
2007 年 3 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲ
Ｓ

２０１０ 年 １１ 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲＳ

２０１８ 年 １ 月号

携帯用バルーン投光器として、夜間やトンネル・地下工事はもちろん、工場や採掘現場等の発電機が
使用できない機密性の高い場所での利用におすすめです。また、災害や緊急時の非常用照明、
レクリエーション施設の照明として、さまざまな場面で利用が可能です。

ナユタ 『 ＱＬＩＧＨＴ（キューライト） 鉛タイプフルセット（各種オプション付） 』

税別定価 ￥４０２,５００- 税別ご提供価格 ￥２４０,０００-

建設工事現場で
防水・防塵なので、どんな場所でも
活用できます。

灯具部

明るさ ：
Ｌｏｗ／Ｈｉｇｈ／Ｔｕｒｂｏモード ２２００ｌｍ／４４００ｌｍ／６０００ｌｍ

サイズ ： Ｈ３３６×Φ１００ｍｍ
質量 ： １ｋｇ
防水防塵性能 ： ＩＰ６５相当

軽量三脚 電池キャリー

最短 ： ７３５ｍｍ サイズ ：
最長 ： １,７１５ｍｍ Ｗ３５０×Ｄ４３０×Ｈ７８０ｍｍ
折畳時 ： １２０×７３５ｍｍ
質量 ： ３．４ｋｇ 質量 ： ３ｋｇ
素材 ： スチール （シルバー色） 色 ： 黒

蓄電池付き全天候全方位ＬＥＤ投光器
ＱＬＩＧＨＴ（キューライト）

倉庫・工場内で
コンパクト・無煙なので、施設照明以外で
ポイントで照らしたいときに。

お寺・神社で
災害時の避難場所であることも多く、
スイッチひとつで付けられるので便利。

野外テントで
燃料火災の危険性がなく、無音・無臭
なので、イベント企画業での導入が増加。

盆踊り会場で
安全確保のため、通路に設置。
明るく広範囲を照らします。

学園生活で
行事で遅くまで作業したいとき、
屋内外問わず使えます。

鉛タイプフルセット
（灯具・鉛電池・軽量三脚・電池キャリー・灯具カバー）
※電池の画像は赤ですが、実物は緑色です。

電源部

搭載電池 ： 鉛電池
電池容量 ： 250Ｗｈ
サイズ ： Ｗ２６４×Ｄ３３４．４×Ｈ２９０ｍｍ
質 量 ： ２６ｋｇ
使用可能時間 ：
Ｌｏｗ／Ｈｉｇｈ／Ｔｕｒｂｏモード １６時間／８時間／５時間

充電時間 ：
同時発光時 １６時間 非発光時 ８時間

定格消費電力 ： １２５Ｗ
定格出力電力 ：
Ｌｏｗ／Ｈｉｇｈ／Ｔｕｒｂｏモード ２０／４０／６０Ｗ

防水防塵性能 ： ＩＰ６５相当



※表示価格は平成30年1月4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⽉5⽇〜1⽉31⽇
2018年

0
0

¥266

参考売価（税別）

参考売価（税別）

¥266
参考売価（税別）

¥565

参考売価（税別）

¥1,260

¥336

参考売価（税別）

¥5,390

参考売価（税別）

¥280

参考売価（税別）

参考売価（税別）

¥350



2007 年 3 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲ
Ｓ

２０１０ 年 １１ 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲＳ

２０１８ 年 ２ 月号

デスクに載せる スタンディング・デスク

Ｌｏｔｕｓ Ｓｉｔ-Ｓｔａｎｄ ロータス シット・スタンド

長時間・同じ姿勢でのデスクワークは首・肩・腰・足への負担が大きく、血流が停滞することで、疲労や倦怠感を
はじめとした、あらゆるトラブルの原因となります。
効果的なのは「座りっぱなし」をときどき解消すること。『 ロータス シット・スタンド 』は、２２段階の高さに
調節可能なスタンディングデスク。いつものデスクが、簡単に昇降デスクに。座りすぎを防いで、健康を促進します。

