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AQUA DROPs カードホルダー 
●寸法：W127×D18×H190mm 
●収容枚数：120枚 ●収納タイプ：両面・ヨコ 
●穴数：21穴 ●重量：83g 
●対応リフィル：A-5000P ●リフィル枚数：20枚 
●材質：表紙・ポケット/ポリプロピレン、綴じ具/ポリカーボネート（透明） 
※スリムタイプのリングを使用しているため、ポケットの追加はできません。 
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Q.社会人になってから今までに 
 もらった名刺は何枚ですか？ 
（Sansan㈱「名刺に関する実態調査2015」） 

A.20代の平均は、約1,000枚！ 
名刺はビジネスパーソンにとっては必須のツール。 
一方で必要な名刺を見つけ出すのも困難に・・・。 
そこでおすすめの名刺管理商品をご紹介します！ 

色 お申込番号 入数 価格（税込） 

赤 ①610-5105 

1冊 496円 青 ②610-5136 

黄緑 ③610-5129 

名刺整理器 
●寸法：600枚/W99×D199×H73mm 
            800枚/W99×D250×H73mm 
●色：ブルー ●材質：ABS樹脂他 
●重量：600枚/240g、800枚/270g 
●付属品：見出しカード24枚（50音表示カード16枚、無地カード8枚）、見出しシール、仕切り板1枚 

たのめーる 
カタログ掲載ページ  
Vol.40 P.277 

＼見出しカード付で整理しやすい／ 

上下に引っ張ることで 
リングが開くためリフィル 
の順を変えるのが簡単！ 

リングノートのように 
360度折り返して使えます。 

① ② 
③ 

枚数（枚） お申込番号 価格（税込） 

600 ①117-5271 717円 

800 ②117-5295 880円 

① ② 
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裏面：2ヵ所粘着 
グレー部分はのりの範囲です。 
実際に色はついていません。 

＼背広の内ポケットに入るポケットタイプ／ 

213円（税込） 

お申込番号：414-0245 

ポイントメモ 再生紙 ビジネスパック 
●寸法：75×100mm ●入数：1パック（12冊入） 
●色：イエロー ●重量：400g（パッケージ含む） 
●材質：古紙パルプ70％再生紙 

たのめーる 
カタログ掲載ページ  
Vol.40 P.306 

1,006円（税込） 

お申込番号：210-8292 

AQUA DROPs ツイストノート A6  
●サイズ：A6 ●寸法：タテ148×ヨコ111mm 
●罫：B罫 ●罫幅：6mm ●枚数：30枚  
●行数：20行 ●穴数：17穴 ●背幅：12ｍｍ 
●最大収容枚数：40枚 
●材質：表紙/ポリプロピレン（生地厚0.5mm） 
            綴じ具/ポリカーボネート（透明）、リーフ/上質紙 
※JIS規格バインダーノート用リーフは利用できません。 

色 お申込番号 入数 価格（税込） 

乳白 ①012-3725 

1冊 186円 

赤 ②012-3695 

青 ③012-3688 

黄 ④012-3701 

黄緑 ⑤012-3718 

ツインペン立てメモ  
●寸法：タテ78×ヨコ118mm 
●枚数：350枚  
●材質：中紙/上質紙、表紙/特厚クラフト 
●その他仕様：ペン立て、メモ立て付き 
※商品にペンは含まれません。 

たのめーる 
カタログ掲載ページ  
Vol.40 P.293 

Ｚｚ 

表紙にはエンボス加工 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

若者世代は電話が苦手？ 
①携帯電話の普及に伴なって 
  家に固定電話がない家庭が増加… 
②SNSメインで文字のやりとりに慣れている 

このような理由から電話対応に 
苦手意識をもつ若者が増えています。 
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Ｚｚ 

付箋の使い方色々 

キャンパスノート（ドット入罫線） A4  
●サイズ：A4 ●寸法：タテ297×ヨコ210mm 
●罫：A罫 ●罫幅：7mm ●枚数：40枚 
●行数：35行 ●重量：253g  
●材質：中紙/上質紙（森林認証紙） 
●その他仕様：製本様式/無線とじ 

たのめーる 
カタログ掲載ページ  
Vol.40 P.286 

300円（税込） 

お申込番号：514-1661 

筆記具3点セット  
●セット内容：ノック式油性2色ボールペン（なめらかインク黒・赤）0.7mm 
                  蛍光マーカー（シングルタイプキャップ式イエロー） 
                  蛍光マーカー（シングルタイプキャップ式ピンク） 
●その他仕様：ケース入 

