ＭＯＮＴＨＬＹ
ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ
ＰＡＰＥＲＦＯＲ
ＦＯＲＲＥＧＵＬＡＲ
ＲＥＧＵＬＡＲＣＵＳＴＯＭＥＲＳ
ＣＵＳＴＯＭＥＲ
Ｓ
２０１０
２０１４
１１
１ 月号
2007
年年3年月号

スタンドスキャナ「デスクショット」は、デスクの上にすっきり
置ける、スマートな形状のスタンド型スキャナです。
「書類をデータ化したいけど、複合機まで行ってスキャンするのが面倒」
「デスクの上にスキャナを置くスペースがない」などのニーズに応え、
書類を手軽にデータ化することができます。

本体をデスクに設置し、ソフトを立ち上げ、スキャンしたい書類を
デスクの上に置いて撮影します。この時、書類の端を自動で認識して
余分な写り込みをカットし、画像補正を行うので、角度や方向を
気にせず簡単にスキャンすることができます。
蛍光ペンで囲んだ部分のみをデータ化することもできるので、新聞などの
必要な部分だけを取り込む際にもご利用いただけます。

＜ ドキュメントモード ＞
Ａ４サイズの用紙・ハガキ・名刺など、
書類のデータ化に最適。
＜ マーカーモード ＞
新聞などの一部分だけが必要なとき、
蛍光ペンで囲んだ部分だけをデータ化。
＜ 補正なしモード ＞
プレビュー画面に映った対象物を
そのまま撮影する場合に最適。

取り込んだ画像は、トリミングや明るさ・
コントラスト調整、カラー・モノクロの
切り替えが可能です。スキャン可能な
用紙サイズは、名刺サイズからＡ４まで
です。充実した編集機能が搭載され、
誰でも直感的に使用できるシンプルな
操作画面になっています。
デモ機もありますので、お気軽に
お問い合わせください！
【仕様】
●カメラ：800万画素ＣＭＯＳセンサー
●フォーカス：オートフォーカス
●視野角：64.3±3°
●対応サイズ：Ａ４～名刺サイズ
●画像解像度：160dpi相当（A4撮影時）
●保存形式：PDF・JPG・PNGファイル
●電源供給：ＵＳＢバスパワー
●対応ＯＳ：Win8/7（64/32bit対応）
●ＣＰＵ：Core 2 Duo 1.2GHz以上
●メモリ：2ＧＢ以上
●ＨＤＤ：500ＭＢ以上
●本体寸法：W65×D78×H386mm
●質量：約185g

キングジム

スタンドスキャナ

税別定価 ￥１４,８００-

『デスクショット』 ＤＫ８００
税別ご提供価格 ￥１２,６００-

【付属品】
microUSBケーブル（1.2m）・CD-ROM
取扱説明書

２０１４年４月から
消費税率が８％に変わります！
スイッチひとつで、税率設定が簡単にできる！
５％から１０％まで、新消費税対応！大型液晶ではっきり見やすい、
画期的な電卓です。

スライドスイッチひとつで、５％・８％・１０％の
税率切替が簡単にできるので、今すぐ使えて、近い将来の
税率変更時にも面倒な設定の必要がありません。
色はシルバー・ブラックの２色。税率ラクラク切替で、
ビジネスに最適です。
※その他の税率に変更することはできません。

【 仕様 】
●Ｍサイズ Ｗ１０４×Ｄ１６８×Ｈ２４（ｍｍ）
●１２桁表示●早打ち対応●桁下げキー●小数桁指定
●ＧＴ機能●ラウンドスイッチ●メモリー機能
●使用電源：太陽電池＋ボタン電池（ＬＲ１１３０）１個
●材質：ＡＢＳ樹脂●質量：約１４０ｇ（内蔵電池含む）

アスカ 消費税電卓 Ｍサイズ
品番 Ｃ１２２５ シルバー ／ ブラック
オープン価格
税別ご提供価格

各色１台

￥８００-

【 仕様 】
●Ｓサイズ Ｗ１０２×Ｄ１４５×Ｈ２９（ｍｍ）
●１２桁表示●早打ち対応●桁下げキー●メモリー機能
●使用電源：太陽電池＋ボタン電池（ＬＲ１１３０）１個
●材質：ＡＢＳ樹脂●質量：約１１０ｇ（内蔵電池含む）

アスカ 消費税電卓 Ｓサイズ
品番 Ｃ１２２６ シルバー ／ ブラック
オープン価格
税別ご提供価格

各色１台

￥７４３-

ＭＯＮＴＨＬＹ
ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ
ＰＡＰＥＲＦＯＲ
ＦＯＲＲＥＧＵＬＡＲ
ＲＥＧＵＬＡＲＣＵＳＴＯＭＥＲＳ
ＣＵＳＴＯＭＥＲ
Ｓ
２０１０
２０１４
１１
２ 月号
2007
年年3年月号

１台でレーザー光を直接照射する「レーザーポインター」と、レーザー光を
使わずにパソコンの画面上に直接カーソルポイントを表示する「エアビーム」の
２つのモードを搭載し、様々なプレゼンシーンに対応できる新製品です。
２つのポインター機能とともに、プレゼンテーション操作機能もついているので、
パワーポイントのスライドショーの操作もできます。
プレゼンテーション時の補助機能として、プレゼンを一時中断したい時に、
プロジェクターの画面を一時的に暗くすることができる、ブラックアウト機能や
時間制限があるプレゼン時に使える、バイブで時間を知らせるタイマー設定
機能もあります。

