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組み合わせてさらにスッキリ！ ディスプレイ周りの整理用品！！

机の上に空きスペースを
作るアイテム、
机の上のスペースを広げる
アイテム、スペースを
有効活用できる計４つの
アイテムです。

④電子吸着ボード ラッケージ
ノリやピンは不要。静電気でラクラク掲示！

①ディスプレイボード
工具不要で簡単取付。モニター上の小物置き！

③デスクボード
机の上を広々活用。マウスブリッジも収納可能！

②マウスブリッジ
マウスとキーボードの位置が近くなるので、

右手の移動距離が減らせます！

ＤＢ－５００

税別定価 ￥３,５００-
税別ご提供価格 ￥２,８００-

モニターの厚みは１０～８５ｍｍ以内、
モニターの横幅は２５０ｍｍ以上、
モニターの上辺の厚みは５ｍｍ以上必要です。

耐荷重：１ｋｇ
（等分布）

①

ＭＢ－１３６

税別定価 ￥２,５００-
税別ご提供価格 ￥２,０００-

簡単に移動は
できますが、
テンキー部分に
かぶせるので、
テンキーは
使えなくなります。

左記寸法に収まる
キーボードに
設置可能です。

②

③

④

耐荷重：１５ｋｇ
（等分布）

Ｗ５５０×Ｄ１８０×Ｈ８０ｍｍ

幅５０ｍｍまでの
キーボードを収納できます。

Ｎｏ.８５２１

税別定価 ￥４,１００-
税別ご提供価格 ￥３,３００-

ＲＫ２０

税別定価 ￥３,５００-
税別ご提供価格 ￥２,８００-

吸着面に微弱な静電気を発生させることで、紙を吸着する掲示板です。
机の上に置くことはもちろん、別売のアームを使えば、モニター横に
取り付けることもできます。

本体：Ｗ１００×Ｄ２２×Ｈ３００ｍｍ
電源：単３形アルカリ乾電池 ４本（別売）

動作時間：約９か月

別売アームで
モニター横に
取り付けた
状態です。

本体背面には
マグネットが
あるので、
金属板に貼り
つけられます。



愛され続けて６０年、累計販売冊数５０億冊に上るコクヨのフラットファイル。
６１年目を迎える２０１７年、モノづくりへのこだわりはそのままに、新たなフラットファイルがデビューします。

新のオフィスにもマッチする、シックな全５色のカラーラインアップ。組み合わせにより、エグゼクティブや
ナチュラルテイストなど、さまざまなコンセプトの空間に調和します。

ワークスタイルの変化に合わせて、機能・デザイン・カラー、全てが進化した新・定番フラットファイル 『ＮＥＯＳ』
フラットファイルの新たな可能性を引き出し、次世代のビジネスツールとしてあなたのワークスタイルをサポートします。

コクヨ 『 フラットファイル ＮＥＯＳ（ネオス） 』 １パック １０冊入

フーＮＥ１０ Ｂ（ターコイズブルー） ＤＧ（オリーブグリーン）
ＤＭ（ブルーグレー） ＤＲ（ワインレッド） Ｗ（オフホワイト）

税別定価 各色１パック ￥９００- 税別ご提供価格 各色１パック ￥６３０-

フラットファイルの新しい可能性 フラットファイル ネオス

クリアポケットがはみ出さない、
セミワイド表紙。

従来のフラットファイルより約１１ｍｍ
大きいセミワイド表紙なので、普通の
フラットファイルでは、はみ出してしまう
クリヤーポケット（別売）を綴じても
はみ出しません。

※コクヨのＡ４ ２穴クリヤーポケットを
推奨いたします。
４穴・３０穴ポケットや他社製品ですと、
表紙からはみ出す場合があります。

ファイル外寸：
高さ307×幅242×背幅18mm

収容寸法：15mm 収容枚数：150枚
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蓋を開けて用紙をセットし、蓋を閉めてスタートボタンを押せば、自動的に用紙を
裁断してくれるオートフィード（自動裁断）方式の新商品です。Ａ３用紙を３００枚まで
一度に裁断できます。
ダストボックスは大容量１００Ｌ。Ａ４用紙を約２,８００枚収容できます。
自動くずならし機能もついているので、ゴミ捨ての手間が少なくてすみます。

