
2007 年 3 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲ
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２０１０ 年 １１ 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲＳ

２０１６ 年 １ 月号

キングジム 『 ポータブック 』 ＸＭＣ１０

オープン価格 税別ご提供価格 ￥９０,０００-

小さなボディに、フルサイズの使いやすさを実現

使うときは大きく開いて、スムーズに入力。移動時は小さくたたんで軽快に持ち運び。これまでになかった
独自の発想で、コンパクトなボディにフルキーボードを実現しました。さらにインターフェイスやバッテリーの
充電方式など細部にこだわって、出張や外出時に役立つさまざまな機能を搭載。いつでもどこへでも、さっと
持ち出せて快適に使える、たためるパソコン 『 ポータブック 』です。

※２０１６年 ２月１２日 発売予定

【詳細仕様】

OS：Windows 10 Home 64bit CPU：Intel Atom x7-Z8700 1.6GHz
標準メモリ：2GB（増設不可） 光学ドライブ：なし ストレージ：32GB
無線LAN：IEEE 802.11b/g/n その他通信機能：Bluetooth 4.0
オフィスソフト：Office Mobile プラス Office 365 サービス
（有効期間：1年 有効期間外は商用利用権がつきません）

USBポート数： USB2.0×1
カードスロット：SDカード ※SD/SDHC/SDXC/UHS-I対応
液晶ディスプレイ：8型TFTカラー液晶
液晶表面仕様：ノングレア
カメラ：有 ※約200万画素
外部ディスプレイ出力：HDMI・VGA出力端子×1
オーディオ：ヘッドセット/ヘッドホン端子×1
スピーカー：ステレオスピーカー（1W×2）
マイク：アレイマイク
キーボード：85キー/日本語配列
キーピッチ：18mm（横）・15.5mm（縦）
ポインティングデバイス：光学式フィンガーマウス
電源：ACアダプタまたは内蔵リチウムポリマーバッテリー
標準バッテリ駆動時間：約5時間 バッテリー充電時間：約3時間
幅：約204mm ※使用時：約266mm  高さ：34mm 奥行：153mm
付属品：ACアダプタ、充電用USBケーブル、取扱説明書、クイックスタートガイド、
保証書、Office 365サービスプロダクトキーカード

小さく運べて、大きく使える。

キーボードは２つにたためる 「 スライドアーク キーボード 」
ユニークな発想で、使いやすさとコンパクトなサイズを両立しました。

Ａ５サイズの手帳と
ほぼ同じ大きさです。

本体表面はレザーの
ような手触りに仕上げ
られているので、手に
なじみやすく軽快に
持ち運ぶことができます。

使うときはフルキーボード、左右に分かれてスライド、
たたんでピッタリ画面サイズ、画面を閉じてコンパクト。



積水樹脂 自然気化式ＥＣＯ加湿器 「うるおい」 アニマル 小さな森

① ＵＬＴ－ＯＫ－ＢＬ ブルー／オオカミ ② ＵＬＴ－ＵＳ－ＰＫ ピンク／ウサギ ③ ＵＬＴ－ＥＬ－ＧＲ ピンク／エルク

税別定価 各種１個 ￥１,６５０- 税別ご提供価格 各種１個 ￥１,２０４-

電気を使わないＥＣＯ加湿器
「自然気化式ＥＣＯ加湿器 うるおいシリーズ」

Ａｎｉｍａｌ
ちいさな森

卓上などにピッタリのコンパクトサイズ。
ウォーターボトル付きのため、水の減り具合が
ひと目でわかります。水が 「コポッ」 と気泡を
上げて減るので、視覚的にも楽しめます。

Ｂｌｏｓｓｏｍ
いちりんタイプ

気温２５℃・湿度３５℃の
自然蒸発量で、コップ１杯分
の自然蒸発量の約１０倍！

吸水ボトル付きの卓上ＥＣＯ加湿器

フィルターには抗菌防カビ処理が
施されており、カビや細菌の増殖を
防ぎます。

溝を施した特殊繊維フィルターが
水を表面に保持しやすくし、水分を
多く蒸発させます。

乾燥しがちな
オフィスのデスクに

ぴったり♪

プチギフトとしても
喜ばれそう♪

一輪挿しタイプのコンパクトＥＣＯ加湿器

積水樹脂 自然気化式ＥＣＯ加湿器 「うるおい」 ブロッサム いちりんタイプ

④ ＵＬＩ－ＫＴ－ＧＲ グリーン／カタツムリ ⑤ ＵＬＩ－ＴＲ－ＢＬ ブルー／トリ ⑥ ＵＬＩ－ＣＨ－ＰＫ ピンク／チョウ

税別定価 各種１個 ￥９４０- 税別ご提供価格 各種１個 ￥７４１-

いちりんタイプは定型郵便で送れるミニマムな
パッケージ。組立式のペーパークラフトです。
レター感覚で手軽にプレゼントできる
最も小さなＥＣＯ加湿器、大切な人に
花の潤いを送りませんか？

①

②

③

④

⑤

⑥

パッケージサイズ
W100×D50×H180mm

商品完成サイズ
W150×D55×H170mm

パッケージサイズ
W120×D3×H235mm

商品完成サイズ
W90×D120×H210mm

※このページの商品は数量限定品です。
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２０１６ 年 ２ 月号

