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これからの季節にぴったりな、ア
イスキャンディーをモチーフに。
アイスキャンディーのバー（棒）
を模した先端部分にマグネットを内
蔵し、かわいさと機能性を兼ね備え
ている。かわいいマーブルカラーの
「しりこん ぶるー」
「しりこん ぴ
んく」
「しりこん ぱーぷる」の３
色をラインアップしている。
付属のホッチキス針を約１０連
（１連で５０本）収納可能。アイス
キャンディーのバー（棒）先端部分
にマグネットを内蔵し、ふたを開け
た際に、先端に針がくっつき、こぼ
れることなく取り出せる。
ケースは、
№１０―１Ｍ、または、カラー針№
１０―１Ｍのほか、金属製クリップ
などの収納にも使用可能。
９９０円。
税込。

コンバース消しゴム
サラサＲ

屋外で使用できるタイプ全６アイ
テムを追加した。
待機列の整理や誘導、ソーシャル
ディスタンスの確保に役立つシー
ル。屋外で使える耐久性があり、ア
スファルト・コンクリート・タイル
にもしっかり貼ることができる（表
面の凹凸がはげしいもの、大理石・
御影石・砂岩系の石などの天然石、
金属・木材などには使用できない）
。
駅構内・地下街のＡＴＭや店舗、
タイル地の化粧室、学校、公共施設、
イベント会場などにおすすめ。表面
に滑り止め加工が施されている。貼
り付けた後にゴムハンマーで叩くだ
けで定着するので、特別な工事は不
要。オープン価格。

シングル
イ プ

お知らせライト タ
キングジム

学研ステイフル
〈Ｂ〉100 円（ゼブラ）

ジェットストリームハピネスカラー

〈Ｂ〉150 円（三菱鉛筆）

ピージーメタル サンゴーゼロ

〈Ｓ〉350 円（ぺんてる）

ペルパネプ サラサクリップ

〈Ｂ〉130 円（コクヨ）

ユニボール

ＯＮＥ

〈Ｂ〉120 円（三菱鉛筆）

エナージェル

〈Ｂ〉200 円（ぺんてる）

クルトガアドバンス

〈Ｓ〉550 円（三菱鉛筆）

フリクションボール３メタル

〈Ｂ〉1500 円（パイロット）

ドクターグリップ 4 ＋１

〈Ｂ〉1000 円（パイロット）

モノグラフ クリアカラー

〈Ｓ〉 350 円（トンボ鉛筆）

注：Ｂ＝ボールペン、Ｓ＝シャープペンシル

◆ＭＤＳ関西支店調べ◆

コンバースの定番キャンパスオー
ルスターが消しゴムになって再登場
した。
左足の１個がシューズボックス風
の箱にセットされた、細部のディテ
ールにこだわった精巧な作りになっ
ている。全６色。４５０円。
また、オサムは２０２１年に誕生
して４５年を迎える記念の年。リバ
イバル要素をふんだんに盛り込ん
だ、ファンが垂涎するほど「こだわ
り」と「懐かしさ」の詰まったアイ
テムを揃えた。
ケース付きレターセット、ブロッ
クメモ、カセットテープメモ、リン
グノート、ポケットファイル、マス
キングテープなどで展開。
いずれも８月下旬発売。

エ ン
ピツ型 学習タッチペン

ブースデスクオレルタ

ナカバヤシ

カウネット

一般的なタッチペンより短い９８
ミリで、子供が使いやすいタッチペ
ン。
ペン軸がやや太めの直径１０ミリ
で鉛筆のように指が固定しやすく、
転がりにくい六角形のエンピツ型デ
ザインで、小さな手でも握りやすい
仕様。学校や塾での使用を想定した
「お名前スペース」付き。
また、画面に傷がつきにくいシリ
コン素材のペン先を採用している。
子供が使いやすいサイズ感とデザイ
ンのため、ＧＩＧＡスクール構想に
よって１人１台の端末と高速通信環
境の整備が進む学校生活で快適に使
うことができる。オープン価格。

在宅ワーク時にテレビや家族の様
子など周りの様子が気になり、なか
なか仕事に集中できないと感じてい
るワーカーが多数いることが推察さ
れる。
「オレルタ」
は自宅のリビングルー
ムなどに設置することで周囲の視界
を遮り、在宅ワーク時も仕事に集中
できるスペースをつくることができ
るブースデスク。
使わない時は扉を閉じるだけでコ
ンパクトに収まり、オンオフの切り
換えが容易にできる。扉と内面の有
孔ボードにフックなどを設置して小
物を掛けられるようにアレンジする
ことができる。
カラーは、ナチュラル、ダークブ
ラウンの２色。３万２７８０円。税
込。

