在宅
ワーク

親子での
家庭学習や
書いて消しての
反復学習にも
役立つ！

自宅学習・オンラ
イ ン授業に最適。
タブレットをしっかり
固定できるとその分
集中力も高まります！

オンライン
会議

感染
予防

商品情報

ココに置くだけ
角度 60°
に設置

PAT.

14 スマタテペン＜ブリスターパック＞
LA-6685 ¥300＋消費税

15 タブレット汎用ステーション
US-2002 ¥4,900＋消費税
PAT.

ミーティングボード 発泡美人

自撮り写真
動画撮影
スマホの固定
設置に便利

7 AD-2700

分類整理がラクラク

在宅
ワーク

場所をとるモニター画面。
一段上げることで机上スペースを確保。

7

参考価格 ¥3,300 ＋消費税

アドワン PAT.
レインボードキュメントスタンド

AD-2701 ¥1,100＋消費税

書見台

棚置きでスッキリ収納
書類だけじゃない
関連資料やサンプルも

ひとまとめに

9 アクティフ V ファイルボックス
スリム 36mm ACT-5936
ワイド 56mm ACT-5956

¥550＋消費税
¥650＋消費税

在宅
ワーク
19 書見台 BH001 ¥1,400＋消費税

左右に大きさの違う
大小のクリップ

在宅
ワーク

メモクリップ

デスクパーティション

PAT.

8 アドワン スライドドキュメント

整理する項目に合わせて
4 ポケットと 7 ポケットを用意！

A4 7 ポケット（レンボーカラー）

置くだけでデスクスッキリ！！

伸び縮みする蛇腹式

クリアファイル
ごと収容できる！

ウッズスタイル ドキュメントスタンド
A4 ヨコ WDS-8700 ¥1,200 ＋消費税
A4 タテ WDS-8701 ¥1,200 ＋消費税

おうちが会社ぽっくなるのって嫌ですよね …
インテリアに馴染む木目調の PP 製書類ボックス「ウッズスタイル」

2 モニタースタンド MS-1007

1 シキッター
FB-3600 ¥3,800＋消費税

4

PAT.

5

iPad,iPad ミニ 7〜10 インチ
のタブレットに対応

モニタースタンド

商品情報

集中できる！

個人スペースに早変わり

いつものリビングで集中スペースを
確保。お仕事でも家庭学習でも効果
バツグンのデスクパーティション。

WDS-8265 ¥1,500＋消費税

¥980＋消費税

「テレワーク」応援商品
感染
予防

ウッズスタイル ウッディラック
A4 対応 ３仕切（ポリスチレン樹脂）

16 スマートフォン用
三脚 MW-251

仕事はかどる！
！

在宅
ワーク

6

ウッズスタイル ボックスファイル
A4 ヨコ WDS-8651 ¥680 ＋消費税
A4 タテ WDS-8650 ¥680 ＋消費税

17 A4 スタンドタイプ FB-3109 ¥2,200＋消費税
A4 ノートタイプ FB-3108 ¥2,000 ＋消費税
18 A3 スタンドタイプ FB-3155 ¥3,000＋消費税

上部のラバーはタッチペンになって
いて共有部分など直接触りたくない
部分への対応も可能。

スペース
有効活用

置けないなら

置くだけでスマホ
スタンドに！

オンライン
授業

在宅
ワーク

吊るせばいいじゃない！

オンライン
会議

オンライン会議を進めながら
イラストや図でわかりやすく解説！
書いて消してのアイデア出しに◎

タブレット
スタンド

スマホを持ったままで長時間の動画視聴
やオンライン会議だと疲れちゃう。
（泣）
そんな時は 1 本のボールペンが大活躍。

ミーティングボード

１本３役の優れもの！
吊り下げパックで新発売

増えるリモート・オンライン！

インテリアに馴染む
ウッディシリーズ

スマホ三脚

会議や授業に役立つコミュニケーション サポート商品！

PC の上部空間を活かせる
省スペースのコピーホルダー！

3 パソクリ PC-007 ¥680＋消費税

AD-3700 ¥2,800＋消費税

忘れもの

なし！

A4 4 ポケット（ウオームカラー）

在宅
ワーク

AD-3702 ¥2,300＋消費税

AD-3701 ¥2,300＋消費税

A4 4 ポケット（クールカラー）

スペース
有効活用

仕事に必要なものをサッとまとめて
スマートに移動できるバッグ。

10 デスクデスクバッグ L FINN-7702 ¥1,500＋消費税
11 デスクデスクバッグ S FINN-7703 ¥1,200＋消費税

毎日をもっと
楽しく快適に！

おうち時間
をどう過ごす？
写真がキレイ！

高透明ポケット

限られたスペースでの作業では、
書類を立たせて収容すればスッキリ整理整頓できます。
12 シスボックス＜タテ型＞ SBX-85 ¥900＋消費税
13 シスボックス＜フリー＞ SBX-87 ¥900＋消費税

組み合わせ自由自在 !!

入れたいサイズに合わせて 5 種類。

おうち
時間

商品情報

24 グラン ブロックケース
& デスクトレー

＜SS＞ GRN-5650 ¥280＋消費税 ＜M＞ GRN-5652 ¥500＋消費税
＜S＞ GRN-5651 ¥360 ＋消費税 ＜L＞ GRN-5653 ¥750＋消費税
＜デスクトレー A4＞ GRN-5654 ¥1,300＋消費税

おうち
時間

おうち
時間

この際、一気に写真整理。
大迫力の見開き 12 枚収容アルバム。
大量収納に適したタイプも品揃え！
20 21 フォトアルバム＜高透明＞

¥2,200＋消費税
KP-126 ¥1,300＋消費税

L 判 480 枚収容 KP-4806
L 判 240 枚収容

会えない分
心を込めて手作りしたい！
22 スクラップアルバム ALDECO ミニ

¥1,250＋消費税
クラフト台紙 8 枚（16P） XP-3708 ¥1,250 ＋消費税
ブラック台紙 8 枚（16P） XP-3818 ¥1,250 ＋消費税
クリーム台紙 8 枚（16P） XP-3808

家中に散らかりがちな DM、トリセツ、領収書 etc.
色別分類可能なレインボードキュメントケースなら
どこに何を入れたか一目瞭然。
25 アドワン レインボー ドキュメントファイル

¥700＋消費税
¥600＋消費税
A4 サイズ（12 仕切 13P）AD-2212 ¥1,000 ＋消費税
長３サイズ（12 仕切 13P）AD-2213

クーポンサイズ（12 仕切 13P）AD-2214