【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。

Ａ３サイズ対応のオートフィードシュレッダー

アイリスオーヤマ オートフィードシュレッダー ＢＵＦ３００Ｃ－Ｗ

オープン価格 税別ご提供価格 ￥１７０,０００-

【仕様】

● 本体寸法：Ｗ５３９×Ｄ６３０×Ｈ８９６（ｍｍ）
● 質 量：約７０ｋｇ
● 消費電力：５０Ｈｚ／４３０Ｗ

６０Ｈｚ／４８０Ｗ

オートフィードなら
Ａ３用紙を３００枚
まで裁断できます。

手差し裁断は
Ａ４用紙を同時に
７枚（６０Ｈｚ）
まで裁断できます。



『 ポンプラン パーツ 』 ＝ トップ （頭） ＆ ボトム （蓋） を最初にご購入いただく必要があります。
そして、お好みの 『 ポンプラン スタンプ （印面） 』 を選んで、パーツではさめばマイスタンプの完成です。

シヤチハタ 選んでつなげるマイスタンプ ポンプラン

ポンプラン パーツ（トップ＆ボトム） 税別定価 １セット ￥２００- 税別ご提供価格 １セット ￥１６０-
ポンプラン スタンプ 税別定価 各種１個 ￥３００- 税別ご提供価格 各種１個 ￥２４０-

好きな印面を組み合わせて、自分だけのスタンプが作れる！

全３０種類の印面の中から、自分が使いたい好きな印面を
選んでつなげることで、１本のスタンプとして持ち歩ける
スケジュールスタンプです。

ケーキやカフェ、病院などのプライベートのスケジュール
管理に便利なデザインや、「済」や「お願い」のような
仕事で活躍するデザインなど、用途に合わせて自分好みに
カスタマイズができます。



2007 年 3 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲ
Ｓ

２０１０ 年 １１ 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲＳ

２０１７ 年 ３ 月号

手動裁断機としては世界で初めて、パンチやコピー機の用紙設定などに搭載されている、紙を両端から
挟むガイド機能「 Ｗゲージ 」を搭載。罫線に合わせる必要もなく、簡単に裁断位置を合わせて裁断する
ことができます。往復裁断で裁断能力は２０枚です。

プラス スライドカッター ハンブンコ

Ａ３タイプ ＰＫ－８１１ 税別定価 ￥１０,０００- 税別ご提供価格 ￥７,２００-

Ａ４タイプ ＰＫ－８１３ 税別定価 ￥５,５００- 税別ご提供価格 ￥４,０００-

片方のゲージを動かすと、反対側も
同時に開閉する新開発のＷゲージ。

直線刃（付属品）
PK-800H1

本体に1個付属しています。
まっすぐに裁断できます。

税別定価 ￥500-
税別ご提供価格 ￥400-

ミシン目刃（別売）
PK-800H2

チケットの半券などのキリトリ線
を付けることができます。

税別定価 ￥500-
税別ご提供価格 ￥400-

折り目刃（別売）
PK-800H3

半分の位置で折り目を
付ければ小冊子が作れます。

税別定価 ￥500-
税別ご提供価格 ￥400-

カッターマット（別売・4本入）
本体に1本付属しています。

A3 PK-811U 税別定価 ￥1,200-
税別ご提供価格 ￥960-

A4 PK-813U 税別定価 ￥1,000-
税別ご提供価格 ￥800-

● 本体寸法：W329×D547×H81（mm） ● 質量：約1.5kg ● 裁断幅：432mm（A3長辺まで）
● 半切機能：96～594mmまで 大 四つ切サイズを八つ切サイズに半切可能 A2用紙をA3サイズに半切可能

● 本体寸法：W277×D412×H81（mm） ● 質量：約1.0kg ● 裁断幅：297mm（A4長辺まで）
● 半切機能：96～420mmまで 大 A3用紙をA4サイズに半切可能

