新製品発表！/ 新製品コンテスト
出展社名

ナカバヤシ㈱

メーカー：URL

https://www.nakabayashi.co.jp/

(製品名)

浮世絵ステーショナリー

(製品名)

ファセット（万年筆）

製品画像貼り付け

葛飾北斎、東洲斎写楽、歌川広重、喜多川歌麿の作品を
採用
した「浮世絵ステーショナリーシリーズ」です。
万年筆と相性の良い「プライム高級筆記用紙」を使用し
た、
レターセット・グリーティングカード・A5ノートな
ど。
文具ソムリエの石津 大氏がプロデュース。
(製品名)

段ボールベッド

宝石のような輝きが美しい万年筆「ファセット」。
中のインクが見えるクリアや華やかなクリアブルー・
レッド・グリーン、クールなブラックなど幅広く揃えて
います。
ニブ(ペン先)はドイツ製を採用。

(製品名)

防災セット（帰宅用・待機用）

製品画像貼り付け

製品画像貼り付け

約5 分で簡単に組み立てられる「段ボールベッド」。
パッケージサイズは宅配便で発送可能な、160 サイズ
に適合していて、ベット使用時はプライバシー確保の
パーティション（目隠し）としても有効活用できます。
マットは、両サイドをくぼませた構造により、ベッドか
ら立ち上がる際に、立ち上がり易くしました。

A4サイズのファイルと同じサイズで、オフィスの書庫
や引き出しの中にぴったり収まる、備蓄用の防災セッ
ト。
自宅への帰宅を支援する「帰宅用セット（黄色）」、
オフィスでの一時待機の際に役立つ「待機用セット（赤
色）」の2種類です。

(製品名)

アクリルパーティション

(製品名)

折りたたみモバイルパーティション

製品画像貼り付け

製品画像貼り付け

対面での接客、作業時などに使える透明「アクリルパー
ティション」です。
開口部を3段階の高さ(0cm・5cm・15cm)に調節がで
き、書類や段ボール箱の受け渡しなど、状況に合わせて
飛沫感染対策を施せます。
別売りのサイドパネル2枚タイプを組み合わせることに
より、横からの飛沫にも対策できます。

広げて立てるだけで簡単に使用できる、飛沫感染対策用
「折りたたみモバイルパーティション」です。
折りたたみ時は薄く、収納や携帯に便利です。使用する
際は、4面をコの字型に広げて立てるため、横からの飛
沫にも対策できます。
光を通すシボ入り半透明素材だから、圧迫感なく視線を
遮ることができ、人や物の存在が感じられるパネルで
す。

(製品名)

段ボール頭巾

(製品名)

段ボールパーティション

製品画像貼り付け

製品画像貼り付け

火災などの緊急時や、災害避難時に頭部を守る「段ボー
ル頭巾」です。
着火しても燃え広がらない防火薬液を塗布したダンボー
ルを使用し、防炎機能を備えました。
頭部保護パッドをセットするとスリーブ部分が頭の形状
にフィットし、安定して装着できます。
ストラップは、3段階の調節が可能で大人から子供まで
使えます。

周囲からの視線や、床から舞い上がるチリやほこりを遮
ることができる、高さ1.5メートルの「段ボールパー
ティション」です。
避難所等でのプライバシーを確保でき、様々な設置に対
応します。
設置ベースと上部クリップで安定した設置ができ、T字
連結も可能です。
外箱もパーティションとして利用可能。

(製品名)

段ボールシューズラック

(製品名)

段ボールトイレセット

製品画像貼り付け

製品画像貼り付け

避難所入口などで、履物の散乱を防ぐ「段ボールシュー
ズラック」です。
左右にスライドできる棚板で、長靴やブーツなどを置く
こともできます。
組み立て、分解も工具不要で簡単です。

工具不要で、約3分で組み立てられる、「段ボールトイ
レセット」です。
臭気の飛散を防ぐ開閉式のフタ付きで美観にも配慮しま
した。
使用する際に便利な（排便袋 5個・抗菌性凝固剤5個・
ポケットティッシュ5個）が付いています。

(製品名)

フェイスガードE

(製品名)

