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スマートフォンがカギになる
スマートロック 『 Ｑｒｉｏ Ｌｏｃｋ 』

サムターン対応可否（例）

Ｑｒｉｏ Ｌｏｃｋ Ｑ-ＳＬ２

オープン価格

税別ご提供価格 ￥１９,８００-

Ｑｒｉｏ Ｌｏｃｋは、付属の両面テープでドアのサムターンに取り付けることにより、
スマートフォンでカギの解錠／施錠を行うことができる商品です。

アプリで事前に設定をしておけば、ドアに近づくだけで自動的にカギを解錠します。
ポケットやカバンにスマートフォンが入っているだけで大丈夫、スマートフォンを
取り出す必要はありません。

ドアセンサーがドアの開閉状態を検知し、ドアが閉まれば自動で施錠するオートロック機能も搭載しています。
カギの締め忘れもなく外出がスムーズ。ちょっとした外出時に便利な、オートロック一時停止機能もあります。

アプリで合カギを発行・変更することができるので、家族や知人と手軽に共有することができます。

対応サムターンの大きさ・高さ

○ドアに直接
ついている

○上下にサムターンが
ついている

○ドアに箱型の
錠前がついている

×ドアノブに
サムターンがついている

【仕様】
●電源：CR123A×2本

（1日10回の動作として、約半年）
●外形寸法：幅約57×奥行77×長さ115.5mm

(つまみ含む)
●質量：240g（電池含む)

【付属品】
●電池(CR123A)×2
●本機用両面テープ×2
●開閉センサー用両面テープ
●高さ調整プレート(大/小)
●開閉センサー
●サムターンホルダー×3(L/M/S)
●固定ネジ(長×4、短×4)

【対応スマートフォン】
●iphone： iOS 11.4以上
●Android：5.0以上
※Bluetooth 4.2のBluetooth Low Energy(BLE)に
対応していること。

※ハンズフリー解錠機能とオートロック機能各設定は
個別にON/OFFすることが出来ます。

スマートフォンの電池切れなどに備え、お出かけの
際は従来の鍵もお持ちください。

※サムターンの形状・錠前周囲のスペースなどにより取り付けられないことが
ありますので、ご購入前にお問い合わせください。

※ご利用の端末や環境などにより解錠に時間がかかったり、正確に動作しないことが
あります。あらかじめご了承ください。



【仕様】

● コード長：約54cm
● コントローラー部：

W13×D50×H7mm
● バッテリー部：

W14×D52×H8mm
● 質 量：約17g
● 連続使用時間：約50時間
● 充電時間：約3時間
● 充電方法：ＵＳＢ-Ａ

仕事や勉強、読書などで集中したいとき、周囲の音を
遮るために耳せんを使用することがありますが、普通の耳せんでは
必要な音も遮音されてしまいます。

『 デジタル耳せん 』は、マイクで拾った騒音とは逆向きの
電波を発生させ、騒音を相殺してカットする
ノイズキャンセリング機能を搭載。

３００Ｈｚ以下の騒音や空調音を９５％カットする一方で、
人の声やアナウンス、着信音などの必要な音は聞き取ることが
できる、新しいタイプの耳せんです。

キングジム 『 デジタル耳せん 』 ＭＭ２０００

税別定価 ￥８,５００-

税別ご提供価格 ￥７,２００-



2007 年 3 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲ
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高級筆記具の伝統ブランド「パーカー」とネーム印の「シャチハタ」の
コラボレーションから誕生しました。
パーカーのシンボル、矢羽クリップをあしらった、やわらかな流線型のフォルム。
上質な使い心地にこだわった、『ネームペン エアフロー』は、
ビジネスシーンや日常のさまざまなシーンで永くお使いいただける一本です。

※ネームペン本体・ネーム印面・本体名入れの有無・内容などにより
価格が変わります。詳しくはお問い合わせください。

ネームペン本体 ①② 税別定価 ￥９,０００- ③④⑤⑥ 税別定価 ￥７,０００-
＋

ネーム印 印面 既製品（楷書体 朱インク） 税別定価 ￥１,１００-
別注品Ａタイプ（既製品以外の字体・名字・インクなど） 税別定価 ￥１,７００-
別注品Ｂタイプ（特殊文字・マークなど） 税別定価 ￥２,０００-

本体に名前を入れて、喜ばれる
オンリーワンの一本に。
別途料金がかかりますが、贈答品・記念品
としていかがでしょうか。

①ゴールデンパールＧＴ ②ラックブラックＧＴ ③シルバーパールＣＴ ④クリスタルブラックＣＴ ⑤マリンブルーＣＴ ⑥マジェンタＣＴ

印面サイズ 直径９mm



【仕様】

● コード長：約54cm
● コントローラー部：

W13×D50×H7mm
● バッテリー部：

W14×D52×H8mm
● 質 量：約17g
● 連続使用時間：約50時間
● 充電時間：約3時間
● 充電方法：ＵＳＢ-Ａ

【仕様】

●センサーカメラ：ＣＭＯＳ-３０万画素

●ＬＥＤセンサーライト：6個
(明暗センサー、ON／OFFスイッチ付)