【オプション・消耗品】

裁断時しか刃が出ない
カートリッジ式の替刃。
刃に触れないので安全です。

交換もワンタッチなので、
別売のミシン目刃、折り目
刃への切り替えも簡単。

消耗品のカッターマットは
刃を受ける所が６箇所
（１面につき２箇所×３面）
あるので、１本で長く使えます。



※表示価格は平成29年3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。

¥370

参考売価（税別）

¥210

参考売価（税別）参考売価（税別）

¥2,260

参考売価（税別）

¥280

3⽉1⽇〜3⽉31⽇
2017年

0
0

参考売価（税別）

¥84
参考売価（税別）

¥21,000
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●サイズ：横４８×縦１７４×厚さ２１（ｍｍ）
●本体：ＡＢＳ樹脂
●付属品：単４乾電池（お試し用）×１本

２０１７ 年 ４ 月号

ＳＭＡＲＴ ＦＩＴ ＰｕｎｉＬａｂｏ
（スマートフィット プニラボ） シリーズ

ひもを引っ張ると音が鳴り、ひもの上部にあるブザーピンを元の位置まで戻すと音は止まります。
ピンは抜け落ちないので紛失の心配はありません。

上部のファスナーを
開けてから、机の上で
ペンケースを上から
押します。

底部が本体部に
押し込まれて、ペンの
先端部が顔を出し、
ペンスタンドに
早変わりします。

リヒト 『 プニラボ 防犯ブザー 』 Ａ－７７１８

①クマ ②シバイヌ ③クロネコ ④ハチワレネコ ⑤ブタ ⑥パンダ

税別定価 各種１個 ￥１,５００- 税別ご提供価格 各種１個 ￥１,２０４-

① ② ③

④ ⑤ ⑥

リヒト 『 プニラボ スタンドペンケース 』 Ａ－７７１２

①クマ ②シバイヌ ③クロネコ ④ハチワレネコ ⑤ブタ ⑥パンダ

税別定価 各種１個 ￥１,４００- 税別ご提供価格 各種１個 ￥１,１１２-

しまう時は
底を引っ張り出してください。

フタ部分には
消しゴムホルダー付き

ちょこっと
顔を出せば、カバンの
アクセントに

●サイズ：横６０×
縦１９６～２００（ｍｍ）

●本体：シリコーンゴム
① ② ③

④ ⑤ ⑥



聖新陶芸 植物栽培セット 『プランツカン』

① ７１７-２５６ ミント
② ７１７-２５７ バジル
③ ７１７-２５８ ワイルドストロベリー
④ ７１７-２５９ ミニヒマワリ

税別定価 各種１個 ￥９００-

税別ご提供価格 各種１個 ￥７４１-

色鮮やかな缶ポットとかわいい動物シャーレ
『プランツカン』＆『フローズン』

カラフルな陶器製の缶ポットで育てる栽培セット。
深さのある容器なので、根が張りやすく、初心者でも安心。
きれいに洗えるので、栽培を楽しんだ後は、ペン立てや
小物入れとしてリユースも可能です。

広い海をぷかぷかと浮かぶ流氷をイメージ。
気持ちよさそうに居眠りしているのは、陶器製の動物たちです。
付属のシャーレに水を溜めれば、流氷に見立てたスポンジが
水をぐんぐん吸い上げて、動物の中に行き渡り、クローバーが
育ちます。

パッケージサイズ Φ75×H95mm
商品サイズ Φ75×H95mm

① ② ③ ④

⑤ ⑥ ⑦

聖新陶芸 植物栽培セット 『フローズーン』

⑤ ７１７-２５３ ペンギン／クローバー
⑥ ７１７-２５４ シロクマ／クローバー
⑦ ７１７-２５５ アザラシ／クローバー

税別定価 各種１個 ￥９００-

税別ご提供価格 各種１個 ￥７４１-

パッケージサイズ W87×D90×H102mm
商品サイズ Φ75×H40mm

【育て方】

発芽後は適度に(半日以上)
日当たりと風通しの良い場所に
置きます。

水は土の表面が乾いたら
たっぷりと与えます。

【適温】

２０度前後

【育て方】

シャーレに流氷付き動物ポットを置き
土をセットします。

シャーレに水を溜めてポットに種を撒き
芽が出るのを待ちます。

【適温】

２０～３０度
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ミーティングスペースに便利な、パーテイション兼用
両面ホワイトボード。ポップなカラーで、空間を明るく演出します。

