
補足資料： 「カウネット第１８号カタログ」「カウネット第６号家具カタログ」の概要 

※注： ＜ ＞内はカタログ掲載ページ、価格は全て税込 

１．プライスダウン、お買い得商品の発売 

○主なプライスダウン商品 

・カウネットオリジナルコピー用紙 ＜Ｐ.４００～４０３＞ 

ス

ス

ス

ス

タンダードタイプ  Ａ４（１０箱以上） １箱あたり２,６８０円    

タンダード高白色タイプ  Ａ４（１０箱以上） １箱あたり２,６８０円 

タンダードタイプⅡ  Ａ４（１０箱以上） １箱あたり２,６８０円 

タンダードタイプⅡ高白色   Ａ４（１０箱以上） １箱あたり２,６８０円  

→前号比：１箱あたり５１０円値下げ １０箱では５,１００円値下げ）  

  

・カウネットオリジナルクリヤーホルダースタンダードタイプ 1 箱（６００枚入） １枚あたり６.３８円 

＜Ｐ.１１８＞  （前号比： １枚あたり０．６円値下げ） 

・カウネットオリジナルパイプ式ファイルエコノミー（Ａ４タテ 綴厚５０ｍｍ） １冊あたり３０８.７円 

＜Ｐ.５６＞ ※３箱（１箱：１０冊入）以上注文の場合  （前号比： １冊あたり３４．３円値下げ） 

  

・カウネットオリジナル再生トイレットペーパーシングル６０ｍ １ロールあたり２２.７５円  

＜Ｐ.７３６＞※１０箱（1 箱：１８ロール×６パック入）以上注文の場合 （前号比： １ロールあたり２.０６円値下げ） 

・木曽山系の天然水（ミネラルウォーター） ２リットル２４本入  １本あたり８８円 

＜Ｐ.６７２＞ （前号比： １本あたり１０円値下げ）  
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https://www.kaunet.com/kaunet/goods/52120749
https://www.kaunet.com/kaunet/goods/50122639
https://www.kaunet.com/kaunet/goods/50252923
https://www.kaunet.com/kaunet/goods/50610402
https://www.kaunet.com/kaunet/goods/41153062
https://www.kaunet.com/kaunet/goods/41186152
https://www.kaunet.com/kaunet/goods/50572274
https://www.kaunet.com/kaunet/goods/41004685


 

○お買い得価格の新商品 

・カウネットオリジナル布テープ 小巻タイプ １箱３０巻入り １巻あたり１０９.７円 ＜Ｐ．８４１＞ 

・カウネットオリジナル半透明ゴミ袋詰替用４５リットル １箱１,２００枚入り １枚あたり４.９５円  ＜Ｐ.８０６＞ 

    
・カウネット限定販売 北の天然水（ミネラルウォーター） ５００ｍｌ ７２本入 １本あたり７８円 ＜Ｐ.６７４＞ 

会議などで便利な５００ｍｌサイズをお買い得価格で提供します。カウネットのキャラクター付きのオリジナ

ルボトル入りです。 

  

 

２．エコロジー＆エコノミーのお手伝い 

○電動アシスト自転車の取り扱いを開始 

エネループバイク２６型 スタンダードモデル ７９,８００円 ＜Ｐ.６１０＞ 

走りながら発電と充電を行う電動ハイブリッド自転車です。営業車からの切換えで、企業の環境対策と経費

対策の両方に貢献します。 

 

○長持ちＬＥＤ電球を低価格で提供 

ＬＥＤ電球（４０Ｗ相当） １セット １０個入り  １個あたり ２,９８０円  ＜Ｐ.５９８＞ 

１日１０時間点灯で約１０年間交換が不要な電球型ＬＥＤライトをお買い得価格で販売します。長寿命のため

電球を交換する手間が減らせるうえ、廃棄物の削減にもつながります。また、白熱灯電球に比べ消費電力が

少ないため電気代の節約ができます。 
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https://www.kaunet.com/kaunet/goods/41235355
https://www.kaunet.com/kaunet/goods/41225493
https://www.kaunet.com/kaunet/goods/41255018
https://www.kaunet.com/kaunet/goods/41327340