リヒトラブ 『 コンパクトパンチ 』 Ｐ－１０４０ 白・赤・黄緑・青・黒

税別定価 各色１個 ￥１,５００- 税別ご提供価格 各色１個 ￥１,１２５-

コンパクトな形状から本格派パンチに
トランスフォーム！ 『コンパクトパンチ』

手のひらサイズのコンパクトタイプ センターライン ダストカバー しまうときは、ハンドルを抑えながら

卓上パンチは、引き出しの中でもスペースを取ってしまいますが、
この『コンパクトパンチ』は、直方体の本体に折りたたみ式の
パンチ部分が内蔵されているハンディタイプなので、引き出しの
中でもかさばりません。

パンチ上部にあるボタンを押すと、ハンドル部分と２穴のパンチが
出てきて一瞬でパンチに早変わり。使わないときはハンドルを
下げた状態でパンチ部分を内側に入れると元の直方体になり、
コンパクトに収納できます。

パンチ下部にはダストカバーがついているので、パンチ屑も
散らばりません。

机上以外にもカバンやペンケースに入れて持ち運ぶのにも最適。
外出先でもその場でファイリングできます。

ポチッ！

パカッ！

ヘンシン！

ペンケースの中にも入れられます 引き出しにもきっちり入ります カラフルな全５色展開

【仕様】
● 本体寸法（折りたたみ時）：W99×D18×H37mm
● 本体寸法（使用時）：W99×D52×H56mm
● 最大穿孔枚数：コピー用紙 約５枚
● 穴間隔：80mm ● 穴径：5.5mm ● 穴奥行：12mm



聖新陶芸 植物栽培セット 『ペロポン』

① ８９６-９６９ イヌ／クローバー
② ８９６-９７０ ネコ／ワイルドラズベリー
③ ８９６-９７１ パンダ／バジル
④ ８９６-９７２ カエル／ミント

税別定価 各種１個 ￥８８０-

税別ご提供価格 各種１個 ￥７０４-

簡易植物栽培セット
『ペロポン』＆『どこでもおすわりガーデン』

ペロペロとお水を飲んでいる姿が愛らしい 『ペロポン』
飲んだ水が背中のポットへ行き渡り、植物がスクスク育ちます。
付属の水飲みトレイに水がなくなったら、忘れずに水をあげて
植物を育ててね！

乾燥しがちな
オフィスのデスクに

ぴったり♪

プチギフトとしても
喜ばれそう♪

ほっこりおすわりの動物たちが、背中のポットで植物を育てる
『どこでもおすわりガーデン』
本棚や窓辺にちょこんと座らせておけば、見ているだけで
心が和みます。

パッケージサイズ W70×D76×H105mm
商品サイズ W60×D60×H50mm

※このページの商品は数量限定品です。

① ② ③ ④

⑤ ⑥ ⑦ ⑧

聖新陶芸 植物栽培セット
『どこでもおすわりガーデン』

⑤ ８９６-９７３ イヌ／クローバー
⑥ ８９６-９７４ ネコ／ワイルドラズベリー
⑦ ８９６-９７５ パンダ／バジル
⑧ ８９６-９７６ カエル／ワイルドラズベリー

税別定価 各種１個 ￥８００-

税別ご提供価格 各種１個 ￥６４０-

パッケージサイズ W55×D77×H120mm
商品サイズ W35×D65×H57mm
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Ｑｕａｒｔｅｔ 『 ３ウェイ デスクトップボード 』 １９０２２６７－Ｊ

税別定価 ￥１３,８００- 税別ご提供価格 ￥１１,０００-

イーゼルパットをフックに取り付けて、模造紙に書き込んでいくような感覚で
アイディアをペーパー上に書き出せます。１枚ずつはがして使えるので、
書き終わった用紙はポスターのように掲示したりもできます。

【仕様】

● 本体寸法：W715×D325×H575mm
● 板面寸法：W660×H560mm
● 材質：板面＝スチールホワイトボード 脚＝スチールパイプ
※ 板面にはホワイトボード投影用のマット加工はされていません。

● 付属品：ホワイトボードマーカー（黒） １本
キャリーバッグ １個 イーゼルパッド １冊（４０枚綴）

Ｑｕａｒｔｅｔ（カルテット）は、プレゼンテーション用ホワイトボードと
その他のアクセサリーを取り扱う北アメリカ発祥のブランドです。
「言葉」だけでは伝えきれない情報を「視覚」で補うことで、より印象的に記憶に残し、
聞き手を引きつけることができます。
あらゆるビジネスシーンにおいて、感動や思いを届けるビジュアルコミュニケーションを促進します。

ホワイトボード＋プロジェクタースクリーン＋イーゼルパッド
＝『 ３ウェイ デスクトップボード 』

「写す」も「書く」のもこれ１台。
ビジュアルコミュニケーションを促進する３つの機能を集約させた便利な１台。
手軽に使えて持ち運びも簡単。思いを伝えるための強い味方です。