２０１７ 年 ５ 月号

共通仕様
● 奥行：534mm ● 板面：スチール
● 板面厚：40mm
● 付属品：マーカー 黒・赤 各１本

イレーザー １個 マグネット付きトレー ２個

ラインはブルー・グリーン・オレンジの３色。
グループワークや発表に、間仕切りとしても活躍！

大気汚染の原因となる揮発性有機化合物（ＶＯＣ）
排出抑制に配慮した、環境に優しいホワイトボードです。

プラス 『ＶＳＣパーティションホワイトボード 』

固定脚タイプ

① Ｗ９７０×Ｈ１５６０（ｍｍ） 品番：ＶＳＣ－０９１５ＮＡ
税別定価 ￥４３,０００- 税別ご提供価格 ￥３２,０００-

② Ｗ９７０×Ｈ１７６０ （ｍｍ） 品番：ＶＳＣ－０９１７ＮＡ
税別定価 ￥４５,８００- 税別ご提供価格 ￥３４,４００-

③ Ｗ１２７０×Ｈ１５６０ （ｍｍ） 品番：ＶＳＣ－１２１５ＮＡ
税別定価 ￥４８,５００- 税別ご提供価格 ￥３６,０００-

④ Ｗ１２７０×Ｈ１７６０ （ｍｍ） 品番：ＶＳＣ－１２１７ＮＡ
税別定価 ￥５６,２００- 税別ご提供価格 ￥４２,０００-

キャスター（ストッパー２個付）タイプ

⑤ Ｗ９７０×Ｈ１６００ （ｍｍ） 品番：ＶＳＣ－０９１５ＮＫ
税別定価 ￥４３,０００- 税別ご提供価格 ￥３２,０００-

⑥ Ｗ９７０×Ｈ１８００ （ｍｍ） 品番：ＶＳＣ－０９１７ＮＫ
税別定価 ￥４５,４００- 税別ご提供価格 ￥３４,０００-

⑦ Ｗ１２７０×Ｈ１６００ （ｍｍ） 品番：ＶＳＣ－１２１５ＮＫ
税別定価 ￥４８,５００- 税別ご提供価格 ￥３６,０００-

⑧ Ｗ１２７０×Ｈ１８００ （ｍｍ） 品番：ＶＳＣ－１２１７ＮＫ
税別定価 ￥５６,２００- 税別ご提供価格 ￥４２,０００-

⑧ ＶＳＣ－１２１７ＮＫ
（オレンジ）

⑥ ＶＳＣ－０９１７ＮＫ
（グリーン）

※椅子は付属しておりません。

パネルの上部にマーカーが置けます。また、付属の
マグネット付きトレーは自在に脱着可能です。

キャスタータイプは
スタッキング収納が可能です。

⑥ ＶＳＣ－０９１７ＮＫ
（ブルー）

⑧ ＶＳＣ－１２１７ＮＫ
（ブルー）

※テーブル・椅子は
付属しておりません。

（全３色）



※表示価格は平成29年5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。

5⽉1⽇〜5⽉31⽇
2017年

0
0

参考売価（税別）

¥440

¥200

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

折りたたんだ傘をケースに入れて、
ファスナーを閉めてください。

カバンの持ち手にケースの帯を通し、
ボタンをとめて固定してください。

※ご使用後は陰干しで十分に
乾燥させてください。

２０１７ 年 ６ 月号

マーナ 『 ｈａｃｏｂｅｌ 吸水傘ケース ２ＷＡＹ 』 全５色

トートバッグにもショルダー
バッグにもピタッと外付けできます。
内側がマイクロファイバーなので、
雨水をしっかり吸水します。

Ｌ字ファスナーで傘が取り出しやすく
乾かしやすい、折りたたみ傘用の
傘ケースです。

対応傘サイズ：
全長２７ｃｍ （傘周囲１９ｃｍまで）

税別定価 各色 ￥１,９８０-
税別ご提供価格 各色 ￥１,６０２-

