【文具】Ｃ－１
【商品名】

ボードマスター（極太、太字、中字、中字平芯）
メーカー：株式会社 パイロットコーポレーション
【詳細は下記の URL からお願いします。】

【仕様説明】

エコマーク認定商品、グリーン購入法適合商品
カートリッジ式（全アイテム共通）
ペン先交換可能（極太以外）
キャップ式
アイテム ・極太：価格 250 円、太字：価格 180 円、
中字：価格 120 円、中字平芯：価格 120 円
・カートリッジ
・色：ブラック、レッド、ブルー、グリーン、オレンジ
・替芯：太字、中字、中字平芯
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
２、
３、
４、
５、

１、補充が可能なカートリッジ式。カートリッジ容器も再生材を使用。エコマーク認定商品。
２、極太以外はペン先も交換可能。本体自身は長期使用が可能。
従来ホワイトボードマーカーの本体を廃棄した場合とボードマスターカートリッジを廃棄した場合との CO2 排
出量の削減量は約 5 分の 1 になります。（環境省 CO2 排出係数より試算）
【詳細】→http://www.pilot.co.jp/products/pen/sign_marker/board_marker/bordmaster/index.html
【取扱店・購入方法】
【情報元】
有限会社 正木屋商店
〒522-0088 彦根市銀座町 6-3
TEL：0749-22-0030 FAX：0749-22-5776

団体名：有限会社 正木屋商店
担当者：正村 公一
TEL：0749-22-0030 FAX：0749-22-5776

【文具】Ｃ－２
【商品名】

Ｖスーパーカラー（中字丸芯、中字平芯）
メーカー：株式会社 パイロットコーポレーション
【仕様説明】

【詳細は下記の URL からお願いします。
】

１、
２、
３、
４、
５、
６、

エコマーク認定商品、グリーン購入法適合商品
カートリッジ式（全アイテム共通）
ペン先交換可能
キャップ式
アイテム・中字丸芯：価格 120 円、中字平芯：価格 120 円、
・カートリッジ：価格 60 円
・色：ブラック、レッド、ブルー、グリーン、オレンジ、
イエロー、バイオレット、ブラウン
・替芯：中字丸芯 価格 100 円、中字平芯 価格 100 円
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
補充が可能なカートリッジ式。カートリッジ容器も再生材を使用。エコマーク認定商品。
１、ペン先も交換可能。本体自身は長期使用が可能。
従来油性マーカー（スーパーカラー）の本体を廃棄した場合とＶスーパーカラーカートリッジを廃棄した場合と
の CO2 排出量の削減量は約 7 分の 1 になります。（環境省 CO2 排出係数より試算）
【詳細】→http://www.pilot.co.jp/products/pen/sign_marker/oil_based/oil_v_supercolor/index.html
【取扱店・購入方法】

【情報元】

有限会社 正木屋商店
〒522-0088 彦根市銀座町 6-3
TEL：0749-22-0030 FAX：0749-22-5776

団体名：有限会社 正木屋商店
担当者：正村 公一
TEL：0749-22-0030 FAX：0749-22-5776
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【文具】Ｃ－３
【商品名】

油性ツインマーカー
（細太タイプ、丸芯タイプ 細太）
メーカー：株式会社 パイロットコーポレーション
【仕様説明】
エコマーク認定商品、グリーン購入法適合商品
インキ補充式
アイテム：細・太及び丸芯タイプ 細太共に 定価 157 円
色：ブラック、レッド、ブルー、グリーン、ピンク、
ブラウン、バイオレット、イエロー、
（※ライトブルー、ライトグリーン、ライトブラウン
オレンジ）※丸芯タイプでは除く
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
・インキが補充でき、繰り返し使用が可能
・タフで強いチップを使用しており、長く使用が可能
・濃くてピタっと定着するコイピタインキを使用、クラフトテープの上からも筆記可能

【取扱店・購入方法】

【情報元】

有限会社 正木屋商店
〒522-0088 彦根市銀座町 6-3
TEL：0749-22-0030 FAX：0749-22-5776

団体名：有限会社 正木屋商店
担当者：正村 公一
TEL：0749-22-0030 FAX：0749-22-5776

【文具】Ｃ－４
【商品名】

蛍光ペンスポットライター
スポットライター２
【仕様説明】
エコマーク認定商品、グリーン購入法適合商品
インキ補充式、OA 対応
アイテム：シングルタイプ 定価 84 円
ツインタイプ 定価 105 円
色：ピンク、グリーン、オレンジ、ブルー、バイオレット
イエロー、レッド、パープル、クリームイエロー
エメラルドグリーン
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
補充インキで、インキ注入する事により、繰り返し使用できます。