  

○温度計付きＥＣＯポスター・カード作成サービスを開始 ＜Ｐ.１０４２＞ 

冷暖房時の室温を適切に管理する温度計付きＥＣＯポスター・カードの作成サービスを、名入れ・軽加工サ

ービス「かうねっと工房」のメニューに加えました。オフィス内での省エネ啓発用ツールや、イベントのノベルテ

ィとしても使えます。 

・エコポスター（Ａ３判） １枚 ９,８００円～ 

・エコカード 名刺サイズ １０枚 ９,８００円～ 

 

 

３．アイデア満載のオリジナル商品 

○書いた文字を隠さずに貼れる「透明ふせん」と「貼れりーなふせんケース」 ＜Ｐ.３１２＞ 

好評を博しているカウネットオリジナルノート｢ふせん貼れりーな｣をより有効に活用できる透明ふせんで、書

いた文字を隠さず貼ることができます。ふせんケースは、持ち運びに便利なリングノート型で、中のシートに

好みのふせんを貼ってカスタマイズすることもできます。  

・透明ふせん １パック４冊入り（ふせんサイズ ７５ｍｍ×２５ｍｍ） ３１２円 

・貼れりーなふせんケース（ふせんケース、ふせん４冊） ３９９円 

 

○ドット入りふせん「ふせん ドットＤＥきれい」 ＜Ｐ.８３８＞ 

ふせんの表にドットを入れているので、文字が曲がらずまっすぐに書け、ドットをチェックボックスにしてＴｏＤｏ

リストとして使うこともできます。また粘着位置のドットが濃くなっているので上下が一目でわかります。 

・ふせん ドットＤＥきれい ７５ｍｍ×２５ｍｍ １パック（１００枚×３冊入） ２２８円 

・ふせん ドットＤＥきれい ７５ｍｍ×７５ｍｍ １パック（１００枚入）  ２１０円 

・ふせん ドットＤＥきれい ７５ｍｍ×１００ｍｍ １パック（１００枚入） ２８３円  
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https://www.kaunet.com/kaunet/categoryshop/office/sitemap/KWf_CSfKoubouHomeMain.jsp
https://www.kaunet.com/kaunet/goods/41240434
https://www.kaunet.com/kaunet/goods/41301944
https://www.kaunet.com/kaunet/goods/41146163
https://www.kaunet.com/kaunet/goods/41240434
https://www.kaunet.com/kaunet/goods/41301944
https://www.kaunet.com/kaunet/goods/41327548
https://www.kaunet.com/kaunet/goods/41327555
https://www.kaunet.com/kaunet/goods/41327562


 

○小物が一緒に携帯できる「多機能ネームカードホルダー」 ＜Ｐ.８３８＞ 

ＩＤカードを入れる名札ケースに、携帯していると何かと便利な名刺やふせんなどが入るポケットが２枚付いて

います。メモするときに役立つボールペンも付属です。 

・カウネットオリジナル多機能名札（ブラウン／ブラック） ２,９８０円 

 

○「Ｋａｔａｚｕｋ（かたづく）シリーズ」にラインアップ追加  

組立て式収納の「Ｋａｔａｚｕｋ（かたづく）シリーズ」に、ダンボール素材で出来た組立て式クラフトラック、ク

ラフトボックス、封筒収納ＢＯＸが加わりました。 

・Ｋａｔａｚｕｋシリーズ 組立式クラフトラック ３列×３段 （幅１,０４０mm 高さ１,０７８mm 奥行き３６２mm）  

１台 ３,４８０円 ＜Ｐ.１５１＞ 

・Ｋａｔａｚｕｋシリーズ 組立式クラフトボックス 中（幅１４５mm 高さ１４２mm 奥行き３４５mm）  

１パック（２個入） ９６８円 ＜Ｐ.１５１＞ 

大・中・小の３サイズが揃うクラフトボックスを組み合わせて使うと、クラフトラックにぴったりと納まります。 

・Ｋａｔａｚｕｋシリーズ 封筒収納ＢＯＸ １個 ９７６円＜Ｐ.３４６＞ 

   

