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ハピネスカラー

◆ＭＤＳ関西支店調べ◆

　

令和３年６月２５日現在 

すみっコぐらし
	 （サンエックス）
スヌーピー
	 （サンスター文具）
ミッフィー
	 （クツワ）
呪術廻戦
	 （エンスカイ）
トムとジェリー
	 （学研ステイフル）
ムーミン
	 （サンスター文具）
鬼減の刃
	 （エンスカイ）
ドラえもん
	 （ショウワノート）
ミニオン
	 （サンスター文具）
ポケットモンスター
	 （ショウワノート）

サラサＲ
	 〈Ｂ〉100 円（ゼブラ）
ユニボールｏｎｅ限定色
	 〈Ｂ〉120 円（三菱鉛筆）
ペルパネプ　サラサクリップ
	 〈Ｂ〉130 円（コクヨ）
ピージーメタル　サンゴーゼロ
　　　　　　〈Ｓ〉350 円（ぺんてる）
クルトガアドバンス
	 〈Ｓ〉550 円（三菱鉛筆）
ドクターグリップ４＋１
	 〈Ｂ〉1000 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）
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）

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

　お気に入りカラーを身に着けるこ
とで気分が高まる、という感覚を身
近な筆記具でも体験できる。〝お気
に入りカラーの筆記具を手元に身に
着けて、心も彩る〟がコンセプト。
　穏やかな気分を彩る「Ｗａｒｍ＆
Ｆｒｅｓｈ」は、優しさに温かな表
情を加えたクリームピーチ、ほろ苦
い甘さのミルクココア、柔らかく爽
やかなピスタチオイエロー。エレガ
ントな大人の気分を高める「Ｃｈｉ
ｃ＆Ｎｏｂｌｅ」は、深い知性にナ
チュラルさを加えたスモーキーブ
ルー、落ち着きのあるすっきりとし
たラベンダーグレー、洗練感と優雅
さが漂うガーネットレッド。
　単色ボールペン１６５円、３色
ボールペン４４０円、４色ボールペ
ン＆シャープ１１００円。税込。 

　「指先が乾燥していてスーパーの
ポリ袋が開けられない」という声か
ら生まれた、こすり合わせるだけ
で簡単に開けられるポリ袋オープ
ナー。スーパーに設置された濡れ布
巾やスポンジで指を濡らす必要がな
く衛生的。本体の突起部分でタッチ
パネルやエレベーターのボタンを押
すこともできる。不特定多数の人が
利用する場所に直接触れずに操作で
きる。
　イラストレーターのくさださやか
氏の描きおろしイラストが描かれた

「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」の５種。
５８３円。税込。
　発売日は、７月２６日。

　事務作業の必需品である指サック
としての役割だけでなく、デスクな
どに飾っても楽しい。
　第２弾では、笑ったり、眠たそう
にしていたり、怒ったりと、多くの
人が日々生活する中で感じるような
気持ちを表現した。装着する指に合
わせて選べる大・小のサイズがペア
になって１パック。
　外れにくいキャップタイプで、内
側はリブ状になっているため指に程
よくフィットし、紙をめくっている
途中で滑って回りにくい構造。また、
裏側（はにわの背中側）は紙をめく
りやすいように凸凹の加工を施して
あり、突起で紙をしっかりキャッチ
する。９４５円。税込。
　発売日は、８月２日。

　ハワイ在住のアーティスト＆グラ
フィックデザイナー「ローレン・ロ
ス」との筆記具初コラボの「アクロ
ボール」、「ジュースアップ」。
　ハワイの色鮮やかな自然や風景が
感じられるデザインで、「ローレン・
ロス」が描いた線画や水彩などのデ
ザイン計８柄を、なめらかな書き味
とカスレのない書き出しが特長の

「アクロボール」、細書きながらなめ
らかな書き味が特長の「シナジー
チップ」を搭載した「ジュースアッ
プ」のボディに施した。「アクロボー
ル」は、クリップとノック部をハワ
イの心地よい風をイメージしたクリ
アカラーに、「ジュースアップ」は
デザインに合わせてベースカラーを
白と黒に。アクロボール２２０円、
ジュースアップ２７５円。税込。

　けしごむスタンプを陳列する際に
便利なペーパーディスプレイセット
を用意した。
　今回の什器セットには、新商品の

「クリアほるナビ」が登場。
　「クリアほるナビ」とは、オーブ
ンで加熱することで透明になる、半
透明なスタンプ用の消しゴム。従来
の「ほるナビ」と異なり、刃先が透
けて見えるため、彫っているところ
がわかりやすくなっている。
　ほるナビは、Ａ６（はがきサイズ）
とＡ７（はがきサイズ ½）。
　販促ツールとして、作り方ＰＯＰ
と年賀用リーフレット（年賀図案入
り）を同梱している。３万１７９０
円。税込。