ホワイトボードとしても、卓上プロジェクターのスクリーンとしても活躍。
持ち運びも設置も簡単なので、幅広いシーンで力を発揮します。
背面はスタンド式で自立します。

持ち運びできるキャリーバッグ付きです。

追加用イーゼルパッド（４０枚綴）
３４６３１１７０－Ｊ

税別定価 ￥２,４００-

税別ご提供価格 ￥１,９００-

※再粘着剤はついていないので、付箋のように
貼ったりはがしたりすることはできません。



※表示価格は平成28年3月1日現在の税抜価格です。本紙では、税抜価格を記載しています。別途消費税を申し受けます。なお、複数の商品をご注文いただいた場合は、税抜価格×商品点数×消費税率を申し受けます。あらかじめご了承ください。
※環境対応商品は、注文コードを緑文字で表記しています。

 ご提供価格（税抜）

¥45,000

¥48,000

0.0%

0

 ご提供価格（税抜）

¥22,000
 ご提供価格（税抜）

¥17,500

March おすすめ期間

3
2016年

3月1日～3月31日

 ご提供価格（税抜）

 ご提供価格（税抜）

¥5,300
 ご提供価格（税抜）

¥9,900
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２０１６ 年 ４ 月号

ポスト・イットにカバーをつけることで携帯性を高めています。小型ノートのようにいろいろ書ける、大きめの
『ノートサイズ』と、手帳に挟んで持ち運べ、胸ポケットに入れられるコンパクトな『メモ帳サイズ』の２種類です。
各サイズとも台紙つきなので、立ったままでもメモを書くことができます。

『ノートサイズ』は、罫線入りと方眼入りの２種類、『メモ帳サイズ』は、罫線入りと方眼入り、無地（３色）の
３種類です。メモ帳サイズはパッドの長辺（縦方向）を粘着面にすることで粘着部分が多くなり、パソコンの
モニターに貼ったり、手帳のページが足りなくなった時に拡張したりすることができます。

ＳＳＭ-Ｌ０１
１４５ｍｍ×１００ｍｍ

６ｍｍ罫線（色：ホワイト）
４５枚×１パッド

税別定価 ￥８００-
税別ご提供価格 ￥５６０-

※上の部分が粘着面です。
詰替パッドはありません。

現代のビジネスマンのマストアイテム
『ポスト・イット 強粘着モバイルメモ』

ポスト・イット 強粘着モバイルメモ Ｌサイズ （ノートサイズ 本体：１６０×１１５×８ｍｍ）

ポスト・イット 強粘着モバイルメモ Ｍサイズ （メモ帳サイズ 本体：１７０×９０×８ｍｍ）

ＳＳＭ-Ｌ０２
１４５ｍｍ×１００ｍｍ

５ｍｍ方眼（色：ホワイト）
４５枚×１パッド

税別定価 ￥８００-
税別ご提供価格 ￥５６０-

※上の部分が粘着面です。
詰替パッドはありません。

ＳＳＭ-Ｍ０１
１２５ｍｍ×７４ｍｍ

６ｍｍ罫線（色：ホワイト）
４５枚×１パッド

税別定価 ￥５００-
税別ご提供価格 ￥３５０-

※横の部分が粘着面です。

詰替用パッド
ＳＳＭ-ＭＲ０１

税別定価 ￥３５０-
税別ご提供価格 ￥２４５-

ＳＳＭ-Ｍ０２
１２５ｍｍ×７４ｍｍ

５ｍｍ方眼（色：ホワイト）
４５枚×１パッド

税別定価 ￥５００-
税別ご提供価格 ￥３５０-

※横の部分が粘着面です。

詰替用パッド
ＳＳＭ-ＭＲ０２

税別定価 ￥３５０-
税別ご提供価格 ￥２４５-

ＳＳＭ-Ｍ０３
無地サイズアソート

ウルトライエロー・ピンク
２５ｍｍ×７５ｍｍ

イエロー
７５ｍｍ×７５ｍｍ

各４５枚×１パッド

税別定価 ￥５００-
税別ご提供価格 ￥３５０-

※横の部分が粘着面です。
詰替パッドはありません。

携帯時に中身のふせんが汚れない
カバー付きで、持ち運びに便利！
いつでもどこでも使えます。

中身のふせんは、粘着力が約２倍の
強粘着タイプなので、身の回りの
いろいろなものに、しっかり貼れて
きれいにはがせます

書きとめた記録やメモを常に目につくところに貼っておくことで、
次のアクションを忘れずに、確実かつスムーズに実行することが
できるので、仕事の効率化にもつながります。



ゼブラ 修正テープ 『クルティア』

Ｐ－Ｕ５Ｃ７－ＭＺ マゼンタ
Ｐ－Ｕ５Ｃ７－ＢＬ ブルー
Ｐ－Ｕ５Ｃ７－Ｇ グリーン
Ｐ－Ｕ５Ｃ７－ＢＫ ブラック

税別定価 各種１個 ￥２３０-

税別ご提供価格 各種１個 ￥１６１-

『クルティア』 詰替カートリッジ（共通）

品番：Ｐ－ＲＵ５Ｃ７

税別定価 １個 ￥１５０-

税別ご提供価格 １個 ￥１０５-

新型修正テープ
ゼブラ 『クルティア』 ＆ トンボ鉛筆 『モノ エルゴ』

プチギフトとしても
喜ばれそう♪

エルゴノミクス（人間工学）に基づいた、直線や平面がない
３Ｄ曲面ボディと、持ち手の適切な親指の位置を示すサム
（親指）マークが、自然に最適な修正テープの持ち方を
導いてくれます（右手用の設計です）。