コクヨ

ツインプレゼンポインター

オープン価格

税別ご提供価格

『 二灯流 』

￥１２,０００-

ＥＬＡ－ＴＰ１

【仕様】
＜エアビームモード＞
●センサー方式：ジャイロ
●最大出力：1mW（クラス2）
●通信可能距離：約30m
●電池寿命：連続使用約25時間
＜レーザーポインタモード＞
●発光部：可視光半導体レーザー
●波長：635mm（赤色光）
●ビーム到達距離：70m（夜間使用時）
●ビーム径：約5mm（距離3m時）
●電池寿命：連続使用約16時間
【付属品】
単4アルカリ乾電池（お試し用）
ストラップ・保管用ポーチ

本体 各種 税別定価 ￥３００- 税別ご提供価格
詰替 各種 税別定価 ￥１８０- 税別ご提供価格

￥２１０￥１２６-

紙面にピタッと密着するから
軽くなめらかな使い心地。
スムーズに修正することが
できます。

スーッと引いて１行修正はもちろん、本体を
反転させて、文字を見ながら１文字修正も
できます。利き手を問わないユニバーサル仕様。

従来の修正テープの白色層の下に、個人情報保護スタンプ『ケシポン』の印面パターンを応用したものを印刷。
表からも裏からも文字が見えにくくできます。
スライドさせてヘッドを出すことにより、いつでもテープがピンと張った状態できれいに修正ができます。テープが
たるんでも、スライドレバーを引いて押すだけで、簡単にたるみを解消することができます。使用後はレバーを後方に
引くとヘッドが本体に納まるので、持ち歩いたりペンケースに入れるのにも便利です。

プラス

裏から見えない修正テープ

テープ長

１０ｍ

本体 テープ幅 ４.２ｍｍ ブラック/ピンク
ＷＨ－０１４Ｐ
テープ幅 ５ｍｍ ブラック/ブルー
ＷＨ－０１５Ｐ
テープ幅 ６ｍｍ ブラック/グリーン ＷＨ－０１６Ｐ

テープ色

白

詰替テープ ＷＨ-０１４ＰＲ
詰替テープ ＷＨ-０１５ＰＲ
詰替テープ ＷＨ-０１６ＰＲ

ＭＯＮＴＨＬＹ
ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ
ＰＡＰＥＲＦＯＲ
ＦＯＲＲＥＧＵＬＡＲ
ＲＥＧＵＬＡＲＣＵＳＴＯＭＥＲＳ
ＣＵＳＴＯＭＥＲ
Ｓ
２０１０
２０１４
１１
３ 月号
2007
年年3年月号

メール添付や
企画書への貼り付けがあっという間！

撮影した画像の

普段はマウス。
でも、いざ画像が撮りたいときには
“あっ”という間にカメラに早変わり。
パソコンのディスプレイで確認しながら
ほしい画像を、手元ですぐに
撮影できます。

撮影と同時に画像はパソコンに
直接保存されます。
ケーブルやカードリーダーを探したり
差し替えたりする手間は一切不要！
画像を読み込んだ画面でそのまま
編集もできます。

マウスの裏側をスライドすれば、
パソコン上で専用ソフトが起動

パソコン
ディスプレイを
確認しながら撮影

パソコンで資料やメールを作成する際、画像データが必要になるときがあります。
デジカメで撮影したデータでは、画像の取り込みや、サイズ調整に手間がかかって
しまいますが、この、『カメラ付マウス』なら、手元で撮影した画像をそのまま
パソコンに取り込み、編集することができるのです。

撮影したデータは、リサイズなしで
そのまま資料に貼り付けたり、メールに
添付するのにもぴったりなサイズ。
これで企画書や報告書作りも
スムーズに。

撮影した画像は
専用ソフトで編集も可能

【仕様】
●本体寸法：W57×D104×H37 mm
●本体質量：約87g
●ケーブル長：1.2m
●インターフェイス：USB
画像１枚あたりの容量は約３００～５００ＫＢなので、データを圧縮せずにメールに
●センサー：光学式1200dpi
添付することができます。また、写真撮影だけでなく、動画の撮影やＱＲコードの
●画素：200万画素
読み取りも可能です。（録音には別途マイクが必要です）
●撮影サイズ：最大1600×1200pixel
●フォーカス：固定
撮影した動画は、Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ｔｗｉｔｔｅｒ、ＹｏｕＴｕｂｅに簡単に投稿
●保存形式：画像
JPG/BMP/PNG
することもできます。デモ機もありますので、お気軽にお問合せください！
ビデオ WMV/AVI
オーディオ WMA/WAV
●対応ＯＳ：Windows 8.1/8/7
●ＣＰＵ：Intel Core 2 Duo 1.2GHz以上
キングジム 『 カメラ付マウス 』 ＣＭＳ１０
●メモリ：2GB以上

税別定価 ￥４,０００-

税別ご提供価格

￥３,４００-

従来のテープカッターは、ギザギザになったプレス加工刃がテープを引き裂いていたので、強く切る力が必要でした。
また、刃がテープに対して斜めに当たるように取り付けられているため、テープの切り口がギザギザになり、
長く使っていると、刃にのりがたまりやすくなっていました。
この『 カルカット 』の特殊加工刃は、刃の山・谷すべてが「刃」になっているので、軽い力でテープを切ることができ、
切り口がまっすぐ仕上がります。
また、特殊加工刃に対してテープが垂直に当たって一気に切れるので、のりがたまりにくく、刃と切れ味が長持ちします。