人感センサーで人の動きを感知
し、
ライトが点滅して段差や障害物、
立ち入り禁止区域への注意喚起を促
すことができる。また、本体の表
示シートは差し替え可能で、
「立ち
入り禁止」
「消毒にご協力ください」
など、様々な文言のテンプレートを
専用のＷＥＢサイトから無料でダウ
ンロードし、用途に合わせた表示プ
レートを、市販のプリンタ用ＯＨＰ
シートに印刷すれば、利用シーンに
合わせて表示内容を選択できる。６
０００円。
また、
「カドにつけるお知らせラ
イト」は、曲がり角の先からの接近
をライトとブザーで知らせするライ
ト。本体は折り曲げることができ、
角に沿って設置することができる。
８０００円。税別。

95周年
迎える

くまのプーさん

サンスター文具
１９２６年の原作デビューから２
０２１年で９５周年を迎える「くま
のプーさん」の文具シリーズ。
テーマは
「なかま」
で、
８月３日
「は
ちみつの日」に向けて展開。手描き
風のチェック柄をあしらったプーさ
んと仲間たちの優しい世界観あるデ
ザインになっている。
アイテムは、メモＡ６、メモミニ、
ミニレター、
ノートＡ６下敷セット、
付箋メモ、
フレークシール、
ダイカッ
トフラップ付クリアファイル、ダイ
カットクリアファイル５ポケット、
ジョイントミニケース、ミニポーチ
の全１０アイテム。各２～４柄で展
開。２２０円～７７０円。税込。

ステーショナリーシリーズの第２
弾。
書簡箋は、本文のさりげないワン
ポインとモチーフが特徴。３５０
円。原稿用紙は、炭治郎や柱たちの
モチーフがオシャレレトロで、特別
な原稿用紙。２３０円。測量野帳は、
厚手の表紙に箔で光る炭治郎たちの
モチーフで、中身は使いやすい方眼
罫。５００円。封筒小は、書簡箋と
の使用もでき、豪華和紙に箔押し＋
エンボス仕様。２００円。封筒大は、
書簡箋一筆箋は折らずにそのまま入
れることができる。３００円。
下敷き３００円、市松消しゴム２
００円、
５㍉方眼罫、
かんじれんしゅ
う８４字、連絡帳１４行、自主学
習・自由帳が各１９０円、
キャンパス
ノート（５冊パック）オープン価格。

フラットダイアリー
デザインフィル
持ち運びに便利な薄さと、書類や
メモを挟むファイルの機能を備えた
手帳。ビジネスシーンで頻繁に使わ
れる、Ａ４書類が収まるポケットを
内側に設けた「Ａ４」と、二つ折り
にしたＡ４用紙が収まる「Ａ５」の
２サイズを展開。
スケジュールの進捗確認や仮の予
定を記入するなど、１カ月の予定の
流れを把握する際に便利な縦型カレ
ンダーや、付せん紙が貼れる方眼罫
のメモスペースを設けており、予定
管理もスマートに行える。使いやす
い、黒、白の２色の展開。表面には
ヘアライン加工を施すことで、スタ
イリッシュに仕上げた。Ａ５サイズ
１１００円。
Ａ４サイズ１３２０円。
税込。

フェーズフ
リ ー 認 証 ロビーチェアー

コクヨ
一般社団法人フェーズフリー協会
が提唱する「フェーズフリー」とは、
社会や暮らし等で活用されるモノや
サービスを、日常時はもちろん非常
時にも役立てていく考え方。
今回の「ＳＯＬＯＳ」は、さまざ
まなレイアウトに柔軟に対応できる
ロビーチェアーで、同社のフェーズ
フリー認証商品の第３弾。
同製品は基本モジュールを１人掛
けとし、１人使い、横並び、背合わ
せなどでも使用できるデザイン。１
人でも持ち運べる重量なので、繁忙
期や閑散期、イベント開催時など、
日常時のさまざまな状況に応じた配
置転換、コロナ禍での分散配置、災
害時のスペース確保などにフレキシ
ブルに対応する。スツール７万９０
００円ほか。税別。

新製品

すみっコぐらし

ホッチキス針ケース