足踏み消毒ポンプスタンド

製品画像貼り付け

製品画像貼り付け

対面作業時の感染リスクを軽減「フェイスガードE」。
大型の透明PETシートで顔面をガードします。
ベルト部はPETシート一体型なので汗などの汚れの
浸透を防ぎ除菌清掃も可能です。
また、10段階のサイズ調整ができるベルトフック部は、
斜めスリット構造により自然な角度で装着できます。
内側には、30mmのクッションパッド付で、
顔への圧迫感を軽減し長時間作業を配慮しました。

商業施設やオフィスの入口に「足踏み消毒ポンプスタン
ド」。
ペダル仕様で、ポンプに直接触れないから衛生的。ポン
プの高さに合わせて台の高さを調整できます。
お買い物などで両手が塞がっているときでも、噴射でき
ます。
ポンプの設置や交換も簡単に行えます。

(製品名)

パーソナルシュレッダ ダストレス（マイクロカット）

(製品名)

製品画像貼り付け

細断くずや紙粉の散乱を防止する「パーソナルシュレッ
ダ ダストレス(マイクロカット)」。
新開発のドア連動開閉式排出口の採用により、細断くず
や紙粉の散乱を最大限に防止します。
また、細断くずが直接ごみ袋に入るので、 面倒な細断く
ずの処理が簡単にできます。
(製品名)

ゲーミングチェア

パーソナルシュレッダ

ノイズレス

スリム

製品画像貼り付け

静かな環境で使えるノイズレスシュレッダ。
超静音約50dB（無負荷時）。
プライバシーの漏洩もこれで安心。
細かく刻めるハイセキュリティータイプ。
CD、カードもOK。

(製品名)

パーソナルシュレッダ

ノイズレス

製品画像貼り付け

製品画像貼り付け

最大 135°多段階リクライニングが可能な「ゲーミン
グチェア」。
頭部をサポートするヘッドレスト&上下可動式ランバー
サポートを搭載。 7 段階高さ調節可能な上下昇降肘付
き。
ゆったり休める背もたれで、休憩や仮眠もできます。
ゲームやPC作業の多い方、在宅勤務にも快適な座り心地
です。

静かな環境で使えるノイズレスシュレッダ。
耳障りなモーター音をカットした超静音約48dB（無負
荷時）
連続10枚細断で作業時間が短縮できるクロスカットタイ
プ。
連続使用（定格時間）約15分。

(製品名)

浮世絵インク 歌川広重・喜多川歌麿

(製品名)

浮世絵アルバム

製品画像貼り付け

製品画像貼り付け

高級筆記具ブランド「TACCIA」から、歌川広重、喜多
川歌麿の作品をテーマにした「浮世絵インク」。
文具ソムリエの石津 大 氏がプロデュース、カラーコン
サルタントの松本 英恵 氏がカラー監修を担当。

葛飾北斎、歌川広重の浮世絵をテーマにした、
「浮世絵アルバム」。
100年台紙を使用したブック式フリーアルバム、ミニポ
ケットアルバム、チェキ・カード用ポケットアルバムの
3種。
文具ソムリエの石津 大氏がプロデュース。

(製品名)

万年筆用インク(水性染料)すなおいろ・インクミニボトル
20ml・3コセット

(製品名)

学習用撮影顕微鏡900セット

製品画像貼り付け

製品画像貼り付け

“初々しさ”をコンセプトにした万年筆インク。
「すなおいろ・インク」のミニボトル20ml・3色セット
です。
ベーシックな青色系、趣のある渋色系、かわいい色合い
赤色系がそれぞれ3コセットになっています。
パッケージには、万年筆画家 サトウヒロシ氏による、当
インクを使用したイラストを採用。

スマートフォンアダプタが付いて、写真撮影が出来る、
「学習用撮影顕微鏡セット」。
顕微鏡本体の総合倍率は、100倍、450倍、900倍の3
段階切り替えができます。
撮った写真は「自由研究提出セット（別売）」に貼っ
て、
学校に提出しよう!