【取扱店・購入方法】

【情報元】

有限会社 正木屋商店
〒522-0088 彦根市銀座町 6-3
TEL：0749-22-0030 FAX：0749-22-5776

団体名：有限会社 正木屋商店
担当者：正村 公一
TEL：0749-22-0030 FAX：0749-22-5776
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【文具】Ｃ－５
【商品名】＜びわ湖の森の間伐材使用＞

kikito びわ湖の森ヒノキ鉛筆
【仕様説明】
価格：1,080 円/10 本セット
（1,00 セット以上の場合の価格はお問い合わせください。
）
材料：びわ湖の森のヒノキ（間伐材使用）
芯の硬度等：六角軸 / B

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
びわ湖の森の間伐材ヒノキを使用した鉛筆です。芯は B になります。クラフトのかわいい筒パッケージに入って
います。

【取扱店・購入方法】

【情報元】

・ヒサダ昭栄堂
・NPO 法人 碧いびわ湖
・ビバシティ彦根 正木屋
・amazon
・STORES. https://kikito-biwakonomori.stores.jp/

団体名：一般社団法人 kikito
担当者：大林 恵子
TEL：080-3862-1438 FAX：0748-27-0550
URL：www.kikito.jp E-mail：info@kikito.jp

【文具】Ｃ－６
【商品名】ReEDEN(リエデン)シリーズ

びわこ文具
【仕様説明】
・びわこテンプレート（ﾃﾝﾌﾟﾚｰﾄｶﾊﾞｰになるﾖｼ紙台紙付）
［税抜 400 円］
・ロクブンノイチ野帳（40 枚・3 ㎜横罫・見返しﾖｼ紙） ［税抜 300 円］
・びわこｸﾘｯﾌﾟ（ｸﾘｯﾌﾟ 5 本・ﾖｼﾒｯｾｰｼﾞｶｰﾄﾞ 5 枚）
［税抜 350 円］
・びわこﾏｽｷﾝｸﾞﾃｰﾌﾟ、しが旅ﾏｽｷﾝｸﾞﾃｰﾌﾟ 幅 12 ㎜×10m 巻 1 本
（びわ湖、滋賀柄のﾃｰﾌﾟ＆ﾖｼﾒｯｾｰｼﾞｶｰﾄﾞ 5 枚）
［税抜 各 350 円］
・びわこふせん（3 柄各 15 枚・ﾖｼ紙台紙）
［税抜 350 円］
・忍者ふせん（手裏剣）（忍び刀）（3 柄各 20 枚・ﾖｼ紙台紙）
［税抜 各 350 円］
・歌かるた箋 （殿 7･姫 7･坊主 1･無人 1 の計 16 枚）
［税抜 250 円］
（他製品と比べて「環境性能が優れている点」）
◇各商品の一部に、びわ湖・淀川水系のヨシ（水質浄化・CO2 削減・生態系の保全などの機能を持つ植物）配合の紙を使
用しています。
◆ヨシによる CO2 回収量：3～15g

【取扱店・購入方法】
・取り扱い店舗（滋賀県内中心）は、弊社 HP
https://www.kokuyo-shiga.co.jp/ にて随時更新しております
・ネット販売（コクヨショーケース）
http://www.kokuyo-shop.jp/shop/top.aspx
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【情報元】
団体名：株式会社 コクヨ工業滋賀
担当者：営業グループ 松宮・村岸・川端
TEL ：0749-37-3611 FAX：0749-37-3686
E-mail：sales_kps@kokuyo.com
HP
：https://www.kokuyo-shiga.co.jp/

【文具】Ｃ－７
【商品名】ReEDEN(リエデン)シリーズ

ヨシノート・ヨシ紙・ヨシ名刺用紙・ヨシ葉書・ヨシ封筒
【仕様説明】
・ヨシノート（普通ヨコ罫 30 枚）
［税抜 150～160 円］
サイズ：A5／セミ B5 各サイズ A・B 罫
・ヨシ方眼ノート（方眼 30 枚）
［税抜 180 円］
サイズ：セミ B5 5mm・10mm 方眼罫
・ヨシ紙（ノーカット 各種プリンタ対応）
［税抜 450～600 円］
（B5 薄口 10 枚）
（A4 薄口 20 枚）
（A4 厚口・最厚口 各 10 枚）
・ヨシ名刺用紙（名刺用 5 枚・50 枚）
［税抜 400～3,000 円］
サイズ：A4 マイクロミシンカット 10 面/枚 各種プリンタ対応
・ヨシ封筒（ 5 枚）サイズ：長 4・長 3
［税抜 360～420 円］
・ヨシ葉書（10 枚）淡／濃
［税抜 300～400 円］
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
◇各商品、中紙にびわ湖・淀川水系のヨシ（水質浄化・CO2 削減・生態系の保全などの機能を持つ植物）配合の紙を使用
しています。
◆ヨシによる CO2 回収量：ノート 3～5g／冊、封筒 26～34g／ﾊﾟｯｸ、葉書 43～67g／ﾊﾟｯｸ
ヨシ紙（ノーカット）48～157g／ﾊﾟｯｸ、ヨシ名刺用紙 78～784g／ﾊﾟｯｸ
※「ヨシ(葦 Reed)の活用は、水の浄化や水鳥・魚などの棲息地保護につながります。この製品はびわ湖・淀川水系のヨシ
を使用しており、その売上の一部をヨシ群落の保全活動に役立てています。」のメッセージを記載しています。
【取扱店・購入方法】
・店頭販売（滋賀県内のコクヨ製品取扱文具店にお問い合わせ
ください。
・ネット販売（コクヨショーケース）
http://www.kokuyo-shop.jp/shop/top.aspx

