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ソエルシール
ヤマト

ユニボール ワン Ｆ限定色
三菱鉛筆

児童生徒用デスク拡張ツール「つ
くえ＋（つくえたす）
」
。
既存の机にボルトで固定するだけ
の簡単取り付けで、前方に５センチ
机上面を拡張することができる。ス
リットがついており、端末をスリッ
トに立てて閲覧することができるほ
か、筆箱や補助教材なども収納可能
で、机上面を立体的に使用すること
で少ない机上面積を有効活用するこ
とができる。
「つくえたす」を取り付けること
で、
「机上に十分な教材を広げきれ
ない」
「机上からの端末落下が相次
ぐ」といった問題を解消する。
価格は新ＪＩＳタイプ６６００
円、旧ＪＩＳタイプ６１００円。税
抜。

プレゼントやおすそわけに気持ち
を添えるメッセージシール「ソエル
シール」
。
コンパクトにデザインされたフ
レーム型のシールで、フレーム内に
一言メッセージを書き込み、対象物
に貼るだけで贈り手の想いを載せて
渡すことができる。様々なルックス
のユニークな女の子
「ソエルちゃん」
をアイコンに、ぱっと目を引くビ
ビットなデザイン。プレゼントやお
すそわけに貼るのはもちろん、ラッ
ピングの封緘シールや寄せ書きメッ
セージにも最適。また、フリマアプ
リ利用時のメッセージカード代わり
にも使える。
パッケージは、折り畳んで持ち歩
けるカバー形状で、携帯にも便利。
全６アイテム、４９５円。税込。

従来の「ｕｎｉ―ｂａｌｌ ｏｎ
ｅ Ｆ」よりもさらにトーンを落と
したシックなカラーで、秋冬らしい
落ち着いたデザインとなっている。
「海月（サックスブルー）
」は、日
中光がわずかに差し込んでいる穏や
かな海の様子を表現した、なだらか
な流れを感じる軸色。芯径各０・３
８ミリ。
「夢占（チェリー）
」は、雲
に包まれる夢を見ている時のような
浮遊感を表現した幻想的な軸色。芯
径０・３８ミリ。
「夜凪（ダークグ
レー）
」は、しとしとと雨の降り始
めた静かな湖で、小舟に揺られて過
ごしている風景を表現した軸色。
「黄
昏（オリーブ）
」は、黄昏時の夕闇
から夜へと移り行く、人の見分けが
つきにくい情緒的な風景を表現した
軸色。各３３０円。税込。

ポール＆ジョーのデザイン

木のピクチャークリップ

ｉＤプラス限定モデル

（サンスター文具）

ボールサイン

クルトガダイブ

パイロット

デザインフィル

サクラクレパス

◆ＭＤＳ関西支店調べ◆

フランスのファッションブランド
「ポール ＆ ジョー 」の人気柄をデ
ザインした数量限定品。
発売アイテムは、
「ジュースアッ
プ」と「水性ペンで書けるマスキン
グテープ」
「
。ジュースアップ」
は、
「見
て楽しい、書いて楽しい、持ってい
ることが幸せ」をコンセプトに、
「ポ
ール ＆ ジョー」のアイコニックな
クリザンテームや猫をボディにデザ
インし、ブランドの世界観に合わせ
た淡い色のボディカラーを揃えた。
ペン先は細書きで人気の０・４㍉。
「水性ペンで書けるマスキングテー
プ」は、テープに文字を書いてノー
トや手帳の見出しとして使える。
ジュースアップ３色６６０円、単
色３３０円、水性ペンで書けるマス
キングテープ５５０円。税込。

壁に穴を開けずに写真やポスト
カードを飾れる木製クリップ「木の
ピクチャークリップ」
。
付属の粘着ゴムでクリップ本体を
壁に貼り付け、スリット部分に写真
やカードを差し込む、新しいタイプ
のインテリア用クリップ。柔らかい
粘着ゴムを使用することで、壁に穴
を開けたり傷をつけたりせずに写真
やポストカードを部屋に飾ることが
できる。壁にピンなどを刺せない賃
貸物件でも、安心して楽しめる。リ
ビングや寝室の壁を飾りたいときは
もちろん、キッチンでマグネットが
付かない場所でも利用できる。
カラーは、落ち着きのあるスモー
キーな色合いのグレー、ピンク、グ
リーン、ナチュラルの４色。３個入
り、１４３０ 円。税込。

