ＶＯＲＮＡＤＯ（ボルネード）
私がお勧めしたい商品は
過加湿にならないナチュラルな加湿が出来る、 「VORNADO( ボルネード ) 気化式加湿器 HM4.0-JP」 です。
季節も段々と寒くなり加湿が必要な時期迎えます。
コロナ過の中、 換気が重要になりますが乾いた空気を加湿して、 のどやお肌の乾燥を抑えます。
※別売りで交換フィルター （2 枚入） もあります。
こちらの商品の特徴は
・ 15.2ℓの大型タンクで、 「弱」 設定で約３日間加湿します。
・ サーキュレーター効果で広い部屋 (12〜56 畳 ) もむらなく加湿します。
・ 電気代は１時間で約 0.3 円と省電力。
・ 気化式なので過加湿や結露を防ぎ、 カビの発生を抑えます。
・ 安心の３年長期保証付き。

ＡＩＲＬＩＡ（エアーリア）
エアーリアは室内の空気を取り入れて、 紫外線ランプで
細菌やウイルスを除菌、
清潔な空気を送り出す空気循環式紫外線清浄機です。
紫外線ランプは装置内部に組入れのため安全です。
また床置き仕様は簡単に設置や移動が行えます。
新型コロナウイルス感染症対策にも活躍します。
・ Clean ・ 強力な除菌
紫外線の力で、 あたゆる細菌や
ウイルスを除去します。
・ Safcty ・ 安全設計
紫外線が目や皮膚に直接照射さ
れないため安全です。
・ Simple ・ 設置が簡単
設置工事がいりません。
・ Easy ・ メンテナンスが簡単
ランプ寿命は 8000 時間。
フィルタ除菌方式とは異なり、
日常のメンテナンスが簡単です。

キングジム デジタルノート 「フリーノ」
キングジムのデジタルノート 「フリーノ」 をご紹介します！
このフリーノは、 まさに紙とペンの書き心地のデジタルノートです！そして、 機能はシンプル
とてもとてもシンプルです。 書く、 記録する主にそれだけです。 ただそれがいいのです。
まったくノートです。 もし、 色々な機能をお求めであればリンゴ製の iPad 等をお求めいた
だくのが、 恐らく良いかと思います…。 ほんと、 シンプルです。
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、 すごく良いです。 書いたノート
は、 日にちごとに整理できて、 ノートをたくさん作っても検索をかけれます。 大量のノートを
これ一台に集約した感じで、 しっかり残せて、 しっかり振り返れます！ちなみに手で書いたも
のを載せてみますね。 このようにデータとしても残せるんです。 紹介したいところを書いてい
くと止まらなくなるで…このあたりでやめておきます。
もし体験したい方がいらっしゃれば、
私の使っているフリーノをもって伺えますので、
弊社担当営業さんにご相談ください！
※FRN10+ 専用カバー （ブラック ・ ブラウン ・ グレー）

楽しくて、かわいらしくて・・・
そんな文具のご紹介です♬

文具

カシオ ネームランド
新型コロナウイルスの影響により生活スタイルが変化
している中、 おうち時間が多くなり生活環境も見直す
事が多くなった方も多いと思います。
そこでおうちでも簡単に使える
ラベルプリンターのカシオ ネームランド 『イーマ KL-SP10』 をご紹介デス。
サイズがコンパクトでスマホ専用のためアプリをダウンロードすれば場所を選
ばず使用できます。 使用するテープはクラフトやパステルアッシュ色などあり
アプリには絵文字が 1,000 種類も入っているので手軽におしゃれなラベルが
作れます。 ぜひ、 この機会に身の回りのアレンジにいかがでしょうか！

MAX Vaimo11 中綴じホッチキス
私がご紹介したい商品は 「ＭＡＸ Vaimo11 中綴じホッチキス」
です。
中綴じで 11 号針が使用できるホッチキスが発売されました！
PPC30 枚 （小冊子 120ﾍﾟｰｼﾞ分） を閉じることができます。
最新の綴じ形状 「先曲げクリンチ」 タイプで製本に最適な綴じ
部が出来ます！
※今回は替え針 10 個プレゼント！

コクヨ コマキキ

呉竹 カラーインク作り

マスキングテープを巻き取るもの
なのですが、
もぅ～このビジュアル！
かわいいじゃないですかぁっ！
かわいいだけで買いデス！

「呉竹 からっぽペン ・ おうちで楽しむカラー
インク作り」
インク沼の方必見！女子文具博で評判の
からっぽペンです。 その名の通りからっぽの
ペンに自分で配合したインクを入れて作る
「自分だけの」 ペンになります。