　コロナ禍でも学び続ける学生を後
押しする最新文具として、キャンパ
スノート（プリント貼付用）、キャ
ンパスバンドでまとまる単語カー
ド、ツールペンケース「ピープ」新色、

「マークタス」限定色セットを発売。
　変化の中で学び続ける学生を文具
でサポートするため、作年より学生
向けコミュニケーションブランド

「コクヨのマナビ」を起ち上げた。
　今夏は、「勉強内容の定着」と「モ
チベーションアップ」に注目。一方
的に情報を発信するだけではなく、
学生と双方向のコミュニケーション
を取りながら、学びに関する悩みの
解決を目指している。キャンパスノ
ート１９０円、単語カード１６０円、
ピープ１５００円、マークタス３本
セット５００円。税抜。

　「情報＆標本」を読んで・観て・
感じて・学び「体観」を経験できる
顕微鏡。
　ミクロ体観プレパラートで観た標
本の情報をスマホですぐに学ぶこと
ができ、その場でミクロ世界の体験
と情報を知ることができる。倍率は
６０～１２０倍に調節でき、付属の
スマホアダプターで簡単に観察物の
撮影もできる。
　テーマ別にミクロ体観プレパラー
トが３種類付属しており、購入後す
ぐに標本の観察を楽しめる。
　プレパラートに掲載されているＱ
Ｒコードをスマホで読み取るとミク
ロ体観サイトに飛び、その標本の情
報や監修した専門家の話が読め、情
報と体験のどちらも得ることができ
る。３３００円。税込。　

　「日常に花と、ことばを添えて」
をテーマに、花ことばと美しい花々
のイラストをあしらったステーショ
ナリーシリーズ。
　花ことばとデザインは、花のプロ
フェッショナル、日比谷花壇が監修
している。
　ラインアップは、ノート（フリー
ジア／マーガレット／スイトピーの
全３柄）７１５円。一筆箋（フリー
ジア／マーガレット／スイトピーの
全３柄。２０枚綴り）４４０円。便
箋（フリージア／マーガレット／ス
イトピーの全３柄。２０枚綴りで２
柄×各１０枚）４９５円。封筒（フ
リージア／マーガレット／スイト
ピーの全３柄で、５枚入り）４４０
円。税込。

　お客の困りごとを解決するため、
同社独自の一工夫を加えたオリジナ
ルブランド「カウコレ」プレミアム
から、在宅ワークをより快適に進め
るために新たに立ち上げた「ＷＯＲ
Ｋ ＦＩＴ ＨＯＭＥ（ワークフィッ
トホーム）」シリーズの新商品。
　「パタスタ」は、コンパクトに収
納できるスタンディングワーク用Ｐ
Ｃスタンド。必要なタイミングにデ
スクの上に展開することで、自宅で
も手軽にスタンディングワークを取
り入れることができる。天板上での
マウス操作を想定し、天板の寸法を
ワイドに設計している。
　カラーは、グレー×ホワイト、
グレー×ブラウン、グレー×ネイ
ビー、グレー×ブルーの 計４色。
４９８０円。税抜。

　レジ袋有料化で買い上げ済みシー
ルとして需要が高まる「セロテープ
ストアテープ」のデザインをリニュ
ーアル。新たなデザインとして「花」
と「簡易包装　森の湖畔」を追加し
た。
　店頭での買い上げ済み用シール
や、包装作業、封筒などの封かんに
使用されている「ストアテープ」は、
２０２０年７月にプラスチック製買
い物袋の有料化がスタートした影響
により、買い上げ済みシールとして
の需要が高まり、好調な売れ行き。
　しなやかでソフトなタッチの素材
は、静電気の発生が少なく、紙を吸
い上げにくいため、貼り付け作業の
しやすさが特徴。優しい色合いに、
温かみのあるデザインで様々なシー
ンで使用できる。

三菱鉛筆

ローレン・ロス
パイロット

ポリぱっくん
ヒサゴ

変化する学びサポート
コクヨ

店頭什器セット

はにさっく第２弾
ライオン事務器

シード

花ことば
ダイゴーレイメイ藤井

パタスタ
カウネット

ストアテープに新柄
ニチバン

ミクロ体観セット

ジ ェ ッ ト
ストリーム

筆 記 具
初コラボ

けしごむ
スタンプ

Ｐ Ｃ
スタンド

ハンディ顕微鏡ZOOM
ステーシ
　ョナリー


