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の選び方、教えます！の選び方、教えます！

文具検定に
トライ！
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３つのポイント「用途」「大きさ」「重さ」

用途

大切なモノを

しっかり守る

【性能表示マークの一例】

大きさ 重さ

金庫の寿命

使用用途を明確にしておくことが大切です。
業務のどのタイミングで使用するかによって、
選ぶ金庫は変わってきます。例えば、毎日業務
で使用するなら認証番号をいつでも変更でき
るタイプの金庫が好ましいです。もちろん盗難
のみの対策ではなく、思わぬ火災も想定して
耐火金庫を選ぶという事も忘れずに考えなけ
ればなりません。

外寸をよく確認することが重要！
大きさは「Ｗ（幅）○○×Ｄ（奥行き）○○
×Ｈ（高さ）○○」と表記されています。
金庫はギリギリ置けるスペースに置く
と、その分持ち出しも困難になり、防犯
性UP！
ただし、金庫の扉がしっかり開けるよう
に開閉のスペースの確保が必須です。

建物により構造が異なるので、建物の設
計事務所や不動産業者等に何キロまで
OKか、確認しましょう。

【建築基準法上の積載荷重】
　　　　一般住宅：約180kg／㎡
　　　　事務室　：約290kg／㎡

金庫は大変頑丈に作られているので、数十年経過しても見た目上の劣化
がほとんど分からず、半永久的に使えると思われているかもしれません。
一般的な耐火金庫の寿命は20年と言われて
います。内部を構成する気泡コンクリートに
含まれる水分が気化してしまうことがその
理由です。金庫内にシールが貼られている
ので1998年以前に導入した耐火金庫は一度
買い替えをご検討ください。

鍵の種類とメリット・デメリット

金銭だけではなく、顧客情報や取引先の情報、社員の個人データなど情報の保管も徹底しなくてはならない
現在のオフィス。「どれを買えばいいのか……。」というご相談を受ける事も少なくありません。
今回はオフィス（家庭）での金庫選び方についてご紹介させていただきます。

一般的なシャープペンシル芯の原料は
黒鉛と何でしょうか。 正解はウラ面へ！問題編

①

合成樹脂

②

天然ゴム

③

粘土

④

小麦粉

●耐溶断・耐工具
　防盗試験合格品

性能時間（分）
15・30・60 など

性能時間（時間）
0.5・1・2・3・4 など

コンピューター
ディスク用もある

●一般紙用
　耐火試験合格品

ダイヤル式 シリンダー方式 IC 生体認証（静脈・顔） テンキー式

数字を合わせて開錠 キーだけで開錠可能 ICカードで開錠 超高精度 暗証番号で開錠

防犯性「高」 簡単 社内ICカードとの
連携も可 偽造、なりすまし困難 暗証番号を自由に

設定可能

開錠操作手順が多い 複製されるリスク 紛失に注意 なし 電池切れに注意

特徴

メリット

デメリット

OK? NG?

金庫の 豆知識
一部のフグ、特にトラフグについては猛毒であることから毒のある
部分を金庫のようなものにしまって管理し、適切に処分しなけれ
ばならないと条例で定められている地域もあるそうです。
該当条例が定められていなくても
「ふぐ取扱指導要綱」という形で
規定している地方公共団体もあるそ
うです。

ポイント１ ポイント２ ポイント３

このスペースを
しっかり確保！

金庫



文具をテーマにした「ステーショナリー占い」。
伝説的占い師「ペンシル正美」の変幻自在な扮装も、
前号をもって、10回を迎えることができました。
今回は記念特別編として、お好きな「正美」を選んで
運勢を占っていただきたく存じます。
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STAFF

好きなことに没頭する時
間を持つことが、今後の
活力となりそうです。

積極的に周囲と接するこ
とで、対人関係が充実し
たものになるでしょう。

恋愛面で嬉しい事が起こ
りそう。片思い中の人は
チャンス到来の予感！

今はマイナスに感じてい
ても、気の持ち方次第で
プラスに変わるはずです。

もしも不安や孤独を感じ
ているなら、解放される
日が近いでしょう。

身近にあなたを助けてくれ
る存在がいます。たまには
周囲に甘えてみては？

仕事や学業のほかにも目
を向けると、大きな成長
に結びつく運気です。

理想に近づけないと悩ん
ではいませんか？意欲次
第で運気は好転します。

誰かに伝えたい思いが言
い出せず、モヤモヤした
気持が続きそう。

つまらない見栄や嘘は厳
禁！　現実と向き合うこ
とが開運へのカギです。──信じるか信じないかは、あなた次第です──

編集・発行

四条店

伏見店
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オロヤクドリンク！ 〈番外編〉あなたはどの正美？ 占いオフィスで

