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トベールなわとび

ぺんてる

クツワ

静音油性ボールペンシリーズ「カ
ルム」の新定番色と限定色を発売。
日常のシーンに溶け込む新定番色
の「ベージュ」
・
「ターコイズブルー」
と、秋らしい風景を表現した限定色
の「空翡翠（そらひすい）
」
・
「栗紫
（くりむらさき）
」の計４色をライン
アップした。
「ベージュ」は肌なじみが良く、
陶器の手触りが感じられるような色
に、
「ターコイズブルー」は銅や真
鍮が酸化することで生成されるサビ
の「緑青」のような深みのある色に
仕上げた。
「空翡翠」は秋の夕日に
照らされた昼と夜の境界線をイメー
ジした色に、
「栗紫」は栗の皮の表
面をイメージした色に仕上げた。単
色ボールペン１６５円。３色ボール
ペン各４４０円。税込。

回転体の位置を目印に、あや跳び
（長い）
、
前跳び（普通）
、
二重跳び（短
い）と、なわとびのロープを切らず
に長さを調節できる。
短いと二重跳びがしやすく、速く
回すことができる。ロープを長くす
ると腕を交差しやすく、回しやすい
のであや跳びがしやすくなる。跳び
やすい持ち方ができるグリップで、
二重跳び向けに親指でしっかり握れ
るグリップ、また、あや跳び向けに
は人差し指でロープがコントロール
しやすい。
コロナ禍の影響で運動不足や外出
自粛などの原因で、
骨がもろくなり、
子供の疲労骨折が増加しており、骨
の強化になわとびが役立つ。
色は、ブルー、ブラック、パープ
ル、ミント。７００円。税別。

壁掛けポケット

ブックスタンド

１冊でも倒れない

ｕｎｉ－ｂａｌｌ ｏｎｅ Ｆ ワンポイント

〈Ｂ〉330 円（三菱鉛筆）

ｕｎｉ－ｂａｌｌ ｏｎｅ ワンポイント

〈Ｂ〉150 円（三菱鉛筆）

モノグラフライトボールペン スモーキーカラー

〈Ｂ〉180 円（トンボ鉛筆）

ピュアモルト ジェットストリームインサイド

〈Ｂ〉2000 円（三菱鉛筆）

アクロエボ

〈Ｂ〉200 円（パイロット）

サラサクリップ リラクゼーションカラー

〈Ｂ〉100 円（ゼブラ）

ＰＧ－ＭＥＴＡＬ

〈Ｓ〉350 円（ぺんてる）

マイルドライナー

〈ＣＭ〉100 円（ゼブラ）

クラシックボールペン

〈Ｂ〉300 円（アンテリック）

ミルキーブラッシュ

〈Ｆ〉500 円（ぺんてる）

注：Ｂ＝ボールペン、Ｓ＝シャープペンシル、ＣＭ＝カラー
マーカー類、万＝万年筆、Ｆ＝筆ペン

◆ＭＤＳ関西支店調べ◆

新アリシスパンチ
カール事務器

コンパクトなのに軽く穴をあける
ことができる２穴パンチ「アリシス
パンチ」がリニューアル。
「アリシスパンチ」は、小型パン
チに世界で初めて二重テコを採用
し、従来品のサイズはそのままに、
半分の力で穴あけができるパンチと
して誕生。２０１０年に日本文具大
賞 グランプリとグッドデザイン賞
をダブル受賞。シリーズ累計販売数
２００万個突破のヒット商品。
今回のリニューアルでは、ゲージ
の素材をプラスチックから金属に、
カラーをホワイト・ブラックに変更
して、
「コンパクトで、力強く、美
しく」をさらに追求した。
穿孔枚数１６枚用１０４５円、２
０枚用１６５０円、３５枚用２２０
０円。税込。

コクヨ
出し入れのしやすさ、
省スペース、
書類以外の物も入る壁面収納ポケッ
ト。出し入れしやすい立体ポケット
を採用した「書類用」
、厚手のカタ
ログや雑誌も収容できる「書類・カ
タログ用」
、透明のポケットで中身
が確認しやすい「小物用」など、用
途によって選択できる３タイプを揃
えた。いずれも壁面にフックで吊り
下げられるので、場所をとらずに省
スペースで使える。カラーは、暮ら
しの空間にも取り入れやすいやわら
かい雰囲気のホワイトと、ブラック
の２色。
「書類用」については、色
で書類の分別がしやすいマルチカラ
ーも用意している。
書類用２２００円、書類・カタロ
グ用２８００円、
小物用１６００円。
税別。