フェローズ 『 ロータス シット・スタンド 』

ブラック ／ ホワイト 税別定価 ￥７４,８００- 税別ご提供価格 ￥６０,０００-

①高さは手動で２２段階に調整できます。
②面倒な組立は不要。いつものデスクに置くだけで昇降スタンドにできます。
③スマートフォンやタブレットを立てかけることができます。
④ケーブル・コード類をすっきりまとめることができます。
⑤載せたものの重さに合わせてスプリングを調整、スムーズな高さ変化が可能です。

※モニターは付属しておりません。

ブラック ホワイト

耐荷重 モニターエリア 13.6kg
キーボードエリア 2.2kg

オフィスでも家庭でも、使う場所を
選ばないスッキリとしたデザイン。
デスクの上に載せるだけなので、
本体を固定する必要はありません。

また、脚の裏にゴム製の滑り止めが
ついており、デスクを傷つける
心配はありません。



※表示価格は平成30年2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。

2⽉1⽇〜2⽉28⽇
2018年

0
0

¥315
参考売価（税別）

参考売価（税別）

¥584
参考売価（税別）

¥1,848

参考売価（税別）

¥315

¥490

参考売価（税別）

¥488

参考売価（税別）

参考売価（税別）

¥700



2007 年 3 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲ
Ｓ

２０１０ 年 １１ 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲＳ

２０１８ 年 ３ 月号

２００７年に発売された、特殊な配列をしたアルファベット
パターンで文字を覆い隠す個人情報スタンプ『ケシポン』
超強力な「両面テープ」と「ケシポンパターン」が個人情報を
守る『両面テープケシポン ダブルガード』が新登場！

テープ交換は、本体ケースを開いて詰替用テープを
入れ替えるだけ。簡単に交換することができます。

プラス 『 両面テープケシポン ダブルガード 』

本体 ＩＳ－４６０ＣＭ 税別定価 ￥５００- 税別ご提供価格 ￥３５０-

詰替用テープ ＩＳ－０５１ＣＭ 税別定価 ￥３８０- 税別ご提供価格 ￥２６６-

① いつもの安心 「隠す」
両面テープ構造にケシポン独自のパターンを印刷。
個人情報を隠します。

強力なのり層の間に、「ケシポンパターン」を印刷した中芯が入った３層構造を
採用。高い粘着力を発揮し、こすったりしても印字が消えません。
テープは短冊状に切れ目が入っているので、引き上げるだけでスッと切れます。

③ もしもの安心 「破れる」
万一開けられても両面テープが紙を破り、
読み取りを困難にします。

② もっと安心 「貼りつける」
紙を折りたたむと、強力な両面テープが貼りついて
２重に情報を隠します。

④テープ式なので、乾き待ちなしですぐ効果を発揮、光沢面にも強い
インクをはじくような光沢紙やビニールにも使用可能です。
（この場合は「破れる」の効果はありません）

テープ幅：15mm
テープ長：12m



※表示価格は平成30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。

参考売価 （税別）

¥2,290

参考売価 （税別）

¥3,070

参考売価 （税別）

¥2,000

3⽉1⽇〜3⽉31⽇
2018年

0
0

¥340

参考売価 （税別）

参考売価 （税別）

¥920
参考売価 （税別）

¥704

参考売価 （税別）

¥3,960

参考売価 （税別）

¥660

参考売価 （税別）

参考売価 （税別）

¥27,700

¥32,300

参考売価 （税別）

¥2,000



2007 年 3 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲ
Ｓ

２０１０ 年 １１ 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲＳ

２０１８ 年 ４ 月号

『 バッグインバッグ 』 Ａ４ヨコタイプ

税別定価 各色１個 ￥３,２００-

税別ご提供価格 各色１個 ￥２,２４０-

【仕様】
● 本体寸法：W360×D45×H250mm
● メインポケット内寸法：W345×D30×H230mm
● 質量：約270g ● 表材／内装：ポリエステル
● 芯材：ポリプロピレン・ポリウレタン