クリアボディでテープの残量が見やすく、修正テープが
苦手な人でも上手に使えるカタチを実現しました。

本体サイズ：W66.1×D24×H24mm
テープ幅＆長さ：5mm×6m

トンボ鉛筆 修正テープ 『モノ エルゴ』

ＣＴ－ＹＵＸＮ４ 本体：グリーン テープ幅：４.２ｍｍ
ＣＴ－ＹＵＸＮ５ 本体：レッド テープ幅：５ｍｍ
ＣＴ－ＹＵＸＮ６ 本体：ブルー テープ幅：６ｍｍ

税別定価 各種１個 ￥３００-

税別ご提供価格 各種１個 ￥２１０-

『モノ エルゴ』 詰替カートリッジ

ＣＴ－ＹＵＲＮ４ テープ幅：４.２ｍｍ
ＣＴ－ＹＵＲＮ５ テープ幅：５ｍｍ
ＣＴ－ＹＵＲＮ６ テープ幅：６ｍｍ

税別定価 各種１個 ￥１８０-

税別ご提供価格 各種１個 ￥１２６-

ヘッドが３６０度回転するので、テープをタテに引くのもヨコに引くのも
自由自在です。持ちかえずに複数箇所を修正することができます。
筆記角度に応じてヘッドが可動するので、手ブレをしても紙面をとらえやすく
修正テープが苦手な人でも簡単にきれいに引くことができます。

本体サイズ：W88×D29×H48mm
テープの長さ：10m

詰替カートリッジは全ての
本体に互換性があるので、
例えば５ｍｍの本体を買って、
使い終わったら４.２ｍｍの
カートリッジに交換して
使うことも可能です。



2007 年 3 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲ
Ｓ

２０１０ 年 １１ 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲＳ

２０１６ 年 ５ 月号

知りたい単語をカメラで撮るだけで、
意味を教えてくれる『イミシル』！

海外旅行や出張の際、現地語のメニューや案内に
使用されている単語の意味が理解できないことがあります。
いちいち辞書で調べるのも大変… そんな時に『イミシル』！

撮影した単語を自動で認識し、搭載している辞書データから
単語の意味を検索して表示します。本体に内蔵した単語を
撮影するだけなので、文字の入力は不要です。

ネットワーク接続は不要なので、通信費や通信環境を気にする
必要はありません。乾電池式なので、旅行先で充電環境が
ない場所でも安心です。

キングジム ワードリーダー 『 イミシル 』 ＲＷ１０

税別定価 ￥１２,０００- 税別ご提供価格 ￥９,８００-

【仕様】

● 本体寸法：Ｗ９３×Ｄ２２.５×Ｈ６３mm（凸部含まず）
● 画面：２.４インチＴＦＴカラー液晶
● 質量：約７０ｇ（電池含まず）
● 電池：単４アルカリ乾電池２本（別売）

または単４エネループ電池２本（別売）
● 電池寿命：アルカリ乾電池使用時 約１２日

エネループ電池使用時 約１５日
※１日あたり１０分間の使用を想定

＜ ９つの辞書を搭載 ＞



世界初！四つ葉のクローバーの種を使用した
栽培セットです。

プチギフトとしても
喜ばれそう♪

ポットサイズ：W110×D110×H118mm

※高確率で四つ葉が出てきますが、
必ず四つ葉が出てくるとは限りませんので
あらかじめご了承ください。

栽培初期はどの葉も全て三つ葉ですが、株が大きく育ち、
茎の本数が増えてくると四つ葉が出てきて楽しめるように
なります。種まき後、２～３か月で四つ葉が出てきます。

聖新陶芸 植物栽培セット
『四つ葉のクローバー栽培セット』

ＧＤ-５９２ ８４３-２９４

税別定価 ￥１,０００- 税別ご提供価格 ￥８００-

かわいいぷっくりとしたハートの実がなる
ミニトマト栽培セットです。

ハートブレイカ—という品種のハート型ミニトマトを育てる、愛がいっぱいの
栽培セットです。種まきから２～３か月後に黄色の小さな花が咲き、
実がハート型に膨らんで色づいてきます。

真っ赤な色になったら収穫時期です。実の大きさは
直径２～３ｃｍ。半分に割るとハート型がわかります。

聖新陶芸 植物栽培セット
『ミニトマト栽培セット』

ＧＤ-５４６ ８４３-２９３

税別定価 ￥１,０００- 税別ご提供価格 ￥８００-

かわいいハート
ポット付き♪

かわいいハート
ポット付き♪

ポットサイズ：W110×D110×H115mm

※２０℃以上の暖かいお部屋であれば、
１年中育てられます。収穫時期は種まき後
約９０日です。



2007 年 3 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲ
Ｓ

２０１０ 年 １１ 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲＳ

２０１６ 年 ６ 月号

税別定価 ￥２,６００- 税別ご提供価格 ￥２,０００-

税別定価 ￥１,８００- 税別ご提供価格 ￥１,４００-



※表示価格は平成28年6月1日現在の税抜価格です。本紙では、税抜価格を記載しています。別途消費税を申し受けます。なお、複数の商品をご注文いただいた場合は、税抜価格×商品点数×消費税率