たのめーる 
カタログ掲載ページ  
Vol.40 P.354 

232円（税込） 

お申込番号：312-0271 

ポスト・イット 強粘着  
ノート 75×50mm パステルカラー  
●寸法：50×75mm ●粘着側：短辺 
●色：イエロー×2冊、 
         ピンク・ネプチューンブルー・アップルグリーン×各1冊 
●その他仕様：1パックあたり/90枚×5冊 

たのめーる 
カタログ掲載ページ  
Vol.40 P.298 

902円（税込） 

お申込番号：212-1941 

ドット入罫線で 
図も書きやすい！ 

＜拡大＞ 

2色ボールペンと 
蛍光マーカー2本のセット 

①メモの代わりに 
  
②スケジュール管理に 
  
③状況の整理に 
 
④To doリストとして 
 
⑤しおりとして 

⑥要約をまとめる 
 
⑦追加情報をメモ 
 
⑧手帳をアレンジ 
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グルーレス刃 刃渡り65mm  
●刃渡り：65mm ●全長：174mm 
●材質：ハンドル部（外側）/R－ABS 
            ハンドル部（内側）/エラストマー、キャップ/PP、刃/ステンレス 
●その他仕様：薄型キャップ付 

たのめーる 
カタログ掲載ページ  
Vol.40 P.438 

色 お申込番号 入数 価格（税込） 

白 ①218-9866 

1本 360円 赤 ②218-9859 

青 ③218-9842 

再生PET定規はしゼロメモリ 30cm   
●サイズ：30cm ●目盛：30cm 
●寸法：幅35×長さ310×厚さ1.5mm 
●材質：再生ペット樹脂 
●重量：27g（包装資材含む） ●色：透明 
●その他仕様：両利き対応メモリ 

たのめーる 
カタログ掲載ページ  
Vol.40 P.182 

159円（税込） 

お申込番号：619-0514 

クリップケース 
●ケースサイズ：W76×D62×H40mm 
●重量：100g 
●材質：再生ポリスチレン（PS-HI) 
●クリップサイズ：幅7.4×長さ29mm 
●付属品：ゼムクリップNO.1約120個入 

たのめーる 
カタログ掲載ページ  
Vol.40 P.417 

色 お申込番号 入数 価格（税込） 

ピンク ①616-4003 

1個 204円 
ブラック ②819-8051 

ブルー ③819-8044 

ホワイト ④310-5863 

＼薄型キャップ付で安全！／ 

① ② 

③ 

粘着テープなどを切っても、 
刃の接する部分にのりが 
付きにくいのでベタつかない 

引出しにすっぽり入る薄型 
 
取り出し口にマグネット付き 
 
ゼムグリップ５０ｇ付き 

① 

② ③ ④ 

左利きにも使いやすい右からのメモリ付 
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リール式吊下げ名札 
●ケースサイズ：①②タテ80×ヨコ102mm 
                    ③④タテ81.5×ヨコ106mm 
●ひもサイズ：幅10mm×長さ約90cm 
●適応カードサイズ：①②タテ56×ヨコ91mm、③④タテ57×ヨコ97mm 
●リール伸縮：約75cm ●カード挿入方向：タテ 
●長さ調節：あり ●安全パーツ：あり ●ケースタイプ：ソフト 
●材質：ケース/再生ポリオレフィン系樹脂 
            ひも/PET、リール/ABS、クリップ/POM 

色 お申込番号 仕様 入数 価格（税込） 

青 ①312-6334 
チャックなし 

1個 

301円 
黒 ②312-6341 

青 ③312-6358 
防水チャック付 311円 

黒 ④312-6365 

スタンプのり ドットライナースタンプ  
しっかり貼るタイプ 本体 
●寸法：W31×D23×H91mm 
●タイプ：詰替タイプ ●のりタイプ：しっかり貼るタイプ 
●テープサイズ：幅8.4mm×長さ6.5m ●詰替用テープ型番：タ-D460-08 
●材質：本体ケース/R-PS・R-ABS、詰替ケース/R-ABS 
●重量：24g 
●その他仕様：のり付け回数/600回（※設計値であり、保証値ではありません。） 

たのめーる 
カタログ掲載ページ  
Vol.40 P.411 

280円（税込） 

お申込番号：515-2377 

Ｚｚ 

その他必要なもの 

・電卓 
・ペン立て 

スタンプ使用時 

引いて使用時 

キャップを外す 
引いて使える！ 

・ファイル 
・消しゴム 

・カッター 
・修正テープ 
・ホチキス 
・名前ペン 

・レタートレー 
・指サック 
・穴あけパンチ 
・ネーム印  等々 

服に留められるクリップの金具付 

たのめーる 
カタログ掲載ページ  
Vol.40 P.459 

② ① 

④ ③ 

フラップなしで 
開け閉め簡単！ 
防水チャック付 

チャックなし 

防水チャック付 

リールは共通 
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超強力マグネットフック タフピタ 
●寸法：W68×D47×H122mm 
●取り付けタイプ：マグネット ●耐荷重：約10kgf 
●材質：本体/ABS・POM、フック/スチール丸棒 
            ヨーク/スチール、マグネット/フェライト 

