを
見出し板に貼り付
けます。

見出しをクリップに
差し込んで取り付け
ます。

（１パック＝クリップ・見出し板・シール各３個入）
① 3614-018

S 口幅 19mm 見出し幅 6.5mm
５パックセット
税込 ￥８８０-

② 3614-026

M 口幅 25mm 見出し幅 9.5mm
５個パックセット 税込 ￥１,１００-

③ 3614-034

L 口幅 32mm 見出し幅 13.5mm
５個パックセット 税込 ￥１,２５０-

③

サイドレバータイプ（１パック＝クリップ・見出し板・シール各３個入）

④

⑤

④ 3615-014

S 口幅 19mm 見出し幅 6.5mm
５パックセット 税込 ￥１,０３０-

⑤ 3615-022

M 口幅 25mm 見出し幅 9.5mm
５パックセット 税込 ￥１,２５０-

⑥ 3615-030

L 口幅 32mm 見出し幅 13.5mm
５パックセット 税込 ￥１,４００-

⑥

Ｗクリップ用見出し（１パック＝見出し板３枚・シール９枚入）

⑦

⑧

⑨

⑦ 3613-917 S 見出し幅 6.5mm
５パックセット 税込

￥５００-

⑧ 3613-925 M 見出し幅 9.5mm
５パックセット 税込

￥６００-

⑨ 3613-933 L 見出し幅 13.5mm
５パックセット 税込 ￥６５０-

綴じたい書類を
クリップして
完成です。

ＭＯＮＴＨＬＹ
ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ
ＰＡＰＥＲＦＯＲ
ＦＯＲＲＥＧＵＬＡＲ
ＲＥＧＵＬＡＲＣＵＳＴＯＭＥＲＳ
ＣＵＳＴＯＭＥＲ
Ｓ
２００９年年3 月号
１1 月号
2007

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。

丈夫な１.３mm 厚

下敷き機能

一般的なクリヤホルダーの
約３倍の厚みがあり、
ホルダーがたわまないので
書類に折り癖がつきません。

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。

ホルダー収納

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。

※２ポケットタイプは、
１色５枚単位でのお届けです。

税別定価￥180- 税込ご提供価格 ￥130税別定価￥210- 税込ご提供価格 ￥150-

３Ｍ

貼ってはがせるホワイトボード テーブルトップ
ＷＢ－４５６０

板面税別定価￥180900×600mm
（450×600mm 2枚組＋段ボールスタンド）
税込ご提供価格 ￥130税別定価

税別定価￥210- 税込ご提供価格 ￥150-

￥８,５００-

税別定価￥260- 税込ご提供価格 ￥200-

税込ご提供価格税別定価￥260￥６,３００税込ご提供価格

￥200-

※ご提供価格は全て１枚の単価です。

家電量販店で大人気の「ソーラーマルチチャージャー」

※各機器への充電可能時間は、ご利用の機種によって異なります。

＊期間限定（２００９年１２月末日まで）の特別価格です。
納期：ご注文後約１0日、商品品切れの場合はご容赦ください。
＊本体色のご指定はできません。

ＭＯＮＴＨＬＹ
ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ
ＰＡＰＥＲＦＯＲ
ＦＯＲＲＥＧＵＬＡＲ
ＲＥＧＵＬＡＲＣＵＳＴＯＭＥＲＳ
ＣＵＳＴＯＭＥＲ
Ｓ

2009
月 特大号
2007 年 12
3 月号

電源部は単独でＵＳＢ対応機器への充電が可能。
携帯電話やモバイル機器の、緊急用電源として
使うこともできます（各携帯機器用の充電プラグは別売です）

●接続時間
●充電時間
●内蔵電池
●本体寸法

約5時間
約7時間（ＡＣ/ＵＳＢ充電とも）
専用リチウムイオン電池
【アウター】 適応首周300～500×H250 mm
【ヒーター部】 W250×H25 mm
【電源部】 W70×D22×H39 mm
●本体質量 ： 【アウター】 約100g
【ヒーター部】 約15g
【電源部】 約70g
●付 属 品： アウター・ヒーター・電源部・ＡＣアダプタ・
充電用ＵＳＢコード

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。

：
：
：
：

カラーは２種類からお選び下さい。

チャコールグレー

ホワイトグレー

・冷えやすい首元をソフトに包み込んで、防寒・血行を促進してくれるヒーター付ネックウォーマーです。
・カーボンと特殊樹脂で構成された発熱体が、保温と温度調整を自動で行う「ＰＴＣ機能」を搭載。
温度の上がりすぎを防止し、適温をキープします。
・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。

コードレスで、どこでも使える充電式ヒーター付きネックウォーマー

ｅｎｅｌｏｏｐ ｎｅｃｋ ｗａｒｍｅｒ（ エネループ
ＥＮＷ-ＮＷ１Ｓ

チャコールグレー / ホワイトグレー

ｵｰﾌﾟﾝ価格

ネックウォーマー ）

税込ご提供価格

￥６,３００-

約１,０００回 繰り返し使える
電源は単３ニッケル水素充電池、エネループを
２個使用。充電した予備のエネループを
持ち歩けば、長時間の使用ができます。
オフシーズンは単３充電池と
充電器として使えます。

