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新しい生活様式に対応

◆ＭＤＳ関西支店調べ◆

　

令和２年８月２５日現在 

鬼滅の刃
	 （エンスカイ）
すみっコぐらし
	 （サンエックス）
ポケットモンスター
	 （ショウワノート）
スヌーピー
	 （サンスター文具）
ドラえもん
	 （ショウワノート）
ムーミン
	 （サンスター文具）
ミッフィー
	 （クツワ）
ディズニープリンセス
	 （サンスター文具）
くまのプーさん
	 （サンスター文具）
１１ぴきのねこ
	 （学研ステイフル）

ユニボールｏｎｅ
	 〈Ｂ〉120 円（三菱鉛筆）
ブレン３Ｃ
	 〈Ｂ〉440 円（ゼブラ）
プロユース１７１
	 〈Ｓ〉1500 円（プラチナ万年筆）
ジェットストリーム EDGEO0.28
	 〈Ｂ〉1000 円（三菱鉛筆）
ドクターグリップCLプレイボーダー
	 〈Ｓ〉500 円（パイロット）
ドクターグリップエース
	 〈Ｓ〉800 円（パイロット）
クルトガアドバンス
	 〈Ｓ〉1000 円（三菱鉛筆）
フリクションポイントノック 0.4
	 〈Ｂ〉250 円（パイロット）
サラサグランド
	 〈Ｂ〉1000 円（ゼブラ）
４＋１ウッド
	 〈Ｂ〉2000 円（パイロット）

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、色＝色鉛筆

　「ｉｓｓｈｏｎｉ . ノートデスク」
は、リモートワークやオンライン会
議など、パソコンを前にしての仕事
や勉強の際にメモをしたい時に便利
な、パソコン前の狭いスペースに置
ける横型ノート。グレー、ブラック
の２色展開。１３インチＰＣ対応サ
イズ（方眼／リストの）が３００円。
１５インチ対応サイズ（方眼）が３
５０円。
　「メモシリーズ」は、新型コロナ
ウイルスの感染拡大に伴い、新しい
生活様式の実践をサポートする、持
ち歩きに便利なスリムサイズのメ
モ。毎日の検温と体調管理、持病の
管理、計画的な買い物、行動履歴の
把握など、必要なことを記録できる。
３００円。

　見せたくない書類の目隠しができ
るクリアフォルダ。トリックパター
ンにより、中に入れた書類の文字が
分断されたように見えるＡ４サイズ
のクリアフォルダ。抗菌率９９％で
フォルダの外側に抗菌加工が施され
ているので、黄色ブドウ球菌・大腸
菌の増殖を抑制する。（ＪＩＳ　Ｚ
　２８０１抗菌力試験にて効果を確
認済み）。
   病院や介護施設、学校、その他公
共施設など、衛生面に配慮した環境
におすすめ。使用することで、企業
のイメージアップにもつながる。問
診票やカルテ、成績表、見積書、請
求書など、個人情報や金額が記載さ
れた書類の目隠しに最適。グリーン、
ライトブルーの２色。１０枚入りで
２０９０円。税込。

　情報の置き場が整理されたフォー
マットで書きこみやすく見返しやす
いと人気のライフログ手帳「ジブン
手帳」シリーズに、より多くの情報
を書きこみたいというユーザーに向
けて、１日１ページタイプの新フォ
ーマットを採用した「ジブン手帳Ｄ
ＡＹｓ　ｍｉｎｉ」がラインアップ
に加わる。ビジネスもプライベート
もしっかり書ける２４時間軸など従
来の特徴も引き継ぎつつ、左右に異
なる内容を整理しながら書き分けら
れる独自の「Ｔ型タイムライン」を
採用。持ち運びに便利な半年ごとの
分冊タイプで、中紙には同社オリジ
ナルの手帳用紙「ＴＨＩＮ　ＰＡＰ
ＥＲ」を使用している。４８０円～
２５００円。
　発売は９月上旬。

　書類などを投げ入れるだけで簡単
にファイリングでき、ゴムの伸縮で
最適な厚さになる新しい形のドキュ
メントホルダー、カードホルダー。
　書類だけでなく、クリアーホル
ダーや厚みのある小冊子も収納でき
る。また、インデックスが２枚入っ
ているため、収納物を大まかに分類
することも可能。
　サイズは、書類やクリアーホル
ダーの収納に適したＡ４ヨコ型／タ
テ型と、名刺やポイントカードの整
理に便利なカードサイズの３種類。
カラーはそれぞれキイロ、ミドリ、
アオ、グレー、クロの５色展開。Ａ
４ヨコ、タテが５８０円、カードホ
ルダー２９０円。