【情報元】
団体名：株式会社 コクヨ工業滋賀
担当者：営業グループ 松宮・村岸・川端
TEL ：0749-37-3611 FAX：0749-37-3686
E-mail：sales_kps@kokuyo.com
HP
： https://www.kokuyo-shiga.co.jp/

【文具】Ｃ－８
【商品名】ReEDEN(リエデン)シリーズ
A5

ノートブック＜ＲｅＥＤＥＮ
（リエデンカラーズ）

ｃｏｌｏｕｒｓ＞

【仕様説明】

A6

・ﾘｴﾃﾞﾝｶﾗｰｽﾞ ｾﾐ B5（6.5mm 横罫）
［税抜 160 円／冊］
色名：ﾎﾟｽﾄ･野菜ｼﾞｭｰｽ･月･ｷｳｲ･ｸﾛｰﾊﾞｰ･ﾗﾑﾈ･くじら･忍者･ﾌﾗﾐﾝｺﾞ･ﾋﾟｱﾉ
・ﾘｴﾃﾞﾝｶﾗｰｽﾞｼｶﾞ ｾﾐ B5（6.5mm 横罫）
［税抜 160 円／冊］
色名：びわこ（表紙と裏表紙の色が異なるのが特長です）
・ﾘｴﾃﾞﾝｶﾗｰｽﾞｼｶﾞ A5（7.5mm 横罫）
［税抜 150 円／冊］
色名：もみじ･ﾊﾞｰﾑｸｰﾍﾝ･竹生島･淡海･ｵｵﾅﾏｽﾞ･忍者･さくら
・ﾘｴﾃﾞﾝｶﾗｰｽﾞｼｶﾞ A6（中罫無地･切り取りﾐｼﾝ目入り） ［税抜 120 円／冊］
色名：びわ恋･風薫る･紅さす･葦の音（表紙と裏表紙の色が異なります）
枚数：上記すべて 30 枚

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
◇中紙にびわ湖・淀川水系のヨシ（水質浄化・CO2 削減・生態系の保全等の機能を持つ植物）配合の紙を使用しています
◆ヨシによる CO2 回収量：2～5g
【取扱店・購入方法】
・取り扱い店舗（滋賀県内中心）は、弊社 HP
https://www.kokuyo-shiga.co.jp/ にて随時更新しております
・ネット販売（コクヨショーケース）
http://www.kokuyo-shop.jp/shop/top.aspx

32

【情報元】
団体名：株式会社 コクヨ工業滋賀
担当者：営業グループ 松宮・村岸・川端
TEL ：0749-37-3611 FAX：0749-37-3686
E-mail：sales_kps@kokuyo.com
HP
： https://www.kokuyo-shiga.co.jp/

【文具】Ｃ－９
【商品名】

コクヨ フラットファイル〈オール紙〉
【仕様説明】
価格：100 円
サイズ：A4－S
収容寸法：10
収容枚数：100 枚
外寸法（高さ・幅・背幅）
：307・231・18
●穴数/2 穴●とじ穴間隔/80mm ピッチ
●表紙/色板紙（古紙パルプ配合率 70％）
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
●表紙だけでなく、押さえ板やとじ足も紙で作った、オール紙製のフラットファイル。
樹脂および金属はまったく使用していません。
●製品すべてが紙製なので、廃棄の際は、分別することなく紙ゴミとして処理できます。
●表紙／古紙パルプ配合率 70％。
【取扱店・購入方法】

【情報元】

有限会社 正木屋商店
TEL：0749-22-0030 FAX：0749-22-5776
E-mail：masakiya@juno.ocn.ne.jp

団体名：有限会社 正木屋商店
担当者：正村 公一
TEL：0749-22-0030 FAX：0749-22-5776

【文具】Ｃ－１０
【商品名】＜びわ湖の森の間伐材配合＞【グリーン購入
法適合】

kikito フラットファイル A4 タイプ
（ピンク・イエロー・グリーン・ブルー）
【仕様説明】
価格：162 円/冊 （10 冊以上で 151 円/冊）
仕様：2 穴 A4S 型
●古紙 75％（最低保証 70％以上）
びわ湖の森の間伐材 25%（最低保証 20%以上）