(製品名)

自由研究提出セット

(製品名)

ことりっぷ付箋

製品画像貼り付け

製品画像貼り付け

アルバム台紙だから、ノリやテープ不要で、写真や図を
自由にレイアウトできる「自由研究提出セット」。
貼ってはがせて、直接書き込める『かける〜の台紙』3
枚とL判写真や図が入れられる透明ポケット付きの表紙1
組。
「学習用撮影顕微鏡セット」で撮った写真を貼って、学
校に提出しよう!

女性に人気の旅行ガイドブック「ことりっぷ」とコラ
ボ。
旅先でも普段使いにも使えるかわいいアイテムを揃えま
した。
のり面が多くて はがれにくく、持ち運びにも便利なブッ
ク型。本文は、2種類のフリーメモ、マンスリー、
ウィークリー、To-Doリストの全5種。
ことりっぷアルバムやノート のデコレーションにも使え
ます。

(製品名)

ことりっぷアルバム（かける～の台紙）

(製品名)

ことりっぷアルバム（ポケットアルバム）

製品画像貼り付け

製品画像貼り付け

女性に人気の旅行ガイドブック「ことりっぷ」とコラ
ボ。
いろいろな筆記具で、直接コメントも書き込める「かけ
る～の台紙」を採用したアルバムです。
見返しにも書き込めるので、旅先でのスタンプを貼った
り、
旅行の記録を書き込んだりできます。
はさみで、カットして使えるタイトルカード付きです。

女性に人気の旅行ガイドブック「ことりっぷ」とコラ
ボ。
写真を手軽に収納できるミニポケットアルバムです。
L判写真の他に、ポストカードやチケットも入れられま
す。
見返しにも書き込めるので、旅先でのスタンプを貼った
り、
旅行の記録を書き込んだりできます。
思い出を書き込んで収納できる、デザインカード4枚付
きです。

(製品名)

ことりっぷチケットファイル

(製品名)

ロジカル×ことりっぷ の旅ノート

製品画像貼り付け

製品画像貼り付け

女性に人気の旅行ガイドブック「ことりっぷ」とコラ
ボ。
お出かけに便利なかわいいチケットファイルです。
旅行はもちろん、映画や舞台など色々なチケットをまと
めてすっきり収納。
大切なチケットの折れや汚れを防ぎます。
マスクも入るサイズです。（※抗菌機能はありません）

女性に人気の旅行ガイドブック「ことりっぷ」とコラ
ボ。
「ことりっぷ」と同じA5変形サイズのノートです。
本文は見開きの左側にスタンプ集めやスケッチに使える
無地、右側に旅行の行程表や図の記入に便利なロジカル
罫を採用し、旅行の思い出まとめに活用できます。
扉ページには、タイトルページ、チェックリスト、方眼
ページ、メモページ付き。

(製品名)

デイリーダイアリー

2021

(製品名)

紙製ホルダー

レインガード紙仕様

製品画像貼り付け

製品画像貼り付け

人気のロジカルダイアリーに、壁掛けカレンダーとして
使える
マルチユースタイプが登場。
文具ソムリエール 菅 未里さんと共同でデザイン・仕様
を開発
した「ルボンダイアリー」も新発売。
ルボンダイアリーのインスタグラム更新中↓
https://www.instagram.com/levent_diary/

製品もパッケージも紙100%!プラゴミが発生しない「紙
製ホルダーレインガード紙仕様」。
紙製なので、ペンの種類を選ばずにホルダーに直接書き
込めます。水をはじく撥水紙製で、大切な書類を守りま
す。

(製品名)

ロジカル・ペーパーリングノート（FSC認証）

(製品名)

ロジカル・Ｔラインノート

製品画像貼り付け

製品画像貼り付け

100%紙製で、綴じ具ごと資源としてリサイクルできる
環境配慮製品、FSC®認証品「ロジカル・ペーパーリン
グノート」。
樹脂を含まない100%紙製のため、丸ごとリサイクル可
能。
用紙と綴じ具を分別廃棄する必要がありません。 また記
入する際には金属製リングと比較して紙製ならではの優
しい手触りです。

斜めから照明を当てるとロジカル罫のガイドラインが現
れる
「ロジカル・Ｔラインノート」。
本文用紙に白いガイドラインが入っていて、斜めから照
明を当てると光が反射して縦横にガイドラインが浮かび
上がり、記入時のガイドとして使用できます。
照明を外すとガイドラインが見えにくくなり、読む時に
気になりません。

(製品名)

ぺんコッコ

(製品名)

SEED「Radar」ヨゴレ＆インキ落とし

製品画像貼り付け

製品画像貼り付け

ペン先だけでしっかり支える1本用ペンスタンド
「ぺんコッコ」。
お気に入りのペンの指定席に!
細い鉛筆から太い多色ペンまで、いろいろ挿し込めま
す。
インクがついても、ウェットティッシュで拭けば、きれ
いになるので、お手入れも簡単!

