
人気
企画！

先端のパイプは収納式で安心！

丈夫な金属ペン先

しっかり安定して握れる！

六角ラバーグリップ

机の上で転がりにくい！

転がり止め

スピードイン機構
キャップを外さなくても
サッと芯を補充できる！

DM LB P DM LB P DM LB PYG YR

マークシートの塗りつぶしにアイデアの整理にノートへの書き込みに
1.3
mm芯

0.7
mm芯

0.9
mm芯

クリップ付きも
ございます。
鉛筆シャープ
TypeS

●本リーフレット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、平成30年1月1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。
●本リーフレットに記載の価格は、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。
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常翔学園中学校・高等学校 様

立命館宇治中学校・高等学校 様

長岡こども福祉カレッジ 様

〈ご採用事例紹介〉

OPEN
CAMPUS
OPEN
CAMPUS
OPEN
CAMPUS
OPEN
CAMPUS
OPEN
CAMPUS
オープンキャンパス・オープンスクール・学校説明会・見学会に
最適なオリジナルグッズのご紹介。

ORIGINAL
CAMPUS
GOODS

ORIGINAL
CAMPUS
GOODS

学校・塾様限定

ご注文の流れ

CampusCampusCampusCampusCampusCampus
コラボノート・キャンペーンコラボノート・キャンペーンコラボノート・キャンペーンコラボノート・キャンペーンコラボノート・キャンペーンコラボノート・キャンペーン

キャンペーン期間：

2018/1/5（金）～
　2018/8/31（金）
2018/1/5（金）～
　2018/8/31（金）

〈学校・塾のオリジナルキャンパスノートをお得な価格で製作できます!〉
・平成30年1月5日（金）から8月31日（金）までにご注文いただいたものに対して、キャンペーン価格を適用
 いたします。
・最低発注数：1,000冊以上
・版下レイアウト代25,000円と製版代70,000円、合計95,000円分が無償になります。
・書きやすさ、使いやすさで定評のある既製品キャンパスノートの中紙を使用しています（セミB5サイズ・30枚）。
・版下データ入稿およびデザイン作成できない場合はご相談ください。
・完成したノートデザインは、弊社のお客様に参考いただくことを目的に、HP・各種イベント・販促物に事例として
 公開させていただく場合があります。

〈ご注意〉●キャンペーン対象は、学校・塾様に限定させていただきます。 ●表紙デザインは規定のルールがございます。詳細は営業担当者にお問い合わせいただくか、当方にデザイン仕上げをご一任ください。 ●Campusロゴ入りノートは、ノベルティ向け非売品です。販売目的ではご利用いただけません。

表紙デザインをご用意ください ⇒ 罫線をお選びください ⇒ 背クロスカラーをお選びください

168

252

170

※点線の内側がレイアウト範囲です。
※Campusロゴに文字や柄がかぶら
　ないようにしてください。
※「非売品」または「Not for sale」
　の表記が入ります。