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
びわ湖の森の間伐材を実配合したフラットファイル ●樹脂製とじ具なので保持力が強く書類がずれません。 ●
とじ穴間隔／８０ｍｍピッチ。 ●表紙／色板紙。 ●収容枚数／１５０枚。 ●２穴 一般の物より、少しにごっ
た感じの色になっています。※注意スギ・ヒノキの間伐材が実際に入っているため、一部小さな樹皮が入ってい
ます。人によっては、汚れのように感じられる場合もありますが、商品の使用上等には、問題ありません。
【取扱店・購入方法】
【情報元】
・ヒサダ昭栄堂
・NPO 法人 碧いびわ湖
・ビバシティ彦根 正木屋
・amazon
・STORES.https://kikitobiwakonomori.stores.jp/

団体名：一般社団法人 kikito
担当者：大林 恵子
TEL：080-3862-1438
FAX：0748-27-0550
URL：www.kikito.jp E-mail：info@kikito.jp
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【文具】Ｃ－１１
【商品名】

コクヨ 保存ファイル〈オール紙〉
【仕様説明】
価格：800 円 サイズ：A4－S 収容寸法：30 収容枚数：300 枚
外寸法(高さ・幅・背幅)：307・235・58 包装単位：20 穴数：2 穴
とじ穴間隔：80mm ピッチ 表紙：クラフトボール

＊この製品は、とじ具も紙製のため、樹脂とじ具・金属とじ具と比較
して強度および保持力は弱くなっております。頻繁な閲覧や書類の出し
入れには適していませんので、ご了承の上ご使用ください。
●材質／表紙：古紙パルプ配合率 90％。
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
●製品すべてが紙製なので、分別することなく廃棄処分できます。
【取扱店・購入方法】

【情報元】

有限会社 正木屋商店
TEL：0749-22-0030 FAX：0749-22-5776
E-mail：masakiya@juno.ocn.ne.jp

団体名：有限会社 正木屋商店
担当者：正村 公一
TEL：0749-22-0030 FAX：0749-22-5776

【文具】Ｃ－１２
【商品名】＜びわ湖の森の間伐材使用＞【グリーン購入法適合】

kikito 木のふぁいる

（パイプ式ファイル）

【仕様説明】
価格：30ｗ：1,458 円／50w：1,566 円／80w：1,674 円
仕様：30w：307×242×45mm 2 穴 A4S
50w：307×242×65mm 2 穴 A4S
80w：307×242×95mm 2 穴 A4S
材質：びわ湖の森の間伐材を 100％古紙板紙に貼り合せ。

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
100％再生ダンボールをびわ湖の森の間伐材の杉で、サンドしました。本物の木を使用しているため、1 点づつ木
目や色が異なります。写真はあくまでイメージとお考え下さい。 ●廃棄の際、古紙としてリサイクル出来ます。
●自然素材の為、木材の特性により、節又は多少のひび割れする場合があります。
【取扱店・購入方法】
・ヒサダ昭栄堂
・NPO 法人 碧いびわ湖
・ビバシティ彦根 正木屋
・amazon
・STORES.https://kikitobiwakonomori.stores.jp/

【情報元】
団体名：一般社団法人 kikito
担当者：大林 恵子
TEL：080-3862-1438 FAX：0748-27-0550
URL：www.kikito.jp E-mail：info@kikito.jp
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【文具】Ｃ－１３
【商品名】ReEDEN(リエデン)シリーズ

とび太くん文具・滋賀のお魚ヨシノート
【仕様説明】
・とび太くんﾖｼﾉｰﾄ （A6・30 枚・6.5 ㎜横罫）
［税抜 200～225 円］
・とび太くんマスキングテープ
（ﾏｽｷﾝｸﾞﾃｰﾌﾟ 1 本・ﾖｼﾒｯｾｰｼﾞｶｰﾄﾞ 3 柄各 1 枚）
［税抜 350 円］
・とび太くんふせん（ふせん 20 枚・ﾖｼ紙台紙）［税抜 350 円］
・とび太くんテンプレート（ﾃﾝﾌﾟﾚｰﾄｶﾊﾞｰになるﾖｼ紙台紙付）
［税抜 450 円］
・滋賀のお魚ﾖｼﾉｰﾄ （ｾﾐ B5・30 枚・5 ㎜方眼罫 10mm 実線入）
［税抜 200 円］
・滋賀のお魚ﾖｼﾉｰﾄ （A6・30 枚・6.5 ㎜横罫）
［税抜 150 円］
※琵琶湖と滋賀県内の川に生息する 77 種の魚を表紙にﾃﾞｻﾞｲﾝ

