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オフィス家具部門

文具部門

文具検定に
トライ！

ホームページもぜひご覧ください　http://www.syobido.jp/ 京都　正美堂 検索
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『大学ノート』の由来は
何でしょう？

正解は
ウラ面へ！

問題編
①大学教授のすすめで作って販売されだした ②大学生くらいしか買えない程高価だった

③「大いに学べ」という意味で名付けられた ④「大学ノート」「高校ノート」というように学校別にノートがあった

FOR OFFICE AMENITY

360°揺れる椅子

KOKUYO オフィスチェア

～ ing ～～ ing ～

実際に座らせてもらっての感想は、バランスボールプラス椅子……。
想像している以上に滑らかに動き、想像している以上に安定する。想像
以上の椅子でした。
座って体感してもらえればご理解いただけると思います。

興味のある方は、ぜひ弊社までお問い合わせください。

KOKUYO
テープカッター
〈カルカット〉
（クリップタイプ）

近年マスキングテープは、ラッピングや手
帳のデコレーション、付箋の代用など使用
用途が広がっています。ユーザーが抱える
不満点として、「手でキレイに切れない」と
いうものがあります。専用のテープカッタ
ーもあるのですが複数のテープを利用する
にはめんどくさい……。
こちらの商品ならクリップのように挟むだ
けでセット完了なので簡単。
カルカット刃を採用しているのでまっすぐ
キレイに切れます。

皆さんは「ケシポン」をご存知ですか？
10年前に個人情報保護スタンプとして登場
した「ケシポン」。錯視効果のある独自の文
字パターンで累計1200万個販売された大ヒ
ット商品です。そのケシポンから新作!!
名前の通り「ダブル＝2重」「ガード＝護る」。
従来の文字パターンに加えて糊でくっつく
ことで究極の隠蔽性能を実現。
安心を追求した個人情報保護ツールです。

「書きやすくなる」「軽くなる」など、少しずつ変化をしていく文房具。中には「消える」ボー
ルペンのような画期的な変化もあるから面白い。

プラス
両面テープ
ケシポン
ダブルガード

隠して貼って２重に守る！
マステのカットが簡単♪ 女性のための

大人クラシカルなボールペン

ぺんてる
エナージェル クレナ
エナージェルは、2000年に発売されてその
書き心地や速乾性が人気のボールペンブラ
ンドです。主に働く男性をターゲットとし
てつくられてきましたが、今回デザインを
女性向けにして登場。

皆さんは「ケシポン」をご存知ですか？

両面テープ

ダブルガード 書き心地や速乾性が人気のボールペンブラ

2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 
これが流行る！

長時間の着座は、肩こりや運動不足といった健康問題
や、知的創造性を低下させる原因という認識が拡がっ
ています。現在のオフィス家具のトレンドは「座らない」
で仕事をする昇降デスクが主となっており、実際に多
くの企業様が導入を検討しておられます。

そんな中、新しい流行を生
み出す商品が登場しました。
これまでの「座らない」では
なく「座りながら」長時間着
座を解決するという切り口の
商品です。



編集後記 ── 編集担当者よりひと言　

……あなたの「好きな文具」は何ですか？……
あてはまる文具を選び、それぞれの運勢につい
ての説明をお読みください。

17歳からサーフィンを始め、学生時代は年間200日近くを海で過ごし、初日の
出を雪の砂浜で迎えることが恒例でした。そんな私も気が付くと、社会人にな
って38年、振り返れば仕事中心の人生。お客様とも２世代目３世代目にわたっ
てお付き合いをさせて頂いております。今年で62回目の初日の出を迎えます。

一秒の言葉

疲労回復‼ コーヒーや紅茶をより効果的に飲むちょい足しレシピ

SYOBIDO  STAFF  COLUM
N   09

STAFF 大野　維大
伏見店　営業部

人間関係が順調にいく時期。あなたをサポートしてくれ
る人が現れるかも。仕事や学業の場での活躍が期待でき
そうです。ラッキーカラーは、レモンイエロー。

あなたの望む方へと物事は進んでいきそうです。目標が
あるなら実現のチャンスの時！目指すものにひたすらつ
き進みましょう。ラッキー家電は、ドライヤー。

物事を効率よく的確に進めていかなければいけないよう
です。自分にとってのメリットや見返りを期待し過ぎな
い方が吉。ラッキーフードは、でっちようかん。

正解は、①。「大学ノート」が出来たのは明治17年（1884）に現在の東京大学前の松屋という文具店が、海外から帰国し
た大学教授のすすめで作って販売したのが最初だといわれています。（正美堂スタッフ正答率＝●●％）
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文具検定に
トライ！ 解答編

こんにちは、四条店の藤木でございます。入社して昭和・平
成・来年の？？どうやら３つの元号にまたがって仕事をする
事になりそうです。気持ちは「永遠の斬り込み隊長」何かござ
いましたらお気軽にお声掛け下さい。素早く参上致します！