トートやリュックをビジネスモードに。
書類とビジネスツールを効率的に収容できる
『 バッグインバッグ ＜ ビズラック アップ ＞ 』

カハーＢＲ３１Ｂ カハーＢＲ３１Ｄ カハーＢＲ３１ＬＢ カハーＢＲ３１Ｓ
（ネイビー） （ブラック） （アイスブルー） （ブラウン）

◆ 書類とビジネスツールを効率的に収容。

【仕様】
● 本体寸法：W265×D45×H335mm
● メインポケット内寸法：W250×D30×H315mm
● 質量：約280g ● 表材／内装：ポリエステル
● 芯材：ポリプロピレン・ポリウレタン

◆ タテ型のトートバッグやリュック内の整理に。

カハーＢＲ３２Ｂ カハーＢＲ３２Ｄ カハーＢＲ３２ＬＢ カハーＢＲ３２Ｓ
（ネイビー） （ブラック） （アイスブルー） （ブラウン）

『 バッグインバッグ 』 Ａ４タテタイプ

税別定価 各色１個 ￥３,２００-

税別ご提供価格 各色１個 ￥２,２４０-



４サイズ・４カラーの、おしゃれなバッグの中に入れるバッグです。

ネイビー、ブラック、アイスブルー、ブラウンの風合いのある杢調生地に
合わせて、内装色はそれぞれ明るいインサイドカラーを採用しています。

バッグの外ではフラップを閉じて、バッグの中ではフラップを開いた状態で
使用することで、収納物に素早くアクセスできます。

◆ スマートフォンや小物類の整理に。

【仕様】
● 本体寸法：W255×D55×H175mm
● メインポケット内寸法：W225×D40×H160mm
● 質量：約130g ● 表材／内装：ポリエステル
● 芯材：ポリウレタン

『 バッグインバッグ 』 Ａ５ヨコタイプ

税別定価 各色１個 ￥２,３００-

税別ご提供価格 各色１個 ￥１,６１０-

カハーＢＲ３３Ｂ カハーＢＲ３３Ｄ カハーＢＲ３３ＬＢ カハーＢＲ３３Ｓ
（ネイビー） （ブラック） （アイスブルー） （ブラウン）

◆ 身の回り品をコンパクトに整理。

【仕様】
● 本体寸法：W165×D45×H190mm
● メインポケット内寸法：W135×D30×H170mm
● 質量：約100g ● 表材／内装：ポリエステル
● 芯材：ポリウレタン

カハーＢＲ３４Ｂ カハーＢＲ３４Ｄ カハーＢＲ３４ＬＢ カハーＢＲ３４Ｓ
（ネイビー） （ブラック） （アイスブルー） （ブラウン）

『 バッグインバッグ 』 Ａ６タテタイプ

税別定価 各色１個 ￥２,１００-

税別ご提供価格 各色１個 ￥１,４７０-



2007 年 3 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲ
Ｓ

２０１０ 年 １１ 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲＳ

２０１８ 年 ５ 月号

パソコン不要 ＵＳＢメモリひとつで再生、
テンプレート付きで簡単導入 『 いますぐサイネージ 』

ＳＮＧ－３２－ＳＴ
税別定価 ￥２０９,０００-

税別ご提供価格
￥１６７,０００-

リモコンで電源を入れるだけの簡単再生。あらかじめ表示したいデータを入れたＵＳＢメモリまたは
ＳＤカード内のコンテンツを、パソコンに接続せず自動再生できるディスプレイです。

専門的な知識や技術は必要ありません。企業・飲食・服飾・工場・病院向けなど、業種別に２９種類の
テンプレートがあるので、それぞれの場面向けに簡単にアレンジできます。

イベント会場・公共施設・オフィス・会議室の入り口に設置すれば、効果的に情報や案内を流すことができます。

省スペースでの設置も可能な傾斜タイプ

重厚感よりもディスプレイを引き立てるシンプルさを
追求しつつ、カジュアルになりすぎず、オフィスや
ビルのエントランスにも溶け込むスタイリッシュな
デザインを目指しました。キャスター付きなので
移動も簡単です。