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
◇各商品に、びわ湖・淀川水系のヨシ（水質浄化・CO2 削減・生態系の保全などの機能を持つ植物）配合の紙を使用して
います。
◆ヨシによる CO2 回収量：ノート 2～5g／冊
【取扱店・購入方法】
【情報元】
・取り扱い店舗（滋賀県内中心）は、弊社 HP
団体名：株式会社 コクヨ工業滋賀
https://www.kokuyo-shiga.co.jp/ にて
担当者：営業グループ 松宮・村岸・川端
随時更新しております
TEL ：0749-37-3611 FAX：0749-37-3686
・ネット販売（コクヨショーケース）
E-mail：sales_kps@kokuyo.com
http://www.kokuyo-shop.jp/shop/top.aspx
HP
：https://www.kokuyo-shiga.co.jp/

【文具】Ｃ－１４
【商品名】ReEDEN(リエデン)シリーズ

ヨシ特撰手紙セット
ヨシ筆ペン
【仕様説明】
・ヨシ特撰手紙セット（桐箱入り）
［税抜 10,000 円］
内容物：便箋（10 枚）
封筒（5 枚）
葉書（3 枚綴り）
筆ペン（1 本 インクカートリッジ 1 本付き）
・ヨシ筆ペン［税抜 6,000 円］
自然が作り出した美しいヨシの形をそのままボディーに採用しています。
ペン先やインクカートリッジは交換可能な設計になっています。

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
◇びわ湖・淀川水系のヨシ（水質浄化・CO2 削減・生態系の保全などの機能を持つ植物）100％にこだわった特
撰手紙セットです。
紙製品の便箋・封筒・葉書にはヨシパルプのみを使用し、筆ペンのボディーには厳選された天然のヨシそのも
のを使用しています。インクカートリッジとペン先は交換可能で、半永久的にご使用いただけます｡
桐箱の主材料である桐も、ヨシ同様に非木材で生育の早い（CO2 削減を助長する）植物です｡
◆ヨシによる CO2 回収量：ヨシ特撰手紙セット 232ｇ／ｾｯﾄ
※「ヨシ(葦 Reed)の活用は、水の浄化や水鳥・魚などの棲息地保護につながります。この製品はびわ湖・淀川水系のヨシ
を使用しており、その売上の一部をヨシ群落の保全活動に役立てています。」のメッセージを記載しています。
【取扱店・購入方法】
【情報元】
団体名：株式会社 コクヨ工業滋賀
・店頭販売（滋賀県内のコクヨ製品取扱文具店にお問 担当者：営業グループ 松宮・村岸・川端
い合わせください。
TEL ：0749-37-3611 FAX：0749-37-3686
・ネット販売（コクヨショーケース）
E-mail：sales_kps@kokuyo.com
http://www.kokuyo-shop.jp/shop/top.aspx
HP
： https://www.kokuyo-shiga.co.jp/
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【文具】Ｃ－１５
【商品名】

淡海ヨシ紙一筆箋
【仕様説明】
木材パルプを30％以上削減し、琵琶湖のヨシパルプに置き換
えたヨシ紙（坪量65㌘/㎡）の一筆箋です。図柄は山口哲司氏
の作品で、近江の里をイメージしています。
販売価格は360円（税込み、平成30年4月1日現在）です。
この他にもヨシ紙製品がありますので、お気軽にお問い合わ
せください。
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
淡海ヨシ紙一筆箋は、琵琶湖の生態系の保全に大きな役割を果たしているヨシ原の健全な生育を助けるため、
冬期にボランティアさんにヨシ刈りしていただいたヨシを原料にしています。この一筆箋の収益は全額、琵琶湖
のヨシ保全事業に使わせていただいています。
（琵琶湖のヨシの水質浄化能力や CO2 の吸収固定能力については、
国や学術機関等の信用するデータがないため明示いたしません。
）
【取扱店・購入方法】

【情報元】

当財団事務所、滋賀県職員生協、その他通信販
売あり。

団体名：公益財団法人 淡海環境保全財団
担当者：田井中
TEL：077-569-5301
FAX：077-569-5304
E-mail：order@ohmi.or.jp

【文具】Ｃ－１６
【商品名】

びわ湖ヨシ紙一筆箋
【仕様説明】
大 き さ：85×190m/m
紙 厚 ：50g／㎡
枚 数 ：20 枚つづり
使 用 紙：ヨシパルプ 30％配合
希望価格：350 円（税別）
（他製品と比べて「環境性能が優れている点」）
江州葭から生産されたヨシパルプを配合し、やわらかい和紙の風合いをもっています。
水質の浄化と、鳥や、魚の生態系保全に重要な役目をもつヨシを原料にしている環境育成紙といえます。

【取扱店・購入方法】

【情報元】

直接西川嘉右衛門商店へ
京都市左京区岡崎入江町４４の２

団体名：西川嘉右衛門商店
担当者：西川 嘉武
TEL/FAX：075-771-0636
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【文具】Ｃ－１７
【商品名】

