
SDGs
関連商材
SDG sの目標に貢献できる様々な商品を集めました。

お客様に最適な環境にやさしい商材をご提案いたします！

商品カタログ



今、私たちにできること。

私たちは、省エネ、省資源、

リサイクルなど環境に配慮した製品を販売し、

広くお客様にご使用いただくことで

持続可能な社会の実現に寄与します。

環境貢献への取り組み
私たちは、持続可能な社会を目指した商品の製造のみならず、
地域環境と地球環境に配慮した企業活動も行っています。

紙製ペーパーホルダーの使用

グリーン購入法適合商品の使用 照明のLED化・
ハイブリッドカーへのシフト

勤務環境の見直し
プラスチック製クリアホルダーから

紙製ペーパホルダーへ置換え、脱

プラの実施をしました。

また、取引先企業様にも脱プラ製

品を使用していただけるよう、販売

に関しても広くご提案しておりま

す。

自社内においてテレビ会議システ

ム・VPN導入など在宅や社外で働

ける環境整備とペーパーレス化を

行っています。また、取引先企業様

にも環境構築の提供などの取り組

みをしています。

グリーン購入法では、国等が重点的

に調達を推進すべき環境物品等の分

野・品目と、その「判断の基準」を基本

方針として定めています。当社で

は、”コンテッサセコンダ”や”チュー

ブファイル エコツインR”などといっ

たグリーン購入法適合商品の使用と

販売の促進に努めています。

消費電力の低減に向けてオフィス内

照明のLED化を推進しています。

また、脱炭素への取り組みとして、社

用車をハイブリッドカーへシフトして

います。

■■■■■■
■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■

環境にやさしい脱プラ製品
紙製窓明封筒を使用して
SDGsを支援しています。

■■■■■■
■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■

環境にやさしい紙製ホルダーを使用して
SDGsを支援しています。

本カタログではSDGｓ活動に貢献できる商材をご紹介しております。
各商材について、SDGsの普及を目的とし、SDGsロゴと17アイコンを印刷することが可能です。自社のSDGs活動としてアピールすることができます。
（詳細は国際連合広報センターのガイドラインを参照してください。）

環境にやさしい脱プラ製品
紙製窓明封筒を使用して
SDGsを支援しています。

環境にやさしい紙製ホルダーを使用して
SDGsを支援しています。

ホル

グリ ン購入法適

プラ
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紙製ペーパー紙製ペーパー
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RC-100%クラフト封筒
木材チップを使用せず、資源の有効活用や
総合的な環境負荷の低減を目指した
環境にやさしい古紙パルプ100％の再生紙を使用した封筒です。
他社にはない全２０アイテムの既製品から別注対応まで
幅広くご用意しております。

リサイクルカラーRC-40封筒

適切に管理された森林の木材から生まれた製品です。
環境に配慮した企業姿勢をアピールできます。

FSCトレードマークを使用できるのは、
FSC認証を取得している企業に
限られています。

古紙パルプ40％で作られた封筒です。
ご要望の多いホワイトをはじめ、全4色のカラー封筒を
長3、角2サイズそれぞれご用意しております。

長3 角2

木々の生長に伴って混み合ってきた森林の一部の木を
伐採することで発生した材木のことを『間伐材』といいます。
間伐材はグリーン購入法によって環境物品として位置づけられており、
森林過密を防ぎ木々の生長を促します。

長3 角2

長3 角2

長3 長40 長4 角0 角8～ 角A4

古紙パルプ

古紙パルプ配合率100％
エコマーク認定番号
第18112263号

グリーン購入法
適合製品
古紙パルプ
100％配合

グリーン購入法
適合製品
古紙パルプ
40％配合

FSC森林認証紙、
間伐材などを使用した
封筒です。

環境にやさしい紙

関連するゴール

FSC（COC）認証

名刺

間伐材
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U字 L字ペーパーポケットホルダー ペーパーホルダー

A4

クリアホルダーの代替え商品として、
内容物を入れたままシュレッダーすることができ、
燃えるゴミとして廃棄／分別し再生紙としてリサイクルも可能です。

ペーパーホルダーシリーズ

豊かな海を守るための第一歩、
脱プラスチック商品です。

クリアーホルダーのようなＬ字型の紙製ファイル

ペーパーホルダー 半透明

脱プラスチック

U字 ペーパーポケッットホルダ

未晒 ホワイト クリア ホワイト/ホワイトCOC

・キヤノンマーケティングジャパン㈱
 imagePRESS C910/C165、imageRUNNER ADVANCE DX C5735
・コニカミノルタジャパン㈱
 AccurioPressC4080
・富士フイルムビジネスイノベーション㈱
 DocuPrintC5000d/C5150d、Versant 180i Press、ApeosPro C810