ペンタイプで手軽に落とせるヨゴレ＆インキ落とし
「SEED Radarヨゴレ&インキ落とし」。
テープをはがした後の粘着剤の残りや、小物についたイ
ンキ、
手垢などを手軽に落とせます。
本製品は、寺西化学工業株式会社と株式会社シードの
コラボレーション製品です。

(製品名)

CAPOTTO

(製品名)

haconia卓上トレー

製品画像貼り付け

製品画像貼り付け

重ねてスッキリ広げて見やすい、ペンスタンドと
デスクオーガナイザー「CAPOTTO」。
プラスチック使用量を約30％削減した「減プラ」商品で
す。
インテリアに馴染む、マットな磁器風仕上です。

スライド式の卓上トレー「haconia」。
卓上で筆記具や書類を入れたり、玄関で郵便物や定期券
などを
収納できます。
内側にレールがあり、それぞれのトレーをスライドさせ
て
使うことができます。
シックな色合いと100％紙で作られた温かさで様々なイ
ンテリアになじみます。

(製品名)

キャリングバックパック

(製品名)

極薄アルミUSB変換ハブ【STIX】シリーズ

製品画像貼り付け

製品画像貼り付け

大きく開いてしっかり収納「キャリングバックパッ
ク」。
11個のポケットでガジェット類をすっきり仕分け収納で
きます。
15.6インチまでのノートPC、11インチまでのタブレッ
トも入る収納ポケット付き。
背面ポケットは、長財布が入るサイズで貴重品の収納に
便利です。

「極薄アルミUSB変換ハブ【STIX】シリーズ 」
持ち運びしやすい、極薄極細で、強靭なアルミボディの
USBハブ。不足しがちなポートを増やせます。
Type-CのPCにUSB(A)の機器を変換接続します。
ノートPCで使いやすい7cmケーブル。
microSDカードリーダー付きタイプもあります。

(製品名)

無線静音5ボタン BlueLED エルゴノミクスマウス

(製品名)

ラウンドキーキャップUSB有線テンキーボード

製品画像貼り付け

長時間操作しても疲れにくい、
「無線静音5ボタン BlueLED エルゴノミクスマウ
ス」。
約51°の傾斜をつけた、エルゴノミクスデザインで
手首のねじれを軽減します。
全てのボタン・ホイールを静音化、SPEEDボタンを押
す度に
ポインター速度が3段階に切り替わります。

(製品名)

高速スクロールマウス[神速]シリーズ

5ボタン

押しやすいラウンドキーキャップの
「ラウンドキーキャップUSB有線テンキーボード」。
スタンダードなカラーとパステルカラーのラインアッ
プ！
隣り合うキーに指が触れにくいキーピッチ。
ケーブル長約75cm。接続できるポートが反対側にある
場合でも快適に操作できます。

(製品名)

ミラー付きコンパクトファン

製品画像貼り付け

製品画像貼り付け

高速スクロール機能を搭載「高速スクロールマウス[神
速]シリーズ 5ボタン」。
ホイールが一気に回転する高速スクロール機能を搭載。
Excel、PDF、ウェブサイトを快適に閲覧できます。
ホイールを押すだけで高速、通常それぞれのスクロール
モード
へ切り替わります。
ホイールから指を離すことなく切り替えられ、非常に効
率的です。

「ミラー付きコンパクトファン」毎夏、大人気のUSB扇
風機に、女子にうれしいミラー付きが登場。猛暑日で
も、涼しく身だしなみチェックできる!
風量は3段階に調節可能。USB充電式。
LEDイルミネーション機能付き。
ハンズフリーで使える ネックストラップ付きで携帯に便
利です。

