今年も

チラシで展示会
体感できる展示会の開催をと願っておりましたが、
今年も 「チラシで展示会」 の開催となりました。
社員一人一人が皆さんに使っていただきたい商品を選びました！！ ご覧ください！！

皆様にはますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。
新型コロナウイルス感染症の影響で、まだまだ落ち着かない日々が続いており、
毎年多くの皆様にご来場いただいている
「KAMINO Autumn Fair」も、昨年は中止し何か別の方法で新製品や
気になる商品等の情報をお伝えしたいと「チラシで展示会」を開催しました。
しかしながら、今年もご来場いただいての展示会の開催は難しいと判断し、
「今年もチラシで展示会」を企画しました。
弊社として、経済活動を継続させること、適切な商品提案を継続することが使命と考え、
未来につながるチャレンジの一貫として見ていただければ幸いです。
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新しい “ 働き方 ” with コロナ
新型コロナウイルス感染症拡大により、 今までの 「働き方」 の世界も変わってしまいました。
感染症対策と共に新しい 「働き方」 「感染症対策」 のご提案です。

ハンドマイク型拡声器 ＆ ポータブルコンセント
SONiC
UL-5010

私のイチオシ商品を 2 点紹介します
最初に OA 周辺機器メーカーのサンワサプライで発売されました
「ハンドマイク型 拡声器スピーカー」 です
マイクとスピーカーが一体型になっておりまして外見は懐中電灯の
様に見えますが、 充電式タイプで軽量 (150g) 又スリムタイプで気軽に
使えます。 長時間の使用でも話者に疲れる心配は有りませんね。
現状、 コロナ禍でマスクをして研修会 ・ 説明会 ・ 会議等の場面で
是非、 購入して頂き声量アップを実感してはどうでしょうか !!
次に文具メーカー SONiC 『ポータブルコンセント』 です
サイズは W60xH120 で USB ポート (3 口 )+AC コンセント (2 口 ) の
機能でケーブルは収納出来る 20Cm と持運びの便利なサイズです。
スマートフォン ・ タブレットは日常生活で欠かせないツールとして
充電は必ず必要となりますので用途に合わせて使い分け出来ますよ !!

※グレーとライトブルーの
２色があります

サンワサプライ
MM-SPAMP11

内田洋行 ニンバスチェア
私がオススメする商品は、 ウチダの新商品
『ニンバスチェア』 です。
軽やかで座り良い、 現代のワークスタイル
にあった使い心地を追求したチェアです。
※色、 オプションは選定できます。

コマニー ヘルス ・ ブライト ・ エボリューション
私がオススメする商品は、 細菌やウィルスを空気触媒によって不活性化させる
抗菌 ・ 抗ウィルスコーティング 「ヘルス ・ ブライト ・ エボリューション」 です。
光触媒と違い、 空気があれば 24 時間作用し続けることができ、 その効果は
約５年程度持続します。 また、 木、 スチール、 ガラス、 布、 レザーなど素材を
選ばず施工が可能で、 第三者機関による抗ウィルス性能試験でもその効果は
実証されています。
納入 （施工） 事例では、ＪＲ西日本や大阪メトロ、 札幌市営地下鉄などの交通
機関 （車両内） 新千歳空港ターミナル、ＡＮＡラウンジの搭乗待合室、 京都大学
や大阪大学などの教育機関全国各地の病院や幼稚園 ・ 保育園など多くの施設で
の実績も充分です。
もちろん当社でも、 今できる予防対策として来客カウンターやミーティングルーム
などをコーティングしました。 日々のアルコール等での拭き取り作業を負担に感じ
たり、 感染防止対策に不安をお持ちのお客様。 お見積り、 施工につきまして当社
営業担当者までお気軽にお声掛けください。

当社のミーティングルームでの
作業風景です。
作業中、 臭いもありませんでした。

ダイニチ 加湿器

・ HD-300F
（ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ洋室 8 畳まで /
木造和室 5 畳まで）