LIHIT LAB ＩＤカードホルダー
「LIHIT LAB SMART FIT
PuniLabo IDｶｰﾄﾞﾎﾙﾀﾞｰ」
これかわいくないですか？
めちゃくちゃかわいいですよね？
この名札ケースつけているだけで
気分上がります♪
※ A7804 -2 （シバイヌ）
-3 （クロネコ）
-7 （ミケネコ）
-16 （アザラシ）
-17 （ヒヨコ）
-18 （パグ）

コンセント用アダプタ （2 個入）
こんなコンセントの使い方
したくなかったですか ・ ・ ・
電源タップに AC アダプタを
接続する際に、 ほかの差込
口を塞ぐこともなく、
スッキリ配線できます。

コーナー
コクヨ ノートのための修正テープ
『Campus』 ノートでおなじみの コクヨ から、 新商品のご紹介です！
『ノートのための修正テープ』 という名のとおり、 キャンパスノートの
中紙の色とテープの色が同じで、 修正した個所が目立ちません。
またテープの幅もノートのＡ罫 ・Ｂ罫の幅に合わせているのではみ出す
ことなくピッタリ修正する事ができます。
さらには、 採用されたメタルプレートのしなりによって、 より良いテープ
の切れと定着が実現。
修正テープの白浮きが気になるなぁ～という方におススメです ＾-＾
※B 罫用 5.5 ㎜ ×6m と 10m
Ａ罫用 6.5 ㎜ ×6m と 10m
の 4 種類があります

※2021 年 11 月発売です

おやつマーケット ボールペン
お菓子の世界で 「総選挙」 と言えば
『きのこの山』 と 『たけのこの里』
毎年激戦が繰り広げられていますが、
今回この 2 陣営がボールペンになりました！
あなたはどちらを選びますか？

ヒサゴ ポリぱっくん
指先が乾燥してレジ袋やポリ袋が開かずに
困ったことはありませんか。
かわいい彼らがお手伝い
してくれますよ。
・ UTN139
・ UTN140
・ UTN141
・ UTN142
・ UTN143

（コーギーと食パン）
（ウサギとケーキ）
（ワニとミルク）
（パンダとニンジン）
（ネコとサカナ）

LIHIT LAB マグネットフレーム
ホワイトボードや壁面、 冷蔵庫等に
丸いマグネットやバーを使って掲示
することがよくありますが、
文字が隠れてみえずらかったり、
汚れやすい等の問題がありましたが
今回おすすめする商品は
裏面３辺にマグネットがついた、 簡単
に掲示できるマグネットフレームです。
ケースと違い出し入れも簡単！
楯向き ・ 横向きどちらも OK ！
お試しいただきたい商品です。

● TEKNOS

リビング扇風機

羽根 30 ㎝、 首振り機能
・ KI-1781(W)

羽根 30 ㎝、 リモコン付、
首振り機能
・ KI-168R

●DAITO センサー式ゴミ箱

・ DST-50 ・ 50L
・ DST-25 ・ 25L
・ DST-7 ・ 7L
の 3 種類

センター、 振動感知式で自動開閉、
ゴミ捨てが清潔＆ラクラクなゴミ箱です。
7L は防水タイプでトイレ等の水回りにも
設置可能です。

●加湿空気清浄機

特価の
蔵出市
今回は、
まだまだ必要となるであろう商品を
特価で販売します♡
すべて数量限定ですので
お早めに ・ ・ ・♪

●サラヤンジェル SH１ ・ 1Ｌ

・ 手肌をやさしくいたわりながら、
しっかり消毒
・ 消毒効果が持続します
・ さらっとした使用感で
べたつきません

・ シャープ KC-J50-W
～ 13 畳

●リセッジュ除菌ＥＸ 本体 （370 ㎖）
●コンパクトサーキュレーター
・ アイリスオーヤマ
PCF-HM23-W
～ 20 畳

●不織布マスク （50 枚）
今や必需品となったマスク
まだまだ必要な商品です。
特価で販売
※サイズ ： 170×93 ㎜

布上のニオイ ・ 菌 ・ ウイルス
をまとめて撃退！
・ 菌 ・ ウイルスを 99％除去
・ 先回り消臭を汗 ・ 皮脂臭を
24 時間ニオわせません
・ 香りが残らないタイプ

● フジ スーパーニトリルグロープ ・ 粉なし
※今回は 「Ｓサイズ」 のみ
薄手で弾力性があり手にピッタリフィット。
食品衛生規格合格品。
「自然界の食材にない色＝青色」 手袋で、
異物混入対策になります。
※今回は 45L ゴミ袋 5 枚サービス付