ＬＩＨＩＴ ＬＡＢ．
少ない冊数の本やＣＤ・ＤＶＤ、
ゲームソフトなどのケース類の収納
物が倒れることなく整理できる。
生活スタイルの変化に伴い、自宅
で読書やＤＶＤ鑑賞、ＴＶゲームな
どを楽しむ人が増加するとともに、
本棚やキャビネット内を整理するア
イテムの需要も拡大。ブックスタン
ドは本体に２３個のストッパーが付
属した従来にない形状で、抜き差し
しても収納物が倒れにくい設計のた
め、常に収納物が綺麗に並んでいる
状態をキープできる。本体は幅２０
３㍉、奥行１２０㍉、高さ１２２㍉
（ストッパー収納時）とコンパクト
な設計のため省スペースで使用可能
で、複数台使用する際に連結して使
用できるジョイント付き。１１００
円。税込。

作品思い出ボックス
サクラクレパス
子供の作品には子供たちの頑張り
や、思い出がたくさん詰まっている
が、
整理や保管の場所が課題となり、
悩んでいる人が非常に多くいる。
これらを背景に、整理収納アド
バイザーの水谷妙子氏監修のもと、
色々なサイズのものをまとめて収納
しやすく、本棚やクローゼットにも
しまいやすい形状にもこだわった。
画用紙を折り目をつけずに収納で
き、小物や不揃いなサイズのものも
まとめて収納できる。また付属のク
リアポケットは取り外し可能で、作
品を入れて飾ることもできる。サイ
ズは八ツ切り画用紙やＡ３サイズが
入る小サイズと、四ツ切り画用紙が
入る大サイズの２種類。立体物も収
納しやすいボックスタイプ。小が１
７６０円、大が２２００円。税込

筆ペン写経セット
あかしや
軸に和紙を巻いた好評の筆ペン
「古都」をセットにした筆ペン写経
セット。
近年、お寺巡りや自宅での趣味時
間に、また、リラクゼーションやス
トレス解消法として、若い世代にも
写経が親しまれている。また、コロ
ナ禍で途絶えていたインバウンド需
要の商材としても最適。
写経用紙は薄めで、下にお手本を
敷くと透けて見え、かきなぞりが容
易。用紙がずれないように便利なク
リップが付いているので初心者にお
奨め。
セット内容は、
あかしや新毛筆
「古
都」１本、写経用紙１６枚、お手本
１枚、写経のてびき１冊、敷き写し
用クリップ２個がセットされてい
る。１７００円。税別。

モバイルＰＣスタンド

うかサポ両面筆入れ
ソニック
鉛筆の削り忘れ、入れ忘れなどを
解決する、透明窓付きの「うかサポ
両面筆入」
。
「うかサポ」は、子どもの「うっ
かり忘れ」を気付かせ、
「できたを
増やす」仕組み作りをサポートする
学童文具のシリーズ。
11 月発売の「うかサポ」両面筆
入は、鉛筆の削り忘れ、鉛筆不足を、
筆入れを開けなくても透明窓で確認
できる。大容量ながらランドセルに
横向き、前ポケットにも入るスリム
設計。
無地タイプ（５色）と、オリジナ
ルキャラデザインの男子向け「ブレ
イブ」と女子向けの「リアナティア
ラ」の３タイプを揃える。無地は１
８７０円、デザインタイプは２０３
５円。税込。

デスクマットつき
アスカ
デスクマットを折り返すことで、
キーボードを誤操作することなく、
ノートやメモを取れる筆記マットに
早変わりする。折りたたんで持ち運
びも楽に行え、収納もコンパクトに
行える。傾斜で正しい姿勢を保ち、
疲れにくくなり、集中力がアップす
る。付属のクッションシールを貼る
ことで、よりキーボードに干渉しに
くくなる。タブレットにも使用でき
る。マットはしっかりした０．３㍉
厚。３５２０円。税込。
「マルチ机上台角度調整つき」
板面を起こして角度が７段階に調
節できる。傾斜の調整で正しい姿勢
を保ち、疲れにくくなるので集中力
がアップする。脚を開いて収納ス
ペースを確保できる。滑り止めのス
トッパー付き。６０５０円。税込。

車用災害キット
キングジム
乗車中の「もしも」に備える車用
災害対策セット。
いつどこで起こるかわからない災
害や天候によるトラブルで、車で待
機しなければならない状況でも安心
できる、車載用防災セット。
Ａ５サイズ、厚み約７㌢のコンパ
クトなボックス型で、常に車に積ん
でいても場所を取らない。５００ｍ
ｌの飲料水と３本入りのクッキーに
加え、非常用簡易トイレ３個、連絡
カードなど全１２アイテムを同梱。
水・食料を含むセットアイテムは、
温度変化の大きい車内の環境でも品
質に問題がないことを確認済み。連
絡カードは車から離れる際の緊急用
伝言メモとして使用できる。災害時
に役立つ情報も掲載。４０７０円。
税込。

新製品

Ｃａｌｍｅ新色

