
補足資料１  ＜カウネットカタログ２０１１年秋冬号の特長＞ 

  ※＜ ＞内はカタログ掲載ページ、価格は全て税込 

１．巻頭特集「今、役立つオフィスの悩み解決」 

 

○お仕事効率アップのはかどりレシピ ＜Ｐ.２～７＞ 

お客様に実施したアンケートで、時間がかかっていたり、面倒に感じる仕事について聞いたところ、書類の整理

や分別廃棄、水周りの掃除などが上位にランキングされました。それらを解決するための便利なアイテムを「仕事

道具編」、「デスク編」、「分別・廃棄編」、「給湯室編」、「お掃除編」の５つのコーナーを設けて提案します。 

・「仕事道具編」 仕事や作業の効率アップにつながるファイルやテープのりなど 

・「デスク編」 デスク周りがすっきり片付いて働きやすくなる付箋やブックスタンドなど 

・「分別・廃棄編」 ゴミ捨ての面倒を改善する針なしステープラーや半透明分別ゴミ箱など 

・「給湯室編」 時間がかかる水周り仕事を楽しく効率アップさせるスポンジやクリーナーなど 

・「お掃除編」 収納スペースと交換の手間が減らせるトイレットペーパーなど 

 

  
 仕事道具編／デスク編  分別・廃棄編／給湯室編     

 

 

   

 お掃除編  コミュニティサイト「カウネットモニターパーク」会員へのアンケート結果 

業務の時間配分や負担について （N=308、調査時期 2011/6/24～7/1） 
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○これで乗り切る節電術 ＜Ｐ.８～１１＞ 

節電対策をしながらも快適なオフィス生活を実現するためのアイテムを紹介します。 

電気代の節約になるＬＥＤ電球の紹介や、遮熱効果の高いブラインド、体感的な涼しさや暖かさをもたらすアロマ

オイルなどのアイテムを提案します。 

 

 

  
 

 

２．オリジナル商品の拡充 

○お客様の困りごとを解決する「はかどるシリーズ」のファイルに新仕様登場 

つづり紐への書類の移し替えが楽にできる新しい綴じ具を使ったファイルです。 

・「はかどるパイプ式ファイル＜スリットパイプ＞５０ｍｍ」 １セット３０冊入り ９,４５０円 ＜Ｐ.５７＞  

 １冊あたり ３１５円  （２０１１年１０月３日から販売開始） 

 

 
 

○「Ｋａｔａｚｕｋ（かたづく）シリーズ」にラインアップ追加 

組立て式収納「Ｋａｔａｚｕｋシリーズ」のＭＤＦ（木製集成材）素材のアイテムを拡充しました。 

コンセントを付け、デスクでの携帯電話やスマートフォンの充電をしやすくする工夫をしています。 

・Ｋａｔａｚｕｋコンセント付机上台 １セット３台入り ８,６７０円 ＜Ｐ.３１０＞ 

  １台あたり ２,８９０円 
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○持ち手が付いた「取り出しやすいゴミ袋」 

ゴミ箱から取り出しやすい持ち手付きのゴミ袋です。袋の口が波型になっていて結びやすいので、スムーズに

ゴミ捨てができます。 

・取り出しやすいゴミ袋 ７０リットル ＜Ｐ.６６９＞  （２０１１年９月２６日から販売開始） 

１セット（４００枚入） ４,７９２円  （２０１１年９月２６日～１２月２９日 １８:００までの限定価格 通常価格は、５,０８０円） 

（１枚あたり １１.９８円）  

 

  
 

３．プライスダウン、お買い得商品の充実 

○オフィスの定番品をプライスダウン 

・カウネットオリジナルコピー用紙スタンダードタイプⅡ、スタンダードタイプⅡ高白色 Ａ４ ＜Ｐ.４９０～４９１＞ 

５箱以上注文で１箱あたり２,４５０円 

→前号比：３０円値下げ 

 
 

・カウネットオリジナルラミネートフィルム Ａ４サイズ １箱１００枚入り ＜Ｐ.５９８＞ 

１箱あたり１,３８０円  ※５箱以上注文の場合 

→前号比：1箱あたり２７０円値下げ 
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・カウネットオリジナル ロングトイレットペーパーシングル１００ｍ １梱（１パック６個入り×８パック）＜Ｐ.６８５＞ 

