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お手伝いします!!

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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５位　珍しい
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１位　飲食物
２位　ポケットティッシュ
３位　筆記具

１位　飲食物
２位　ポケットティッシュ
３位　筆記具

４位　カレンダー
５位　クリアホルダー
４位　カレンダー
５位　クリアホルダー

「もう、折れない。」でおな
じみのゼブラ DelGuardの
パッケージ台紙全面に広
告が載せられます。
オープンキャンパスや卒業
記念品、研修会やセミナー
参加記念にバッチリ。
100個からお作りする事ができますので、
お気軽にお問い合わせください。

万年筆の描き線の太さは、アルファベットで
表示するが、一般的に中字を表す表記は？ 正解はウラ面へ！問題編

①

EF

②

Ｆ

③

Ｍ

④

Ｂ

弊社でも、定番のボールペンから最新文具、いろいろな変わり種商品まで、紙面ではまとまりきらない量を取り扱っております。
今回は、印刷方法にスポットを当てて、いくつかご紹介させていただきます。

ノベルティグッズとは……？

ノベルティグッズの名入れ、印刷方法の違いとは……？

企業が販促・宣伝活動として使う、企業ロゴや商品名・広告等が入った（名入れした）モノのことで、さまざまな種類があります。
どの企業様も、いかにインパクトを与え、自社名・商品名を覚えてもらえるかを考え、悩み、選ばれています。

金や銀などで高級感の
ある名入れが可能

メリット

細かい図柄は
潰れたり、
かすれたりする
事がある

デメリット

半永久的に加工状態を
維持できる

メリット

着色は基本的に
不可

デメリット

立体物や曲面などへの
印刷が可能

メリット

デメリット

ノベルティでもらって嬉しい商品ノベルティグッズ選びで重視する点

・手軽なコスト
・クリアな印刷

メリット

凹凸がある
商材には
不向き

デメリット 素材を選ぶ
  PP製品などは
  剥がれやすく
  なる

幅広い素材への対応が可能な
名入れ印刷の定番 高級感を重視するなら！ 名入れした文字が

ずっと残ります！
どうしても、曲面に

名入れをしてみたいなら！

お気軽にお問い合わせ

くださいね！

彫刻（レーザー彫刻） パッド印刷箔押し

デルガード〈ゼブラ〉
─オリジナル台紙印刷─

デザイン×筆記具

バッグインバッグ〈リヒト〉

実用性×珍しい インパクト×飲食物

バームクーヘン

シルク印刷

コクヨ
ハリナックス

いつもと違った集まりにいつもと違った
ノベルティグッズをとお考えのお客様へ

バームクーヘンに
社名やメッセージ
を入れて贈る事を
ご提案させていた
だいています。
文具、実用品をもら
うのとはまた違っ
た印象を持って帰
ってもらえます。

散らばりがちな鞄の中を整理するのにピ
ッタリなこちらの商品。一度使ってみると
これ無しでは鞄がもてなくなるほどの優
れものです。常に身に
つけてもらえる事が
期待できるので、ノベ
ルティグッズにもぴ
ったりです。

これ無しでは鞄がもてなくなるほどの優

吊下げ名札

スティックのり

※画像はすべてイメージです。

我々取り扱いの
ノベルティグッズに
「飽き」を感じられている
お客様‼
まだまだご紹介できてない
商材が沢山あるので、
今一度お声かけください。

着色は基本的に
不可

ジェットストリーム

スリッパ

証書カバー



……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。

前回のコラムではラーメン屋さん巡りの話をご
紹介させていただきましたが今年はW杯イヤー
ということもありますので、自身のもう一つの趣
味であるフットサルの話をさせていただきます。

久しぶりのユニフォームSYOBIDO  STAFF  COLUM
N   10

STAFF 荻谷　孝昭
四条店　営業部

対人運が低迷中。他人との関係より自分が今やるべきこ
とに集中するといいかも。相手の意見をしっかり受け止
めることが開運のコツ。ラッキーカラーはネイビー。

決断が良い結果につながり、周りからも頼りにされるで
しょう。気持ちに素直になることや、周りと楽しむとい
った姿勢を忘れずに。ラッキーフードは、いちごプリン。

快調運。猛烈アタックが功を奏していろいろな勝利を手
にすることができるとき。このチャンスを上手く使いこ
なしましょう。ラッキー家電は、キッチンタイマー。

──信じるか信じないかは、あなた次第です──

正解は、③。EFは極細、Ｆは細、Ｂは太、BBは極太。この記号は万年筆メーカー各社が使用している一般的な表記です。
メーカーによってはペン先の太さを細かく分類している場合もあります。（正美堂スタッフ正答率＝47％）
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文具検定に
トライ！ 解答編