茶サイクル一筆箋レターセット
【仕様説明】

■90 円：横 90m × 縦 220mm × 厚 2mm
封筒×2 便箋×4
※名入れ可能商品です。

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」
】

☆伊藤園独自の「茶殻リサイクルシステム」が、
第 2 回エコプロダクツ大賞 エコサービス部門 農林水産大臣賞受賞、
また、第 12 回グリーン購入大賞「審査員特別賞」を受賞しています。
□伊藤園独自の「茶殻リサイクルシステム」により、従来、茶殻加工に必要だった乾燥工程を省き、
含水茶殻をそのまま利用した茶殻配合紙を使用しています。
□乾燥工程で発生する二酸化炭素「CO2」や燃料費を抑制、紙原料を削減した環境商品です。
【取扱店・購入方法】
有限会社 南商店
*お気軽にお問い合わせください。

【情報元】
団体名：有限会社 南商店
担当者：南 邦彦
TEL：077-522-1914 FAX：077-522-5288
E-mail：minamico@office.eonet.ne.jp

【文具】Ｃ－１８
【商品名】ReEDEN(リエデン)シリーズ：オーダー商品群
※商品、またはサービスの内容が
写真を貼り付けて下さい。

ヨシ 100%名刺
ヨシ賞状
カスタムサービス
【仕様説明】
・ヨシ 100%名刺（100 枚）
［税抜 2,000～6,000 円］
カラー・表裏印刷可 ヨシ紙ケース入り
・ヨシ賞状
完全オーダー
・カスタムサービス（各種製品：印刷・箔押しなど）

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
◇国内で初めて 100％ヨシパルプでできた名刺用紙の開発に成功しました。
◇ヨシ（葦）は水質浄化・CO2 削減・生態系の保全などの機能を持つ植物です。
◇ヨシ 100％名刺は、
「ヨシ 100％紙」であることを明記することで環境への意識の高さをアピールできます。
◇ヨシ紙を賞状に使用することにより、表彰がエコな活動に変わります。
（地元小中学校、卒業証書作成の実績有り）
◇カスタムサービスのご利用で、一度にたくさんのヨシを活用することに貢献して頂けます。
ノベルティーとして配布される場合など、環境貢献をアピールできます。
◆ヨシによる CO2 回収量、名刺は CO2 480g／100 枚ｾｯﾄ、賞状はｵｰﾀﾞｰｻｲｽﾞ･坪量･ﾖｼ配合率による
【取扱店・購入方法】
【情報元】
お問い合わせ頂きましたら各種見積もりも受け賜ります。
団体名：株式会社 コクヨ工業滋賀
取り扱い店舗は、弊社 HP: https://www.kokuyo-shiga.co.jp/ 担当者：営業グループ 松宮・村岸・川端
にて随時更新しております。
TEL ：0749-37-3611 FAX：0749-37-3686
E-mail：sales_kps@kokuyo.com
HP
： https://www.kokuyo-shiga.co.jp/
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【文具】Ｃ－１９
【商品名】

淡海ヨシ紙栞
【仕様説明】
木材パルプを 30％削減し、琵琶湖のヨシパルプに置き換えたヨ
シ紙（坪量 180 ㌘/㎡）の栞です。
1 袋（3 枚入り）216 円（税込み、平成 30 年 4 月 1 日現在）で
図柄は「大津絵」と「ビワクンショウモちゃん」の 2 種類あり
ます。栞以外にもヨシ紙製品がありますので、お気軽にお問い
合わせください。
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
淡海ヨシ紙栞は、琵琶湖のヨシ原保全のため、冬期にボランティアさんにヨシ刈りしてもらったヨシを原料にし
ています。
この栞の収益は、全額小学校のヨシ学習、ヨシ保全事業に使わせていただいています。
（琵琶湖のヨシの水質浄
化能力や CO2 の吸収固定能力については、国や学術機関等の信用するデータがないため明示いたしません。
）
【取扱店・購入方法】

【情報元】

当財団事務所、滋賀県職員生協、その他通信販売あり。 団体名：公益財団法人 淡海環境保全財団
担当者：田井中
TEL：077-569-5301
FAX：077-569-5304
E-mail：order@ohmi.or.jp

【文具】Ｃ－２０
【商品名】ReEDEN(リエデン)シリーズ

ＲｅＥＤＥＮ

ＮＥＷ

オウミノカタチ

【仕様説明】
・ノートブック＜ReEDEN PREMIUM Shiga＞
［税抜 250 円］
滋賀各地の特産品やレジャーなどをニス印刷した表紙。
ミシン目で切り取り、三つ折りの便箋になるノート。
サイズ：A5
罫内容：左・・無地、右 7.5mm 横罫
枚数 ：50 枚
・びわこ一筆箋［税抜 400 円］
びわこ・こぎょの透かし入りヨシ紙一筆箋。
各 12 枚×2 柄入り（罫線下敷付）
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
◇表紙に、浮き出し効果を表現できる特殊なニスの印刷技法を用いており、UV（紫外線）によってインキを硬化させ