●録画解像度：VGA 640×480

●データ保存方式：静止画／JPEG
動画／AVI(上書き方式)

●記録媒体：32GBまでのmicroSDまたは
microSDHCカード(別売)

●年・日・時間表示：ファイル名にて表示

●電 源：単3形アルカリ乾電池3本(別売)
またはACアダプターX0505(別売)

●電池寿命：1日動画15秒を10回録画して
約3か月(センサーライトOFF時)

●サイズ：W62×H139×D54mm

●質 量：約143g(本体のみ)

リーベックス
『 センサーカメラ 』

ＳＤ１０００

オープン価格

税別ご提供価格 ￥４,８００-
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キングジム ザラージ タイマークロック
ＤＴＣ－００１Ｗ 税別ご提供価格 ￥９,５００-

通常は時計表示で、ダイヤルを回すだけでタイマーに切替できます。ストップウォッチや、アラーム機能もあります。
日付表示に切り替えて、カレンダーとして使うことも可能です。

【仕様】

●外形寸法
本体：Ｗ426×Ｄ70×Ｈ202（ｍｍ）
液晶：Ｗ388×Ｈ164（ｍｍ）

●電源：単３アルカリ乾電池 ３本（別売）
または専用ＡＣアダプタ（別売）

※アダプタ品番：ＡＣ０５０２
税別定価 ￥２,６００-
税別ご提供価格 ￥２,３４０-

●電池寿命：アラームまたはタイマーを
１日１回使用したとして 約１年

●質量：１３.３ｋｇ（電池除く)

タイマー
・ 大１９９分５０秒まで設定可能（１０秒単位で設定）
・ストップウォッチ機能（１秒単位でカウントアップ）

時計
・電波時計式
・１２時間（ＡＭ／ＰＭ） もしくは２４時間表記



角と面で使い分けができる、三角柱の
固形スティックのりです。
広い範囲は面で塗り、細かい部分は角で塗る！
三角なので転がらない！

封筒のフタと三角形がピッタリ合う形状なので、
封筒にひと塗りでのりづけができます。
事務用・工作などにご活用ください。

消しゴムと鉛筆削りが一緒になった、三角柱の
商品です。
広い範囲は面で消し、小さい字や隅の方は角で消す！
鉛筆削りは良い切れ味で、簡単に鉛筆をとがらせる！
三角なので転がらない！

２つの便利アイテムがひとつになりました。

幅30×奥行き27×高さ88

ＤＥＬ－３３３９

税別定価 ￥１５０- 税別ご提供価格 ￥１０５-

ＤＥＬ－３３２５

税別定価 ￥２５０- 税別ご提供価格 ￥１７５-

本体寸法：W30×D27×H88mm
容量：12g（使い切りです）

本体寸法：W27×D25×H65mm
※消しゴムは使い切りです。
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２０１９ 年 ４ 月号
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プラス クリーンノート カイテ

Ａ４サイズ 本体：縦２９７×横２１１ｍｍ
有効筆記面寸法：２５３×２０６ｍｍ フレーム：ホワイト

・無地タイプ ＫＡ-００２Ｍ ・５ｍｍ方眼入タイプ ＫＡ-００２Ｈ
ともに 税別定価 ￥４,２００- 税別ご提供価格 ￥３,７８０-

Ｂ５サイズ 本体：縦２５７×横１８３ｍｍ
有効筆記面寸法：２１４×１７８ｍｍ フレーム：ブルー

・無地タイプ ＫＡ-００１Ｍ ・５ｍｍ方眼入タイプ ＫＡ-００１Ｈ
ともに 税別定価 ￥３,６００- 税別ご提供価格 ￥３,２４０-

それは、新しいメモの始まり。
消しカスなし、消耗品ゼロ。目指したのは紙のような書き心地。

「磁性シート」を使った、繰り返し使える全く新しいメモツールです。
プラスの独自技術により、紙に書くような、なめらかで細やかな筆記性能と描画の部分消去を実現しました。
紙やマーカー、電池などの消耗品がないので環境にやさしく経済的。インクを使わないので消しカスが出ず、
クリーンで清潔に使えます。