マーナ 『 ｈａｃｏｂｅｌ 吸水傘ケース ２ＷＡＹ Ｂｉｚ 』 全３色

対応傘サイズ：
全長３０ｃｍ （傘周囲１９ｃｍまで）

税別定価 各色 ￥１,９８０-
税別ご提供価格 各色 ￥１,６０２-



※表示価格は平成29年6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。

6⽉1⽇〜6⽉30⽇
2017年

0
0

参考売価（税別）

¥660

¥8,950
参考売価（税別）参考売価（税別）

¥690

参考売価（税別）

¥590

参考売価（税別）

¥1,700

参考売価（税別）

¥240
参考売価（税別）

¥2,600
参考売価（税別）

¥1,300
参考売価（税別） 参考売価（税別） 参考売価（税別）

¥4,750 ¥820 ¥820



2007 年 3 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲ
Ｓ

２０１０ 年 １１ 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲＳ

２０１７ 年 ７ 月号

いざというときに、水だけでスマートフォンや
タブレット端末の充電ができる充電池！

スマートフォンは非常時に
情報を得るツールとして
欠かせないものに
なりましたが、避難所など
では思うように充電できない
といった問題もあります。

ワットサットは水２Ｌを
用意するだけで発電でき、
最大５台同時に充電できる
ので、大人数でも素早く
充電をすることができます。

また、５年間の長期保管が
可能ですので、いざという
ときにも安心です。

※ワットサットは１回限りの
使いきりです。
再使用はできません。

スマートフォンだけでなく、
ＵＳＢを使用する機器なら
使用できます。

ケーブルは付属して
おりません。

藤倉ゴム工業 マグネシウム空気電池 『 Ｗａｔｔ Ｓａｔｔ（ワットサット） 』

税別定価及びご提供価格 ￥４０,０００-

フタ部分には
消しゴムホルダー付き



※表示価格は平成29年7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。

  7⽉1⽇〜7⽉31⽇
2017年

0
0

参考売価（税別）

参考売価（税別）

¥266

¥301
参考売価（税別）

参考売価（税別）

¥52

¥550



いごスタンプいごスタンプ

2007 年 3 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲ
Ｓ

２０１０ 年 １１ 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲＳ

２０１７ 年 ８ 月号

ポンと捺すだけで、よく使うお仕事メッセージを
キレイに添える『お願いごとスタンプ』

働く女性の声から生まれた文房具シリーズ 「ｏｐｉｎｉ（オピニ）」
ポンと捺すだけで、よく使うお仕事メッセージをキレイに添えることができるスタンプです。
「何度も手書きするのが面倒だったのでうれしい」「手書き文字と茶色のインキで、きちんとしていながら
優しい印象なので良い」と好評！ 会社でのちょっとしたコミュニケーションで活躍する新製品です。