テープ幅：
15mm
テープ長：
12m

視認性の高い直立タイプ

画面中心高は、最上段で１２６３ｍｍ。
３段階の高さ調節が可能です。

ＳＮＧ－４３－ＳＴ
税別定価 ￥２４９,０００-

税別ご提供価格
￥１９９,０００-

ＳＮＧ－４３－ＳＴＶ
税別定価 ￥２７２,９８０-

税別ご提供価格
￥２１８,０００-



【仕様】
● 本体寸法：W255×D55×H175mm
● メインポケット内寸法：W225×D40×H160mm
● 質量：約130g ● 表材／内装：ポリエステル
● 芯材：ポリウレタン

『 バッグインバッグ 』 Ａ５ヨコタイプ

税別定価 各色１個 ￥２,３００-

税別ご提供価格 各色１個 ￥１,６１０-



2007 年 3 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲ
Ｓ

２０１０ 年 １１ 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲＳ

２０１８ 年 ６ 月号

磁石でスチール面に簡単に貼り付けて、
用途に合わせて新しくスペースを作り出すことができる
マグネット式トレーです。

デスクの引き出しに取り付けて、作業中の書類を一時的
に置くことや、キャビネットに取り付けてオフィス内で
の共有備品置きとして使用できます。

吸着部分は強力なネオジウム磁石を使用しています。
耐荷重は約３ｋｇです。

また、本体上部にはバラバラになりがちなクリップを
まとめて貼り付けることができる、クリップポケットも
備えています。

テープ幅：15mm
テープ長：12m

キングジム マグトレー ＴＮ２３０ 黒・白

税別定価 各色 ￥４,９８０-
税別ご提供価格 各色 ￥３,９８０-

取り付けができない、または適さない場所

・取り付け面がスチールではない場所
・スチールが薄い場所
・スチール面への塗装が厚い場所
・取り付け面にゆがみやへこみ、さびや汚れがある場所

※磁石による取付のため、乗せるものやスチール面に
よってはうまくとりつかないことがあります。



2018年

6⽉1⽇〜6⽉30⽇

※表示価格は2018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。

●お問い合わせは…

¥4,750
参考売価（税別）

¥1,900
参考売価（税別）

¥7,980
参考売価（税別）

¥1,140
参考売価（税別）

¥3,000
参考売価（税別）

¥1,020
参考売価（税別）

¥200
参考売価（税別）

¥665
参考売価（税別）

¥1,700
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

２０１８ 年 ７ 月号

てこの原理を利用したオリジナル機構が、開く力を大幅に削減！

本体部分に突起をつくって支点の位置をずらし、
さらにレバーの長さを変更することで、軽い力でクリップを開くことができます。

クリップ幅（原寸ではありません）
32mm 25mm 19mm

プラス 軽く開けるクリップ 『 エアかる 』

大 ＣＰ－１０１ＡＫ （１０個入） 税別定価 １箱 ￥４５０- 税別ご提供価格 １箱 ￥３１５-
中 ＣＰ－１０２ＡＫ （１０個入） 税別定価 １箱 ￥３５０- 税別ご提供価格 １箱 ￥２４５-
小 ＣＰ－１０３ＡＫ （１０個入） 税別定価 １箱 ￥３００- 税別ご提供価格 １箱 ￥２１０-

指の痛さを軽減、フィット感のあるフラットレバーを採用！

レバー先端の形状をフラットに変更。指に当たる設置面積が増え、
フィット感がアップしました。

約１００年前にアメリカで発明されたダブルクリップ。
その後も形状はほぼ変わることなく、時代を超えて広く使用されてきました。

近年、オフィス環境の変化で保管スペースが減少、書類の保管は長期から一時に
変化しており、手軽に書類をまとめるダブルクリップの需要が拡大していますが
開くときの固さや指の痛さに不満がありました。