細字 ディスク軸タイプ（0.5～0.6mm）
ペン先の磁石をシートに垂直に密着
させることで最も鮮明な筆記線を
描くことができます。

ペン先に角度をつけ、ペンを
持った時に自然にペン先が垂直に
なるような形状にしました。

中字 偏軸タイプ（0.8～0.9mm）
人によってペンの持ち方は様々。
つまりペン先の角度も様々です。
ところが細字のペン先はシート面に
対し正確に垂直に当てないと
その性能を発揮しません。

そこでどの角度で持ってもペン先が
必ず垂直になるディスクタイプの
ペンを考えました。

専用イレーザー
クリップ形状で本体に取り付けることができます。

専用ペン（ツインタイプ）
専用イレーザーに差し込み収納できます。

ひも通し穴
ストラップをつけたり
本体とイレーザーを
つなぐことができます。
（ひもはついていません）

筆記面（磁性シート）

本体の薄さはわずか３ｍｍ！
持ち運びにも便利な一体収納デザイン。

磁性シートを使った独自の技術で、シャープな筆記と
表消しを実現。Φ１００～３００μｍのマイクロカプセルに
入った鉄粉がペン先の磁石に引きつけられ、鮮明でなめらかな
筆記線を実現します。

磁性シートを使った携帯メモパッドで、業界初の部分消しを実現！
消したいところを自由に消せる！

表面からの消去、一文字消しなどの部分消去を実現！
自然な感覚でスケッチもできます。インクや紙を気にすることなく、
思いのままにいくらでも、描いて、消して…。

専用アプリで見やすく保存（iOS／Android対応）
カイテに書いて、スマートフォンで撮影するだけ。無料の専用アプリが
ノートの輪郭を検出し、斜めの画像も自動修正して見やすく保存します。

● ビジネスシーンで ： 打ち合わせで。すぐに書き留められます。 ● 筆談に ： 細かく、いっぱい書けます。
● 家庭で ： 伝言板や行動予定として。 ● 教育・学習に ： 書いて、消して、書く練習に。



¥2,100
ご提供価格（税別）

¥1,890
ご提供価格（税別）

☆★☆ ゴールデンウィーク休業日のお知らせ ☆★☆

４月２７日(土)～５月６日(月) ５月７日（火）より、通常通り営業いたします。

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。



コンパクトボディと⾼い静⾳性を実現。
普通紙にも⾼精細・⾼発⾊にプリントできる⼤判プリンター。

TM-200
商品コード︓3062C001

税別定価 ︓¥258,000-
（専⽤スタンド SD-23付）

メ モリ ー PosterArtist Lite

ポスタ ー

ソフト

対応用紙サイ ズ

A1
ノ ビ

紫外線に強い
インク受容層

⽔に溶けにくい
バインダー樹脂

ポスター合成紙 ポスター合成紙
糊付き バナービニールポスタービニール

糊付き

顔料 ４種類 の⽤途別にシリーズ化

合成紙（ユポ）素材 ビニール素材

NEW耐久ポスター⽤紙ラインアップ

税別ご提供価格
¥２２１,８００-
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ページ間処理の最適化により⾼速化

⾼画質・⾼⽣産性
LUCIA TDインクと新画像処理⽅式により
安価なプロッター⽤紙でもCAD図⾯のシャー
プな⽂字・細線が再現可能

従来モデルのMBK LUCIA TD MBK
インクの表⾯張⼒を最適化

イメージ図
浸透しやすいため
線画太りが発⽣

浸透しにくく、
⽑⽻⽴ちも少ない

A1横 最速モード出⼒

iPF780
130枚/h

TMシリーズ
約144枚/h

静⾳化を実現

排気部の消⾳構造体で排気⾳を低減

消⾳構造体の中で反射⾳と排気⾳を⼲渉させて
ファンの⾳を減衰

⽤紙カット時に⽣じる⽿障りな⾳を抑制
TＭシリーズ

⽤紙振動の低減により
⽿障りな⾳を抑制

⾼速回転
現⾏モデル(iPF780)

