
ⓇLet’s save the earth! シリーズ

私たちは持続可能な開発目標SDGsを支援しています。

JMCA内閣府認証
NPO法人 Japan Medical Care Association

ジャパン メディカル ケア アソシエーション

Ⓡ
命輝くデザイン

セキセイ株式会社は
NPO法人 ジャパン メディカル ケア アソシエーション（JMCA）を通じて

SDGsの趣旨に賛同し、応援いたします。

内閣府認証



SDGsの取り組みや
企業のPRに

ご利用いただける
ツールです。

Ⓡ

Ⓡ

Let’s save the earth! シリーズ

カタログ請求No.

202012-OC
G-09-1

お問い合わせは

※商品は予告なく、仕様・デザイン・価格等の変更及び生産中止する場合がありますのでご了承ください。
※商品の色は印刷物のため、実際の色と異なることがあります。

東京本社・東京都文京区春日1丁目7番1号  〒112-0003・TEL（03）3813-6531（代） 
大阪本社・大阪市阿倍野区松崎町2丁目6番43号  〒545-0053・TEL（06）6621-2331（代）  

お客様相談窓口 0120-281281
あなたのスペース　　　ニバイ　　　ニバイ

ホームページ　　www.sedia.co.jp

東京本社・大阪本社・名古屋・福岡

Let’s save the earth!

マグネット式なので生地を
傷めず取り付けられます。

持続可能な開発目標 SDGs への取り組みの一環として、
地球環境保全のために売上の一部を寄付いたします。

穴をあけずに取り付けられる
マグネット式バッジ

なめらかな書き味

安心安全のSIAA認定
全面抗菌加工のクリアファイル

石灰石から生まれたペン
軸材に石灰石を 50％以上含む新素材 LIMEX
を使用することにより、同型の従来品と比べ、
石油由来のプラスチックの使用量を大幅に削減
しております。

SDG-2020　参考上代  ¥600＋消費税
SDGsライメックスボールペン
油性ボールペン　黒 0.7mm　
全長129×軸径10mm
OPP 袋入 H195×W56mm
梱包単位／1本（袋）-30 本（袋）

SDG-6665
　参考上代  ¥600＋消費税

SDG-6665

SDG-6667 SDGsボールペン
油性ボールペン　黒 0.5mm

SDG-6667
　参考上代  ¥600＋消費税

SDG-2050  SDGsクリアファイル
A4  H310×W220mm   抗菌加工 PPシート0.2mm厚

SDGsボールペン
油性ボールペン　黒 0.7mm

全長139.6×軸径11.3mm    
OPP 袋入 H195×W56mm    梱包単位／1本（袋）-50 本（袋）

SDG-2000  参考上代  ¥1,000＋消費税
SDGsマグバッジ
バッジ直径 26mm　マグネット（ネオジウム）
吊り下げパッケージ入H75×W70×D7mm
梱包単位／1個（袋）-50 個（袋）

スマホが立てられる！
スマホスタンド
アーチ部分にスマホを置くだけ。

ゴム部分でタッチペン操作
タッチペン

１本３役
ボールペンに
＋スマホスタンド
＋タッチペンの
３つの機能を搭載

SDG-6680
　参考上代  ¥300＋消費税
SDGsスマタテペン 
油性ボールペン　黒 0.7mm
全長154×最大径11mm
吊り下げパック入H195×W65mm
梱包単位／10 本（箱）-100 本（梱）

マジック機構

角度 60°

見やすい角度に設置される！

ご注文は、100 本単位でお願いします。
名入れの場合は、500 本以上にて承ります。名入れ

こちらの商品は名入れ不可です。

価格についてはお問合せください。

PAT.

PAT.P. PAT.P.

アドクリップ
胸ポケットに入れ
るとバッジをつけ
ているように見え
るクリップです。

本社　 　　　　　  TEL ： 086-422-7000　　
OSセンター　 　　  TEL ： 0120-664-666
岡山支店　　　 　  TEL ： 086-243-0300　　
福山営業所　　 　  TEL ： 084-981-3336

■ご用命、お問い合わせは

参考上代  ￥200＋消費税

1個～ご注文承ります

（SDG-6665・SDG-6667）500本～ご注文承ります
    　　　　　　　   ※名入れの場合も同様500本～ご注文承ります ※名入れの場合も同様

ご注文単位 ： 100本
 ※名入れの場合は500本～
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