ちょっとおもしろグッズ、新商品です
傘のしずくとり
・KASA10

傘を振るだけで水滴除去率 80％以上！
上下 2 段の異なるジグザグ構造パッドが傘のしずくをしっかり
キャッチしてくれます。さらに 3 つの嬉しいことが
☆脱プラスチック
傘袋を必要とせず環境にやさしく環境保全の取組みの一環になります。
☆コスト削減
傘袋と比較すると年間およそ 450,000 円のコストカット！
（※傘袋 1 枚あたり 3 円で 3,000 人 / 日が年間 50 日使用すると想定し計算した場合）

水受容量は約 3,000 人分！

☆美観維持
使用後の袋が周囲に散乱せず景観を美しく保ちます。

デジタルノート「フリーノ」
・FRN10

私の一押しはデジタルノート「フリーノ」
このフリーノは、書き心地の良いデジタルノートです！
機能はシンプル。書く、記録する、それだけです。
実は私も日々の営業で活用させてもらっているのですが、
書いたノートは、日にちごとに整理ができて、ノートを
たくさん作っても「検索」がかけれます。
いつどこに書いたかあたふたすることもありません。
大量のノートを一台に集約した感じで、しっかり残せて、しっかり振り返りができます！
ちなみに書いたものを載せてみますね。
PC やスマホとも連携できるので、幅広く活用することができます、
もっと書きたいことが沢山あって、止まりません・・・

デジタル日めくりカレンダー
・AM60

大きな表示で日付・曜日が見やすい！
「今日って何日？何曜日だったかな？」がパッとひと目でわかります。
日付や時間を自動で合わせる電波時計で、時刻合わせが不要です（手動設定も可能）
マグネット・壁掛け・据え置き可能。
日付や時間、アラームはダイヤルを回して手軽に設定できる分かりやすく
簡単な操作です。
「あさ / ひる / ゆう / よる」の各時間帯に 1 件ずつアラーム設定ができます。

アソビカメラ iNSPiC RED
・FV-100
キャノンの遊びカメラ「FV-100」のご紹介です。
持ち運びに便利で、軽くて、使うのが簡単！
手のひらに収まるミニサイズです。
そして、アプリと連携して画像を送ることも可能です。
しかも、カラーバリエーションも多数ありまして、
載せられませんでしたが・・・ポケモンなどの
キャラクターバリエーションもあります！
ぜひ、キャノンの公式サイトを見てください。

有効画素数：約 1300 万画素
動画の撮影も可能
動画時は手ブレ補正機能も
動画記録形式は MP4

楽しくて、かわいらしくて・・・
そんな文具のご紹介です♬

文具
クリーンボード

チームデミ
・TD-001 しろ、さくら、こん、ねず

インクを使わないから消しカスが出ない！
これからのオフィスにはこんなボードが良く似合う！
※「壁掛けタイプ」は第 29 回日本文具大賞を受賞
壁掛けタイプ W1200×H900 ・CLBK-1209EM-GR、BE
壁掛けタイプ W900×H600 ・CLBK-0906EM-OR、BE

懐かしの文具の再登場です！
1984 年に発売され、累計約 650 万個を売上た大ヒット商品。
マグネットを用いた収納方法で、色も日本風に･･･
テレワーク、フリーデスク等でも活躍します！
※グッドデザイン賞受賞

マーキングペン「マークタス」
マークタスは同系色でトーン
の異なるインクを組み合わせ、
情報の見え方に強弱を持たせ
ることで、1 本でノートやプ
リントをすっきり見やすくま
とめられるマーキングペン。

電動イレーザーで大きく消したり、
インクを使わないから、 ピンポイント消しも可能
手も服も汚れない
手動イレーザーもあります

Ｘstamper 組み合わせ印

☆2 トーンタイプ

濃淡 2 色のカラータイプと
グレー + カラーのグレータイプ
の 2 タイプがあります。
効率よく色分けできて、持ち歩
きの本数も減りがさばりません。

☆2 ウェイタイプ

ラインマーカーと文字書き用の
極細ペンが組み合わさったペン。
マーカーと同系色のペンの組み
合わせタイプを、カラーマーカー
にグレーのペンの組み合わせと
2 タイプあります。

※グッドデザイン賞受賞

今年のお名入れボールペンは” オトナ女子”

ついに浸透印の組み合わせ印ができました！
使う用途で組み合わせが違う場合も
簡単に並び替えできます。
サイズ︓0359 号︓３×59 ㎜
0659 号︓６×59 ㎜

0559 号︓５×59 ㎜
0759 号︓７×59 ㎜

ぺんてる ピクーニャ EX1 シエリナ
油性ボールペン（0.5）黒・赤
+ シャープペン（0.5）
定価：￥1,500（税別）

女子はもとより
男子は”彼女”への
プレゼントに
ピッタリかも･･･( 笑 )