を申し受けます。あらかじめご了承ください。　※環境対応商品は、注文コードを緑文字で表記しています。

参考売価（税抜き）

参考売価（税抜き）

¥1,295

参考売価（税抜き）

おすすめ期間

2016年

6月1日～6月30日

参考売価（税抜き）

¥14,000

参考売価（税抜き）

¥460

6
June

0.0%

参考売価（税抜き）

¥200

0

¥175 ¥371



2007 年 3 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲ
Ｓ

２０１０ 年 １１ 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲＳ

２０１６ 年 ７ 月号

高級感あふれるハイグレードな机上収納用品
『 Ｄｅｓｋｉｔ ＡＬＵＭＩ（デスキット アルミ） 』

丈夫で美しいアルミ素材と、ぬくもりを感じるタモの木を
組み合わせた、ハイグレードな机上収納用品です。

スタイリッシュなデザインでインテリア性が高く、洗練された
デスク周りをコーディネイトできます。

一歩上を行く、上質なデスクワークをサポートします。

① Ａ－７４２５
台の下にテンキー付きの大型
キーボードが入る人気のサイズ。

● 本体寸法：
W590×D234×H82（mm）

● 有効内寸：
W555×D234×H60（mm）

税別定価 ￥１０,０００-
税別ご提供価格 ￥７,０００-

【机上台】 限られたスペースを効率よく活用するのに便利な商品です。

② Ａ－７４２０
台の下に小型のワイヤレス
キーボードが入ります。

● 本体寸法：
W390×D234×H82（mm）

● 有効内寸：
W355×D234×H60（mm）

税別定価 ￥９,０００-
税別ご提供価格 ￥６,３００-

③ Ａ－７４２１
１５インチまでのノートＰＣが載せられます。
別売の④のトレイを引き出しとして使えます。

● 本体寸法：
W390×D234×H162（mm）

● 有効内寸：
W355×D234×H140（mm）

税別定価 ￥１０,０００-
税別ご提供価格 ￥７,０００-

【トレイ】 ③の机上台と組み合わせて
引き出しとして使うこともできます。

④ Ａ－７４３３
白いトレイのみです。
Ａ４サイズが入ります。

● 本体寸法：
W355×D255×H56（mm）

● 有効内寸：
W350×D220×H50（mm）

税別定価 ￥５,２００-
税別ご提供価格 ￥３,６４０-

【テープカッター】 幅を取らない
スリムなデザインです。

⑤ Ａ－７４３０
２４ｍｍ幅までの
大巻テープが使えます。

● 本体寸法：
W33×D140×H102（mm）

税別定価 ￥５,２００-
税別ご提供価格 ￥３,６４０-

※③との組み合わせイメージ
※セロハンテープは付属していません。



【レタートレイ】 ジョインター付きで、３段まで積み重ねられます。

【レタートレイ用木製天板】⑥・⑦のオプション。トレイ上のスペースが活用できます。

【マルチペンスタンド】 縦・横置きが可能。横置きの場合は付属の脚（長・短）で角度が選べます。
仕切板は可動式で、収納物に合わせて幅を変えられます。

⑥ Ａ－７４３４ （縦型）
● 本体寸法：W253×D329×H60（mm）
● 有効内寸：W240×D320×H50（mm）

税別定価 ￥５,２００- 税別ご提供価格 ￥３,６４０-

⑦ Ａ－７４３６ （横型）
● 本体寸法：W355×D227×H60（mm）
● 有効内寸：W240×D220×H50（mm）

税別定価 ￥５,２００- 税別ご提供価格 ￥３,６００-

⑧ Ａ－７４３５ （縦型レタートレイ ⑥ 用）
● 本体寸法：W261×D234×H15（mm）

税別定価 ￥３,２００- 税別ご提供価格 ￥２,２４０-

⑨ Ａ－７４３７ （横型レタートレイ ⑦ 用）
● 本体寸法：W366×D160×H15（mm）

税別定価 ￥３,２００- 税別ご提供価格 ￥２,２４０-

⑩ Ａ－７４３１（Ｓサイズ）
● 本体寸法：W210×D47×H102（mm）

税別定価 ￥５,２００- 税別ご提供価格 ￥３,６４０-

⑪ Ａ－７４３２（Ｌサイズ）
● 本体寸法：W355×D47×H102（mm）

税別定価 ￥６,２００- 税別ご提供価格 ￥４,３４０-

【ブックエンド】 アルミ製のブックエンド 【スマートフォンスタンド】 アルミ製のスタンド

⑬ Ａ－７４３９
厚さ１３ｍｍｍまでの
スマートフォンが立てられます。

● 本体寸法：
W70×D80×H91（mm）

税別定価 ￥２,０００-
税別ご提供価格 ￥１,４００-

⑫ Ａ－７４３８
シンプルなデザインで
クールなアイテム。

● 本体寸法：
W75×D210×H161（mm）

税別定価 ￥４,２００-
税別ご提供価格 ￥２,９４０-

※積み重ねイメージ ※積み重ねイメージ

※角度調節用脚端



2007 年 3 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲ
Ｓ

２０１０ 年 １１ 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲＳ

２０１６ 年 ８ 月号

高級感あふれるハイグレードな机上収納用品
『 Ｄｅｓｋｉｔ ＡＬＵＭＩ（デスキット アルミ） 』

捺印時にシャッターが自動的に開くウイングシャッター