低速回転

横に引き裂く
⽤紙の振動により
⽿障りな⾳が発⽣

各部品の配置や構造を⾒直し、印刷スピードを
維持したまま、従来※⽐約6割の⼤幅な静⾳化を
実現。 ※iPF780

スパッとカット

1時間連続印刷約10％⾼速化

耐⽔性の向上
全⾊顔料インク採⽤により、耐⽔性が向上。
屋外での⽔濡れにも強く、建設現場などの
過酷な環境でもにじむことのなく使⽤できます。

プロッター⽤紙での印刷結果

従来の染料カラーモデル（iPF780）では、
⽔濡れした際に、インクがにじみます。

顔料インクでは、にじみがないことがわかります。

CAD編

多⾔語ポスター作成アシスト
今後増えてゆく 訪⽇観光客対応ポスター

誰でも簡単に作成可能

多⾔語テンプレート多⾔語フレーズ集 ピクトアイコン

900×10⾔語 60種類追加 160種類追加
病院注意 ⼯事現場 教育訪⽇客向け

ショッピング 飲⾷ 注意喚起 案内

ポスター簡単作成ソフトPosterArtist Lite ver.3

PosterArtist Lite ver.3は、⼤判プリンター本体に標準で同梱されている、簡単にポスター作成が可能なテンプレート集が⼊ったソフトです。



2007 年 3 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲ
Ｓ

２０１０ 年 １１ 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲＳ

２０１９ 年 ６ 月号

デスク周辺を有効活用してみませんか？
キングジム デスク用昇降台 足元スッキリワゴン

デスク用昇降台 ＤＳＫ１０ 黒

税別定価 ￥２６,０００-
税別ご提供価格 ￥２３,４００-

近年、社員の健康増進を重要な経営課題と位置づけ、「健康経営」を推進する動きが活発化しています。
座った状態でのパソコン作業を禁止する企業や、昇降デスクを導入する企業が話題になりました。

昇降デスクを買うお金はちょっと… というお客様におすすめ、既存のデスクに乗せるだけで、パソコンなどの
ディスプレイの高さを調整でき、座っても立っても作業ができる昇降台です。
本体はスライド式のキーボード台付きで、使わない時は収納してデスク上を広く活用することができます。

昇降にはガス圧式を採用し、本体のレバーを引くだけで１４～４６ｃｍの間でディスプレイ台を好みの高さに
調整することができます。長時間同じ姿勢でいると、疲労が蓄積しやすく、思考も固まりがちです。
新しいワークスタイルで、心も体もリフレッシュしませんか？

【仕様】

● 本体寸法：W760×D400×H600～930（mm）
● ディスプレイ台寸法：W750×D330（mm）
● キーボード台寸法：W630×D180（mm）
● 耐荷重：ディスプレイ台 13kg キーボード台 2kg ● 質 量：約19kg

幅１５６ｍｍと、足元に置いても邪魔にならないスリムなワゴン。
棚板は４つの高さから好みの場所に設置可能で、大型の書類やＰＣなど、
高さがあるものも収納できます。

キャスター付きのＰＣワゴンとして使用することにより、ワゴン下の掃除・移動も
楽になります。側面側はパイプがないため、長さのある収納物でも
スムーズに出し入れできます。

PCや電源タップを
足元に集約

【仕様】

● 本体寸法：W546×D156×H465（mm）
● 有効内寸法：W510×D134×58（mm）
● 耐荷重：上段 25kg 下段15kg
● 質 量：約2.1kg

足元スッキリワゴン ＤＷ１６０ 白

税別定価 ￥５,５００-
税別ご提供価格 ￥４,９５０-

通勤バッグや
防災グッズを
足元に置いて



名刺1枚わずか約3円。外注コストを約75％削減できます。

名刺コストを削減

簡単操作で名刺・カードのデザイン作成から、データベースと連携した
差し込み印刷、運⽤管理までサポートするキヤノンカードプリンター
専⽤ソフトウェア。

■データベースと連携した差し込み印刷
■画像の差し込み印刷
■QRコードやバーコードを⽣成可能
■多⾔語対応
■印刷履歴の⾃動保存
■DynaFont（ダイナフォント）標準添付

■簡単な操作で思いどおりのデザインを作成

●直感的な操作で、⽂字、バーコード、イメージデータ
などのオブジェクトを配置でき、簡単に名刺、社員証
やカードを作成できます。

●画⾯上のレイアウトそのままにプリンターから出⼒
されるため印刷ミスを軽減できます。

プラスチックカードコストを削減
プラスチックカードによる社員証や学⽣証をより低コストで
作成できます。

ICカード以外も︕内製化によるメリット 【コスト削減】

標準価格 398,000円(税別)

紙とプラスチック/ICカードに対応。
狭い場所でもスマートに発⾏できる
コンパクトモデル。

ＩＣカード作成に、新たな選択肢！

社員証や学生証、ＩＣカードを手軽で安価に作成可能
インクジェット印刷対応ＩＣカード

インクジェット対応ICカードの作成は、かんたん3ステップ︕

キヤノン カードプリンター専⽤のICカードです。
標準価格︓オープン価格 商品CD︓3428V056
サイズ ︓85.6mm X 54mm（クレジットカードと同様のサイズ）
⽤紙厚︓約0.72mm ⼊り数 ︓100枚/箱
IC種類︓FeliCa Lite-S 備 考︓券⾯に製造番号のレーザー刻印あり。

＜特⻑＞
ICカードにボールペンで直接記⼊できます。また、シヤチハタなどのスタンプの押印も可能です。
※ 製品の仕様上、こすれや引っかきによる傷がカード上に残ることがあります。