お客様のお問合せやお困り事に全力投球です。
お客様にとって、最適な商品やサービスをパイ
プ役となり「ありがとう」をやりがいに仕事に取
り組みます。

伝えたいこと ─BBQ─

STAFF 宮代　真吾
四条店　営業部
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ホッチキスがお好きなあなた……

メモ帳がお好きなあなた……

木工用ボンドがお好きなあなた……

ペンシル
正美の

Sweets cafe＆bar 2. es（ツー・エス）

のコーナー

Vol. 6 観光だけじゃ、もったいない！……「奈良にシャレオツカフェ登場⁉」

　今回は、奈良の近鉄大和西大寺駅周辺に最近オープンした「Sweets cafe＆bar 2. 
es（ツー・エス）」というカフェを御紹介させて頂きます。
　昼はランチとカフェ、夜はお酒が楽しめるというスタイルのお店です。
　店内は白基調の明るく綺麗な空間で、落ち着いて過ごせる素敵なお店で、店員さん
も愛想が良く、和気あいあいとした雰囲気
で提供して下さいます。今回私はランチと
して利用させて頂き、店内イチオシの「ト
マトツナクリームのオムライスランチセッ
ト」を注文しました。
　奈良県産の食材も使用されており、卵が
ふわとろでとても美味しかったです。主に
デザートがメインなお店なのでパフェやケ
ーキの種類がとても豊富です。男女問わず
一人でも気軽に料理とデザートとお酒を楽
しめるので、何度でも通いたくなるような
お店です。
　奈良へ観光に来られた際は、是非一度立
ち寄ってみて下さい。

仕事の取引先関係の方にお誘い
頂いて始めたフットサル。かれ
これ３年くらい続けています。
夜10時からなので家を出る時間
になると結構腰が重たいのです
が、ボールを蹴りだすと途端に
体が軽くなるのは不思議です。
先日チームで新たにユニフォー
ムを作りました！ 私にとっては
このチームに入ってから初めて
のユニフォームで、好きな背番号を入れて良いと言われ
たので迷った末、小学生の頃初めて試合の時に貰った背
番号にしました。試合前日に監督から名前が呼ばれ手渡
された時のあの嬉しさと緊張が入り混じった甘酸っぱい
記憶が蘇りました。またこれを着て頑張ります。33歳
まだまだ仕事も遊びも全力で‼

もうすぐ寒い日が終わり、春がやって来ます。
なにか晴れ晴れしい日が続くと外に出たくなります。
そこで楽しみなのがバーベキューです。スーパーで売っ
ている、どこにでもあるようなソ
ーセージやお肉、野菜が、どうし
てあんなに美味しくなるのか‼
 いつもの食卓やお店のテーブル
とは違うなんとも言えない美味
しさと楽しさがあります。
気の合う仲間と一緒に過ごす
バーベキューは最高の時間です。

［福井県高浜町／城山海水浴場／宮津市由良海岸］
海でのBBQがオススメです。
［与謝野町阿蘇シーサイドパーク］
公園もあって臨海地にあってお子様もきっと大喜びです。

編集
後記
編集担当者

よりひと言

本誌で取り上げている「文具検定」ですが、意外と社内の人間で取得している
人がいない……。今年あたりチャレンジしてみよう。　　　　　　　   （上垣内）

最近くしゃみが酷く、目がかゆくてかゆくてたまりません。
とうとう花粉症の仲間入りをしてしまったのでしょうか。　　　　　　   （上谷）

最近漫画を毎週10巻ずつ読んでいます。寝る前に面白い漫画に出会うと、一気
に目が覚めてしまい遅寝に、朝が辛いです。　　　　　　　　　　　　　（茶木）