るため、表面に皮膜強度があり、キズ・汚れ・指紋などがつきにくくなっています。
◇中紙にはびわ湖・淀川水系のヨシ（水質浄化・CO2 削減・生態系の保全などの機能を持つ植物）配合の紙を使用
しています。
◆ヨシによる CO2 回収量：6～16g
【取扱店・購入方法】
・取り扱い店舗（滋賀県内中心）は、弊社 HP
https://www.kokuyo-shiga.co.jp/ にて随時更新しております
・ネット販売（コクヨショーケース）
http://www.kokuyo-shop.jp/shop/top.aspx
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【情報元】
団体名：株式会社 コクヨ工業滋賀
担当者：営業グループ 松宮・村岸・川端
TEL ：0749-37-3611 FAX：0749-37-3686
E-mail：sales_kps@kokuyo.com
HP
： https://www.kokuyo-shiga.co.jp/

【文具】Ｃ－２１
【商品名】＜びわ湖の森の間伐材配合＞

kikito 間伐材マーク入り

名刺台紙

【仕様説明】
価格：1,080 円（ノーカット：縦 / 横 ）
1,296 円（マイクロミシン：縦 / 横 ）
サイズ等：A4 10 面付/枚 11 枚入り（ノーカット: 縦 / 横 ）
A4 10 面付/枚 10 枚入り
（マイクロミシン: 縦 / 横 ）
●間伐材パルプ利用割合 10%以上（クレジット方式）
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
やさしい天然色の名刺の台紙です。ご自宅で印刷していただいて、マイクロミシンで切り取りいただけます。 タ
テ型、ヨコ型の用途に合わせて「間伐材マーク」が印刷されていますので、お好みのレイアウトでお使いいただ
けます。

【取扱店・購入方法】

【情報元】

・ヒサダ昭栄堂
・NPO 法人 碧いびわ湖
・ビバシティ彦根 正木屋
・amazon
・STORES.https://kikitobiwakonomori.stores.jp/

団体名：一般社団法人 kikito
担当者：大林 恵子
TEL：080-3862-1438
FAX：0748-27-0550
URL：www.kikito.jp E-mail：info@kikito.jp

【文具】Ｃ－２２
【商品名】ReEDEN(リエデン)シリーズ

ヨシコピー用紙
ヨシプリンター用紙
【仕様説明】
・ヨシコピー用紙（500 枚入り） ［オープン価格］
サイズ：A5/B5/A4/B4/A3 64g/㎡ 90μm 白色度 80％
パルプ配合率：ECF(含 FSC)79％、古紙 20％、ヨシ 1％
・ヨシプリンタ用紙（250 枚入り）
［税抜 420 円］
サイズ：A4
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
◇各商品、中紙にびわ湖・淀川水系のヨシ（水質浄化・CO2 削減・生態系の保全などの機能を持つ植物）
、古紙、
ECF(含 FSC)配合の紙を使用しています。
◆ヨシによる CO2 回収量：コピー用紙 59～236g／冊、プリンタ用紙 59g／冊
※「ヨシ(葦 Reed)の活用は、水の浄化や水鳥・魚などの棲息地保護につながります。この製品はびわ湖・淀川水系のヨシ
を使用しており、その売上の一部をヨシ群落の保全活動に役立てています。」のメッセージを記載しています。
【取扱店・購入方法】

【情報元】

お問い合わせ頂きましたら各種見積もりも受け賜ります。
団体名：株式会社 コクヨ工業滋賀
取り扱い店舗は、弊社 HP: https://www.kokuyo-shiga.co.jp/ 担当者：営業グループ 松宮・村岸・川端
にて随時更新しております。
TEL ：0749-37-3611 FAX：0749-37-3686
E-mail：sales_kps@kokuyo.com
HP
： https://www.kokuyo-shiga.co.jp/
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【文具】Ｃ－２３
【商品名】＜びわ湖の森の間伐材配合＞【グリーン購入法適合】

kikito 木になる紙コピー用紙

A4 サイズ

【仕様説明】
希望小売価格：2,160 円/箱（500 枚×5 冊）
●グリーン購入総合評価 86 点
古紙パルプ配合率 70％ 白色度 69％
間伐材パルプ利用割合 30%（クレジット方式）
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
kikito ペーパーは地域の森林を少しでも元気にしたい！という想いから生まれました。森林整備と資源の循環利
用を目的とした kikito ペーパーは、 間伐材を有効利用してつくられた「びわ湖の森」を元気にする商品です。
kikito ペーパーを使用していただくことで、びわ湖の森が更新されていきます。 ●サイズ／Ａ４サイズ ●坪量
／６６ｇ／平方メートル ●紙厚／約９８μｍ ●白色度／約６９％（ＩＳＯ方式） ●古紙パルプ配合率／７０％
●仕様／グリーン購入法総合評価値８６ ●単位（入数）／１箱（５００枚×５冊入）
【取扱店・購入方法】