１梱あたり ３,０７２円  ※５梱以上注文の場合 

→前号比：1梱あたり１２１円値下げ 

 

 
 

○軽加工サービス「かうねっと工房」もプライスダウン 

・名刺スピードサービス 片面モノクロ（リピート注文の場合） ＜P.１０９８＞ 

１００枚 ８８２円 

→前号比 １５円値下げ 

・回転式ネーム印 ＜P.１１３６＞ 

１本 ８６１円 

→前号比 １１９円値下げ 

 

   
 

○お買い得の新商品 

・ＬＥＤランプ電球色 ４８５ルーメン（４０Ｗ相当） １セット１０個入り １１,８００円＜Ｐ.４００＞  

１個あたり １,１８０円 （～２０１１年１０月３１日１８：００迄の限定価格、通常価格は１個あたり １,２８０円） 
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・ペットボトル入り飲料水 ５００リットル １セット９６本入り ４,６０８円 ＜Ｐ.７９２＞ 

１本あたり４８円 

 

 

４．新ショップ 

○メガストア「ストグーショップ」 ＜Ｐ.９８２～１０９０＞ 

店舗用品を集めた「ストグーショップ」を大幅に拡充しました。小売店やオフィス内の売店などの売場づくりやイベント・

展示会、ショールームの演出に欠かせないアイテムを多数揃えています。ＰＯＰ用品・ディスプレイ用品から商品陳列

什器、さらには飲食店向けの備品まで幅広い商品をお買得価格で提供します。 

 

店頭での集客にかかせない「のぼり」は、幅広い業種用に約４０種類を揃えています。 

・のぼり （６００ｍｍ×１８００ｍｍ） １枚 ＜Ｐ.９８３＞ 

 「節電営業中」 ２,１９０円 ／ 「がんばろうニッポン」 １,４７０円 ／ 「大売出し」 ６６９円 

 

スチールと木製棚の組み合わせがモダンな印象のシェルフです。 

・ワイヤーウッドシェルフ ３段  幅６００ｍｍ×高さ９００ｍｍ ＜Ｐ.１０７４＞ 

１台 ５,８９０円 

 

    
 

○屋外作業ショップ ＜Ｐ.８７０～８８４＞ 

カラーコーンなど工場や現場作業で使用するものから、オフィス周辺の屋外作業で使用できる脚立や台車などを幅広く

揃えています。 

 

工事現場などのほか、迷惑駐車・駐輪対応や、イベントなど幅広い用途で使えます。 

・カラーコーン各色（ブルー、グリーン、イエロー） ＜Ｐ.８７２＞ 

各 １個 ５９８円 

 

安全性を高めるための反射ステッカーが左右と後頭部についているカウネット限定仕様です。 

・ＭＰ型ヘルメット 衝撃吸収ライナーなし １セット１０個入り １３,８００円 ＜Ｐ.８８２＞ 

 １個あたり １,３８０円 
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５．日本のものづくり 「がんばろう東北！」 ＜Ｐ.１８～１９＞ 

カウネットでは、伝統的なものづくりを行うメーカーの商品を紹介して、日本のものづくりの継承と地域の活性化を

応援しています。今回は、東北地方の復興に少しでも役に立てればと、岩手・福島・宮城の美味しい名産品を紹介

します。 
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補足資料２ ＜カウネット家具カタログ２０１１年秋冬号の特長＞  

※＜ ＞内はカタログ掲載ページ、価格は全て税込 

１．家具カタログのテーマは「ようこそオフィス家具専門店へ」 

○わかりやすいイラストでオフィス家具選びをサポート＜家具Ｐ.４～５＞ 

オフィス家具を注文するのが初めての方でも安心して選べるよう、誌面上のイラストで「カリスマ店員」が丁寧でわか

りやすい説明をしたり、アンケート結果を掲載するなどしてお客様のオフィス家具選びを徹底サポートします。 

 

    
 

  
 

 

２．新商品の発売 

○デザインや機能にこだわったデスクを新発売  

無駄を省いたシンプルなデザインで、天板と脚部をそれぞれ２色から組み合わせることができるデスクです。片袖

デスクのワゴンは幅３００ｍｍで省スペースな上、引き出すとサイドテーブルとして使えます。 

・ＳＱデスクシリーズ ＜家具Ｐ.２０～＞ 

ＳＱデスク 片袖机 幅１２００ｍｍ×奥行６００ｍｍ×高さ７００ｍｍ 

 １台 ２１,８００円 （家具配送：組立てサービス付き） 
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ホテルエントランスのパソコン設置スペースや個別指導の予備校・塾などで仕切られた空間を手軽につくることが