コーナー
毎年開催している「オータムフェア」でお客様で賑わうブース。
今年もオススメ商品のご紹介です！

HINEMO ｽﾀﾝﾄﾞﾎﾟｰﾁ

シリコン湯たんぽ

A-7729

カバーは、
シバイヌ・クロネコ・セキセイインコ

コロナ禍で浸透してきたテレワーク。
「ＩＣＴ( 情報通信技術 )」を活用することによって、場所
や時間にとらわれない柔軟な働き方」が、どんどん進化し
ています。
今回ご紹介するのは、
L 字に開くとパーテーションのように自立します。
そして裏返しても使えるリバーシブル設計。国産の帆布
を使用し、カラーバリエーションはブラック・ベージュ・
ネイビー。ビジネスシーンでも違和感なし。

水を入れて電子レンジで温め可能。
氷水を入れて「水まくら」としても使用可能。
肌触りがよく可愛いカバー付。
カバーは手洗い可能です。
SMART FIT Punilabo シリーズ
・スタンドペンケース
・スリットポーチ
・イヤホンホルダー
・ファスナーポーチ
・防犯ブザー
・ブックバンドペンケース
・マグネットクリップ
・マグネットバンド
・マグネットピン
・スタンプホルダー
・ケーブルホルダー
・スクリーンクリーナー 等々

・S サイズ（A-7910）
約 8 インチのタブレット PC を収納可能
パスポートやチケットなどを入れてトラベルシーンでも OK
・M サイズ（A-7911）
約 11 インチのタブレットを収納可能
お気に入りの文具を入れてステーショナリーポーチでも OK
・L サイズ（A-7912）
約 13 インチのノート PC を収納可能
オモテ面にハンドルがついているのでそのままバッグとして
使えます。

※シリコン製なので、洗うことが出来ます。

私の『おうち時間』のおすすめ
10 月下旬、北海道は新型コロナウイルス感染症の対策について、独自の警戒ステージを５段階の２に引き上げました。
前回の『ＳＴＡＹ ＨＯＭＥ』期間ほど厳しい対応ではないにしても、これから冬にむけて、インフルエンザ・新型コロナ
ウイルス感染症の感染予防として、なるべく不要な外出を控えるなど、今一度、気を引き締めて感染対策に取り組むこと
になります。これからまた増えていきそうな『おうち時間』のすごし方の一つとして、インドアな趣味を楽しむ！という
のはいかがでしょうか。
スマホの写真を簡単にプリントできる手のひら
サイズのミニプリンター キャノン PV123

専用アプリをダウンロードすれば、
印刷も簡単で、コラージュも自由自在

キャノンのホームページでは、育児日記やペットのアルバム、
旅の記録やレシピノートなど、活用法のアイディアが満載
思わず真似して作ってみたくなることでしょう (^^♪

非常時用段ボール製品

アボットライリー
・ＲＩＬＥＹ－１７

自然の猛威は益々増すばかりのように思う今日この頃。
もし、コロナ禍で避難を余技されなくなった場合、
いろいろな対策が必要となります。
設置も簡単で、プライバシーの確保、感染対策等で
今年は引き合いの多い商品です。
段ボールパーテーション
9 枚セット／ナチュラル
・NDP-158009NA
設置ベースと上部クリップで安定
した設置。様々な設置に対応。
Ｔ字連結も可能です。
※ベッドは別売り

わずか 12 ㎝！手のひらサイズの可愛い「見守りロボット」
スマートフォンやダブレットで簡単に操作でき、ペット・
ご家族の見守りや、ご自宅の室内監視などに手軽に取り組
めるホームセキュリティロボットとして幅広くご使用いた
だけます。

段ボールベッド／ナチュラル
・NDB-1990NA
工具やテープをを使用せずに組立
られます。
衛生面に配慮し、ベッドの高さは
30 ㎝に設定し、耐荷重も 200 ㎏
の丈夫な 2 重構造です。
全パーツを資源としてリサイクル
できます。

Wi-Fi 環境とスマホがあれば簡単操作
スマートフォンまたはタブレット端末があれば、無料の専
用アプリをダウンロードして操作可能です。
ラジコン感覚の直感的な操作で動くので、どなたでも簡単
に使用できます。

ちょっと訳あり『蔵出市』
中古書庫４台限定！！
スチール引き違い保管庫（MST105-5B）
の中古品です。（1 ヶ月間のみ使用）
色はホワイト
サイズは W900・D400・H1100

事務用チェア 各１脚限定！！
事務用デスク 1 台限定！
プラス UJ-147D-33
Ｗ１４００×Ｄ７００×Ｈ７２０

TOKIO
FST-77 ネイビー

TOKIO
FCM-11 メッシュブルー

定価：￥80,300（税別）