コクヨ

テープカッター

『 カルカット 』 （大巻・小巻両用）

本体 Ｔ-ＳＭ１００ Ｄ（黒）・Ｇ（緑）・Ｗ（白）
税別定価 各色 ￥１,２００- 税別ご提供価格 各色 ￥８４０-

専用替刃 Ｔ-ＳＨＡ１
税別定価 ￥５００- 税別ご提供価格 ￥３５０-

ＭＯＮＴＨＬＹ
ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ
ＰＡＰＥＲＦＯＲ
ＦＯＲＲＥＧＵＬＡＲ
ＲＥＧＵＬＡＲＣＵＳＴＯＭＥＲＳ
ＣＵＳＴＯＭＥＲ
Ｓ
２０１０
２０１４
１１
４ 月号
2007
年年3年月号

伸縮自在のリールタイプ。先端にはクリップがついているので、
衣服のポケットに取り付けたまま捺印できます。ポケット内を
手探りして探したり、どこかに置き忘れたりする心配はありません。
ネーム印は補充なしで、約３,０００回
捺印できます。

別売補充インキ
ＸＬＲ－２０Ｎ 各色 税別定価 ￥560税別ご提供価格 ￥392-

普段は印面先端のシャッターが閉じており、ロックがかけられます。
ポケットに入れておいても、誤って印面が飛び出して
汚れる心配はありません。
ロックを解除して、印面を紙面に押しつけると、自動で
シャッターが開き、捺印することができます。

左から
XL-CR1/MO
（ペールブルー）
XL-CR2/MO
（ペールピンク）
XL-CR3/MO
（ペールホワイト）
XL-CR4/MO
（ペールブラック）

シヤチハタ

『 キャップレス９

リール式 』

税別定価 各色１個 ￥１,８００-

税別ご提供価格 各色１個 ￥１,２６０-

本商品はメールオーダー式です。ネーム部分は
本体がお手元に届いた後、同封の専用ハガキか
インターネットでお客様にお申し込みいただく
商品です。

ペンを持ち替えることなく、
効果的に色分けできます。

持ち歩く本数が減るので、
ペンケースなどもスッキリ！

通勤・通学時の学習にも
最適です。

コクヨ

２色蛍光マーカー

『 Ｂｅｅｔｌｅ Ｔｉｐ ｄｕａｌ ｃｏｌｏｒ 』
（ ビートルティップ・デュアルカラー ）

ＰＭ－Ｌ３０３ー１
ＰＭ－Ｌ３０３ー３Ｓ
（左記３本セット）

ＰＭ－Ｌ３０３ー２

税別定価 ￥４５０ＰＭ－Ｌ３０３ー３

税別ご提供価格

￥３００税別定価 １本 ￥１５０-

税別ご提供価格

１本 ￥１０５-

ＭＯＮＴＨＬＹ
ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ
ＰＡＰＥＲＦＯＲ
ＦＯＲＲＥＧＵＬＡＲ
ＲＥＧＵＬＡＲＣＵＳＴＯＭＥＲＳ
ＣＵＳＴＯＭＥＲ
Ｓ
２０１０
２０１４
１１
５ 月号
2007
年年3年月号

一度にたくさんの紙を切ることのできる断裁機は、学校・オフィスでの利用の他に、
近年は本や雑誌をスキャンして電子書籍化する「自炊」の人気などにより、個人での
利用も増えています。

『 ＰＫ－１１３ 』は、てこの原理を応用した「パワーアシストメカニズム」により、
片手で約６０枚のコピー用紙を裁断することができます。
赤色ＬＥＤの光がラインで表示されるので、裁断位置が合わせやすくなっています。

用紙トレーを開閉式にすることで、机の上にも置ける省スペース構造。
本体の材質をアルミやＡＢＳ樹脂にすることで軽量化を図り、取手をつけることで持ち運びを便利にしました。
用紙の出入り口には、指が刃先に触れない安全カバーがついています。替刃の交換も刃先に触れず、安全にできます。
●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）
●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）

プラス

コンパクト断裁機

税別定価

替刃セット
税別定価

受木セット
税別定価

●質 量 ： 約 ５.２ｋｇ

ＰＫ－１１３

２６－３１０
￥３２,０００- 税別ご提供価格 ￥２５,６００-

ＰＫ－１１３Ｈ

２６－３１１（替刃×１、受木×１、交換用具×１）
￥２,８００- 税別ご提供価格 ￥２,５２０-

ＰＫ－１１３Ｕ

２６－３１２（受木×２）
￥１,０００- 税別ご提供価格 ￥９００-

※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）

ライトグレー

ブルー

■ シリンダー錠とダイヤル錠の２重ロックです。
■ 便利なコインカウンター付トレーです。
■ ダイヤルはカバー付きなので、不用意に触ってダイヤルを回してしまうことがありません。
■ 鍵をキャッシュボックスに入れたまま蓋を閉めるなどのミスを防ぐ、インロック防止機能付きです。

