
※シュレッダーの対策レベルとコストは、選ばれる
　機種によって異なります。

※写真は、
　早撃ちケシポン
　［ピンク］です

※写真は、
　極美 kiwami［F6］です

最高
コスト
「マイナンバールーム」

入口での入退室管理を始めとし、室内でのキャビネ
ットの開閉もICカード等で履歴を管理。
鉄壁のマイナンバー対策といえばこれの事。

低
コスト
「セキュリティスタンプ　ケシポン」
個人向けのお手軽なセキュリティといえばこちら。
住所や名前の上に押すと、不規則でランダムな文
字のスタンプで隠してくれる優れもの。
インクの濃い薄いに左右されるところがあるので、
目の荒いシュレッダーとあわせてどうぞ。

「フォーティーゲート」
インターネットのセキュリティは挙げだす
ときりがないのが現実。でも、フォーティ
ーゲートなら色々考えなくても大丈夫。
この一台を導入すれば変わりゆくネット
社会にあわせたセキュリティ対策が可能。

高
コスト

「静脈認証装置」
コンピュータの不正使用を防ぎ、個人
情報の盗難を守る事ができます。

低
コスト

「ポートセキュリティ」
パソコンを扱う上で気をつけないといけないのは盗難
やデータ持ち出しのリスク。こちらの商品は物理的に
パソコンのUSBポートを塞ぐ事ができるので、難しい
事を考えなくても導入可能です。塞いだ穴は専用部品
で取り出し可能です。ご安心を。

低
コスト

「シュレッダー　極美～kiwami～」
機密文書の情報漏洩を防ぐ事が目的のシュレッダー
だからこそ、セキュリティレベルは重要なポイント
です。このモデルは、ドイツ規格協会が制定するセ
キュリティレベルの最高レベルの機体です。

低～高
コスト

「キーボックス」
「マイナンバールーム」のような立派な部屋を作る
コスト＆場所がない方にはこちら。
ICカードで鍵の出し入れを管理できる優れものか
らアナログに鍵の出し入れをするものまで種類は
豊富。会社のセキュリティ方針に合わせてチョイ
ス可能です。

低～中
コスト

　「もっと我々の事を知ってもらいたい」「もっと文具を好きになって欲しい」こんな
気持ちが強くなり全面カラーでリニューアル発刊となった正美堂ニュース。新たなメ
ンバーとして編集部に新入社員を迎え、２ヶ月に１度、お役立ち情報や文具の雑学、
そして弊社のちょっとした裏情報をご紹介していきます。
　皆様に楽しんで読んで頂く事が我々の原動力なのだと改めて思い出す事ができまし
た。この気持ちを大切にし、今後の本誌作りを進めていこうと思います。厳しいご意見・
温かいご意見募集しておりますので、何卒宜しくお願いします。

少数派だけど、ドクターグリップを一番使っている理由は？
この業界に入って初めて使ったペンがこれ!!　あまりの滑らかさに感
動したのが記憶に残っています。その感動をお客さんにも味わって
欲しいという気持ちを忘れないよう、このペンを使い続けています。
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正美堂スタッフが一番よく使っているボールペンを調査せよ！

三菱鉛筆 ジェットストリーム　76%

パイロット ドクターグリップ　8%
その他　16%

マイナンバー導入開始！　「保管＆廃棄」にプラスワンで安心を！

正美堂ニュースが、
　　装い新たにカラー版でリニューアル！

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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情報の盗難を守る事ができます。
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FOR OFFICE AMENITY
正美堂ニュース

マイナンバー制度の運用が今月から開始されました。
「給与」「会計」「人事」など、この制度に関係が深い担当者の方々は、
昨年から着々と準備を進めてこられたことと思います。
事業所では自社の従業員の皆さまに加え、お金のやりとりがあっ
た人すべてのマイナンバーを集める必要が生じます。その管理の
方法について「さらに安全な方法があるならば、知りたい。」と

思っておられる方のために、プラスしてもらうことでちょっぴり
安心できるかも？ という商品特集を組んでみました。
マイナンバーの取り扱いは、「利用・提供・収集」と「保管・廃棄」
に大別できます。ここでは、物理的・技術的に解決できそうな「保
管・廃棄」に焦点を当て、安全な保管と確実な廃棄に役立つ商品
と使い方をご紹介いたします。

Discover
......