できるデスクです。島型レイアウトに対応した背板付きタイプも用意しています。 

・パーソナルブース ＜家具Ｐ.１７１＞  

基本型（背板なし） １台 ９,９９０円 

基本型（背板付き） １台 １２,９９０円  （いずれも家具配送：組立てサービス付き） 

 

  
 

３．プライスダウン、お買い得商品の充実 

○プライスダウン 

・ミーティング用 ＣＡＬ－Ｘチェア レギュラーサイズ ＜家具Ｐ. １４５＞  

１脚 ５,９９０円 （家具配送：設置サービス付き  １回の注文が１～３脚の場合） 

→前号比：５００円値下げ 

１セット５脚入り  ２４,９５０円 （一般配送：お客様設置の場合） 

１脚あたり４,９９０円 

→前号比：４００円値下げ 

 
 

・３連スクリーン 幅１８５０ｍｍ×高さ１８００ｍｍ×奥行（脚部）３５０ｍｍ ＜家具Ｐ.２２６＞ 

１台 ２８,９００円 

→前号比：９００円値下げ 

 
 

○お買い得の新商品 

・マスタースチールロッカー ＜家具Ｐ.２３１＞  

１人用（幅３３１ｍｍ×奥行５１５ｍｍ×高さ１７９０ｍｍ） 

１台 ９,９９０円 

３人用（幅９００ｍｍ×奥行５１５ｍｍ×高さ１７９０ｍｍ） 

１台 １９,９００円 
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・レザーチェア１人用（幅５９５ｍｍ×奥行６２５ｍｍ×高さ９３０～１０２５mm） ＜家具Ｐ.１０３＞  

１台 ７,９８０円 （一般配送：お客様組立ての場合、 家具配送：組立てサービス付きなら ８,４００円） 

 
 

・木製３段ワゴン （幅４１０ｍｍ×奥行５００ｍｍ×高さ６０４mm） ＜家具Ｐ.６１＞ 

１台 ９,８００円 （一般配送：お客様組立ての場合、 家具配送：組立てサービス付きなら １０,３００円） 

 
 

４．新サービス 

○「テーブル素材アップビュー」 ＜家具P.１２＞ 

家具カタログに印刷されたＱＲコードを携帯電話やスマートフォンで読み取ると、テーブル素材の拡大画像などが見ら

れるサービス「テーブル素材アップビュー」を開始します。素材についての詳細情報を確認することができ、お客様

の商品選びをお手伝いします。 
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補足資料３  ＜カウネットカタログ２０１１年秋冬号のキャンペーン内容＞ 

 

○「もれなくもらえる！キャンペーン」 

・内容： ２００７年３月の開始以来、お客様から大変ご好評をいただいている「もれなくプレゼントキャンペーン」です。

今回の景品は、カウネットのキャラクター「カウ坊」と「カウりん」のペンケースに入ったオリジナル文具です。

景品はメッセージスタンプや修正テープなど全８種類あり、期間中、１回のご注文金額が５,０００円（税込）

以上で、もれなく１個をプレゼントします。 

 ※一定の条件を満たさない場合や、一部商品・サービスは対象外となります。 

・期間： ９月１日（木）～９月２８日（水） （※注1） 

※注１：終了日は多少前後する可能性があります。 

 

 
 

 

○「メルマガ登録キャンペーン」 

・内容： カウネットのお得情報やおすすめ商品を紹介するメールマガジンに登録する （※注２） と、もれなく１００ポイント

をプレゼントします。ポイントは１００ポイント＝１００円として値引きとして使えるほか、お菓子や雑貨などの景品と

交換することができます。 

※注２：メールマガジンの登録には「カウネット」へのご登録が必要です。また、ポイントの加算は１社につき１００ポイント

までとなります。 

 
 

 

なお、キャンペーンの詳細や要項につきましてはカウネットカタログ２０１１年秋冬号、カウネットホームページ（http://www.kaunet.com）

をご覧になるか、カウネットヘルプコール（TEL：0120-028-775）までお問合せください。 
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