ターボモード搭載
スイッチひとつでＯＮ/ＯＦＦ。温度は強弱２段階切替。
急速に暖まるターボモードを搭載。
●表面温度 ： 弱モード 約39℃
： 強モード 約43℃
●接続時間 ： 弱モード 約90～150分 (気温約10℃時）
： 強モード 約100～180分( 気温約10℃時）
●充電時間 ： ＡＣ 約4.5時間
ＵＳＢ 約12時間
●電
池 ： 単3充電池 eneloop 2本
●本体寸法 ： W46×D84×H20 （ｍｍ）
●本体質量 ： 約104ｇ （電池含む）
●付 属 品： 充電用ＡＣアダプタ/ＵＳＢコード・ケース・電池 2本

ＫＩＲ－ＳＬ２Ｓ
ｵｰﾌﾟﾝ価格

シルバー/ピンク/シャンパンゴールド

税込ご提供価格

￥４,９８０-

※こちらの商品は、昨年発売のものの、色・型番変更品です。ＵＳＢポートからも充電できるようになりました。両面発熱式。

約５００回 繰り返し使える
約３時間でスピード充電でき、最大約４時間使用できます。
電池残量は３段階の表示で確認できます。
●表面温度 ： 弱モード 約39℃
： 強モード 約43℃
●接続時間 ： 弱モード 約150～210分 (気温約10℃時）
： 強モード 約180～240分( 気温約10℃時）
●充電時間 ： ＡＣ 約3時間 ＵＳＢ 約5時間
●内蔵電池 ： 専用リチウムイオン電池
●本体寸法 ： W62×D84×H19 （ｍｍ）
●本体質量 ： 約80ｇ（電池含む）
●付 属 品： 充電用ＡＣアダプタ/ＵＳＢコード・ケース

スイッチ付きで、使いたいときだけ
スイッチひとつでＯＮ/ＯＦＦ。強弱２段階の温度切替。
必要なときだけ、必要な温度で使用できます。

ＫＩＲ－ＳＥ１Ｓ
ｵｰﾌﾟﾝ価格

ホワイト/ピンク/イエロー

税込ご提供価格

￥３,９８０-

※こちらの商品は、昨年発売のものの、色・型番変更品です。ＵＳＢポートからも充電できるようになりました。片面発熱式。

コードレスで、場所を選ばず使える
充電式で、屋外やリビング・オフィス、場所を選ばず使えます。
上に座っても使用できます。
電源コードにつないだ状態でも使えます。マイコン制御で
最適温度をコントロール。６時間後にスイッチが
自動的に切れるので、そのまま眠ってしまっても安心です。

便利な手元コントローラー付き
温度は強/弱２段階切替式。コントローラ部は屋外での
使用を考慮した、生活防水設計。マットは手洗い可能です。

持続時間： 標準モード 約３.５時間
強モード 約２.５時間
充電時間： 約３.５時間
内蔵電池： 専用リチウムイオン電池
寸
法：【ひざ掛け本体】Ｗ８５０×Ｄ６００（ｍｍ）
【コントローラー】 Ｗ２５×Ｄ１８０×Ｈ３１（ｍｍ）
付 属 品： コントローラー・ＡＣコード・充電用アダプタ

ＥＮＷ－ＳＷ３Ｓ
ｵｰﾌﾟﾝ価格 税込ご提供価格

￥８,９００-

充電式、ポータブルで使える電気アンカです。
生活防水設計で、アウトドアでのご使用もＯＫ！
通常のアンカのように、電源コードにつないだ状態でもご使用いただけます。

おやすみ時はもちろん…

表面温度： 弱モード 約４０℃ 強モード 約４４℃
持続時間： 弱モード 約１２時間 強モード 約９時間
充電時間： 約３.５時間
内蔵電池： 専用ニッケル水素電池
本体寸法： Ｗ１８７×Ｄ１８７×Ｈ３３（ｍｍ）
本体質量： 約１.２ｋｇ
付 属 品： ＡＣコード・充電用アダプタ・専用カバー
オフタイマー設定： １時間／３時間

冬の屋外でのスポーツ観戦に
受験勉強・デスクワークでの足温器として
車の運転・仮眠時に
ベビー布団の保温に…
使い方はアイディア次第！

ＫＩＲ－Ｓ５Ｓ
ｵｰﾌﾟﾝ価格

税込ご提供価格

￥１４,５００-

～ 冬のＵＳＢおもしろグッズ ～
■ＵＳＢ加湿器
■デスクで使えるＵＳＢ電源の加湿器です。
■振動でミストにする超音波式なので、やけどの心配がなく
スイッチをＯＮすればすぐに加湿できます。
■一定時間を過ぎると自動的に電源がＯＦＦになるので、
電源の切り忘れの心配がありません。

電源： ＵＳＢポートより供給（５Ｖ）
寸法： Ｗ６７×Ｄ６７×Ｈ１２２ｍｍ
重量： 約１６４ｇ（本体のみ）
タンク容量：１４０ｍｌ
ケーブル長：１.２ｍ
自動停止時間：約２時間

ＧＨ－ＵＳＢ－ＭＩＳＴＣＮ
ｵｰﾌﾟﾝ価格

税込ご提供価格

￥３,８００-

■ＵＳＢクリーナー
■デスクで使えるＵＳＢ電源の掃除機です。
■２種類のノズルを用途に合わせて付け替え可能。
ＬＥＤライト付。

電源： ＵＳＢポートより供給（５Ｖ）
寸法： Ｗ３４×Ｄ１０１×Ｈ４０ｍｍ（本体のみ）
重量： 約６２ｇ（本体のみ）
ケーブル長：０.３２～１.５５ｍ（伸縮式）

ＵＳＢ－ＴＯＹ１６
ｵｰﾌﾟﾝ価格

税込ご提供価格

￥１,１００-

※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。