そんな不満を解消するのが『エアかる』
空気のようにかる～く、これまでの約半分の力でレバーを開くことができます。



チラシ有効期限　7月1日～7月31日

¥490
参考売価 （税別）

¥700
参考売価 （税別）

¥315
参考売価 （税別）

¥6,545
参考売価 （税別）

¥5,390
参考売価 （税別）

¥63
参考売価 （税別）

¥126
参考売価 （税別）



2007 年 3 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲ
Ｓ

２０１８ 年 ８ 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲＳ

キングジム ツール整理ブロック
『 かたづけマス 』 ＴＢ３４１５

税別定価 ￥１,９８０-

税別ご提供価格 ￥１,７００-

◆ 書類とビジネスツールを効率的に収容。

「キレイ」を保つ整理ブロック

いろんな小物の定位置を作ることで、散らかりやすい
小物をキレイに整理整頓できるブロックです。

使い方は簡単、パズル感覚でブロックを差し込むだけ。
自分好みのレイアウトを組んで、楽しく整理整頓を
始めましょう。

差し込んだブロックは何回でも抜き差しできるので
収納物を変えても自由にレイアウト変更できます。

【仕様】
● ベースシート：W300×D400×H5mm
● ブロック（1マス分）：W15×D15×H15mm
● 材質：ポリエチレンフォーム



　　季節商品につき、品切・完売の際はご容赦ください。

FS-DST30IHR
白木目(WM)/黒木目(BM)

●室温に合わせて

自動で風量調整します。

●人を感知して自動でON/OFF

切り忘れを防止します。

●ガードに触れると運転を停止

お子様にも安心機能です。

FS-DS30IHR

●室温に合わせて

自動で風量調整します。

●人を感知して自動でON/OFF

切り忘れを防止します。

赤(Ｒ)/白(Ｗ)

※左記機能は

FS-DST30IHRも

搭載されております。

FS-30IR

FS-F40I

●人を感知して自動でON/OFF

切り忘れを防止します。

＋

大型４０cm羽根で

広いスペースを涼しく

FS-D30IHR FS-D30IR

FW-30I

青(A)/白(Ｗ)
白(Ｗ) 白(Ｗ)

白(Ｗ) 白(Ｗ)

白(Ｗ)FW-S30IR



2007 年 3 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲ
Ｓ

２０１８ 年 ９ 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲＳ

FUJITSU IoT Solution  
UBIQUITOUSWARE

FEELythm
フィーリズム

安全運転⽀援
眠気防⽌
ウェアラブルセンサー

眠気の予兆を検知し振動・⾳声で警告
装着イメージ 脈波センサー

センサー本体
（振動部）

（⽿たぶに装着）

⽿に装着したセンサーからバイタルデータを取得
富⼠通独⾃のアルゴリズムで
ドライバー⾃⾝も気づかない予兆段階の眠気検知

⾃動キャリブレーション（眠気判定の基準値）と
⾃動学習機能により精度の⾼い眠気検知を実現

軽量設計

⻑時間バッテリー
94g

45時間

●メール通知機能
眠気を検知すると設定した任意のGmailアドレスに通知

富士通の高度な眠気検知技術により、脈波のゆらぎから自覚のない「眠気の予兆」を検知する
ウェアラブルセンサーです。

眠気の予兆を検知すると、音声もしくは振動でドライバーに注意を促し、安全運転を支援します。
学習機能によって個人に合わせた最適な検知機能が常に働きますので、不測の事故を回避するための
手段として、本商品を取り入れてみてはいかがでしょうか。