A・普通横罫（A罫） B・中横罫（B罫）

●罫線は4種類あります

AT・ドット入り普通横罫（A罫） BT・ドット入り中横罫（B罫）

B1 B3 G P R Y D シルバー

版下レイアウト代・製版代相当分が

●個包装/なし
●ロット範囲/1,000～

CP-KOK200-0110

数量 名入れ参考価格（税抜）
1,000 ￥470
3,000 ￥272
5,000 ￥219

￥375
￥240
￥200

オフセット

キャンペーン品番

4色

←
←
←

●背クロスカラー ※薄いカラーは下のデザインが透けやすいのでご注意ください。

7mm 6mm 6mm7mm

ホームページURL  http://www.kokuyo-st.co.jp/solution/custom/

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

名入れイメージ名入れイメージ

セミB5セミB5
●個包装/なし
●包装オプション/PP袋入れ
●ロット範囲/100～

KOス-SV301BT（セミB5） 300

数量 名入れ参考価格（税抜）

上記価格に含まれる費用
●版下レイアウト代/￥3,000

100 ￥430
300 ￥380
500 ￥352

個包装なし箔押し 1色1ヵ所

ソフトリング®ノート（ドット入り罫線）
リングノートの「リングが手に当たって書きにくい」を解決！
コクヨ独自開発の“やわらかリング”を採用したリングノートです。

キャンパスノート〈スマートキャンパス〉
薄くて軽量なのでかさばりません。

今だけ無償

ドット入り罫線

「美しく書く」をサポート
するドット入り罫線を採用。

やわらかく、角が丸いリング
なので、手に当たっても気に
せず筆記ができます。

LB P B LG YR

鉛筆シャープTypeS（スピードインモデル）
キャップを外さなくても芯が補充できる、スピードインモデル。ペンケースに収容しやすいクリップレスタイプです。

●普通横罫ドット入り（A罫） ●中横罫ドット入り（B罫）

6mm7mm

●個包装/なし
●包装オプション/PP袋入れ
●ロット範囲/100～

KOノ-GS3CAT（普通横罫ドット入り・7mm）
KOノ-GS3CBT（中横罫ドット入り・6mm）

180

数量 名入れ参考価格（税抜）
100 ￥300
300 ￥260
500 ￥237

上記価格に含まれる費用
●版下レイアウト代/￥3,000

1,000 ￥216

個包装なし箔押し 1色1ヵ所

●個包装/PP袋入り
●包装オプション/のし袋入れ、のし箱入れ
●ロット範囲/100～

KOPS-P302（0.7mm）
KOPS-P300（0.9mm）
KOPS-P301（1.3mm） 300

数量 名入れ参考価格（税抜）

上記価格に含まれる費用
●版下レイアウト代/￥1,200
●製版代/￥6,500

100 ￥437
300 ￥336
500 ￥320
1,000 ￥308

PP袋入りパッド 1色

-B -G -P -V -Y

LB

名入れ
イメージ

お問い合わせ、ご相談は

　
　 担当

本社  TEL : 086-422-7000
岡山支店 TEL : 086-243-0300
福山営業所 TEL : 084-981-3336
OSセンター TEL : 086-422-5544



KO
KU

YO
 U

N
IV

ER
SI

TY

 

