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令和３年３月２５日現在 

すみっコぐらし
	 （サンエックス）
鬼滅の刃
	 （エンスカイ）
スヌーピー
	 （サンスター文具）
ミッフィー
	 （クツワ）
ムーミン
	 （サンスター文具）
呪術廻戦
	 （エンスカイ）
ドラえもん
	 （ショウワノート）
ポケットモンスター
	 （ショウワノート）
アンパンマン
	 （サンスター文具）
トロピカル～ジュ！プリキュア
	 （サンスター文具）

からっぽペン
	 〈Ｆ〉200 円（呉竹）
ユニボールｏｎｅ限定色
	 〈Ｂ〉120 円（三菱鉛筆）
ジェットストリーム EDGEO.28
	 〈Ｂ〉1000 円（三菱鉛筆）
モノグラフ　クリアカラー　
　　　　　〈Ｓ〉350 円（トンボ鉛筆）
モノグラフ　ライト
	 〈Ｂ〉180 円（トンボ鉛筆）
スマッシュワークス
	 〈Ｓ〉1000 円（ぺんてる）
鉛筆シャープ
	 〈Ｓ〉180 円（コクヨ）
マイルドライナー　ディズニー
	 〈Ｂ〉180 円（ゼブラ）
ILMILY　ゲルインキボールペン
	 〈Ｂ〉150 円（パイロット）
Ｎｉｎｉｐｉｅ
	 〈ＣＭ〉200 円（サンスター文具）

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

　新型コロナウイルス感染症の流行
により、衛生面の意識が高まってい
る今、少しでも安心して生活を送る
ために、抗菌・抗ウイルスの素材を
用いた新シリーズ。
　日本の繊維製品の大手メーカー

「クラボウ」とコラボした。クラボ
ウの抗菌・抗ウイルス機能繊維加工
技術「ＣＬＥＡＮＳＥ（クレンゼ）」
を活用した素材を使用し、同社が文
具メーカーならではの機能性に富ん
だ製品を開発するという企画の商
品。持ち運びアイテムや子供向けの
商品もラインナップし、親子で一緒
に使うこともできるシリーズ。
　ポケットポーチ ＜２ウェイタイ
プ＞、サコッシュポーチ、パス＆キー
ケース、ボックスペンケース、モバ
イルポーチなど１０アイテム。

　「カスタム」シリーズに、マーブ
ル調樹脂を使用した万年筆・油性
ボールペン「カスタムヘリテイジＳ
Ｅ」が登場。
　マーブル調樹脂をボディに使用
し、２種類の樹脂を混ぜ固めて、切
削、研磨することで現れる、１本ご
とに異なる表情のマーブル模様が特
徴。ボディカラーはブラック、ブ
ルー、グリーン、レッド、オレンジ
の光沢感ある５色を揃えた。同じ色
でも模様は様々に異なるため、世界
に１本しかない、使う人が愛着を感
じるデザインに。クリップなどの金
属パーツはマーブル柄を引き立たせ
るようにシックなシルバー基調でま
とめ、永く使える価値ある１本に仕
上げた。万年筆３万３０００円、油
性ボールペン１万６５００円。税込。

　テープを引く際にはしっかり固定
でき、真上に持ち上げると軽い力で
外れるスマート吸盤が特徴。重さで
固定していた従来の置き型テープカ
ッターと比較し、楽に持ち運びがで
きると好評を得ている。
　今回の「テープカッター」では、
大巻タイプと同じスマート吸盤を搭
載しながら、小巻テープへの対応を
実現。一般的な小巻タイプのテープ
カッターは使用の際に両手を使う必
要があるが、今回の小巻タイプは片
手でテープを引き出し、カットする
ことが可能。また大巻タイプと同様
に、ステンレス製の特殊加工刃を採
用した。軽い力でよく切れ、切り口
も美しくまっすぐになる。９８０円。
税別。

　ゲルインキボールペン「エナー
ジェル」の軸に、日本を感じられる
和柄を施し、事務用ボールペンには
ない特別感を感じられる１本に仕上
げた限定モデル。
　「日本」という文字を幾何学模様
のように配置したオリジナルパター
ン１種と、それぞれに縁起の良い意
味が込められた和柄を３種、計４種
をラインアップ。日本伝統の柄にイ
ンスピレーションを受けながら、現
代的なデザインに仕上げている。
　クリア軸を用いることで、リフィ
ルのインキ色と重なって金の模様が
浮かび上がる。同じ柄でもインキ色
によって趣が変わり、インキ残量に
よって透け具合が変化していく様子
を楽しむことができ、持つたびに特
別感を味わえる３３０円。税込。