ご朱印

STAFF 藤木　公二
四条店　営業部
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皆さんもご朱印集めてられますか？ 私の担当するお客様がとて
も綺麗な金襴生地を用いて膨らし表紙に仕上げた高級感あるご
朱印帖を製造されているのを間近で見ていて、「私も集めて見よ
うかな？」と思ったのをきっかけにご朱印集めを始めました。私は
京都に生まれ育ち、数々の神社寺院がある中で、まずは１ページ
目のこだわりで伊勢神宮・外宮より昨年の初詣からスタート致し
ました。ご朱印にも様々な種類があり、達筆で迫力あるものや、
シンプルで飾り気のないもの、可愛い動物入りなど個性豊かでバ
ラエティに富んでいるようです。私もまだまだ集まっておりません

が、全国の神社寺院を訪ねては歴史と
素晴らしさを学び肌で感じて、各地で
の思い出と授かった「一生の宝物」と
して大切にしていきたいと思っており
ます。お勧めのご朱印がございました
らご一報下さい。

先日、孫娘の日曜参観に行き、道徳の授業を見る機会
がありました。その授業で、ある詩の朗読を聞き、深
く感動し共感いたしました。日頃なにげなく使ってい
る言葉の中にいろいろな「思い」が潜んでいるのだと、
改めて知ることができました。その言葉が、「一秒の言
葉」小泉吉宏さんの詩にあります。この詩の朗読を聞き、
私自身この「一秒の言葉」にある様々な「思い」を改
めて知ることができました。日常的によく使うさりげ
ない言葉で、言う人の気持ち・聞く人の気持ちを変え
ていく事ができるこの魔法のような言葉を、家族や友
人、会社の同僚やお客様、今まで出会ってきた人、こ
れから出会う大切な人達にぜひ伝えていきたいと思い
ました。これからもこの一つずつの短い「一秒の言葉」
を、ぜひ大切にしていきたいと思います。

万年筆がお好きなあなた……

分度器がお好きなあなた……

出金伝票がお好きなあなた……

あなたの運勢を占う
「ステーショナリー占い」のコーナーです。

▲「京都 伏見 千華帖」にて購入

前回実施しましたアンケート、大変
多くのお客様よりご回答を頂く事が
できました。ありがとうございます。
今後も良い正美堂ニュ
ースをお届けいたしま
すので、宜しくお願い
します。（上垣内）

すっかり寒くなってきました。
今年の冬は色んなお餅のアレン
ジ調理を試してたくさん食べた
いと思います。
（茶木）

最近、顎下までバッサリと髪の
毛を切り、イメージチェンジし
ました。高校生からずっとロン
グヘアーだったので、
見慣れませんが、切っ
て良かったです。
（上谷）

ホットドリンク特集ちょい足しで
疲労回復！

毎日何気なく飲んでいるコーヒーや紅茶にちょっと足すだけでいつもと違う味が
楽しめちゃいます。 その日の気分に合わせてオリジナルドリンクを作ってみましょう！

●「疲れたな～」というときは…
　〈コーヒー×キャラメル〉
なんか疲れたな～と言う時にはキャラメルの甘い風
味でほっと一息！ デスクにストックしておいたキャ
ラメルがあれば一粒コーヒーに入れてみましょう。 キ
ャラメルの糖質で疲労回復効果ありです！

●「集中力アップ」というときは…
　〈紅茶×ジャム〉
集中力を高めたい時にはお気に入りのジャムを紅茶
に入れてジャムの糖質で集中力もアップ！事務所に
何種類かのジャムをストックしておけば毎日味の違
いも楽しめます。

●「お肌の調子が悪くて、落ち込む」というときは…
　〈紅茶×マシュマロ〉
忙しくてお肌の調子が気になる……。そんな時には
マシュマロを２、３個紅茶に入れて、マシュマロテ
ィーのできあがり！マシュマロにはゼラチンが使わ
れているので美肌にうれしいコラーゲンが摂取でき
る女性にうれしいレシピです。

●体を温めて体の中を調えてくれる…
　〈紅茶×ジンジャー〉
紅茶に生姜のおろし汁を入れるだけの簡単レシピの
ジンジャー紅茶。更にはちみつを入れると優しい甘
さが広がります。

オフィスオフィスレシピレシピ vol.2

仕事をしていて、リラックスしたい時、集中したい時、気分を切り替えたい時…などに
適したオフィスでも簡単にできるオススメのレシピを紹介します。

●「眠い」というときは…
　〈コーヒー×チョコレート〉
頭をすっきりさせたい！眠気を覚ましたい！そんな
時には板チョコを！チョコレートにはやる気をアッ
プさせてくれるテオブロミンが含まれています。リ
ラックス効果も期待できるのでイライラやストレス
が溜まった時にもおす
すめの一杯です。

出金伝票
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