機構で、片手で簡単に操作できるネーム印です。

シヤチハタ ワンタッチ式はんこ キャップレス９ ディズニーキャラクターシリーズ

税別定価 １個 ￥１,６００- 税別ご提供価格 １個 ￥１,１２０-

素早く捺印、片手でロック。キャップ不要のネーム印！

普段は閉じている印面先端のシャッターが、捺印の時に
自然に開閉します。使うとき以外はしっかりロックできるので、
印面が誤って飛び出す心配はありません。

シャッターのフラットな部分を捺印枠の下線と平行にすることで
まっすぐに捺印することができます。

ネームの印面部分は、商品本体をお届けした後に、お客様が
ご希望の印面をインターネットか商品に同梱されている
専用ハガキでお申し込みいただく、メールオーダー方式です。

XL-CLNDM/MO XL-CLNDN/MO XL-CLNDP/MO XL-CLNDA/MO
ミッキー ミニー プーさん アリス



【時間になるとイヤホンが振動してお知らせ】

イヤホン型のサイレントアラームです。イヤホンに内蔵した
振動モーターによるバイブレーションで、音を出さず静かに
目覚めることができます。

公共交通機関での乗り過ごし防止や、オフィスでの仮眠に。
耳への振動で、周囲の人に迷惑をかけません。

【強さを選べるバイブレーション】

振動は３段階から調節でき、お好みの強さにセットできます。

【２つのモード】

操作は簡単、起きたい時間を１分単位でセットできる
「アラーム機能」と、起きたい時間を何分後と
セットできる「タイマー機能」の２つのモードを、
用途に合わせて使い分けられます。 キングジム めざましイヤホン 『ＮＭＲ１０』

税別定価 ￥６,０００- 税別ご提供価格 ￥４,８００-

【仕様】

●外形寸法：Ｗ１０６×Ｄ３０×Ｈ２０（ｍｍ）
※イヤホン・コード含まず

●質 量：約５０ｇ
●電 源：単４アルカリ電池１本（別売）
●電池寿命：振動の強さ＝中、１日１回の使用で、約半年
●コード長：約１.１ｍ（左右のコードの長さは同じです）



2007 年 3 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲ
Ｓ

２０１０ 年 １１ 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲＳ

２０１６ 年 ９ 月号

＜食品・飲料＞
社内で金属針の
使用が禁止
されている。

＜食料・物流＞
出荷伝票には
金属針を使わず、
しっかり綴じたい。

＜官公庁＞
環境への配慮や
大量の分別廃棄の
手間を省く。

＜幼・保、学校＞
子どもたちにも、
紙の針なら安心。

金属針のように、しっかりと。
針なしホッチキスのように、安全に。

紙針はコピー用紙 約２枚～１０枚までの保持力。
本体は座ったままでも片手で軽く綴じられます。

紙の針だから、触れても安心、分別の必要もなく
そのままシュレッダーにもかけられます。

紙針はホワイトとブルーの２種類。目立たせたい
時にはブルー、そうでない時はホワイトがお勧めです。

専用紙針
ホワイト／ブルー
（１巻 ９００本）

マックス 紙針ホッチキス 『 Ｐ－ＫＩＳＳ １０ 』

本 体 ＰＨ-１０ＤＳ ホワイト ／ レッド

税別定価 ￥6,800- 税別ご提供価格 各色１台 ￥５,４００-

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-

本体仕様

●綴じ枚数 ： ２～１０枚 （ＰＰＣ用紙６４ｇ／㎡）
●綴じ口寸法 ： １ｍｍ
●本体寸法 ： Ｗ７０×Ｄ１６２×Ｈ１７０ ｍｍ
●本体質量 ： ５５０ｇ
※紙針は付属しておりません。同時に購入してください。

＜食品原材料＞
納入先での金属針に
よるトラブルを未然に
防止。

＜包装資材＞
納入先での金属針に
よるトラブルを未然に
防止。

＜病院・施設＞
患者や高齢者への
安全配慮に
万全を期す。

＜他にもこんな業界の皆様に＞
●自動車・自動車部品●医療機器・精密機械
●化粧品●運輸業●ＪＡ●保険会社 etc…

紙針ホッチキスは、こんなところで活躍！



※表示価格は平成28年8月1日現在の税抜価格です。本紙では、税抜価格を記載しています。別途消費税を申し受けます。なお、複数の商品をご注文いただいた場合は、税抜価格×商品点数×消費税率

を申し受けます。あらかじめご了承ください。　※環境対応商品は、注文コードを緑文字で表記しています。

おすすめ期間

2016年

9月1日～9月30日

参考売価（税抜）

¥12,000

参考売価（税抜）

¥38,400

参考売価（税抜）

参考売価（税抜）

¥2,880

9
September

0.0%

参考売価（税抜）

¥1,280

0

¥1,880

参考売価（税抜）

¥2,520



2007 年 3 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲ
Ｓ

２０１０ 年 １１ 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲＳ

２０１６ 年 １０ 月号

はがして使える、プレゼンテーションイーゼルとプレミアムモバイルイーゼル
専用の交換用パットです。フックに取り付けて、模造紙に書き込んでいくような
感覚でアイディアをペーパー上に書き出せます。１枚ずつはがして使えるので、
書き終わった用紙はポスターのように掲示したりもできます。