耳たぶの血管から個人毎に異なる
脈波データをセンサーで収集し、
富士通独自のアルゴリズムで
解析します。

その脈波のゆらぎから自覚のない
「眠気の予兆」を検知して
スマートデバイスから通知を
出しています。



税別ご提供価格 ￥４５,０００-

脈波に合わせて、眠気判定の基準値を
個人ごとに自動調整することができます。

学習機能によって基準値は随時更新
されていくので、体の状態に合わせて
常に最適な検知と通知を行うことが
できます。

ドライバーの眠気の⾒える化
スマートフォン側 専⽤アプリ画⾯

センサー電源OFF状態
（ペアリング中・充電中）

覚醒中 眠気予兆 眠気検知! !!
ログビューア機能
眠気の検知記録も参照できます

FEELythmアプリ動作環境
商品名 富⼠通 ウェアラブルセンサー FEELythm
商品CD VE31S100
標準価格 ¥50,000

同梱品 イヤークリップセンサー本体、ACアダプター
・専⽤アプリケーション使⽤権

動作確認機種
富士通 ARROWS NX F-05F(Android 4.4.2) 富士通 ARROWS M305/KA4(Android 4.4.2) 富士通 ARROWS NX F-04G(Android 5.0.2) 富士通 arrows NX F-02H(Android 5.1.1)
富士通 arrows Fit F-01H(Android 5.1.1) LG Electronics Japan Nexus 5X(Android 6.0) 富士通 arrows Be F-05J(Android 7.1.1) 富士通 arrows M04(Android 7.1.1)

■本アプリはAndroid4.4以上で動作します。 ■メール通知機能を利⽤するにはGoogleアカウント（Gmail）が必要です。 ■iPhoneには対応しておりません。

OS 無線通信規格
Android 4.4.2 Bluetooth Low Energy

Android 5.0.2 （BLE）

Android 5.1.1

Android 6.0

Android 7.1.1

FUJITSU IoT Solution UBIQUITOUSWARE FEELythm（フィーリズム）

スマートフォンなどでアプリを起動したら、ドライバーを選択して「走行開始」をタップするだけです。
あとは耳のセンサーが脈波を収集し、必要なときに通知をしてくれます。眠気がどのように検知されて
いたのか、後から振り返ることができます。

ログを見返すことで、運転をはじめて何時間後に眠くなりやすいなどのご自身の傾向が
わかるかもしれません。 ※アプリはｉＰｈｏｎｅには対応しておりません。

センサーは使いやすさを追求したスマートなデザインで、約９４ｇの軽量設計です。
本体を首にかけ、イヤークリップセンサーを耳に装着して、脈波などのバイタルデータを取得します。

通知は音声か振動を選ぶことができ、５日間（１日の運転限度時間を９時間とした場合）の
連続使用が可能なバッテリーを搭載しています。



2007 年 3 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲ
Ｓ

２０１８ 年 １０ 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲＳ

近年、会議や展示会・教育現場では、プロジェクターでの
投影から、薄型テレビや液晶ディスプレイへの置き換えが
進んでいますが、従来のレーザーポインターでは光が画面上で
拡散して見にくいといった声がありました。

『 イーボー 』は、指示棒にプレゼンテーション機能を搭載、
液晶ディスプレイを使ったプレゼンテーション講義で
分かりやすくポイントを示しながら、手元のボタンで
パワーポイントのページ送り・戻し操作が行えます。

指示棒の先端部が本体に収納される機構や、押しやすく
シンプルなボタン配置、また握りやすい三角形状の本体など、
使いやすさを追求。

ホワイトの本体に、レッドのアクセントを効かせた
従来の指示棒にとらわれない斬新なデザインです。

「指示棒」×「パワポ操作」×「レーザーポインター」
新スタイルポインター『 ｅ－ｂｏｗ ＜ イーボー ＞ 』

プラス 『 ｅ－ｂｏｗ ＜イーボー＞ 』 ＥＢ－Ｒ２０

税別定価 ￥１６,８００-

税別ご提供価格 ￥１２,６００-

指示棒の先端部は、ディスプレイに
触れても傷がつきにくく、安心して
ポイントを指し示すことができる
ソフトなエラストマー樹脂を採用。

液晶ディスプレイを使ったプレゼンでは
「指示棒」、プロジェクターを使った
スクリーンでは「レーザーポインター」
といった使い分けができます。

指示棒の長さは７段階、最大６１７ｍｍ
まで伸びるため、大型ディスプレイでも
体が画面にかぶることなく説明を
行うことができます。

【仕様】

● 外寸：指示棒収縮時 W210×D28×H26mm
指示棒伸長時 W827×D28×H26mm

● 通信方式：RF2.4GHz/Bluetooth Ver.4.0
● 通信範囲：最大半径 30m
● 電池：単３アルカリ乾電池 １本
● 電池寿命： 赤色レーザー連続点灯：約20時間