○人事・総務ショップに「カタログファイル」と「かぎファイル」が登場 ＜Ｐ.４７＞ 

人事・総務ショップでは、人事・総務担当者の困りごとを解決するアイテムを数多く取り扱いしています。今号

でも、お客様の声をもとに開発したファイルを新発売します。 

・カタログファイル（Ａ４タテ） １冊あたり ４５５円 （１セット３冊入 １,３６５円） 

カタログやパンフレットにワイヤーを挟むだけでファイリングでき、穴を開ける必要がありません。 
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https://www.kaunet.com/kaunet/goods/41326862
https://www.kaunet.com/kaunet/goods/41326879
https://www.kaunet.com/kaunet/goods/41271766
https://www.kaunet.com/kaunet/goods/41297049
https://www.kaunet.com/kaunet/goods/41237038
https://www.kaunet.com/kaunet/goods/41271353


・かぎファイル（Ａ４タテ） １冊あたり７２０円 （１セット３冊入 ２,１６０円） 

Ａ４サイズでデスクの引き出しにも入り、軽くて持ち運びにも便利なファイルタイプの鍵用収納です。本

体にゴム紐やツメが付いていて、様々な形状の鍵を１８個まで収容することができるほか、印鑑やＵＳＢメ

モリなどの細長い小物も収納することができます。 

 

○数量限定のカウネットのキャラクター商品 

カウネットのキャラクター、カウ坊とカウりんがデザインされたオリジナル商品の第６弾は、休憩時やリラックスし

たミーティングなどで活躍するお菓子のアソートセットと、繰り返し使える携帯電話用充電器です。 

・カウ坊のお菓子箱アソートセット （カウ坊のお菓子箱、カウりんの貯金箱、６種類のお菓子のセット）  

９８０円 ＜Ｐ.６９２＞ ※１,０００セット限定 

・カウネットキャラクター 携帯電話充電器（ＬＥＤライト付）＆シートクリーナー  １セット １,９８０円 ＜Ｐ.５＞ 

※ドコモ/ソフトバンク対応 ３５０セット、ａｕ対応 １５０セット限定 

   

 

４．環境への取組み強化 

○カタログ回収エリアの拡大 

カタログ無料回収サービスの対象エリアを拡大します。これにより対象エリアは、オフィス通販業界 大級に

なります。 

＜拡大エリア＞神奈川県（横浜市･川崎市は既に実施済）、三重県、奈良県、富山県、石川県、福井県、岡

山県、広島県、山口県、島根県 

○カタログのカーボン・オフセット（認証取得第一号） 

当社はカタログの印刷・製本工程および配送時に排出されるＣＯ２をオフセットする取り組みを行っています

が、その取り組みは環境省が主体となって実施する｢カーボン・オフセット認証制度｣で第一号の認証を取得

しています。 
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https://www.kaunet.com/kaunet/goods/41296172
https://www.kaunet.com/kaunet/goods/41325124
https://www.kaunet.com/kaunet/goods/41299982
https://www.kaunet.com/kaunet/goods/41299999


○エコ商品が探しやすく 

カウネットはエコマーク、ＧＰＮ掲載、グリーン購入法のうち、いずれかに該当する商品に、カウネット独自のエコ情

報マークをつけていますが、今号より、カタログの商品番号表記を緑色にすることでさらに探しやすくしました。 

 

 