Renewal...!!
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日本にチョークが輸入された時期は？
①

江戸時代
②

明治時代
③

大正時代
④

昭和時代 正解はウラ面へ！問題編

三菱鉛筆のジェットストリームが正美堂社内では圧倒的シェア！
このペンについては、多くを語るよりも実際使ってもらうと人気
の理由はご納得いただけるはず。インクの減りが他より少し早い
けど、これ以上のペンにはこれから先、出会えないかも。



　“週末ラーメン屋めぐり” を趣味としてい
る私は、時間を見つけては嫁と２人で新しい
お店を探して、いつもあちらこちらへ行って
います。社内では（あくまで社内の話です）
ラーメン通として一目置かれる存在です。
　そんな自称ラーメン通の私が、今回ご紹介
させていただくお店は「鶴武者」（阪急西院
駅から徒歩数分）。このお店を知ったきっか
けはたまたまHPを見たことです。こってり
系のラーメンを愛する私は、いかにもこって
りな見た目に一目惚れ。気が付けば店の前に
いました。
　食べてみてわかった事ですが、実際はあっ
さり系でした（笑）　しかし、それは良い意
味での裏切りでした。「あっさり系ってこん
なに美味しいんや……。」と強烈に印象付け
られたことを今も思い出します。「つるつる」

「むしゃむしゃ」と食べられるのが由来の店
名に恥じない、繊細であっさり優しい味のス
ープなので、女性でもうっかり飲み干してし
まっているかもしれません。さらにもう一
品！　ぜひとも一緒に頼んで欲しいのが「炙
りチャーシュー丼」です。ラーメンにのって
いるレアチャーシューとは違い、炙る事でま
た違った存在感が出ています。だから、飽き
ずにガッツリ完食間違いなしです。ぜひ、ご
夫婦・カップルでどうぞ。

皆さまはご存じでしょうか？ 正美堂四条店
（本店）が文具店として営業していることを。
１階売り場は筆記具などのパーソナル文具
を中心として、お子様向けの文具の取り扱
いもございます。２階売り場はビジネス向
け。伝票・帳簿やタイムレコーダー・プリ
ンター用紙などを取り揃えています。

そして、毎月8のつく日は大変お買得な「サ
ンクスデー」。なんと！ 店内表示価格の20
％OFF ！（但し一部の商品は除きます）
お近くにお越しの際には、ぜひお立ち寄り
ください！ お買得品や見ているだけで楽し
い新製品をチェックしてみてくださいね。
スタッフ一同、心よりお待ちしております。

お好きな文具から、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。
……あなたの「好きな文具」は何ですか？……
もしかすると、自分では自覚していない願望や長所、
短所、心理状態などが隠れているかもしれません。
以下から好きな文具を選び、それぞれの運勢に
ついての説明をお読みください。

【アクセス】
●阪急線・大宮駅下車：西へ徒歩5分
●市バス・壬生寺道停留所すぐ
※お車の方は四条大宮の交差点より西に進
み1つ目の信号を超えた北側

◀旧正美堂ニュースの頃に一度掲載させて
いただいた、私のラーメン紹介。リニュ
ーアルという事で編集部から要望を受け
ての二度目ですが、お楽しみいただけた
でしょうか？　反響次第では、３度目に
お会いする事があるかもしれません。ま
た、私が訪問させていただいた折には、
オススメラーメンをお気軽にお尋ねくだ
されば幸いです。

こってり派も納得！ 優しいけど強烈な印象のあっさり系ラーメン

SYOBIDO  STAFF  COLUM
N   01

STAFF

編集後記

荻谷　孝昭　四条店 営業部

ペンシル正美の

新しく始めたことは、なめらかな滑り出しで順調です。
恋愛運は最高。手紙を書くと2人の距離はグッと近づ
くことでしょう。ラッキーアイテムは、マグカップ。

ボールペンがお好きなあなた……

これまで会ったことのないタイプの人と出会いがたく
さんありそう。価値観が合わない相手は、さらっとか
わすのが正解。ラッキーカラーは、レモンイエロー。

ふせんがお好きなあなた……

ちょっとした悩み事や心配事が解消しそうな運勢で
す。普段よく使っている場所を整理整頓するとツキが
巡ってきます。ラッキーフードは、クリームシチュー。

クリップがお好きなあなた……

──信じるか信じないかは、
　　　　　　　あなた次第です──

改めてご紹介します  ──正美堂本店はこんなお店です──

正解は、②明治時代。大阪の雑貨商で杉本富一郎という人が明治６年に始めて輸入しました。石膏製の
チョークだったようです。（正美堂スタッフの正答率は62％でした。）

待望のカラー刷り!!  色があると伝えられる物事
の幅が増えるように感じます。カラー刷りに負
けない本誌作りを目指します。（上垣内）

復活したニュースレターに再び編集者として
参加できてうれしいです。楽しんで読んで頂
けるような記事を書いていきたいです。（高梨）

ニュースレターの担当をさせて頂くことになりま
した。初めてなので緊張と不安で一杯ですが、精一
杯頑張りますので宜しくお願い致します。（上谷）

祝★ニュースレター復活！
これを読んで頂いて少しでも正美堂を知って
貰えたら嬉しいです。（茶木）

編集・発行

四条店

伏見店

株式会社 正美堂
〒604-8804 京都市中京区壬生坊城町25
TEL：（075）841-4371　FAX：（075）811-6590　

〒612-8044 京都府京都市伏見区丹後町711
TEL：（075）601-5235　FAX：（075）601-5238

──今後ともよろしくお願いいたします

文具検定に
トライ！ 解答編
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正美堂本店はココ！

四条大宮

綾小路通

仏光寺通
壬生寺

お好きな文具から、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。
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