
バンドでまとまる単語カード
まとまるから、カバンの中で広がらない！

伸びてまとまる！
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ツールペンケース〈ピープ〉に
ナチュラルカラーが
仲間入り！



くるっとバンドでまとまる、キャンパスの単語カード。
キャンパス バンドでまとまる単語カード

持ち運びに便利！
バンドでまとまっているため、カバンの中でも中紙が広が
らず、持ち運びがしやすい仕様です。

シンプルなデザイン
中高生に定番人気のパステルカラーを採用し、
シンプルなデザインに仕上げました。

●バンドを外すと、従来の単語カードのように
使用できます。

※本製品は、コクヨデザインアワード2015グランプリ受賞作品から着想を得て製品化を行いました。

●従来の単語カードのように、とじ部を外して
紙の抜き差しが可能です。

●裏面についているPOPを引き出すと、
そのまま吊り下げることができます。

●中紙には、画用紙を使用しています。

品　番 JANコード コード メーカー希望小売価格
（税抜） サイズ タテ・ヨコ 枚数 包装単位4901480

タン-201B 372495 6646-1890 ¥160
中 30・68 85枚

10/300
タン-201P 372501 6646-1906 ¥160 10/300
タン-201Y 372518 6646-1913 ¥160 10/300

●中紙/画用紙　●紙厚/157g/㎡　●製本様式/シリコンバンドとじ　◆表紙色/B…ブルー、P…ピンク、Y…イエロー

■キャンパス バンドでまとまる単語カードT

タン-201B タン-201P タン-201Y

デジタル時代でも、単語カードは多くの学生に支持されています！

はい
54%

いいえ
46%

中高生の約2人に1人が
単語カードを使用！

気にする
75%

気にしない
25%

75%がカードが広がる
ことを気にしている！

中高生に聞きました 
単語カードは使用していますか？

※2020年11月 コクヨ調べ（N=4,161） 単語カードを使用する理由は？

単語カードを使用する中高生に聞きました
カードが広がることを気にしますか？

※2020年11月 コクヨ調べ（N=206）

そこで

□ 書くことで覚えられるため
□ 自由度が高いため
□ アプリだと
 SNSを触ってしまうため

バンドでまとまる単語カード  企画背景

まとまるタイプが
新登場！！

従来品

記憶の定着、
自由度が高い、など
アナログならではの便利さから
単語カードが選ばれています。

●パッケージ

約30
mm

約103
mm

奥行き
約25mm

バンドで、スッキリまとまる！
やわらかなシリコンバンドで、くるっとまとまります。
金属リングがないため、コンパクトです。
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“スタメン文具”がおしゃれにキマる、
ツールペンケース〈ピープ〉にナチュラルカラーの新色が登場！

ツールペンケース〈ピープ〉

ポケット付きインナーケースで
小物が埋もれにくい
インナーケースには4つのポケットがついていて、小物
も整とんして入れられます。

インナーケース付き透明ペンケース
お気に入りの文具は透明ポケットに入れて、見せて収容！ 
機能性重視のペンや文具はインナーケースに入れて隠せ
ます。

大きく開いて取り出しやすい
口が大きく開く仕様なので、ペンや文具が取り出しや
すくなっています。

品　番 JANコード コード メーカー希望小売価格
（税抜）

外寸法 包装単位4901480 W・D・H

F-VBF240-4 370774 6646-2187 ¥1,500
190・55・122

5/100
F-VBF240-5 370798 6646-2194 ¥1,500 5/100
F-VBF240-6 370804 6646-2200 ¥1,500 5/100

●材質/透明ケース：PVC、インナーケース：ポリエステル、芯材：PP　◆製品色/-4…シャイニーベージュ、-5…セージグリーン、-6…ピンクテラコッタ
※縫製品ですので、上記寸法には差が出る場合がございます。ご了承ください。　※ペン収容本数は目安です。ペンの種類によって前後します。

■ツールペンケース〈ピープ〉

F-VBF240-4 F-VBF240-5 F-VBF240-6

既発売

※価格は、メーカー希望小売価格（税抜）で表記しています。

F-VBF240-1
6567-4529

¥1,500（税抜）

■ツールペンケース〈ピープ〉
シルバーグレー

やわらかな色合いで、普段のコーディネートとも
なじみやすく、中高生からも人気のあるカラーです。

※対象期間：
　2020年7月～12月

中高生
65.0%

大学生
8.5%

正社員
12.8%

その他
4.0%

小学生
5.0%

パート・アルバイト
4.7%

第1弾ピープ購入者の
約65%が中高生！

第2弾では、
第1弾とは違う嗜好性の
ユーザーに向けて
大人かわいい雰囲気の
「ナチュラルカラー」を
選定！

第2弾 ピープ 企画背景

第1弾 ピープ購入者アンケート結果

ピープユーザーの属性

第1弾ピープ（2020年7月発売）は、発売から半年で累計出荷数量10万個※を突破！
※2021年4月 コクヨ調べ（N=446）

ペン収容本数

約15本
+ 小物スペース × 4
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キャンパスノート（プリント貼付用）（ドット入り罫線）