５．ショップの充実 

○危機管理ショップの充実 ＜Ｐ.９２４～Ｐ.９３０＞ 

今年の秋に再流行が懸念される新型インフルエンザ、地震・台風などの自然災害ほか様々なリスクに備える

アイテムを揃えた「危機管理ショップ」で「非常用持ち出しセット」など４０品番の新商品を販売します。  

  

 

６．ＷＥＢの強化 

○ＷＥＢトップページをリニューアル 

ページの幅を広くしたほか、レイアウトの見直しを行い、よりわかりやすく、より商品が探しやすいトップページ

になります。 
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○取り寄せサービスがＷＥＢでも利用可能に（10 月より） 

カウネットで取り扱っているカテゴリーなら何でも取り寄せる「お取り寄せサービス」が、お問合せから注文まで

ＷＥＢでも利用できるようになります。 

 

 

７．第６号家具カタログのテーマは「オフィス家具こそ通販で買う！」 

オフィス家具は約２６０品番を値下げしたほか、お買い得商品を徹底的に強化しました。 

○プライスダウン 

・Ｄ－ＳＴＹＬＥデスク（幅１,２００ｍｍ） １７,８００円 ＜家具Ｐ.１４８＞ （前号比：３,０００円値下げ） 

・スタンダード木製収納５段（高さ１,８４５ｍｍ 幅８００ｍｍ 奥行き３８０ｍｍ） １８,８００円 ＜家具P.９０＞ 

（前号比：３,０００円値下げ） 

・ミーティングガラステーブル （幅１,５００ｍｍ 奥行き８００ｍｍ 高さ７００ｍｍ） １９,８００円 ＜家具P.２１９＞ 

（前号比：５,０００円値下げ） 

○まとめ買いがおトク！！ 

イスなどで同タイプ同色の商品をまとめてお買い上げいただくことで１台あたりの価格がお買い得になるものを

用意しました。 

・コンパクト ＫＥＮＺチェア  ＜家具Ｐ.１７４＞ 

１脚９,４８０円が、同色で４脚以上の場合、１脚あたり８,９８０円 → １脚あたり５００円のお得 

○セットでおトク！ 

テーブルとイスなどあらかじめコーディネートした、お買い得なセットを用意しました。 

・丸脚ミーティング用テーブル＆プラシェルチェアセット   ＜家具Ｐ.２１８＞ 

カウネット 安値のミーティング用テーブルとミーティングチェア４脚が、合計で２３,８６０円のところ、セット

購入すると２１,５００円 → ２,３６０円のお得 

 

7/8 

https://www.kaunet.com/kaunet/goods/50560189
https://www.kaunet.com/kaunet/goods/41061657
https://www.kaunet.com/kaunet/goods/41059487
https://www.kaunet.com/kaunet/goods/41218433
https://www.kaunet.com/kaunet/goods/41255988


○おすすめの新商品 

・イーゴＥデスク木目タイプ（幅１,２００ｍｍ 奥行き６００ｍｍ） １台 ９,９９０円 ＜家具Ｐ.１２８＞ 

デスクに必要な機能を 小限におさえたイーゴＥデスクに、高級感のある木目柄天板のタイプを追加。 

・ホワイトボード ブラックフレーム 片面 幅１１５６タイプ １台 １３,８００円 ＜家具Ｐ.２７８＞ 

・プラティー総革張りソファ ３人掛け  １台 ７９,０００円 ＜家具Ｐ.２６６＞ 

   

 

８．オリジナルミニカーキャンペーン第６弾 

１回あたりのお買い物金額が５,０００円以上の場合、もれなくオリジナルミニカーをプレゼントするキャンペー

ンを実施します。第６弾となる今回のミニカーはサブマリン型。後部にスタンプが付いています。 

・キャンペーン期間：２００９年８月３１日（月）～９月３０日（水） 

※終了日は多少前後する可能性があります。 
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https://www.kaunet.com/kaunet/goods/41216507
https://www.kaunet.com/kaunet/goods/41263358
https://www.kaunet.com/kaunet/goods/41217313