プレゼンテーション機能操作：約1,000時間
（１時間に150回操作した場合）



¥294
参考売価（税別）

¥63
参考売価（税別）

¥84
参考売価（税別）

2018年

10月1日～10月31日

※表示価格は2018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。
※メーカーの都合によりパッケージ及び内容量などが予告なく変更される場合があります。

●お問い合わせは…



2007 年 3 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲ
Ｓ

２０１８ 年 １１ 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲＳ

Power Station

１台で最⼤１０個の ”Ｏｍｎｉ２０“を
３時間以内にフル充電！

Omni Power Station

For
Business

＜Omni Power Station＞
・Power Station＝充電器、 Omni20＝バッテリー とお考えください。
・5個、または10個のOmni20を同時充電可能。充電時間はわずか3時間！

製品名 型番 ご提供価格（税別） セット内容

Omni Powerstation 5X OC35C001 230,000円 Power Station ×1 専用Omni20 ×5

Omni Powerstation 10X OC32C001 400,000円 Power Station ×1 専用Omni20 ×10

100W出⼒のACポート、
HVDC出⼒機能、急速USB充電ポート搭載！

容量 mAh 20,400mAh
Wh 73Wh@3.6V

出⼒コネクタ

ACポート 1
DCポート 1
USBポート 2（うち1つはQC3.0対応）

Type-Cポート ー

AC出⼒

最⼤出⼒ 150W
連続出⼒ 100W
周波数 60Hz

出⼒波形 修正正弦波

DC出⼒
⼝径 5.5 x 2.1mm

出⼒ 1V〜24V（0.1V単位で調整可能）
最⼤3.5A（最⼤70W）

USB出⼒ 電圧 5V（QC3.0対応ポート：5V＝9V=12V）
電流 3A（QC3.0対応ポート：3A＝2A=1.5A）

本体充電時間 約3時間

サイクル寿命 約500回
※元の容量の70％まで消耗

認証・適合 FCC、CE、ROHS、アメリカ連邦航空局ガイドライン
（FAA）、MSDS、UN38.3、CEC、IC準拠

保証期間 1年

本体サイズ 127×122×27mm

本体重量 611g

セット内容 Omni20本体、本体充電⽤ACアダプタ、
USB充電ケーブル

Ｏｍｎｉ２０とは、充電や⼤半のデバイスへの電源供給を
同時に⾏うことができる画期的なモバイルバッテリーです。

⾼速充電ＵＳＢポート、１００Ｗ ＡＣコンセント、⾼品質の
２０,４００ｍＡｈバッテリーと、いつでもデバイスに最適な
電源を供給できます。

コンセントがない場所でもＰＣやスマートフォン・タブレット
端末の電源になります。
災害や停電時には⾮常⽤の電源として活⽤することができます。



USBポートからスマートフォンを約40回、ACコンセント
からノートパソコンを約15回フル充電可能。またキャンピ
ングライトであれば連続約100時間、ミニ冷蔵庫は連続約
7時間、TVなら連続約4時間使⽤が可能です。

Anker® PowerHouse
３つの出力方式。
そのすべてがポータブル。

USB / AC / DCの3種類の出⼒⽅式に対応したポータブル電源。
4つの急速充電対応USBポート(PowerIQ対応)に加え、ACコ
ンセントとDCシガーソケットからも接続機器を充電可能です。

コンセントを持ち運びましょう。

ACコンセントから出⼒可能なので、災害時やキャンプ
などで使われるミニ冷蔵庫や調理器、またキャンピン
グライトやノートＰＣにも給電可能です。

究極の大容量。無限と思えるほどに。

バッテリーマネージメントシステム(BMS)により電圧や温度を適切に管理し、⾼い安全性を実現。また、
アクティブ⽅式のセル・バランシングを採⽤することで、バッテリーのエネルギー効率を最適化と、
バッテリーの寿命の⻑期化も実現しました。