2007 年 3 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲ
Ｓ

２０１０ 年 １１ 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲＳ

２０１９ 年 ７ 月号

ビジネスツールの持ち運びを
サポートする「もちはこ」シリ－ズ

モバイルバッグ 『 ｍｏ・ｂａｃｏ ｕｐ 』
カハーＭＢ１２ 全３色

税別定価 各色１個 ￥７,７００-
税別ご提供価格 各色１個 ￥５,４００-

【仕様】

● 本体寸法：W380×D105×H260（mm） ※ショルダーベルト除く
● 内 寸 法 ：W360×D95×245（mm） ● 質 量：約650g
● 材質：表材・内装＝ポリエステル

芯材＝ポリエステル、ポリウレタン
ショルダーベルト＝ポリウレタン、ポリプロピレン

働き方改革により、ライフステージに適した働き方の選択肢が
今後ますます広がっていきます。

社内でもフリーアドレスやクリアデスクの増加に伴い、
より効率的な働き方を求められる一方、社外でも働く場が増え、
仕事に必要な道具を持ち運ぶシーンが増えていきます。

社内外での持ち運びに適した商品で、時間や場所にとらわれない
フレキシブルな働き方をサポートします。

ワンショルダーベルトでパーソナルロッカーへ収まりやすい設計。
ショルダーベルトを手前に出しておくと、ロッカーからの
取り出しに便利です。
側面、底面の補強板を外せば、折りたたむこともできます。

必要な道具をまとめて収納・移動できる
ショルダータイプのバッグです。
マウス・電源ケーブルが収容できる前ポケット、
書類を入れられる後ろポケット、ドリンク用
ポケットなどの外ポケットで、持ち運ぶものが
素早く出し入れでき便利です。

こんな方におすすめです。

企画・マーケティングなど、社内外の移動が多い方。
打ち合わせや営業など、自席作業が少なく社外の時間が多い方。
こまめな情報共有を重視し、社内外のさまざまな場所で仕事する方。
保管書類よりも一時的な書類が多い方。



『 ＨＯＭＥ ｔｙｐｅ－Ｓ２ 』は、クラウド上で電子データを安全かつ整理して
共有・保管するための「ＨＯＭＥーＢＯＸ２」の利用に特化したサービスです。

キヤノンのコピー機、ｉＲ-ＡＤＶＡＮＣＥでスキャンした紙文書や、受信したファクス
文書を電子化し、外出先でスマートデバイスなどからデータを閲覧することもできます。
お客さまのワークスタイルの変革と業務の効率化を支援します。



2007 年 3 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲ
Ｓ

２０１０ 年 １１ 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲＳ

２０１９ 年 ８ 月号

軽減税率対応電卓
１０月から消費税率が引き上げられる予定です。早めに準備をしましょう。

アスカ 『 軽減税率対応電卓 』
Ｃ１２４４ シルバー／ホワイト

オープン価格
税別ご提供価格 各色１個 ￥８００-

【仕様】

● 使用電源：太陽電池＋ボタン電池（ＬＲ１１３０）
● 本体寸法：Ｗ１０６×Ｄ１４８×Ｈ２７（mm）
● 質 量：約１２ｇ（電池含む）

Ｃ１２４４Ｓ （シルバー） Ｃ１２４４Ｗ （ホワイト）

ボタンひとつで税率８％・１０％の切り替えができ、液晶画面に税率が表示されるので
ひと目で消費税率がわかります。
軽減／標準税率キーとメモリーキーの併用で、税率の複合計算もできます。

電卓の裏面に貼れる、対象品目がパッと見てわかる軽減・標準税率早見表シールつきの軽減税率対応電卓です。



⽇頃のご愛顧に感謝して、ビジネスの効率アップを実現させる
サテラをお得な価格でお買い求めいただけるキャンペーンです。
ぜひ、この機会をお⾒逃しなく︕

期間・台数限定 3,000台
2019年 9⽉30⽇（⽉）まで

物r

A3カラー LBP841Cのスペシャルプライスモデル期間・台数限定

使いやすさ・省電⼒を追及
コストパフォーマンスに優れたA3カラーモデルA3カラープリンター

LBP841CS A3

kWh

連続印刷
モノクロ ppm30

W

kWh/年
（区分名：C）

カラーもモノクロも高速。画質場ビジネス品質。●

ランニングコストを圧縮。コストパフォーマンスに貢献●

LIPS LXに対応。プリントパフォーマンスを最適化。●

優れた環境力。徹底して省エネ。●

■商品コード：0128T079

■本体標準価格：オープン

■JANコード：4549292081794

A3カラーレーザープリンター
スペシャルプライスキャンペーン
A3カラーレーザープリンター
スペシャルプライスキャンペーン

LIPS LXに対応。
プリントパフォーマンスを最適化。

キヤノン独⾃のページ記述⾔語LIPS LXを搭載。複雑
なグラフィックや画像などの負荷の⼤きな印刷デー
タをプリンター本体とパソコン側にロードバランシ
ング（負荷分散）して処理を⾏い、最適かつ迅速な
プリントが可能です。