【仕様】

● 本体寸法：W710×D1010×H1830mm
● 板面寸法：W655×H1000mm
● 材 質：板面＝スチールホワイトボード

脚 ＝スチールパイプ
● 付属品：ホワイトボードマーカー（黒） １本

※ 板面にはホワイトボード投影用のマット加工は

されていません。

ホワイトボード＋プロジェクタースクリーン＋イーゼルパッド

Ｑｕａｒｔｅｔ（カルテット）は、プレゼンテーション用ホワイトボードと
その他のアクセサリーを取り扱う北アメリカ発祥のブランドです。
「写す」も「書く」のもこれ１台。ビジュアルコミュニケーションを促進する３つの機能を集約させた便利な１台。
卓越したデザイン性・機能性を備えたハイエンドモデルが新登場。思いを伝えるための強い味方です。

イーゼルパッドＶ（５０枚綴×２冊入） 品番：ＥＰ５０

税別定価 ￥８,８００- 税別ご提供価格 ￥６,１６０-

ユーロプレミアムイーゼルに取り付けたイメージ。Ｗ533×Ｄ3×H860mm
再粘着剤はついていないので、付箋のように貼ったりはがしたりすることはできません。

『ユーロプレゼンテーションイーゼル』

高さを自由に調節でき、打ち合わせにも掲示板としてもアクティブに対応できるイーゼル型ホワイトボード。
サイドアームを使用し、別売のイーゼルパッドＶをフックに取り付ければ、さらに広範囲の表示が可能です。

『ユーロプレミアム モバイルイーゼル』

あらゆるシーンに適応するイーゼルタイプホワイトボード。高さを自由に調節でき、キャスター付きなので
移動もラクラク。別売のイーゼルパッドＶを取り付けて使うこともできる、スタイリッシュなホワイトボードです。

【仕様】

● 本体寸法：W760×D670×H2100mm
● 板面寸法：W692×H992mm
● 材 質：板面＝ホーローホワイトボード

脚 ＝スチールパイプ

※ 板面にはホワイトボード投影用のマット加工は

されていません。

品番：ＥＵ５００Ｅ－Ｊ 税別定価 ￥２８,０００- 税別ご提供価格 ￥１９,６００-

品番：ＥＵ２０００ＴＥ－Ｊ 税別定価 ￥５８,０００- 税別ご提供価格 ￥４０,０００-



ちっちゃくてもキュート、
携帯できるミニホッチキス！

普段は小さくて平らなボディ。
だけど使うときは一人前のホッチキスに早変わり。

いつでもどこにでも、ちょっと忍ばせていつも一緒に。
小さいけれどしっかり者のミニステーショナリーです。

かわいい
ハートポッ
ト付き♪

マックス ｃｏｌｏｒｇｉｍｉｃ（カラーギミック）

ＨＤ－１０ＸＳ ライトブルー ライトグリーン ピンク

税別定価 各色１個 ￥５５０- 税別ご提供価格 各色１個 ￥３８０-

【仕様】

●本体寸法：W66.3×D29×H19.7mm ●使用針：No.10-1M
●綴じ枚数：PPC用紙 約10枚 ●針装填数：50本



2007 年 3 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲ
Ｓ

２０１０ 年 １１ 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲＳ

２０１６ 年 １１ 月号

万年カレンダーとホワイトボードが
１つになった！ ホワイトボードカレンダー

表示したい月の「１日 」の曜日をセットするだけで日付が固定できます。
盤面はホワイトボードになっているので、ホワイトボードマーカーで何度も書き直しができます。
複数枚並べれば、長期的なスケジュール管理にも使用することができます。

リヒトラブ ホワイトボードカレンダー Ａ－２１５

税別定価 ￥３,５００- 税別ご提供価格 ￥２,５００-

【仕様】

● 本体寸法：Ｗ５３９×Ｄ１０×Ｈ４５０（ｍｍ）

※ 消えにくくなった文字は、湿らせた
ティッシュやよく絞った柔らかい布等で
拭き取ってください。

日付は毎月３１日まで表示されます。
ご了承ください。

簡単に月日が変えられる万年カレンダー。
毎年同じカレンダーを使えて、買い替え
なくてもいいので経済的！

個人のスケジュール管理はもちろん、
家族やオフィスなど複数の方の予定を
書き込むカレンダーにも 適です。

カレンダー本体を裏返し、
ロックレバーを外します。

書き直しができるホワイトボード仕様の
盤面なので、仮予定も記入できて、
予定の掛け持ちが防げます。

伝言や買い物リストなどの
記入に便利なｍｅｍｏスペース

壁掛け用の吊り穴付き
（フックや金具は付属しておりません）

付属品：
ホワイトボードマーカー（黒） １本

日曜日は赤色表示です。

使用する月の「１日」の曜日を
左下の丸窓に合わせます。

ロックレバーを戻して
固定します。

月の表示を変えるときは、
右上のプレートで合わせます。



※表示価格は平成28年10月1日現在の税抜価格を記載しています。別途消費税を申し受けます。なお、複数の商品をご注文いただいた場合は、税抜価格×商品点数×消費税率を申し受けます