印面内容 数量 印面内容 数量

1 ご記入ください 10 ご返送ください

2 ご捺印ください 11 ご検討ください

3 ご査収ください 12 よろしくお願いします

4 承認お願いします 13 お振込みください

5 ご確認ください 14 処理おねがいします

6 おつかれさまです 15 完了しました

7 至急おねがいします 16 電話がありました

8 回覧おねがいします 17 返信おねがいします

9 訂正してください 18 確認しました

社名

ご氏名

ＴＥＬ

シヤチハタ オピニ 『 お願いごとスタンプ 』

税別定価 １個 ￥４００- 税別ご提供価格 １個 ￥２８０-

オピニ お願いごとスタンプ 申込書



※表示価格は平成29年8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。

 8⽉1⽇〜8⽉31⽇
2017年

0
0

参考売価 （税別）

参考売価 （税別）

¥245

¥546
参考売価 （税別）

参考売価 （税別）

¥245

¥840

参考売価 （税別）

¥686



2007 年 3 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲ
Ｓ

２０１０ 年 １１ 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲＳ

２０１７ 年 ９ 月号

ポンと捺すだけで、よく使うお仕事メッセージを
キレイに添える『お願いごとスタンプ』

ゼブラ 油性ボールペン 『 フォルティアＶＣ 』

税別定価 各色１本 ￥１,０００- 税別ご提供価格 各色１本 ￥７００-

ボールペンは社会に出るとあらゆる場面で
頻繁に使うアイテムになります。
よく、ビジネスマンは足元（靴）を見られていると
いいますが、手元もしっかりチェックされている
ということを意識しましょう。

そんな時、人前で手にしても恥ずかしくない
ボールペンが１本あるだけで自信につながります。
TPOを重んじるビジネスシーンでは、
「さりげなくフォーマル」を感じさせることが、
実は重要です。

得意先から信頼を集める営業職には
落ち着いたマットブルー

アイデア勝負の企画職には
個性が光るオレンジ

お客様に元気な印象を与えたい
販売職には明るいグリーン

しかし、今ドキは個性も大事！ビジネスシーンになじむ高級感がある金属製のボディに加え、カラフルな２０色の
ボディカラーを、こだわりの色を選んでさりげなく個性を演出することができます。

ボディの中央部をねじると、ゆっくりとペン先が出てくるツイスト式を採用。手に持ったときに重みを感じますが、
ペン先がぶれにくく、力を入れなくても書ける、静かでゆったりとした操作感がフォーマルなシーンにぴったりです。

ボール径：0.7mm
油性インクボールペン
インク色：すべて黒

軸色（全20色）
左からマットブラック、ブラック、
マットネイビー、ネイビー、ブルー、
マットブルー、マットライトブルー、
ライトブルー、グリーン、ブラウン、
ピンク、マットピンク、パープル、
レッド、オレンジ、ブロンズ、
シャンパンゴールド、ゴールド、
ホワイト、シルバー



※表示価格は平成29年9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）

¥630
参考売価（税別）

参考売価（税別）

¥9,980

参考売価（税別）

参考売価（税別）

¥3,200

¥287

¥10,700

参考売価（税別）

¥91

¥12,400

参考売価（税別）

¥5,500

 9⽉1⽇ 〜 9⽉30⽇
2017年

0
0

参考売価（税別）

参考売価（税別）

¥4,590



2007 年 3 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲ
Ｓ

２０１０ 年 １１ 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲＳ

２０１７ 年 １０ 月号

スマホで操作できる、ロボット型防犯カメラ アボット ライリー

サンワサプライ ロボット防犯カメラ

『 アボット ライリー 』 ＲＢ-ＲＩＬＥＹ

オープン価格 税別ご提供価格 ￥２７,０００-

外出先からスマホやタブレットで
遠隔操作や操縦もできる移動式
ネットワークカメラ。
双方向通話も可能で、テレビ電話
のような会話もできる安心機能
搭載。

左右旋回、前後移動させ、
上下１２０度可動のカメラで
様々な場所を撮影することが
可能です。見たい場所・位置に
合わせて、広範囲を確認する
ことができます。

様子がはっきり確認できるハイビジョン対応のカメラを搭載し、夜間撮影もできる赤外線ＬＥＤがついているので、
昼夜問わず見守りができます。

また、動きを感知するとカメラからスマートフォンに通知が届くモーション感知設定を搭載しており、
動く物体をとらえて録画することも可能です。１０秒の動画を５件まで保存できます。

キャタピラは滑りにくいゴム製ベルトなので、カーペットや凹凸のある床の上、坂道などもスイスイ走らせる
ことができます。遠隔操作中に転倒してもスマートフォンからワンタッチで起き上がらせることができる、
自動起き上がり機能を搭載しています。（横に転んだ場合は、起き上がれません）