安全性。機能性以上に追求しました。

スマホ40台を充電可能なポータブル電源 急な停電にも安心！

型番：A1701511

■パッケージ内容■製品の仕様
• Anker® PowerHouse (434Wh ポータブル電源)
• ACアダプタ (304cm)
• Micro USBケーブル (60cm)
• DCケーブル
• 取扱説明書
• 18ヶ⽉保証

容量 14.4V / 434Wh ／ 120,600mAh

⼊⼒ DC 16.8V / 7.5A 

出⼒ DC: 12V / 10A 、AC: 110V ～ 1.29A 、
USB: 5V / 6A (各ポート最大2.4A) 

出⼒ポート数 DC x 1, AC x 1, USB × 4 

サイズ 約200 × 145 × 165mm 

重さ 約4.3kg

オープン価格 税別ご提供価格 ￥４３,０００-



2007 年 3 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲ
Ｓ

２０１８ 年 １２ 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲＳ

マグネットの力で、書類をめくったまま固定できる
クリップボード『 マグフラップ 』

一般的なクリップボードの

「挟んだ書類を裏側にめくった状態で
固定できない」

「上部にしか綴じ具がないので
紙がめくれたり、折れたりする」

といった不満を解消した
クリップボードです。

マグネット内蔵の「背面フラップ」を使用することで、
挟んだ書類をめくったまま固定でき、ストレスなく
書類の閲覧や書き込みができます。

「底面フラップ」は書類の下側をマグネットで固定し、
書類の折れやめくれを防ぎます。未使用時は本体裏側に
収納できるため、書き込みに支障はありません。

クリップには「全長クリップカバー」が付いていて、
書類の上側を両端までしっかり押さえられます。

本体にマグネットを内蔵しているため、
スチール面の壁などに貼り付けられます。

※収容枚数はＡ４コピー用紙 約３０枚です。
スチール面に貼り付ける際の収納枚数は 大で
１０枚までです。

※スチール面に貼り付ける際は、必ず「底面フラップ」を
背面に収納してください。

※場所によってはうまく貼り付かない場合があります。

キングジム
機能的クリップボード 『 マグフラップ 』

５０８５ 赤・緑・青・黒

税別定価 各色１枚 ￥８８０-

税別ご提供価格 各色１枚 ￥６６０-



【仕様】

● 基本仕様：油性ボールペン
● ボール径：0.7mm 黒インク
● 光 源：電池交換式ＬＥＤライト
● 本体寸法： 大径11mm

×全長139.3mm
● 使用電池：LR626またはSR626

（W・SW） 4個
● 替 芯：BR-8A-4C
● 質 量：19g

※本体購入時にはお試し用
電池がついております。

ボールペンをノックすると、ペン先が出てくるのと同時に、ペン先に搭載されているライトが光ります。
筆記したい場所の周囲を照らし、暗い場所でも安心して書くことができます。

ライトは、ノックするごとにオンとオフが切り替わるので、明るい場所でライトをつけずに
書くことも可能です。

油性インクのボールペンなので、建設作業の進捗状況や、介護士の消灯中の巡回、運送員の夜間の
不在伝票など、必要なことをしっかりと書きこむことができます。

アルミ素材を使用したボディは、軽くて丈夫なので持ち歩きに適しています。
屋外で手袋をしていても滑りにくく握りやすいように、グリップに細かい凹凸を施した
ローレット加工を採用しています。

ゼブラ ライト付きボールペン
『 Ｌｉｇｈｔｗｒｉｔｅ（ライトライト） 』

税別定価 各色１本 ￥５００-

税別ご提供価格 各色１本 ￥３５０-

ガンメタリック Ｐ－ＢＡ９５－ＧＢＫ

ピンク Ｐ－ＢＡ９５－Ｐ

ホワイト Ｐ－ＢＡ９５－Ｗ

ダークブルー Ｐ－ＢＡ９５－ＤＢ

暗い建設現場の筆記

介護施設での夜間巡回の筆記