前側の扉を引き出せるので、中のトレーを
外す手間がなく収納物が取り出せます。

カール事務器

二段トレーで４種類のお札を収納する
ことができます。

『 キャッシュボックス

（２ウェイオープンタイプ） 』

サイズ ：
Ｗ３０９×Ｄ２５０×Ｈ１４５ mm （引出収納時）
質量 ： ３.８ｋｇ

ライトグレー／ブルー

サイズ ：
Ｗ３５２×Ｄ２８６×Ｈ１４５ mm （引出収納時）
質量 ： ４.６ｋｇ

コイン収納枚数
５円／５０枚
１０円／５０枚
５０円／５０枚
１００円／５０枚
５００円／５０枚

ＣＢ－Ｄ８６６０（Ｂ５収納可能）
税別定価
￥１３,５００税別ご提供価格 ￥９,４５０-

コイン収納枚数
１円／５０枚
５円／５０枚
１０円／５０枚
５０円／５０枚
１００円／５０枚
５００円／５０枚

ＣＢ－Ｄ８７６０（Ａ４収納可能）
税別定価
￥１７,５００税別ご提供価格 ￥１２,２５０-

ＭＯＮＴＨＬＹ
ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ
ＰＡＰＥＲＦＯＲ
ＦＯＲＲＥＧＵＬＡＲ
ＲＥＧＵＬＡＲＣＵＳＴＯＭＥＲＳ
ＣＵＳＴＯＭＥＲ
Ｓ
２０１０
２０１４
１１
６ 月号
2007
年年3年月号

不意の大雨や災害に備えていますか？

台風やゲリラ豪雨を即吸水！ローラーを転がすだけで、
施設内やグラウンドに溜まった大量の水を吸収・除去します！
＜ 吸水ローラー ＞
品番
ローラーサイズ
① ＣＬ－８６２－４０１－０ Φ140×W315mm
② ＣＬ－８６２－４０２－０ Φ140×W630mm
③ ＣＬ－８６２－４０３－０ Φ140×W945mm

使用時サイズ
折りたたみ時サイズ
W460×Ｌ1130mm
W1050×D307mm
W775×Ｌ1130mm
W1207×D307mm
W1090×Ｌ1130mm W1364×D307mm

重量（乾燥時） ①1.6kg ②2.1kg ③2.7kg

吸水量 ①1.5L ②3L ③4.5L

税別定価
￥３０,０００￥３５,０００￥４３,０００-

① ￥２４,０００- ② ￥２８,０００- ③ ￥３４,０００-

税別ご提供価格

フレームは錆びにくいステンレス製。使わないときは、折りたたんで収納できます。
吸水ローラー単体でも簡単に水を絞ることができますが、専用バケツを使えば
さらに楽に水を絞ることができます。

＜ グラウンドキャリー ＞
＜ 吸水ローラー用

絞りバケツ ＞

アルミフレームの専用台車で
楽に運搬できます。

汚水を効率よく回収する
専用バケツです。

品 番 ： ＣＥ－８９２－４３０－０
質 量 ： W415×D300×H560mm
容 量 ： 45L
税別定価 ： ￥１０,０００-

税別ご提供価格

￥８,０００-

品 番 ： ＣＥ－８９２－４２０－０
質 量 ： W640×D700×H720～900mm
重 量 ： 6kg
積載重量 ： 60kg
税別定価 ： ￥３９,０００高さ調整ハンドル・すべり止め付き荷台・
積載物の落下防止ベルト付きで、ローラーや
水の入った重いバケツをラクラク運搬。

税別ご提供価格

￥３１,０００-

エアコンを併用して快適な夏を!

※価格は全て税別のご提供価格です。
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ＣＵＳＴＯＭＥＲ
Ｓ
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◆ 頻繁に差し替える「お知らせ」に活用できます。 ◆

●電
源
●動作時間
●本体寸法
●吸 着 面
●本体質量

【しくみ】

単３アルカリ乾電池 4本（別売）
約９か月
W200×D32×H322 （mm）
W200×H266 （mm）
約284ｇ （電池含まず）

キングジム 電子吸着ボード
『ラッケージ』 ＲＫ１０

吸着面の電極に電気を流し、
静電気を発生させて吸着
させます。

＜ 吸水ローラー用

：
：
：
：
：

税別定価

絞りバケツ ＞

微弱な静電気のため、人体に
影響はなく、静電気でビリッと
汚水を効率よく回収する
感じるようなことはありません。

￥３,０００-

税別ご提供価格

￥２,７００-

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。
専用バケツです。
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。

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、ピンやテープを使わずに、メモや名刺、領収書などを手軽に掲示することができます。
スタンドの角度は２段階に調節でき、卓上のスペースに合わせて見やすい角度で掲示することができます。
デスク上に設置してタスク管理を行ったり、受付に設置して頻繁に差し替えをする案内の表示をしたりと、様々なシーンで
活用できます。

くまモンのスタンプシリーズ
携帯に便利なコンパクトタイプの『プチ朱肉』、速乾性に優れた朱肉付の『ハンコケース』、お手持ちの印鑑を
セットするだけで連続捺印できる印鑑ホルダー『ハンコベンリ』の３アイテム。くまモンカラーの赤と黒が映える
ボディを、可愛らしい笑顔のくまモンが彩ります。

◆ プチ朱肉 ２０号 くまモン ◆
持ち運びに便利なコンパクトタイプの朱肉です。印影の乾きが速く、転写の心配もほとんどありません。
盤面サイズは直径２３ｍｍです。