　ファイルの表紙に内蔵したスタン
ドで「自立する」クリアーファイル。
ファイルの背についたスタンドを引
き出し、ファイルを開いてからスタ
ンドについたストッパーを押し込む
だけの３ステップで簡単に組み立て
ることがでる。
　ファイルを自立させることで、平
置きする場合と比べてデスク上での
専有面積が少なくなり、省スペース
で書類を広げることができる。また、
見やすい角度で安定して自立し、立
てたままページをめくれる閲覧性も
確保しているので、レシピを見なが
ら料理をする際や楽器演奏などでも
活用できる。ポケット枚数は１０ポ
ケットと２０ポケット。カラーはピ
ンク、キイロ、ミドリ、アオ、クロ
の５色。６００円と８５０円。税別。

　Ａ４サイズのファイルに加え、ス
マホやモバイルＰＣ、名刺入れなど
仕事の必需品をひとまとめに収納で
きる。内側は明るいカラーで、バッ
グの中身が見えやすくなっている。
　表地は、微妙な濃淡を織り交ぜた
杢調生地を採用。オフィスでの使用
はもちろん、在宅ワークで使用する
際にもインテリアに馴染みやすい、
ベーシックなカラー２色展開。前面
のメッシュポケットは、サッと取り
出したいスマートフォンやメモ帳な
どの収納に最適。中身に合わせて取
り外せる中仕切り付き。フリーアド
レスタイプのオフィスでよく使用さ
れるパーソナルロッカーにも収まり
やすいサイズ。ロッカー内でも自立
しやすいよう、硬質の芯材を使用し
てる。６９００円。税別。

　１９９１年にパッケージデザイン
を変更して以来、３０年使用してい
たデザインを、同社創業１００周年
という節目の年にリニューアル。
　リニューアル後の新パッケージで
は、中のクレパスが外からでも見ら
れるデザインのスリーブ仕様となっ
ており、クレパスの美しいグラデー
ションが際立つスタイリッシュなデ
ザインに仕上げている。
　クレパスの特徴でもある「混色」、

「重色」などはもちろんのこと、カ
ラーバリエーションが豊富な５０色
セットで、子供の創造的表現力を養
う贅沢なカラー展開。贈答品として
も申し分ない最高級顔料を使用した
こだわりの品質で、子供だけでなく、
大人にも喜ばれる商品。４４００円。
税込。

　スヌーピー・ディズニー・サンリ
オ・ムーミン・ミニオンズを起用し
たエコバッグ。
　気軽に洗えるメッシュ素材のエコ
バッグ「Ａｌａｍｉｇｏ（アラミー
ゴ）」は、除菌や衛生面が気になる
昨今、毎日使うものだからこそエコ
バッグも清潔に保ちたい、という声
に応えた汚れても気軽に洗えて乾き
やすいメッシュ素材のエコバッグ。
　買い物や急に荷物が増えた時にも
安心して使える。ゴムバンドで小さ
く収納できるので、カバンの中で嵩
張らない。レギュラーズとスモール
サイズの２サイズを用意。１３２０
円と１１００円。税込。
　このほか、「エコット　レジカゴ
サイズ」、「同ミニサイズ」、「Ｅｃｏ
　Ｓａｃｋ（エコサック）」なども。

　内側にポケットが付いたメッシュ
素材のポーチ。Ｂ６サイズのノート
が入る本体の内側には、こまごまと
した小物の収納にぴ最適なカードサ
イズのポケットと、筆記具などが入
る縦長のポケットが付いている。ア
イテムのサイズに合わせてポケット
を使い分けできるため、付せんやペ
ンなどのばらつきやすい文具はもち
ろん、化粧品や診察券など、日常で
使う様々な小物をまとめて持ち運ぶ
ことができる。使用頻度の高い小物
を分けておきたい際にも便利。
　グレー、ピンク、黄緑、水色の４
色を用意。メッシュ素材の程よい透
け感を生かし、内側のポケットの色
味をポーチ本体の色味より濃くする
ことで、ポケットの位置をすぐに確
認できる。９６８円。税込。

　御祝の意味合いを持つモチーフを
箔押しエンボスであしらった。
　クリーム＜アラベスク＞は、「繁
栄」を意味する唐草などの植物を幾
何学模様に落とし込んだ、お祝いの
場にふさわしいデザイン。ネイビー
＜リーフ＞は、伝統的な装飾品に用
いられてきたアカンサスの葉の柄は

「離れない結び目」という結婚式にぴ
ったりの意味を持つ。ピンク＜フラ
ワー＞は、結婚のお祝いにぴったり
な花模様のデザイン。咲き誇る花々
がウエディングシーンを華やかにす
る。４８０円。
　また、花衣金封を発売。花衣とは
女性が着る晴れ着のこと。友禅和紙
の鮮やかな色合いが、祝いの場に奥
ゆかしさと華やかさを贈る。濃紺、
桃、赤の３点。３８０円。税別。
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