クラストップレベルのTEC値、0.9Wスリープと優れ
た省エネ性能を実現。スリープ後の時間経過、曜⽇
毎に指定した時間で⾃動的に電源をOFFにできる
オートシャットダウン機能も搭載し、より⼀層の省
エネを推進できます。

優れた環境⼒。
徹底して省エネ。

ランニングコストを圧縮。
コストパフォーマンスに貢献。

BK 13,000枚＊、Y、M、C 16,500枚＊プリント可能
なトナーを採⽤しました。トナー代は1ページあたり
モノクロ2.7円、カラー10.9円とランニングコストを
低く抑えました。
＊ ISO / IEC 19798に基づき、A4普通紙に⽚⾯連続印刷した場合の平均値。

カラーもモノクロも⾼速。
画質はビジネス品質。

設置、メンテナンスの⼿間削減。
操作も楽々。

カラー/モノクロ共、A4⽚⾯26枚/分、両⾯印刷（20ページ
/分）標準の⾼速プリント。オンデマンド定着⽅式の採⽤で
ファーストプリント7.9秒＊1、スリープからも素早く⽴ち上
がります。1,200dpi＊2プリントで⾼品位なドキュメントを
出⼒できます。
＊1 A4⽚⾯/モノクロの値。カラーは9.9秒
＊2 LIPS LXプリンタードライバーでの設定が必要。

トナーカートリッジを装着した状態で同梱。シーリング
テープ⾃動巻き取り機構搭載、ドラム⼀体型のカート
リッジで、開梱設置や交換時の⼿間を⼤幅に削減できま
す。⼿で軽く押すだけで給紙カセットが閉まるクローズ
ドアシスト機構、⾃然な⽇本語メッセージやアニメー
ション表⽰のワイドLCDと、使いやすさにも気を配りま
した。

充実の給紙量。
⽤紙補充の⼿間を低減。

オプションのカセット（550枚）を3段まで増設可能。
標準250枚および⼿差しを加えると、最⼤2,000枚の
給紙量を確保できます。⼤量プリント時でも、頻繁な
⽤紙補充に煩わされません。

本製品は、キャンペーン専⽤モデルです。 キヤノンサービスパック（CSP）、キヤノン・ケア・ギャランティ（CCG）などの保守、
搬⼊設置料等については、“LBP841C”を参照してください。期間中であっても販売予定数に達した場合は、
事前の予告なくキャンペーンを終了します。



　一人一人のすぐそばに、安全・安心を。

　　Ａ４ファイルサイズのボックスに非常用アイテムを詰めました。
　　オフィスの書庫に入れて共同管理するもよし、デスクサイドワゴンの隙間に入れて個人管理するもよし。
　　普段目に見えるところに置いておくことで、防災への意識を常に持ち続けましょう。