税別定価

￥５００-

税別ご提供価格

￥３５０-

◆ ハンコケース くまモン ◆
使いやすさにこだわった、携帯に便利なハンコケースです。速乾性に優れた朱肉で、乾きが速く
美しい印影が残せます。直径１２ｍｍ、長さ６０ｍｍまでの印鑑に対応しています。

税別定価

￥６００-

税別ご提供価格

￥４２０-

◆ ハンコ・ベンリ くまモン ◆
手持ちの印鑑を差し込むだけで、朱肉の要らないシヤチハタ印のようにポンポンと連続捺印ができます。
直径１０～１２ｍｍの丸印、１０.５～１２ｍｍの小判印、長さ５７～６１.５ｍｍの印鑑に対応しています。

税別定価

￥６００-

税別ご提供価格

￥４２０-
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超強力マグネットフック

＜ たまフック ＞

超強力！大型タイプは１２ｋｇ、小型タイプは５ｋｇの耐荷重で、オフィスや店舗、
ご家庭にある様々なものに安心してご利用いただけます。

フック部分は左右に３６０度回転
するので、常にフックが下を向きます。
取り付け時に、本体の取り付け角度を
気にするわずらわしさがありません。
また、上下に１８０度回転するので、
多様なサイズの吊り下げに対応します。

◆ レバー操作で簡単取り外し

ユニバーサルデザイン ◆

通常、マグネットはその磁力が強いほど取り外しに力が必要ですが、たまフックは独自のレバー
操作で、軽い力でマグネットを取り外しできるように設計された、ユニバーサルデザイン製品です。

上部のハンドルを
手前に倒すと
磁石が浮きます。

磁石が浮いた
状態から引っ張ると、
簡単にはずすことが
できます。

※壁面によっては、目安保持荷重を維持できない場合がありますので、ご注意ください。
万一のため、時計・ガラス製品・額などの貴重品や壊れやすいものは掛けないでください。
パソコンなどの電子機器・磁気テープなど、磁気を嫌うものへは近づけないでください

コクヨ

超強力マグネットフック

『 たまフック 』

＜小タイプ＞

＜大タイプ＞

●サイズ ： Ｗ５５×Ｄ３７×Ｈ９０ （mm）

フク－２１５ＮＢ

税別定価

●目安保持荷重 ： 約5ｋｇ

フク－２１５ＮＷ

１個

フク－２１５ＮＹ

￥１,２００-

税別ご提供価格 各色

１個 ￥７２０-

●サイズ ： Ｗ６９×Ｄ４６×Ｈ１１４（mm）

フク－２１７ＮＢ

税別定価

●目安保持荷重 ： 約１２ｋｇ

フク－２１７Ｗ

１個

フク－２１７Ｄ

￥１,９００-

税別ご提供価格 各色 １個 ￥１,１４０-

“黒い特殊のり”を塗って貼るだけで、簡単にプライバシー保護！

個人情報保護のり ＜ケスぺタ＞
◆「黒い特殊のり」が、個人情報を二重にガード！捨てた後も安心！
新開発の「黒い特殊のり」を塗って貼り合わせるだけで、はがきや封筒の宛名などの個人情報を見えなくし、
プライバシーを二重で守ります。のりが乾けば、紙をはがそうとしても破れて読めなくなるので、捨てた後も
安心。個人情報流出の不安を解消します。

◆透明ボトルで、残量がひと目で分かる！
のりの残量がひと目で分かる、透明ボトルタイプです。

◆なめらかに塗れるスポンジヘッド！
紙になめらかに塗ることができる、スポンジヘッドを採用。スムーズな塗り心地を実現しました。
※のりは補充できません。厚手のハガキや紙質（アート紙、コート紙等の加工紙、及び和紙等）によっては
貼り合わせにくい場合がありますのでご注意ください。ビニール素材は貼り合わせることができません。

キャップを外し、均等にのりを
塗りつけます。

黒い特殊のりが、個人情報を
しっかり隠します。

紙を折り曲げてから
破棄してください。

乾いた後にはがしても破れて読めなく
なるので、捨てた後も安心です。

シヤチハタ
個人情報保護のり
ＺＳＧ-Ａ１/Ｈ
ブルー

『 ケスぺタ 』

税別定価 各色 ￥３００税別ご提供価格 各色 １個

ＺＳＧ-Ａ２/Ｈ
ピンク

☆★☆ 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１３日(水)～８月１７日(日)

１８日（月）より、通常どおり営業いたします。

￥２１０-
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スーッと登録 クルッと検索
ダイアル操作でカンタン名刺管理
これならデキる、名刺管理の新しいカタチ。
もらった名刺はすぐにスキャン。本体に名刺を差し込み、
Ｅｎｔｅｒボタンを押すだけでスキャニング開始。スキャンした
名刺データは、会社名、氏名などお好みの分類方法で
登録可能です。
登録した名刺データは、ダイアル操作でスムーズに
５種類の方法で検索できます。
名刺のデザインや、記入した手書きのメモなども画像として
見ることができるので、紙の名刺感覚で名刺の管理が
できます。
「名刺をスーッと登録」
「もらった名刺は、
デスクで即登録」