「文房具屋さん大賞２０２２」の
大賞を受賞した「ボールサインｉＤ
プラス」から限定モデルが登場。
今回、
登場する限定モデルは、
ピュ
アブラック（ブラック）
、ナイトブ
ラック（ブルーブラック）
、フォレ
ストブラック（グリーンブラック）
、
モカブラック（ブラウンブラック）
、
カシスブラック（レッドブラック）
、
ミステリアスブラック（パープルブ
ラック）の６色に加えて、限定色の
ペンシルブラック
（グレーブラック）
を加えた７色をラインナップ。
また、ボディの色も今までのｉＤ
シリーズにはないホワイトを採用、
明るい印象の仕上がりとなってい
る。
ボール径は０・５ミリのみでの展
開。
１２月中旬発売。
３８５円。
税込。

新入学祝多当

除菌ＬＥＤ照明

クリアスタンプセット

〈Ｓ〉5000 円（三菱鉛筆）

ｕｎｉ－ｂａｌｌｏｎｅワンポイントシリーズ

〈Ｂ〉150 円（三菱鉛筆）

ｕｎｉ－ｂａｌｌｏｎｅＦワンポイントシリーズカラー

〈Ｂ〉330 円（三菱鉛筆）

Ｃａｌｍｅ

〈Ｂ〉150 円（ぺんてる）

ＬＥＧＮＯ２＋１

〈Ｂ〉2000 円（パイロット）

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）

ILMILY Ｃｏｌｏｒｔｗ o ｃｏｌｏｒ

〈Ｂ〉250 円（パイロット）

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）

アクロ エボ

〈Ｂ〉200 円（パイロット）

クラフトラボ００７

〈Ｂ〉4000 円（サクラクレパス）

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

マルアイ

子どもの新たな門出に贈る入学お
祝い用の祝儀袋「入学祝多当」に新
デザインが登場。
新デザインには、子どもたちに人
気のディズニーやミッフィーのキャ
ラクターを採用し、花々などの絵柄
に立体的な箔押し加工を施した高級
感のあるデザイン。春から始まる学
生生活を楽しみに感じられる、明る
く華やかな雰囲気に仕上げている。
ディズニーはミッキーとミニーの
２種、ミッフィーはブルーとピンク
の２色展開。各３３０円。税込。
同社は祝儀袋の製造・販売におい
て業界トップシェアを誇る。近年は
誕生日や七五三など、様々な祝い事
や季節のイベントに合わせた製品の
開発にも注力している。

ライオン事務器
「２０２３ライオンフェア」で初
展示の新型コロナウイルスを不活化
する「除菌ＬＥＤ照明」
。
新型コロナウイルスの蔓延をきっ
かけに、国内でもウイルス・細菌に
効果的な環境対策が模索され続けて
いる。本商品は可視光線域の４０５
ｎｍの波長を用いた照明、日亜化学
工業株式会社製の４０５ｎｍ白色Ｌ
ＥＤチップのみを使用し、国内で製
造されている。この照明を利用する
ことで、国内の検査機関で、新型コ
ロナウイルスのみならず、さまざま
な細菌に対し除菌、不活化・抑制が
実証されている。
直管型ＬＥＤランプ９８００円、
ダウンライト９０００円、ベースラ
イト用ライトバー１万３４４０円。
税別。日本製、５年保証付き。
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サンビー

シヤチハタ

心をゆるやかに整える手帳術を生
み出した手帳プランナー・ｍｉｙｕ
さんとのコラボによる、日付と言葉
をデコるクリアスタンプのセット。
日付枠・ライン・日付数字・コメ
ント枠・タイトルテキストなどのク
リアスタンプを使って、ノートやダ
イアリーなどを簡単にデコレーショ
ンできる。
デザインは、
文房具モチー
フの「お文具の日」
、花や植物、宝
石をモチーフとした「エレガントの
日」
、
喫茶店モチーフの
「カフェの日」
の３種類。その日の気分にあわせて
デザインを選べる。各８８０円。税
込。
手帳プランナーｍｉｙｕさんは、
自身が考案の「ここゆる手帳」のコ
ミュニティオンラインサロンを運
営。Instagram @miyu.hanaya

商品デザインは、作品に登場する
５組のお笑いトリオ（ヤングワイワ
イ、弾丸クノイチ、セレブリ茶、あ
くだれ王国、シンリャクシャ）のイ
メージに沿ったボディカラーに、登
場人物１５人のそれぞれのキャラク
ターの色を再現した印面キャップカ
ラーを組み合わせた１５種類と、各
トリオごと３人をまとめて表現した
５種類の全２０種類を用意。ボディ
には、タイトルや５組のお笑いトリ
オのロゴが刻まれている。
「てっぱんっ」タイトルのボディ
デザイン特別バージョンは、各トリ
オの３人のキャラクターの印面が申
し込める。また、購入特典としてタ
カコ荘の管理人「谷誠二」をデザイ
ンしたゴム印を１個プレゼントす
る。５５００円。予約販売。税込。

新製品

つくえたす