 　キングジム　防災関連用品のご紹介

NEW

¥ 1,600-
メーカー希望⼩売価格￥2,000-（税別）のところ
特 別 価 格¥ 3,200-

メーカー希望⼩売価格￥4,000-（税別）のところ
特 別 価 格¥ 3,800-

メーカー希望⼩売価格￥4,800-（税別）のところ
特 別 価 格

２０１９ 年 ９ 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲＳ



¥ 3,600-
メーカー希望⼩売価格￥4,500-（税別）のところ
特 別 価 格 ¥ 6,400-

メーカー希望⼩売価格￥8,000-（税別）のところ
特 別 価 格 ¥ 3,800-

メーカー希望⼩売価格￥4,500-（税別）のところ
特 別 価 格

停電時/夜間の

誘導灯に！

＜セット内容＞

本体、専用バッグ、ＡＣアダプタ

ショルダーベルト（本体・専用バッグ兼用）

¥ 11,500-
メーカー希望⼩売価格￥12,800-（税別）のところ
特 別 価 格

市販の水性ペン・蛍光水性ペンで書き込んだ文字や絵が、本体に内蔵したＬＥＤによって発光する

Ａ３サイズの掲示板です。

筆記面は濡らして絞ったクロスやティッシュで簡単に消すことができ、何度も書き換えが可能です。

発光設定は常時点灯のほか、早い点滅・遅い点滅の２パターンから選択でき、光の明るさも強・弱の

２段階に調節できます。伝えたいメッセージによって点滅パターンを変えたり、昼と夜で光の強さを

使い分けたりできます。強い明るさで約１０時間、弱い明るさで約２０時間連続使用することができます。

※別売の単３アルカリ乾電池５本使用時。設定により異なります。

災害時の避難誘導ツールや、店舗の看板、案内板などさまざまな場面で使用できます。

本体は立てかけて使用できるほか、付属のショルダーベルトで持ち運んで使用することもできます。

専用バッグは防水設計のため、雨や水しぶきがかかる環境でもご使用いただけます。



2007 年 3 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲ
Ｓ

２０１０ 年 １１ 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲＳ

２０１９ 年 １０ 月号

キングジム 『 ワールドスピーク 』 ＨＹＫ１００

税別定価（２台１組） ￥１４８,０００- 税別ご提供価格 １組 ￥１３０,０００-

自分が話す言語の国旗をタッチし、画面に向かって話すだけ。自分の画面には話した言葉が表示、
反対側の画面には相手が押した言語に翻訳された文が表示され、同時に翻訳内容が音声で発せられます。

本体の購入費用とＬＡＮに関わる費用・電気代以外のランニングコストはかかりません。外国の方が
来られる施設・お店などの窓口業務での言葉の壁をなくし、円滑なコミュニケーションを促進します。

瞬
時
に
翻
訳
。
日
本
語
で
お
も
て
な
し
。

対
話
型
翻
訳
機
『

ワ
ー
ル
ド
ス
ピ
ー
ク

』

品番

ＨＹＫ100

ホテル、公共施設、観光地などの窓口業務に特化した
多言語コミュニケーションツールです。

＜ 本体寸法 ＞ W202×D80×H170(mm)
＜ 内蔵電源連続動作時間 ＞ 約5時間



AEDは救命処置のための医療機器です。AEDを設置したら、いつでも使⽤できるように、AEDのインジケータや消耗品の有効期限などを⽇頃から点検することが重要です。
製造販売業者または販売業者が、設置者の保守管理の⼿間を軽減する独⾃のサービスをご⽤意しております。
お客様のご都合に合わせてこれらを利⽤し、いつでもAEDが使える状態にしておいてください。

■AEDを設置した際には、AED管理者が、製造販売業者の推奨する保守点検を実施するとともに、AEDの常時使⽤可能な状態の確認をしてください。電極パッド、バッテリの使⽤期限の確認、および期間内の交換の実施を確実に
⾏ってください。（電極パッドは使い捨てのため、再使⽤は禁⽌されております。）■製品に同梱された表⽰ラベルは、電極パッド、バッテリ等の消耗品の使⽤期限がわかるように本体またはキャリングケース、キャビネット等のわかりやすい位置に
設置してください。表⽰ラベル等が添付されていない場合は、販売業者へ連絡してください。
■以下の場合は管理者が製造販売業者へ連絡してください。◇不測の事態が発⽣したとき ◇譲渡するとき（医療販売業許可を有する業者に限る） ◇廃棄するとき ■未就学児に対する成⼈⽤（標準）モードでのAEDの使⽤は、
⼩児⽤パッドあるいは⼩児モードを備えたAEDが近くにないなど、やむを得ない場合に限り使⽤してください。また、未就学児に使⽤する場合には、2枚のパッドが触れ合わないよう特に注意してください。■添付⽂書を必ずお読みください。

取扱メーカー 幅広いラインアップから、最適なAEDの導⼊をサポートします。

商品CD︓2969V481 価格︓オープン価格

販売名︓レスキューハート HDF-3500
医療機器承認番号︓ 22700BZI00047000
型番︓HDF-3500SETC1
⾼度管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名︓ZOLL AED Plus 半⾃動除細動器
医療機器承認番号︓22200BZI00015000
型番︓ZOLL AED Plus
⾼度管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名︓⾃動体外式除細動器 AED-3100 カルジオライフ
医療機器承認番号︓ 22700BZX00187000
型番︓AED-3100CSET
⾼度管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名︓⾃動体外式除細動器 AED-2150シリーズ カルジオライフ
医療機器承認番号︓ 22400BZX00044000
型番︓ AED-2150CSET
⾼度管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名︓ハートスタート HS1
医療機器承認番号︓ 21700BZY00426000
型番︓ M5066A
⾼度管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名︓ハートスタート FRx
医療機器承認番号︓ 22000BZX00305000
型番︓ 861304
⾼度管理医療機器 特定保守管理医療機器