「ダイアル操作で、クルッと検索」

●画面 ： 3.5インチＴＦＴカラー液晶
●スキャナ種別 ： シートフィードスキャナ
（片面読み取り）
●スキャンサイズ ： 約54×90mm
●スキャン紙厚 ： 最大0.43mm
●電源 ： ＡＣアダプタ
●インターフェイス ： USB2.0 micro
Bタイプ（別売）
●外形寸法 ： W139×D125×
H129mm
●本体質量 ： 約325ｇ
●対応ＯＳ（ＰＣリンク時） ：
Windows 8.1/8/7/Ｖｉｓｔa
Mac OS X 10.9/10.8/10.7
※micro USBケーブル Bタイプ
（別売）が必要です。

【しくみ】

＜ 吸水ローラー用

絞りバケツ ＞

液晶画面のキズや汚れ、反射を防止する
低反射タイプの専用保護フィルムです（別売品・２枚入）
メックル専用保護フィルム
品番 ＭＱＰ１
税別定価 ￥１,５００税別ご提供価格 ￥１,３００-

キングジム

デジタル名刺ホルダー

「検索・管理も思いのまま。
かさばる名刺をこれ１台に」

デジタル名刺管理ソフト「ＤＡ－１」
名刺データをパソコンにバックアップ、メックルに登録
した名刺データの管理・編集操作を
簡単に行うことができます。
キングジムのホームページより
無料ダウンロード可能です。

『 ＭＥＱＲＵ （メックル）』 ＭＱ１０
税別定価 ￥２７,０００税別ご提供価格

￥１８,５００-

インク ： 水性顔料 太・細両用
線 幅 ： 太 ５.３ｍｍ 細 １.４ｍｍ
品 番 ： Ｐ-ＷＹＴ17-ＢＫ（黒）
： Ｐ-ＷＹＴ17-ＢＬ（青）
： Ｐ-ＷＹＴ17-Ｒ（赤）

ガラスやプラスチック、金属などのツルツルした面に書くと、濡らした布や紙で水拭きをすれば消すことができ、
何度でも書き直すことができます。（紙・布などインクがしみ込む素材に書くと消すことができません）
収納ＢＯＸのラベリングに
ラベルを作って貼る手間もなく、
直接内容を書いたり、内容を
入れ替えたら簡単に書き直して
整理整頓できます。

ゼブラ

水拭きで消せるマッキー

毎日情報を変えたいＰＯＰに
ラミネートしたＰＯＰやお店の
ウインドウガラスを簡単に
書き換えられるので、手間や
コストをかけずに店頭販促が
できます。
税別定価

各色１本

￥１８０-

税別ご提供価格 各色１本 ￥１２６油性不透明インク
（アルコール系・ＶＯＣ不使用）

太・中両用
線幅 ： 太 ８ｍｍ
中 ２ｍｍ
品番
： ＹＹＴ２０-Ｗ（白）
： ＹＹＴ２０-Ｓ（銀）
： ＹＹＴ２０-Ｙ（黄）
： ＹＹＴ２０-ＧＯ（金）
： ＹＹＴ２０-Ｐ（桃）

細・極細両用
線幅 ： 細 １.２ｍｍ
極細 ０.７ｍｍ
品番
： ＹＹＴＳ２０-Ｗ（白）
： ＹＹＴＳ２０-Ｓ（銀）
： ＹＹＴＳ２０-Ｙ（黄）
： ＹＹＴＳ２０-ＧＯ（金）
： ＹＹＴＳ２０-Ｙ（桃）

業界初のツインタイプのペイントマーカーで、インクに下地を隠す成分（酸化チタン・アルミ成分）が入っており、
それが書く対象物の上に乗り、さらにその上に色材が乗るので、濃くはっきりとした線が書けます。
金属製品や黒いゴム、ガラス瓶、プラスチックなどにも、下地に影響されずに濃く書けるので、家庭での工作・
プラモデル塗装・園芸や、工場・工事現場での部品・資材へのマーキングや塗装に適しています。
ゼブラ

マッキー ペイントマーカー（太・中両用）
税別定価 単色５本入 １箱 ￥１,４００税別ご提供価格 １箱 ￥９８０-

マッキー ペイントマーカー極細（細・極細両用）
税別定価 単色１０本入 １箱 ￥２,３００税別ご提供価格 １箱 ￥１,６１０-
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ひと押しで２穴同時に補強できるので、作業効率が大幅にアップする２穴タイプ。

ビニールパッチホルダー
＜ワンパッチスタンプ＞ ２穴タイプ
品番 タ－ＰＳＭ２０Ｂ
税別定価 ￥１,０００税別ご提供価格 ￥７００対応枚数：１枚

対応枚数：５～１０枚

【仕様】
● 本体寸法：W107×D40×H99mm
● シール入数：200片×2個
● ピッチ寸法：80mm

フタ部分と本体の間に、あらかじめ穴を開けた書類をはさみます。
書類は一度に５～１０枚セットできます。パンチ穴に位置合わせ
用のガイドを合わせます。

ひと押しで２穴同時に
補強シールが書類に
貼りつきます。

少枚数ならコンパクトな１穴タイプがおすすめ。
本体カラーはＰＯＰな３色、楽しく作業ができます。

貼り終わった書類を外し、次の書類に補強
シールを押します。書類をセットしなおすこと
なく、作業を効果的に進められます。

専用つめ替えシール
ヘビーユーザーには１０個パックがおすすめ。
一枚ずつきれいに
はがれて、付きが良い
ドット形状ののりを採用。
透明タイプのシールなの
で、書類の文字が隠れて
しまうことがありません。