ノ-3HATX5

プリントの管理に便利な
B5ノビノート
B5サイズのプリントがそのまま貼れる少し大きめサイ
ズなので、切ったり折ったりする必要がありません。

教科別に使いやすい
ピンク・青・黄・緑・紫の5色パック。
教科別に色分けして使えます。

プリントが貼りやすい罫内容
各ページの四隅にはB5サイズのプリントを貼
る際の目印が付いています。A4・A5サイズの
プリントも、罫線に沿って貼りやすいよう罫内
容を工夫しました。

ドット入り罫線タイプ
罫線上に等間隔に並んだドットを活
用することで、ノートを美しく書くこ
とができ、書いた後見返しやすく、
効率的に学習することができます。

キャンパスノート品質
丈夫な背クロスに、ばらけにくい
無線とじを採用しました。

B5サイズのプリントがそのまま貼れる、
キャンパスノート（プリント貼付用）にドット入り罫線が新登場！

「美しく書く」をサポートする
ドット入り罫線

品　番 JANコード コード メーカー希望小売価格
（税抜） サイズ タテ・ヨコ 罫内容 行数 枚数 包装単位4901480

ノ-3HATX5 372983 6648-0143 ¥950 B5ノビ 266・198 普通横罫（ドット入り） 30行 30枚×5冊 24
●中紙/上質紙（森林認証紙）　●紙厚/70g/㎡　●背クロス/紙クロス（ラミネート加工）　●表紙/板紙　●製本様式/無線とじ　●罫幅/普通横罫（A罫）：7mm

■キャンパスノート（プリント貼付用）（ドット入り罫線）5色パック

品　番 JANコード コード メーカー希望小売価格
（税抜） サイズ タテ・ヨコ 罫内容 行数 枚数 包装単位4901480

ノ-3HAT 372938 6648-0129 ¥190 B5ノビ 266・198
普通横罫（ドット入り） 30行

30枚 5/120
ノ-3HBT 372945 6648-0136 ¥190 中横罫（ドット入り） 35行 5/120

●中紙/上質紙（森林認証紙）　●紙厚/70g/㎡　●背クロス/紙クロス（ラミネート加工）　●表紙/板紙　●製本様式/無線とじ　●罫幅/普通横罫（A罫）：7mm、中横罫（B罫）：6mm

■キャンパスノート（プリント貼付用）（ドット入り罫線）

罫内容（ノ-3HAT）

ノ-3HAT ノ-3HBT

5色パック

●B5サイズのプリントがピッタリきれいに貼れる少し大きめサイズのB5ノビノート
●プリントが貼りやすいように特化した罫内容！！

266
mm

198mm

B5サイズ（タテ257×ヨコ182mm）の目印

A
4・A
5
サ
イ
ズ
の
目
印

罫線の長さも
B5サイズ（ヨコ182mm）
罫線の長さも
B5サイズ（ヨコ182mm）

A4・A5プリントを
貼るときも
罫線に沿って貼れる！
(タテ210mm)

A4・A5プリントを
貼るときも
罫線に沿って貼れる！
(タテ210mm)

B5プリント

A4プリント

四隅にある　　マークを目印に
B5サイズプリントが貼れます。

※WEB調査  2020年9月  N（中高生）=170

提出あり
77%

　提出なし
23%

中高生の77%が
プリント貼りをするノートを
提出している

プリント貼りをするノートの提出について

※Intageで学生の購入率が高い4月の数量売上比率で比較

ドット入り罫線
85%

横罫
15%

パックノートの85%が
ドット入り罫線を
採用している

パックノートのドット入り罫線と横罫の比率

プリント貼り+ドット入り罫線に対するニーズが高い！
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手書きのノートとプリントをひとつにまとめられる、ちょっと大きめのノートです。
ドット入り罫線で「美しく書く」もサポート。

オリジナル
名入れ
オリジナル
名入れ

キャンパスノート（プリント貼付用）（ドット入り罫線）

キャンパスノート（プリント貼付用）
（ドット入り罫線）

●名入れ範囲

●名入れイメージ

※図はレイアウト範囲、
　名入れサイズは
　60×120mmまでです。

※メーカー希望小売既製品価格は、税抜で表記しています。

イージーオーダー品番

キャンパスノート（プリント貼付用）
（ドット入り罫線）（B5ノビ）

KOノ-3HAT （普通横罫・ドット入り）
KOノ-3HBT （中横罫・ドット入り）

●寸法/タテ266×ヨコ198
●材質/表紙：板紙、中紙：上質紙（森林認証紙）
●枚数/3０枚
●個包装/なし
●ロット範囲/100～
●名入れ方法/  箔押し  1色1カ所
●メーカー希望小売既製品価格　￥190（税抜）