※諸般の事情により予告なく変更することもありますので、あらかじめご了承ください。※環境対応商品は注文コードを緑文字で表記しています。

参考売価 （税別）

¥280

参考売価 （税別）

¥371

¥1,680

参考売価 （税別）

¥210

参考売価 （税別）

11⽉1⽇〜11⽉30⽇
2016年

（有）国誉⽂具
〒000-0000 東京都港区港南1丁⽬8番35号 TEL：00-000-0000 FAX：00-000-0000

参考売価 （税別）

¥910

¥2,560
参考売価 （税別）



2007 年 3 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲ
Ｓ

２０１０ 年 １１ 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲＳ

２０１６ 年 １２ 月 特大号

ワンランク上のセキュリティー対策！
２ｍｍ×２ｍｍの微粒子裁断で完全保護！！

従来のクロスカットタイプのシュレッダーでは不完全だった情報保護を、粉のような細かさの２×２ｍｍの
極小裁断で行うことができます。裁断サイズを小さくすることにより、コンパクトなボディでもＡ４コピー用紙
約６５０枚の裁断くずを収容することができるので、ゴミ捨ての回数を減らすことができます。

年末の大掃除におすすめ、情報漏洩を気にせず、簡単に不要な書類を処分することができます。

アスカ マイクロカットシュレッダー Ｓ５８Ｍ

税別定価 ￥７０,０００- 税別ご提供価格 ￥４５,０００-

【 仕様 】

最大細断枚数：６枚（記録メディアの裁断はできません）
細断寸法：２ｍｍ×２ｍｍ
セキュリティレベル：５（ドイツＤＩＮ規格）
ダストボックス容量：１６Ｌ（Ａ４コピー用紙 約６５０枚）
対応ゴミ袋：４５Ｌ
細断速度：約３.２／４.０ｍ ／分（５０／６０Ｈｚ）
定格使用時間：１０分間
給紙口幅：２２６ｍｍ
コードの長さ：約１.５ｍ
消費電力：２６０／３００Ｗ（５０／６０Ｈｚ）
外形寸法：Ｗ３４７×Ｄ２６２×Ｈ５５９（ｍｍ）
質 量：１６.６ｋｇ
付属品：取扱説明書・保証書・メンテナンスオイル

ドイツの規格協会が定める国際基準のセキュリティレベルにおいて
２×２ｍｍの裁断くずは、この規格のＬｖ.５に相当する細かさです。

【 主な機能 】

★オートスタート＆ストップ機能
紙を入れると自動的に細断が始まり、終わると
自動的にストップします。

★オートリバース機能
紙が詰まった時に、自動的に逆回転して
紙を押し出します。

★手動裁断スイッチ
スイッチを押している間、刃が正回転をします。

★逆転スイッチ
スイッチを押すと刃が逆回転をします。

★自動停止安全機能
本体とダストボックスが離れた時に、
安全のために電源が切れ、動作を停止します。



※表示価格は平成28年11月1日現在の税抜価格を記載しています。別途消費税を申し受けます。なお、複数の商品をご注文いただいた場合は、税抜価格×商品点数×消費税率を申し受けます。

※諸般の事情により予告なく変更することもありますので、あらかじめご了承ください。※環境対応商品は注文コードを緑文字で表記しています。

参考売価（税別）

¥5,120

参考売価（税別）

¥1,070

参考売価（税別）

¥560

参考売価（税別）

¥680

参考売価（税別）

¥280
参考売価（税別）

12⽉1⽇〜12⽉28⽇
2016年

0
0

参考売価（税別）

¥160

参考売価（税別）

¥930

参考売価（税別）

¥3,200

¥170
参考売価（税別）

参考売価（税別）

¥130

¥290



275-907

ハラダ製茶ティーバッグシリーズ
種別 入数 商品コード 税込価格

 ③ほうじ茶 1箱（50バッグ入） 275-905

税別価格

1箱（50バッグ入）

1箱（50バッグ入） 275-904
●内容量：1バッグ2g●個装材質：紙（内側：アルミ）

 ④烏龍茶

¥520 ¥482
 ②抹茶入り玄米茶 275-906
 ①煎茶 1箱（50バッグ入）



スマートに持ち歩けて、ビジネスシーンで大活躍！
本体はブラックとホワイトの２色があります。

なつ印に必要な「印マット」「朱肉」、なつ印具のメンテナンスに便利な「印鑑ブラシ」、印紙や切手の貼り付けに
便利な「印紙濡らし」「印紙収納スペース」がついた印章ケースです。これ１つであらゆるなつ印シーンに対応できます。

かわいい
ハートポッ
ト付き♪

シヤチハタ 朱肉＋印マット付 印章ケース 『 シクオス デュオ 』

ＣＰＭ－Ａ１／Ｈ（ブラック） ＣＰＭ－Ａ２／Ｈ（ホワイト）

税別定価 各色１個 ￥８００- 税別ご提供価格 各色１個 ￥５５６-