充電ステーションの近くまで行けば、ボタン一つで充電ステーションにドッキングを開始する機能を搭載しており、
外出先からでも充電を開始することができます。（充電時間約４時間で、静止時駆動時間 約２時間）
サイズは幅１２０×奥行１０２×高さ１００mmです。

離れた場所にいるペットや子供、高齢者の見守りや夜間の事務所の防犯対策に最適です。



※表示価格は平成29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。

10⽉1⽇〜10⽉31⽇
2017年

0
0

参考売価（税抜）

¥350

¥455
参考売価（税抜）

参考売価（税抜）

¥420



2007 年 3 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲ
Ｓ

２０１０ 年 １１ 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲＳ

２０１７ 年 １１ 月号

セキセイ 『ミーティングボード 発泡美人 』

ＦＢ－３１０８ー６０ 税別定価 ￥２,０００- 税別ご提供価格 ￥１,４００-

ＦＢ－３１０９ー６０ 税別定価 ￥２,２００- 税別ご提供価格 ￥１,５４０-



※表示価格は平成29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。

 11⽉1⽇〜11⽉30⽇
2017年

0
0

参考売価（税抜）

参考売価（税抜）

¥230

¥15,200

参考売価（税抜）

¥260

参考売価（税抜）

¥230
参考売価（税抜） 参考売価（税抜）

¥396 ¥270
参考売価（税抜） 参考売価（税抜）

¥900 ¥1,800

参考売価（税抜）

¥260



2007 年 3 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲ
Ｓ

２０１０ 年 １１ 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲＳ

２０１７ 年 １２ 月 特大号

ボディが選べる、インクが選べる
選んで作る、自分だけのボールペン

コクヨ 選べるボールペン 『 エラベルノ 』 ボディ

税別定価 各種１本 ￥１００- 税別ご提供価格 各種１本 ￥７０-

ホールド感と持ち方に自由度がある
「Ｄグリップ」 を採用。グリップに面を設けることで
指が面にフィットし、安定して握ることができます。

先端ボールの後ろにもう１つボールを配置した
「ダブルボールチップ」 を採用。先端ボールの
回転を安定させ、なめらかに書くことができます。



『 エラベルノ 』はボディとインクが別売になっており、自分の握りやすいボディと好みのインクを選んで
組み合わせる、新しいタイプのボールペンです。

ボディのグリップは手の大きさや筆圧、持ち方によって選べる３種類・各２色。ボール径は０.５と０.７ｍｍ、
インクは書き心地の好みと色によって選べるので、自分に合った１本を作れます。

太めグリップ （スモーク）
＋シルキー油性 （黒・0.7mm）

標準グリップ （クリヤー）
＋エアリーゲル （赤・0.5mm）

細めグリップ （スモーク）
＋エアリーゲル （青・0.5mm）

『 エラベルノ 』 インク（シルキー油性）

税別定価 各種１本 ￥１００-

税別ご提供価格 各種１本 ￥７０-

☆★☆ 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。

２０１７ 年 １２ 月 ２９ 日 (金) ～ ２０１８ 年 １ 月 ４ 日 (木)