みなさん、オロナミンＣとヤクルトを混ぜて
飲むと美味しいのは御存じでしょうか？ ま
た、炭酸と乳酸が一度に胃袋に入ると食欲増
進、疲労回復に繋がると言われており、一部
のゴルフ場ではこのドリンクが実際販売され
ているそうです。
今回は、こちらのドリ
ンクの作り方をご紹介
したいと思います。

●材料（１人分）
□ よく冷やしたヤクルト ………… １本（65ml）
□ オロナミンＣ ……………………１本（120ml）
□ 氷 …………………………………………… 適量
□ グラス ……………… 小さめより大きめのもの

●作り方
①先にヤクルトを１本入れます。

②続いてオロナミンＣを１本入れ、軽くかき混ぜます。

③グラスに氷を入れます　　※氷なしでも大丈夫です

④これで完成です！！！

オフィスオフィスレシピレシピ vol.3

編集
後記
編集担当者

よりひと言

大昔の開かない金庫を開けるテレビ番組が好きです。金塊が出てきた回を見た
ことは無いけどいつもテンション上げて見てしまう。　　　　　　　   （上垣内）

実際にオロヤクドリンクを飲んでみました！意外と美味しかったので、ハマり
そうです。笑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   （上谷）

身長が年々減っている気がします。少しでも背が高いままでいたいので、仕事
中の姿勢に気を付けている今日この頃です。　　　　　　　　　　　　　（茶木）

兵庫県のご当地グルメ（サワディーカー）

最近引越ししました。近くに商店街があり、雨の
日の買い物も快適です。

松川　夏子
四条店　業務部

「雨がピリピリ降っている」という言葉が通じる
方を見たことがありません。方言と分かりつつ
も、これだけはどう言い換えればいいのか分か
りません。

植山　葉子
四条店　営業部

地元兵庫県には播州ラー
メンというご当地ラーメ
ンがあります。織物産業
が盛んだった昭和30年代、
各地からやって来た女性
労働者の口に合うように
と生み出されたほんのり
甘い醤油ラーメンです。
実家にいた頃は袋ラーメ
ンが常備されていました。
驚いたのが、兵庫県でも限られた地域でしか販売されて
いないこと。いつも帰省した際に、親がお土産として持
たせてくれます。心臓が軋みそうなほどこってりしたラ
ーメンが好きで、醤油ラーメンとはあまり縁がない私が
唯一愛食している醤油ラーメンです。見かけたらぜひ食
べてみてください。

わたしがランチタイムに足繁く通う「タイカレーラーメ
ン シャム」をご紹介します。
正美堂四条店より歩いて３分ほどの距離にあるタイカレ
ーラーメン専門店。
スープはレッドカレー・グリーンカレーの２種類から選
ぶことができ、サイズ、具、トッピングも数種の中から
組み合わせ可能です。おすすめは、ベーシックなレッド

カレースープにチキンの
組み合わせ。チキンは低
温調理した超しっとりな
胸肉に、スープはまろや
かだけどスパイシー。
最後まで飲み干すおいし
さです。
近くに来られた際には、
ぜひ食べに行ってみてく
ださい。

ペンシル正美
の
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積極的に周囲と接するこ
とで、対人関係が充実し
たものになるでしょう。

No.6No.6No.5

もしも不安や孤独を感じ
ているなら、解放される
日が近いでしょう。

No.5No.5No.4

仕事や学業のほかにも目
を向けると、大きな成長
に結びつく運気です。

No.4No.4No.3

誰かに伝えたい思いが言
い出せず、モヤモヤした
気持が続きそう。

No.3No.3

No.10

好きなことに没頭する時
間を持つことが、今後の
活力となりそうです。

No.10No.10No.9

今はマイナスに感じてい
ても、気の持ち方次第で
プラスに変わるはずです。

No.9No.9No.8

身近にあなたを助けてくれ
る存在がいます。たまには
周囲に甘えてみては？

No.8No.8No.7

理想に近づけないと悩ん
ではいませんか？意欲次
第で運気は好転します。

No.7No.7

No.2

恋愛面で嬉しい事が起こ
りそう。片思い中の人は
チャンス到来の予感！

No.2No.2No.1

今回は記念特別編として、お好きな「正美」を選んで つまらない見栄や嘘は厳
禁！　現実と向き合うこ
とが開運へのカギです。

占い

No.1No.1

正解は、①。鉛筆芯の材料は黒鉛と粘土。シャープペンシルの細い芯を作るにあたり粘土では限界があり、合成樹脂だと
細くて強度のある芯が作れるそうです。ぺんてるが世界で初めて製品化に成功しました。（正美堂スタッフ正答率＝45％）