　完美王は穂先とカートリッジの組
み合わせによって、好みのインク流
量を楽しめる。従来の極細は、中字
と同じ流量のカートリッジがセット
されていたが、極細専用のインク流
量が少な目の、より極細穂先に適し
たカートリッジへリニューアルし
た。
　インクの吸収がよい和紙などに
ゆっくりと筆記した時、インクが
出すぎて滲んでしまうことがあっ
たが、インクの流量を少なめにし
たカートリッジを開発することで、
ゆっくりとした筆記でもインクが出
すぎず、滲みにくく改善。写経の時
などに、より快適に使えるように
なった。５００円。カートリッジは
３００円。

　環境にやさしいオーガニックコッ
トンを使用したナチュラルな風合い
のふくさ。シンプルなデザインで年
齢や性別を問わず、慶弔両用で使え
る。
　ラインアップは、ネイビーとパー
プルの２色。綿１００％の優しい素
材感を見せながら、どんなシーンに
も合わせやすい落ち着いた色味に仕
上げている。
　慶事では、ふくさを右側に開き、
弔事ではふくさを左側に開き、金封
を入れて使用する。水引や袋のシワ、
型崩れを防止し、お祝いや弔いの気
持ちを込めて大切に包むことができ
る。ポケット式なのでかさばらず、
受付でもスマートに取り出すことが
でき便利。安心の日本製。２０００
円。

　新シリーズの「たぴおかパーク」
が登場。
　今回は、たぴおかに誘われてたど
り着いた遊園地が舞台。すみっコと
一緒に、飲み残されたたぴおかたち
が集まってくる遊園地「たぴおか
パーク」で楽しい思い出をつくると
いうストーリー。
　夢かわいいカラーリングや〝たぴ
ユニコーン〟などのアトラクション
も楽しめる。
　アイテムは、人気のぬいぐるみ類
を中心にステーショナリー、ポーチ、
トートバッグ、パスケース等の雑貨
類など、４３アイテムで展開。

　クリップを開くと、紙押さえも同
時に開くクリップファイル。
　表紙を３６０度折り返せるので省
スペースでも使いやすい。ボード面
にはＡＢＳ樹脂を使用しているので
立ったままで記入する時でも便利。
薄い樹脂製のクリップを上下にスラ
イドするだけで簡単に開閉できるた
め、カバンの中でもかさ張ることは
ない。ボード面の上側と左側にある
用紙ガイドの段差に書類を当てて挿
入すれば歪むことなく挟むことがで
きる。また、クリップを開くと中に
ある紙押さえも同時に開く構造なの
で、スムーズに書類の出し入れがで
きる。表紙を開いた左側には透明ポ
ケットが付いており、名刺やメモな
どの小さな用紙も一緒に保管でき
る。表紙は７色を用意。７８０円。

　マスクを衛生的に保管、携帯でき、
全面抗菌加工で菌の繁殖を防ぐこと
ができる。
　便利な２つのポケットで、マスク
を分けて収納することができ、ポ
ケットの内側にも抗菌加工を施して
いる。
　裏面ポケット（中身が落ちないフ
タ付き）には、未使用の新しいマス
ク。表面（出し入れしやすいＬ型ポ
ケット）には使用しているマスクを
入れることができる。
　安心のＳＩＡＡマーク（ＩＳＯ２
２１９６法により評価された結果に
基づき、抗菌製品技術協議会ガイド
ラインで品質管理・情報公開された
製品に表示）が付いている。
　虹色、蝶、花、桜、白、紺の６種
類。３８０円。

　赤ちゃんの小さい爪にも安心して
使える、薄くて軽い折りたたみ式の

「ステンレス製ベビー用ツメ削り」
で、爪を切る音がなく、粉が飛ばな
いので外出時の使用でもマナーが守
れる。
　研削力抜群の新開発のブレードを
採用しており、強く押し当てて擦る
と、素早く爪が削れるので爪切りを
使わず、爪を整えられる。軽く削る
と、爪切り後のチクチクを取る仕上
げにも最適で、衣類に爪が引っかか
らない。
　削りカスがこぼれない衛生設計
で、掃 除 に 便 利 な ブ ラ シ 付 き の
キャップを外せば、削りカスをまと
めて捨てることができる。また、ス
テンレス製なので丸洗いが可能で、
衛生的に使える。６５０円。
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ダイゴー

サンドイット
キングジム

クリアフォルダ
ヒサゴ

コットンふくさ
マルアイ

極細リニューアル

ジブン手帳２０２１
コクヨ

呉竹

クリップファイル
ＬＩＨＩＴ	ＬＡＢ .

すみっコぐらし
サンエックス

抗菌マスクケース
セキセイ

ベビー用ツメ削り
グリーンベル

抗菌トリック

美文字完美王
オーガ
ニック

CUBE FIZZ