新年 ５ 日（金）より、通常どおり営業いたします。

『 エラベルノ 』 インク（エアリーゲル）

税別定価 各種１本 ￥１００-

税別ご提供価格 各種１本 ￥７０-



ワンプッシュで
適量のうがい液

（約1mL）が出ます。

3種類の
保湿剤配合により
使用後、手に潤いを
与えます。

手荒れを
防ぐ成分も
配合！

幅広い
微生物に対して
効果のある手指
消毒剤。

市販の液体アルコールタイプの消毒液が使用できます！

内容量
1L

乾電池式で
コンセントのないところでも
設置可能の手指消毒器！

手をかざすだけで
アルコール手指消毒液を噴射！

ポンプ
ワンプッシュで
適量が出る
うがい薬。

サラヤ うがい薬コロロ 1L

専用コード

854-538

こちらの専用コードでご注文ください

サラヤ

ノータッチディスペンサー GUD-500-PHJ

専用コード

710-459

こちらの専用コードでご注文ください
①

※①にウィル・ステラVH500mLは付属しません。別途ご購入ください。

内容量
②500mL
③3L

使用例

キングジム

自動手指消毒器＜アルサット＞ AL10

専用コード

820-663

こちらの専用コードでご注文ください

※薬液は別売です。

種別

500mL
3L

キッチン用アルコール除菌スプレーウィル・ステラVH

専用コード

710-460②

710-461③

こちらの専用コードでご注文ください

②

自動噴射だから利用頻度がアップ！
うれしいノータッチだから交差感染（感染症）
の心配も軽減！今まであった「できれば触れ
たくない…」といった不満を軽減できます。

専用液を使用する必要がなく、市販の液体ア
ルコールタイプの消毒液が使用可能です。
※ジェルタイプの消毒液は使用できません。

お手もとの消毒液の利用が可能！

場所を選ばない電池式！
単3形アルカリ乾電池×4本（別売）で動くので、設置場所を選び
ません。また、付属のねじを使って壁にも本体を取り付けられ
ます。

●指定医薬部外品

アルボース

①

ニイタカ

②

ケアコール

内容量
①1L
②4L

内容量
①1L
②5L

①

②

種別

本体 1L
業務用 4L ￥10,200＋税

アルボナース

専用コード

860-797
価格

① ￥2,900＋税
860-798②

こちらの専用コードでご注文ください

水洗い不要の速乾性手指消毒剤。

●指定医薬部外品

種別

本体 1L
業務用 5L ￥8,160＋税

専用コード

820-664
J価

① ￥2,800＋税
820-665②

こちらの専用コードでご注文ください

手指消毒用アルコール！

●指定医薬部外品

①＋②使用例

吐出量
約2mL

フローラル
の香り

内容量
②5kg

つめの間をしっかり洗う
つめ先専用ブラシ。

サラヤ つめブラシ

専用コード

895-884

こちらの専用コードでご注文ください
②ウォシュボンSフォーム つめかえ用 5kg

専用コード

710-458

こちらの専用コードでご注文ください

サラヤ
①エレフォーム2.0 UD-6100F-W

専用コード

710-457
※①にウォシュボンSフォームつめかえは付属しません。別途ご購入ください。

こちらの専用コードでご注文ください

①

②
①

②

種別

本体 250mL
つめかえ用 230mL

薬用ハンドソープ

専用コード

206-929①

831-295②

こちらの専用コードでご注文ください

エフティ資生堂

殺菌効果が高く、
植物性うるおい成分配合！

1回で手洗いに必要なハンドソープを
自動で吐出します！
1回で手洗いに必要なハンドソープを
自動で吐出します！

内容量
①250mL
②230mL

液体タイプ

●医薬部外品 ●医薬部外品

専用
ハンガー付
（粘着式タイプ）

風邪の予防に手洗い・うがいをしましょう！ 2017年12月31日まで有効期限：

プラス株式会社 ジョインテックスカンパニー

衛生用品特集手洗い

うがい

▶2017年JOINTEXカタログP.730掲載 ▶2017年JOINTEXカタログP.730掲載 ▶2017年JOINTEXカタログP.809掲載

▶2017年JOINTEXカタログP.809掲載▶2017年JOINTEXカタログP.731掲載

▶2017年JOINTEXカタログP.728掲載 ▶2017年JOINTEXカタログP.729掲載▶2017年JOINTEXカタログP.729掲載

価格

￥4,743＋税

価格

￥8,800＋税

￥10,300＋税

価格

￥2,200＋税

価格

￥3,630＋税

J価

￥3,500＋税

価格

￥5,500＋税
価格

￥385＋税￥280＋税

J価

￥350＋税



※表示価格は平成29年12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。

¥1,690 ¥890

参考売価 （税別） 参考売価 （税別）

¥280 ¥160

参考売価 （税別）

¥240

参考売価 （税別）

参考売価 （税別）

¥340

¥1,270

参考売価 （税別）

¥5,120

参考売価 （税別）

¥530
参考売価 （税別） 参考売価 （税別）

参考売価 （税別）

¥3,480
参考売価 （税別）

¥930
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