フタ部分と本体の間に、
あらかじめ穴を開けた
書類をはさみ、パンチ穴
にフタのガイドを合わせ
ます。
タ－ＰＳＭ１０ＮＢ

タｰＰＳＭ１０Ｇ

ターＰＳＭ１０Ｐ

【仕様】
● 本体寸法：W35×D25×H97mm
● シール入数：200片×1個

ビニールパッチホルダー
＜ワンパッチスタンプ＞ １穴タイプ
税別定価 各色１個 ￥４００押すだけで補強シールが
税別ご提供価格 各色１個 ￥２８０- 書類に貼りつきます。

ビニールパッチホルダー
＜ワンパッチスタンプ＞
専用つめ替えシール
タ－ＰＳ３Ｎ
（２００片×２個入）
税別定価 ￥４００税別ご提供価格 ￥２８０タ－ＰＳ３×５
（２００片×１０個入）
税別定価 ￥１,８００税別ご提供価格

￥１,２６０-

インクジェットプリンターで、１枚から
自分だけのオリジナルクリアホルダーが作れます。
通常のＰＰ製クリアホルダー
に、フエキ独自の特殊
コーティングを施しました。
業務用などの特殊な機器・
インクは必要なく、
ご家庭にあるインクジェット
プリンター（背面給紙が
できるタイプ）で表面印刷が
可能になりました。

染料・顔料インクを問わず、
鮮やかな発色を実現、世界に
ひとつだけのオリジナル
クリアホルダーを、ご家庭で
簡単に制作することが
できます。
収納ＢＯＸのラベリングに
ラベルを作って貼る手間もなく、
直接内容を書いたり、内容を
入れ替えたら簡単に書き直して
整理整頓できます。

クリアホルダーのサイズは
２１６×３１０ｍｍで、
Ａ４サイズの用紙も
収容可能です。

※クリアホルダーの表側のみ
印刷可能です。裏側には
印刷できません。

フエキ
インクジェットプリンターで
印刷できるクリアホルダー（１０枚入）
品番

ＤＰＦ１０
税別定価
￥２,２００￥１,７６０税別ご提供価格

ＭＯＮＴＨＬＹ
ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ
ＰＡＰＥＲＦＯＲ
ＦＯＲＲＥＧＵＬＡＲ
ＲＥＧＵＬＡＲＣＵＳＴＯＭＥＲＳ
ＣＵＳＴＯＭＥＲ
Ｓ
２０１０
２０１４
年
１１
１１月号
月号
2007
年年
3 月号

対応枚数：１枚

対応枚数：５～１０枚

和室でゆったりくつろいで、スイッチひとつで無理をしないで楽に立てます。

手元の上下スイッチで、座面が１６０～４５０mmの間でラクラク昇降。

挟まり防止装置付きで、降下中の安全を確保。

甲山製作所 楽座椅子 『 楽ちゃん 』
税別定価 各色１台 ￥１２０,０００-

レザー表面にフッ素処理を施してあるので、汚れが付きにくく、お手入れラクラク。

握りやすい大型ハンドルとキャスター付きで、移動も片手でラクラク。

税別ご提供価格

各色１台 ￥９０,０００-

綴じる力を約５０％軽減し、
コンパクトで携帯性に優れたホッチキス。
ＨＤ－１０ＮＬＫ／Ｖ（ＭＫ）
本体：バイオレット ミッキーイラスト入り
ＨＤ－１０ＮＬＫ／Ｐ（ＭＮ）
本体：ピンク ミニーイラスト入り
本体寸法：H55×W26×D80mm
最大とじ奥行：26mm
使用針：No.10-1M

税別定価 １個 ￥８５０税別ご提供価格 １個 ￥５９５-

封筒の開封に便利なレターオープナーと
宛名などの個人情報を隠すローラースタ
ンプを組み合わせました。
ＳＡ－１５１ＲＬ／Ｇ（ＭＫ）
本体：グリーン ミッキーイラスト入り
ＳＡ－１５１ＲＬ／Ｐ（ＭＮ）
本体：ピンク ミニーイラスト入り
寸法：H62×W40×D27mm
スタンプ印面幅：15mm
※レターオープナーは厚手の封筒、スタンプは光沢紙には使用できません。

税別定価 １個 ￥９５０税別ご提供価格 １個 ￥６６５-

小さくても強力クリップ。コピー用紙が
１０枚までとめられます。
カラフルタイプとモノトーンタイプが
あります。
①ＧＣ－Ｐ１０１１/ＷＫ（ＭＫ）ミッキー
ブラック×４ シルバー×４ ホワイト×３
②ＧＣ－Ｐ１０１１/ＭＸ（ＭＫ）ミッキー
本体寸法：H4×W17×D15mm
①

②

③

④

ピンク×３

グリーン・ブルー・イエロー・ホワイト

各２

③ＧＣ－Ｐ１０１１/ＷＫ（ＧＶ）グローブ
ブラック×４ シルバー×４ ホワイト×３
④ＧＣ－Ｐ１０１１/ＭＸ（ＧＶ）グローブ
ピンク×３

グリーン・ブルー・イエロー・ホワイト

各２

税別定価 １セット 各 ￥３９０税別ご提供価格 １セット 各 ￥２７３-

ＭＯＮＴＨＬＹ
ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ
ＰＡＰＥＲＦＯＲ
ＦＯＲＲＥＧＵＬＡＲ
ＲＥＧＵＬＡＲＣＵＳＴＯＭＥＲＳ
ＣＵＳＴＯＭＥＲ
Ｓ
２０１０
２０１４
年
１１
１２月号
月号
2007
年年
3 月号