AED-3100 カルジオライフ

商品CD︓2324V365 価格︓オープン価格
AED-2150 カルジオライフ

安⼼パック付きモデル
商品CD︓2892V437 価格︓オープン価格

ZOLL AED Plus

安⼼パック付きモデル
商品CD︓3070V936 価格︓オープン価格

レスキューハート HDF-3500

商品CD︓2384V174 価格︓オープン価格
ハートスタート HS1+

商品CD︓2384V175 価格︓オープン価格
ハートスタート FRx+

製造販売元︓（株）フィリップスエレクトロニクスジャパン

製造販売元︓オムロンヘルスケア（株）

製造販売元︓旭化成ゾールメディカル（株）

製造販売元︓⽇本光電⼯業（株）

「安⼼パック」
標準付属

※安⼼パック無しモデルもご⽤意しています。

「安⼼パック」
標準付属

※安⼼パック無しモデルもご⽤意しています。

パッド・バッテリ5年間交換不要注1の「WSモデル」も取り扱い開始。 注1:AED未使⽤の場合

誰でも知ってる場所
・受付、⽞関ホール
・ショールーム
・コピー機の近く など

参考 AHA※1ガイドラインの設置基準
①推奨アクセス時間︓往復３〜５分以内 ②過去に患者が発症した場所 など

設置基準
（例）

 拠点単位（⽀店・営業所・⼯場単位で配備する など）
 対象⼈数で決める（従業員が○○名以上いる拠点に配備する など）
 AEDを準備できる時間から決める

（会社のどこからでもAEDを４分以内で取りに⾏き戻ってくることができる など）

●設置基準について
会社としてのAED設置基準

●設置場所について
誰でもわかる（⽬⽴つ・⾒つけやすいところ）
いつでも取りに⾏ける（時間外・セキュリティ対策施設など注意）

例

※1 AHA・・・アメリカ⼼臓協会

150m

発⾒、ショック実施までの時間を含めると
⽚道1分(往復2分)以内が望ましい

もしもの備えと少しの勇気で
救える命があります。

AEDのご紹介



2007 年 3 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲ
Ｓ

２０１０ 年 １１ 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲＳ

２０１９ 年 １１ 月号

トヨスチール 『 充電ポール 』 ＡＣＰ－３２ＥＵ

税別定価 ￥１３５,０００- 税別ご提供価格 ￥９４,５００-

スマートフォンやタブレットＰＣなどの普及で、充電ニーズは街中に溢れています。
そこでこの充電ポール、１００Ｖのコンセントがあればすぐに設置できます。

公共施設や休憩所など、人が多く集まる場所に置いておけば、顧客や社員の満足度もアップ！
ＵＳＢポート２か所、１００Ｖコンセント３か所を装備、さまざまなモバイル機器に対応できます。

品番

ＨＹＫ100

工事不要で今日からモバイルコーナー
さまざまなシーンでモバイル機器の充電サービスを提供できます。

電源コード ： 4ｍ
テーブル最大荷重 ： 5ｋｇ

※充電用のケーブルは付属していません。

電源を入れると本体上部の
ＬＥＤが点灯、遠くからでも
よく目立ちます。



2019年
11⽉1⽇〜11⽉30⽇

※表示価格は2019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。
※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…

¥900
参考売価（税別）

¥320
参考売価（税別）

¥1,880
参考売価（税別）

¥1,980
参考売価（税別）

¥1,990
参考売価（税別）

¥950
参考売価（税別）

¥1,140
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

２０１９ 年 １２ 月号

アコ・ブランズ・ジャパン

『 オートフィードラミネーター ＦＯＴＯＮ３０ 』

税別定価 ￥１４０,０００-
税別ご提供価格 ￥９０,０００-

品番

ＨＹＫ100

定型サイズの原稿なら、まとめてフィーダーにセットし、ボタンを押せば自動でラミネート加工がスタート。
つきっきりで行う必要があった、たくさんの原稿のラミネート加工の手間が大幅に短縮します。

マニュアルモードでの手作業になりますが、通常のラミネーターでは詰まりの原因となる不定型サイズの原稿も
ラミネート加工できます。加工物に合わせて適切に加工できるので仕上がりが美しく、紙詰まりなどのトラブルの
心配もありません。

フィルムはロール式。７５μｍと１００μｍがあります。差し込み式のカートリッジですので交換も簡単です。

ロールフィルムカートリッジ

７５μｍ ＦＯＴＯＮＣ０７５Ｂ
１００μｍ ＦＯＴＯＮＣ１００Ｂ

税別定価 各 ￥９,９８０-
税別ご提供価格 各 ￥８,０００-



税別定価 ￥４,９００-

税別ご提供価格 ￥４,０００-

手をかざしたくなる、心地よいかたち。

目に見えない菌やウイルスから守るために
手指の消毒は大切な習慣です。

思わず手をかざしたくなるような
柔らかなフォルム。さまざまな空間に
よくなじむデザインにこだわりました。