色 お申込番号 入数 価格（税込） 

黒 ①816-7064 

1個 1,036円 
白 ②816-7071 

ピンク ③816-7088 

オレンジ ④816-7095 

たのめーる 
カタログ掲載ページ  
Vol.40 P.477 

上部のハンドルを手前に倒すと、 
簡単に取り外しができる！ 

デスクポケット 
●外寸：W約340×D45×H430mm 
●耐荷重：2kg ●重量：約280g 
●材質：ポリエステル、ナイロン、ネオジム磁石、ゴム磁石、シリコーン 
●使用時の外形寸法：約W340×D45×H265mm 
●同梱品：取りつけ補助板（2枚） 
※引出し前板の内側に磁石がつかない場合は、同梱の「取りつけ補助板」をご使用頂くことで、    
   引出しへの取りつけが可能です。 
※「耐荷重2kg」以下の重さのものを入れた場合でも、引出しの構造や材質によっては、 
    製品が落下し、ケガをする恐れがあります。ご注意ください。  

色 お申込番号 入数 価格（税込） 

ライトグレー ①217-3124 
1個 3,993円 

黒 ②217-3131 

オフィス向けカラー 

① 

オフィス向けカラー 

② 

病院向けカラー 

③ 

工場向けカラー 

④ 

フック部分がフラットで持ち手が
傷まない！ 

360度回転式 
フックで天井にも 
貼り付け可能！ 

① 

② 

＼ワーキングツールに合わせた8つのポケット／ 
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種類 カラー お申込番号 FAX価格（税込） 

3本立 

白 ①776-3465 

17,280円 ピンク ②776-3472 

赤リップ ③776-3489 

5本立 

白 ④776-3496 

30,240円 ピンク ⑤776-3502 

赤リップ ⑥776-3519 

※赤リップは在庫が流動的なため、お届け日をご注文日より6営業日目から1ヶ月以内でご指定ください。 ※お届け時間のご指定はできません。 

ミディ胡蝶蘭 
●サイズ：3本立/約H40×W30cm 
       5本立/約H50×W35cm 

種類 カラー お申込番号 FAX価格（税込） 

3本立 

白 ①776-3526 

25,920円 ピンク ②776-3533 

赤リップ ③776-3540 

5本立 

白 ④776-3557 

43,200円 ピンク ⑤776-3564 

赤リップ ⑥776-3571 

種類 カラー お申込番号 FAX価格（税込） 

3本立 

白 ①776-3588 

8,640円 ピンク ②776-3595 

赤リップ ③776-3601 

5本立 

白 ④776-3618 

15,552円 ピンク ⑤776-3625 

赤リップ ⑥776-3632 

胡蝶蘭 スタンダードタイプ 
●サイズ：3本立/約H80〜90×W40cm 
       5本立/約H90〜100×W60〜70cm 
●輪数：3本立/27〜30輪（1本9〜10輪）以上 
        5本立/45〜50輪（1本9〜10輪）以上 

白 

ピンク 

赤リップ 

胡蝶蘭 ハイグレードタイプ 
●サイズ：3本立/約H90〜100×W40〜50cm 
       5本立/約H100×W70cm 
●輪数：3本立/36〜40輪（1本12輪）以上 
        5本立/60輪（1本12輪）以上 

３
タ
イ
プ
共
通
カ
ラ
ー 

② ④ 

室内やカウンターに 
ちょうどいいサイズ！ 

⑤ 

⑤ 

たのめーる 
カタログ掲載ページ  
Vol.40 P.1238 

最も一般的なカラー！ 
開業・開店祝い、就任のお祝い
からお悔やみまで幅広く選ばれて
います。 

お祝い事におすすめです。お供えの場合は、
四十九日を過ぎてから白一色でなくともよい
とされているためお贈りいただけます。 

柔らかで華やかな印象が 
お好きな女性の方へ！ 

開店祝いや移転祝いなどで選ばれます。 
個人のお祝いでは長寿祝い、記念日の 
お祝いでも贈られます。 

紅白の色合いは 
縁起がいい！ 

3本立 5本立 

3本立 ① 5本立 

5本立 