“芯”打ち競演！

芯が折れないシャープペンシル！！
Ｐ－ＭＡ８５－ＢＬ ブルー

Ｐ－ＭＡ８５－ＢＫ ブラック

Ｐ－ＭＡ８５－Ｗ

芯を守る。ずっと書ける！
高品位モデルです。

Ｐ－ＭＡ８５－ＬＢ ライトブルー

芯径

0.5mm

垂直に強い筆圧が加わると、軸に内蔵されたスプリングが
対応枚数：１枚
対応枚数：５～１０枚
芯を上方向に逃がし、折れを防ぎます。斜めに強い筆圧が加わると、
先端の金属部分が自動で出てきて芯を包み込みガードします。
軸の内部に芯を誘導する部品がついており、短い芯でも詰まりません。
ゼブラ 『 ＤｅｌＧｕａｒｄ（デルガード） 』

税別定価

￥４５０-

税別ご提供価格

芯を出さないで書くから、折れない！
細かくキレイにノートをまとめたい方へ。 芯径 極細 0.2mm

芯が減るのと一緒に先端パイプがスライドして短くなり、パイプが常に
芯をサポートしている状態で書けるので、芯が折れません。
さらに、パイプの先端の摩擦を低減することで、芯が外に出ていなくても
従来のシャープペンシル同様の書き心地を実現しました。
ぺんてる 『 ｏｒｅｎｚ（オレンズ） 』

ホワイト

税別定価

￥５００-

Ｐ－ＭＡ８５－ＬＧ ライトグリーン

Ｐ－ＭＡ８５－Ｐ

１本

ピンク

￥３１５-

ＸＰＰ５０２－Ａ

ブラック

ＸＰＰ５０２－Ｇ

イエロー

ＸＰＰ５０２－Ｐ

ピンク

ＸＰＰ５０２－Ｓ

スカイブルー

ＸＰＰ５０２－Ｗ

ホワイト

※0.2mm 替芯はBとHBがあります（10本入）
税別定価 ￥200- 税別ご提供価格 ￥130-

税別ご提供価格

１本

￥３５０-

ＭＯＬ－２００＃１ ブラック

ＭＯＬ－２００＃２２ レッド

ＭＯＬ－２００＃４１ グリーン

落下や強い筆圧からも、３点ガードで
芯折れを防ぐエントリーモデルです。 芯径 0.5mm

ＭＯＬ－２００＃５６ ブルー

筆記中に内部のスプリングが衝撃を吸収、芯が折れるのを防ぎます。
途中で芯がなくなった時に、先端を紙面等に押し付けると
芯が出てくるポイントプッシュ機構、残芯０.５ミリまで筆記可能な
ゼロ芯機構付きで、最後まで無駄なく芯が使えます。
プラチナ『 ＯＬＥｅＮＵ（オ・レーヌ） 』

税別定価

￥２００-

ＭＯＬ－２００＃６８ イエロー

税別ご提供価格

１本

￥１５０-

×

＝

『 ＮＵ ｂｏａｒｄ 』の欧文印刷と、
ジョインテックスの共同開発！ホワイトボードノートの機能を拡張！
持ち運びと収納に便利なＡ４変形サイズのホワイトボードノート。表紙及びボード部分は水や汚れに強い
ＰＰ製なので、さまざまな場所でお使いいただけます。

ボードには１０ｍｍ間隔でドットが入っているので、
図形やグラフも書きやすい！

半透明シートには書類を挟んで文字を
書いたり、付箋を貼ったりできます。
ボードの保護カバーとしても使えます。

筆記面はボードと半透明シートの２層構造。
メモとしての利用はもちろん、アイディアの
検討や打ち合わせ、プレゼンテーションにも
最適です。

コンパクトなリング式のノート。ボード面には紙のホワイトボードとして
定評のある「消せる紙」を採用。ページ数は４ページ（２枚）、半透明
シートは各ページを保護する４枚です。
専用リフィル式で、ボードや透明シートの差し替えが簡単にできます。

ボード面はマグネットも使えます。

【仕様】
●表紙：ポリプロピレン ●ボード：ＰＥＴ・アイアンシート ●シート：ポリプロピレン
●本体サイズ：Ｗ233×Ｈ301mm ●リフィルサイズ：W218×297mm ●ボード厚:0.68mm
●シート厚：0.21mm ●重さ：385g ●最大収容枚数：ボード2枚・シート4枚
●装填品：ノート表紙、ボード2枚、シート4枚、イレーザー&マグネット付ホワイトボード
マーカー（黒）1本、ペンホルダー 1個

スマートバリュー 『 ホワイトボードノート ＮＵ ｂｏａｒｄ ＥＸ 』 Ｐ２５０Ｊ
￥２,３００税別定価
￥２,９８０税別ご提供価格
交換用リフィルセット（ボード２枚・シート４枚）
税別定価
￥１,８００税別ご提供価格

Ｐ２５１Ｊ

￥１,４００-

☆★☆ 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、ご了承いただけますよう、お願い申し上げます。

２０１４年１２月２７日(土)～２０１５年１月４日(日)

新年５日（月）より、通常どおり営業いたします。