174

156

大会・コンクール
記念品に

オープンキャンパス
・見学会記念品に 入塾記念品に

KOノ-3HAT

KOノ-3HBT

箔押し名入れが
記念品として印象に残ります。

受験勉強に役立つアイテム
として喜ばれます。

学習指導にも役立つ
アイテムです。

別製ステーショナリーのご案内
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●JANコードの上7桁（4901480）につきましては、JANコード項目内に記載しています｡前に4901480をつけ加えてください｡（例）品番 フ-U330B 154855の場合､4901480154855となります｡
●コードでのご注文につきましては、流通販社・代理店にお問い合わせください。　●本カタログに記載の寸法表示は、mm（ミリメートル）で表しています。　
●商品仕様および価格は、2021年4月21日現在のものです。諸般の事情により予告なく変更することもありますので、あらかじめご了承ください。
●本カタログに記載の価格は、メーカー希望小売価格（税抜）で表記しています。お買い上げの際には別途消費税がかかります。実際の販売価格については、窓口の販売店にお問い合わせください。
●「GPNエコ商品ねっと掲載」の記載がある商品は、グリーン購入ネットワーク（GPN）が運営する「エコ商品ねっと（GPNデータベース）」に当社の判断で選んで掲載している商品です。同サイトは、
ＧＰＮ購入ガイドライン対応商品やグリーン購入法適合商品を掲載し、商品選択の際に比較可能な環境データを提供するものです。（※同ネットの掲載商品はＧＰＮが推奨するものではありません）

202104A12KH

ホームページURL  https://www.kokuyo-st.co.jp/

本社オフィス
〒537-8686  大阪市東成区大今里南6丁目1番1号

ステーショナリー事業本部

お問い合わせ、ご相談はフリーダイヤル（全国共通）

コクヨお客様相談室 0120-201-594

品　　番� 掲載月

DRP-FV1 ………………………………5月
DRP-PP4 ………………………………5月
DRP-WD2 ……………………………5月
F-VBF240-4・5・6 ……………………6月
KPC-PSF06-50P・Y ………………1月
KPC-PSF12-50P・Y ………………1月
KPC-PSF18-50P・Y ………………1月
PER-FWE035W ……………………4月
PER-MS106CBM・MS106S3M・
MS106S4M・MS106S5M・
MS106WT4M ………………………4月
PER-MT106CBM・MT106S3M・

品　　番� 掲載月

MT106S4M・MT106S5M・
MT106WT4M …………………………4月
PER-MZ106CBM・MZ106S3M・
MZ106S4M・MZ106S5M・
MZ106WT4M …………………………4月
PER-PR03W …………………………4月
PER-SC05W …………………………4月
T-B1015W ……………………………1月
T-B1115-1・2・3・4・5・6 ……………1月
T-B1115-7-3S ………………………1月
T-B1115-8-3S ………………………1月
T-B1115-9-3S ………………………1月

品　　番� 掲載月

T-B1115-10-3S ………………………1月
T-B1115-11・12・13・14・15・16 …5月
T-B1115-17-3S ………………………5月
T-B1115-18-3S ………………………5月
T-B1115-19-3S ………………………5月
T-B1115-20-3S ………………………5月
T-BM101B・V・W ……………………1月
T-BR101W ……………………………1月
T-BS101B・V・W ……………………1月
T-GM510W ……………………………3月
TZ-DARS15 …………………………4月
シン-1DJ・5DJ ………………………1月

品　　番� 掲載月

セ-Y7B・D・W・Y ………………………4月
タ-KL801B-1P ………………………3月
タ-KL801P-1P ………………………3月
タ-KS311B-1P ………………………3月
タ-KS311P-1P ………………………3月
タン-201B・P・Y ………………………6月
ノ-3HAT・3HATX5・3HBT …………6月
ノ-30AS10-5-1・2・3・4・5 …………2月
ノ-30AS10-5X4………………………2月
ノ-CP836AT-P ………………………1月
ノ-CP836BT-LB ……………………1月
フ-CE755B・LB・M・P・Y ……………1月

品　　番� 掲載月

フ-RKM750-10B ……………………1月
フ-RKM750B・G・M・P・Y …………1月
フ-RKW10B・G・M・P・Y ……………1月
ラ-GLB21B・GLB22B・GLB23B・
GLB24B・GLB28B・GLB43B ……1月
ラ-NV20B・D・LB・LG・P・T・V・W・Y …1月
ラ-NV40B・D・LB・LG・P・T・V・W・Y …1月
ラ-NV60B・P・T ………………………1月
ラ-NVM706D・LB・W ………………3月
ラ-NVR510D・LB・W ………………3月
ラ-NVR520D・LB・W ………………3月
ラ-NVT520D・LB・W ………………3月

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆  2021年1〜6月 掲載新商品リスト  ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 
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