【情報元】

・ヒサダ昭栄堂
・NPO 法人 碧いびわ湖
・ビバシティ彦根 正木屋
・amazon
・STORES. https://kikito-biwakonomori.stores.jp/

団体名：一般社団法人 kikito
担当者：大林 恵子
TEL：080-3862-1438
FAX：0748-27-0550
URL：www.kikito.jp E-mail：info@kikito.jp

【文具】Ｃ－２４
【商品名】

使用済みカマボコ板で作ったバッグ用ネームタグ
【仕様説明】
きれいに洗浄したカマボコ板を御持参いただければ旅行用バッグや
ゴルフバッグ用として使用できます(30㍉×100㍉×厚さ10㍉)
価格：1,890円

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
カマボコ板の再利用
【取扱店・購入方法】

【情報元】

コスガ印判
きれいに洗浄したカマボコ板を御持参下さい
事前にご連絡をお願いします

団体名：コスガ印判
担当者：代表 小菅 邦夫
TEL：0748-23-1888 FAX：0748-24-1468
E-mail：kosuga@ares.eonet.ne.jp
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【文具】Ｃ－２５
【商品名】

ＭＤＦ(中質繊維板)を使ったサインボード
【仕様説明】
大きさは縦 45cm×横 80cm のものまで可能で、レーザー彫刻を施
しております
彫刻後いろんな形にカットできるのが特徴で、彫刻箇所が焦げて
茶色く仕上がります。カットしたところは炭化して黒くなります。
お値段は見本程度の大きさで 18,900 円とリーズナブルな価格で
写真の見本は縦 45cm×横 70cm で素材の厚
ご提供できます。
みは 5.5 ㎜のものを使って作りました。
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
リサイクル素材として使われておりますＭＤＦ(中質繊維板)を使ってサインボードを作っております。

【取扱店・購入方法】

【情報元】

コスガ印判
団体名：コスガ印判
データ内容や大きさで価格が変わりますの 担当者：代表 小菅 邦夫
で、詳しくは連絡ください。
TEL：0748-23-1888 FAX：0748-24-1468

【文具】Ｃ－２６
【商品名】

滋賀県産間伐材

木製名刺ケース(Ver.2)

【仕様説明】
材

質：滋賀県の間伐材（ヒノキ）
、ヤマザクラ、トチ、ホウ

サイズ：縦 59×横 102×厚さ 11mm
印
加
価

刷：無地
工：植物性天然オイル仕上げ
格：2,500 円〜（材質によって異なります）

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
100%木でできたお洒落な木製の名刺ケースです。名刺交換の時に注目をひくととまちがいなし。エコなグッズを
使っていることから、話がはずむかもしれません。商品は４種類の木材からお選びいただけます。なかでも間伐
材によるものは珍しいと思われます。名刺が約 10 枚入り、ケースを下に向けても名刺が落ちないように工夫し
てあります。特に薄さにこだわって、改良を重ねて現在の形が完成しました。木ならではの質感があり、木目も
２つとないものです。就職祝や記念品にもご活用ください。
※オリジナルカラープリントも可能です。
（別途費用）
。ロゴマークや写真も印刷できます。また名刺と同じデザ
インをすれば、ちょっとユニークな名刺入れになりますよ。
【取扱店・購入方法】
【情報元】
通販でお買い求めできます。
［かんな堂］http://www.kannado.com
［エコグッズ.ビズ］http://ecogoods.biz
※オリジナルプリントは［エコグッズ.ビズ］

団体名：滋賀県産間伐材有効利用促進グループ
担当者：田中 正司（つぼ忠）
TEL：0749-22-3273 FAX：0749-22-3273
E-mail：tubochu@gmail.com
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【文具】Ｃ－２７
【商品名】

滋賀県産間伐材 マグネット
【仕様説明】
材

質：滋賀県の間伐材（ひのき）
マグネット
サイズ：長さ 210×横 25×厚さ 7mm
印 刷：フルカラープリント
価 格：700 円
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
滋賀県産間伐材を使ったひのきのマグネット。バーいっぱいにマグネットが付いているので、A4 サイズの書類も
しかりと固定。そのほかワンプッシュで止めた用紙が離れる便利な機能や名刺カードが載せられるのが特徴。
製品としては。
「ひこにゃん」を販売中で人気の商品です。
また、オリジナルプリントも可能（別途費用）です。企業などの販促にも最適です。
【取扱店・購入方法】

【情報元】

有限会社 吉田松蔵商店（滋賀県彦根市）
TEL：0749-23-8322
※通販でもお買い求めできます。
［エコグッズ.ビズ］http://ecogoods.biz

団体名：滋賀県産間伐材有効利用促進グループ
担当者：吉田 彰彦(有限会社 吉田松蔵商店)
TEL：0749-23-8322 FAX：0749-23-8321
E-mail：matsu-70@mail.bbexcite.jp

※オリジナルプリントは［エコグッズ.ビズ］
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