とじ部がスマート！

用紙の端にとじられる
ので印刷面をじゃま
しません。

特殊角芯
筆記線幅
約3.4mm

細字
筆記線幅
約0.35mm

中字角芯
筆記線幅
約3.5mm

中字角芯
筆記線幅
約4.0mm

暗記用ペン 暗記用ペン 暗記用消しペン

4ポケット 6ポケット

ポケットには脱落防止
ストッパー付き

脱落防止ストッパー
クリヤーホルダー型ポケット

●開閉イメージ

ガバッ
と広が

る！

テープのり〈ドットライナープチプラス〉ホワイト
ペンケースにも収まるプチサイズでたっぷり使える10m巻き。

ペンケース〈シェルブロ〉
ガバッと広がって見つけやすい、大容量のシェル型ペンケース。

消しゴム〈カドケシ〉オリジナル台紙
新しいカドで消す感覚が、何度でも味わえます。

インクジェット
オリジナルデザイン例

ペンケース〈ネオクリッツフラット〉
スリムなペンケースが、ペンスタンドになります。

針なしステープラー〈ハリナックスプレス〉
穴を開けずに紙をとじるプレスタイプ。
環境配慮、安全性のPRに。

テープのり〈ドットライナーコンパクト〉ホワイト
コンパクトサイズで携帯に便利。小さいけれどつめ替え可能。

パッド
名入れイメージ

W

暗記用ペンセット〈チェックル〉
暗記用ペン、消しペン、暗記用シートがセットになってすぐに使い始められます。

クリヤーホルダーブック〈モッテ〉(固定式)
背幅がスリムで、持ち運びにも便利。

鉛筆シャープ（キャンディカラー）
ちょっと太めがちょうどいい。折れにくく、
さらさら書ける0.7mm芯。

2色蛍光マーカー〈ビートルティップ・デュアルカラー〉
1つのペン先で2色使える！人気のピンクとイエローの組み合わせ。

名入れイメージ

●個包装/PP袋入り
●包装オプション/のし袋入れ、のし箱入れ
●ロット範囲/100～

KOPM-L303-1 150

上記価格に含まれる費用
●版下レイアウト代/￥1,200
●製版代/￥6,500

数量 名入れ参考価格（税抜）

300 ￥196
100 ￥297

500 ￥175
1,000 ￥158

PP袋入りパッド 1色軸もしくはキャップに

名入れイメージ

キャンパスルーズリーフケース（３０枚入り）（B5）
ルーズリーフが折れ曲がらず、きれいなまま持ち運べます。

KOノ-C836BT

KOノ-C836AT

中に入っているルーズリーフは
人気のドット入り罫線です。
最大100枚まで収容できます。

●個包装/PP袋入り
●ロット範囲/100～

KOノ-C836AT（普通横罫ドット入り）
KOノ-C836BT（中横罫ドット入り）

箔押し 1色1ヵ所ケース表面に

340

上記価格に含まれる費用
●版下レイアウト代/￥3,500

数量

300
500
1,000

￥408
100 ￥615

￥367
￥340

名入れ参考価格（税抜）
PP袋入り

名入れ
イメージ

BG

VPDM

●個包装/PP袋入り
●包装オプション/のし袋入れ、のし箱入れ
●ロット範囲/100～

KOPS-PT112（0.7mm） 180

上記価格に含まれる費用
●版下レイアウト代/￥1,200
●製版代/￥6,500

数量 名入れ参考価格（税抜）

300 ￥216
100 ￥272

500 ￥200
1,000 ￥188

PP袋入りパッド 白1色

鉛筆と同じ六角軸
（エラストマー
コーティングなし）

B P G W

本体色

つめ
替え

●個包装/PP袋入り
●包装オプション/のし箱入れ
●ロット範囲/100～

オープン

数量
100
300
500

￥630
￥427
￥410

上記価格に含まれる費用
●版下レイアウト代/￥5,000

1,000 ￥395

名入れ参考価格（税抜）

KOタ-DM4500-08-CO

PP袋入り
数量
100
300
500

￥515
￥408
￥383

上記価格に含まれる費用
●版下レイアウト代/￥3,000
●製版代/￥8,500

1,000 ￥362

名入れ参考価格（税抜）
PP袋入りパッド 1色 インクジェット 4色

●個包装/のし箱入り
●包装オプション/既製品パッケージ入れ
●ロット範囲/50～

パッド 1色

1100

数量 名入れ参考価格（税抜）
50 ￥1,700
100 ￥1,335
300 ￥1,202

上記価格に含まれる費用
●版下レイアウト代/￥3,500
●製版代/￥9,000

のし箱入り

数量 名入れ参考価格（税抜）
50 ￥2,470
100 ￥1,660
300 ￥1,477

上記価格に含まれる費用
●版下レイアウト代/￥5,000

のし箱入り

KOSLN-MPH105（白以外）
KOSLN-MPH105W（白）

5
とじ
枚

※W（白）のみ

インクジェット 4色※W（白）のみ

芯径
0.7mm

持ち歩く本数が減って
スッキリ収容！
携帯に便利です。

学校や企業訪問時のPRには、実用的で喜ばれるアイテムを！お土産品

持ち替えるわずらわしさなし！
立ったままでも片手で色分け
できるので通学や通勤途中の
学習にも最適。

上記価格に含まれる費用
●版下レイアウト代/￥1,200
●製版代/￥6,500

数量 名入れ参考価格（税抜）
100 ￥508
300 ￥436
500 ￥415

PP袋入りパッド 1色（同版・同色）

KOPM-M120-S 360

暗記用ペン、暗記用消しペンに

●個包装/PP袋入り（既製台紙にセット）
●包装オプション/のし袋入れ
●ロット範囲/100 ～

暗記用シート（赤）

オレンジペンセット
YR

暗記用ペン（緑・オレンジ） 名入れ
イメージ

暗記用消しペン（緑用）
※ペンには既製印刷が入ります。

セット内容
・暗記用ペン：1本
・暗記用消しペン：1本
・暗記用シート（赤）：1枚

B5

名入れイメージ

オリジナルデザイン例

オリジナルデザイン例

オリジナルデザイン例

KOケシ-U700-CD
●個包装/なし
●ロット範囲/200～

オンデマンド 4色（片面）

150

上記価格に含まれる費用
●版下レイアウト代/￥10,000

数量 名入れ参考価格（税抜）
200 ￥420
500 ￥280
1,000 ￥200

転写
名入れイメージ

パッド
名入れイメージ

箔押し
名入れイメージ

-1 （ネイビー） -2 （ピンク）

-4
（パープル×エメラルドグリーン）

-3
（グレー×ピンク）

-2
（ネイビー×ブルー）

-1
（ブラック×オレンジ）

B LB LG LM LP P V Y B LB LG LM LP P V Y

-3 （ブルー） -4 (グリーン）

数量
100
300
500

￥1,520
￥1,420
￥1,360

名入れ参考価格（税抜）
ファスナートップ　箔押し1色1ヵ所 PP袋入り

●個包装/PP袋入り
●ロット範囲/100～

（ファスナートップ名入れ）
KOF-VBF160F

（本体名入れ） 
KOF-VBF160

1300

1300

上記価格に含まれる費用
●版下レイアウト代/￥3,500

数量
100
300
500

￥1,750
￥1,577
￥1,540

名入れ参考価格（税抜）
転写 4色 PP袋入り

上記価格に含まれる費用
●版下レイアウト代/￥5,000

数量
100
300
500

￥1,520
￥1,420
￥1,360

名入れ参考価格（税抜）
パッド 1色（白もしくは黒）PP袋入り

上記価格に含まれる費用
●版下レイアウト代/￥5,000
●製版代/￥9,000

●個包装/なし
●包装オプション/PP袋入れ
●ロット範囲/100～

KOフ-LM5710-4 （4ポケット）
KOフ-LM5710-6 （6ポケット） 450

320

数量
名入れ参考価格（税抜）

KOフ-LM5710-4

上記価格に含まれる費用
●版下レイアウト代/￥3,500

100 ￥412
300 ￥344

KOフ-LM5710-6
￥542
￥474

個包装なし箔押し 1色1ヵ所

使い
切り

パッド 1色

上記価格に含まれる費用
●版下レイアウト代/￥3,000
●製版代/￥8,500

数量 名入れ参考価格（税抜）
100 ￥435
300 ￥328
500 ￥303
1,000 ￥282

PP袋入り

上記価格に含まれる費用
●版下レイアウト代/￥5,000

インクジェット4色
数量 名入れ参考価格（税抜）
100 ￥550
300 ￥347
500 ￥330
1,000 ￥303

PP袋入り

●個包装/PP袋入り
●包装オプション/のし箱入れ
●ロット範囲/100～5,000

KOタ-D910-07-CO オープン

●個包装/PP袋入り
●包装オプション/白箱入れ
●ロット範囲/100～

KOF-VBF190 1500

数量 名入れ参考価格（税抜）

上記価格に含まれる費用
●版下レイアウト代/￥5,000

100 ￥1,950
300 ￥1,777
500 ￥1,740

PP袋入り転写 4色