私がオススメする商品は、 寒さが増してくる季節の乾燥対策に活躍する
必須家電の加湿器です。
・ HD-500F
ダイニチ 加湿器はハイブリット式 （気化式 × 温風気化式）
（ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ洋室 14 畳まで /
木造和室 8.5 畳まで）
広口タンクでお手入れが簡単！
・
HD-700F
抗菌 ・ 防カビ加工を施しトレイ内の雑菌 ・ カビの繁殖を抑えます。
（ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ洋室 19 畳まで /
50％ ・ 60％ ・ 70％の湿度設定が出来、 設定後は自動でコントロールするので
木造和室 12 畳まで）
加湿のしすぎなどの心配もなく適度な湿度を保ちます。
・ HD-900F
昨シーズン、 加湿器は品薄状態になりましたので早目のご準備はいかがでしょうか。 （ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ洋室 24 畳まで /

MEDIJENIC キーボード
キーボードの表面は凹凸のないフルフラットな形状のため、
キーの隙間に汚れが溜まる心配がなく、 防塵 ・ 防水仕様
(IP65) で、 アルコールやエタノールなどのスプレーや液体
タイプの除菌剤にも対応しています。 ウィルスの除菌など、
感染症対策に貢献でき、 拭き残しを減らし簡単に清掃でき
るので衛生面の管理が求められる場所や共有で使用される
パソコンに適しています。
ワンタッチでキー操作を無効化することができ、 PC に接続
した状態で清掃できるため、 ケーブルを抜き差しする煩わし
さがありません。

ハンズフリー小型拡声器

木造和室 14.5 畳まで）

MEDUJENIC-M マウス
感染症対策用防水型マウスは、 衛生的で負担なく
使えるマウスとして人体工学にもとづいたエルゴノミ
クスデザインで手指への負担を軽減します。
防水仕様で清潔さを保つことができます。
柔らかいシリコンラバーを採用していますので是非
この機会に使用してみてはと思います。

※アーテック 051322

私がお勧めする商品は、
まだまだマスク無しでは生活できない状況が続いています。
説明など皆に聞いてもらいたい場面で、 声を大きく出すのも難しい中、 こちらの商品いかがですか。

・ サイズはＷ８５×Ｄ３２×Ｈ９２ｍｍと
小型
・ 大容量バッテリー内蔵で連続使用
約 20 時間 （充電は約４時間）
・ スピーカー出力８W
是非お問い合わせください。

プラス チームデミ
※TD-001 しろ ・ さくら ・ こん ・ ねず
【持っていることで喜びを感じるステーショナリーセット】
コロナ禍でワークライフが変化し、 普段とは違う環境で仕事や学習 （リモート対応等） をする中、 職場や学校等で当たり前
にあった文具がすぐに使いたいときに身近にないと感じたことはありませんか？
そこで今回おすすめしたい商品が、 プラス社が１９８４年に発売した手のひらサイズの文具セット 『チーム デミ』 が美しく生ま
れ変わりましたので、 ご紹介させていただきます。
デジタル化が進む今だからこそ、 思わず手に取りたくなる 8 つのアイテムです。
⓵はさみ ・ ・ ・ ベルヌーイカーブ刃で切れ味軽やか
⓶メンディングテープ ・ ・ ・ 文字が書ける

メンディングテープ
⓷液体のり ・ ・ ・ シワになりにくく、 細かい作業にも
適しています
⓸カッター ・ ・ ・ 刃を折らずに丸ごと交換する安心仕様
⓹定規 ・ ・ ・ カッティング定規としても使用できます

⓺ホッチキス ・ ・ ・ 使いやすさにこだわったサイズです
⓻メジャー ・ ・ ・ 最大 1.2m までスムーズに測れます

⓼ＳＩＭカード交換用ピン ・ ・ ・ スマートフォンやタブレット
から SIM カードを取り出せます

内田洋行 重要文書処理システム
私がオススメする商品は、 『ウチダ重要文書処理システム』 です。
不要になった書類にも多くの 『重要情報』 が含まれています。
ウチダ重要文書処理システムとは、 オフィスなどから発生する重要文書類の溶解処理を行う法人向けサービスです。
※ご発注は 10 箱単位となります。
※ECOBOX 専用ページにてユーザー様に会員登録をして頂く必要があります。
※詳しくは https://office.uchida.co.jp/products/ecobox/index.html