《ペーパーホルダー半透明110 印刷について》
※オフセット印刷は裏写り、通紙不良の可能性があります。
※レーザープリンターでの印刷については、プリンターメーカーおよび当社では保証対象外となります。
　紙製品ですが定着不良などを起こす可能性があります。

印字確認済
プリンター

プレゼンテーション 展示会 会社案内 オープンキャンパス

私たちは、
“SDGs活動実現”に向けて
お手伝いをします。

ル

3

8

ま

35

810

ます。

ててて

私たちは、
“SDGs活動実現”に向けてて
お手伝いをします。

てててて

L字L字L字 ペーパーホルダー

ホワイト/ホワイトCOC

ペーパーホルダーペ パ ホルダパ ホルダ

関連するゴール
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品番 商品名 形状 紙質 紙厚g/㎡ 外寸 内寸 コピー用紙収納目安 価格 丈夫さ 環境配慮 印字適正 透明度
011101

ペーパー
ポケットホルダー U字

未晒 100

220×310
220×310

40 ★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★
011102 ホワイト 100 40 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★
011103 クリア 70 40 ★★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★
011113

ペーパーホルダー L字
半透明 110 220×305 10 ★ ★★★ ★★★ ★ ★★★★★

011111 ホワイト 127.9
230×310 220×310

40 ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★
011112 ホワイトCOC 127.9 40 ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★



Close

Open!中に小さな封筒がもうひとつ入っていて、
中に物を入れて押し込むと大きく伸びます。

窓材には分別せずに処分ができる
半透明なグラシン紙を使用しておりますので、
そのまま紙として分別ができます。

● 窓明サイズ

グラシン窓明封筒

紙Net封筒

B6

名刺
ケース

A5 A4

長3 長6 洋0 角A4

名刺紙ケース

グラシン紙とは半透明の紙で、パラフィン紙とも言われます。
グラシンを使った窓明封筒は全て
リサイクルが可能な紙だけで作られた封筒です。
使用後は、窓部分を分別しなくても、
全て古紙としてリサイクルが可能です。

グラシン窓
● 廃棄する時の分別不要
● 熱に強く、レーザープリンター
 での印刷が可能
● 半透明
● 強度はセロハン窓より低い

セロハン窓
● 廃棄する時、紙と分別が必要
● 熱に弱く、レーザープリンター
 での印刷に不向き
● 透明
● 強度はグラシン窓より高い

物を入れて奥に押し込むと、中の封筒がメッシュ状に伸びていき、 
ハニカム構造となって緩衝材のようにクッションの形に変化します。
他に緩衝材が不要なため、宅急便で送る必要がなくなります。
中も外も紙素材でできているため、分別も不要です。

環境へ配慮しコスト削減も実現する
紙製名刺ケースです。
廃棄物の削減にも大きく貢献します。

グラシン紙
とは？

名刺
ケース

発送用名刺ケース
G段素材でできているため丈夫で梱包の必要がありません。
少しでも手間を省けないか、組み立て方法から考えました。

名刺
ケース

グラシン窓付名刺ケース
紙製窓材を使用した名刺ケースです。
窓から印刷内容が確認できます。

※抗菌名刺ケースはP6をご覧ください。

No.1・2角A4

50
90

25

231
No.9洋0（洋長3）

4590
25

13

長6 No.1

45

90

25

13

No.27・30～36
44・45・48～50

長3

45

25

13 90

中敷を組立て、
ケースにセットします。

1

裁断した名刺を
ケースの中に入れます。

2

フタを閉めたら、２ヶ所の
ロックを押して完了！

3
パ
チ
ッ

パ
チ
ッはじめからフタが

開いているので
取り出して
組み立てるだけ！

す。

窓明きなので
印刷内容が
確認できます

すべて紙製なので
エコ対応

1 2

で、

窓をはがさず
そのままリサイクル
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A4 角2 小

定形外

A4

小

素材が丈夫な厚紙のため、クリアホルダー等で補強する必要がなく手間とコストが
省けて一石二鳥です。また、定形外郵便物規格内なので配送コストを削減できます。

ビジネスバッグ

ポスト投函可能なマチがついたガゼット貼封筒です。
フタにテープがついているため短く折りたたんで封入が可能です。

ポストイン封筒

軽包装資材として使えるケースです。
再配達がなく確実にポストに配達され、低運賃で発送できます。

ポストインカートン

※イラストは「ポストイン封筒 小」です ※「ポストイン封筒 小」のみ

再配達
不要！

配送コスト
削減！

各種ポストインサービス対応！

クイック
ジッパー付
開封が簡単に。

封緘
テープ付
作業が
スムーズに。

折れ目・
シワの
心配なし！

配送
コストを
削減！

クリアホルダー
封入可能

ミシン目
加工付
開封が簡単に。

強度がある
G段を
使用！

厚みの
調整が
可能！

開封
パッケージ付
開封が簡単に。

フタに
テープ付
短く折りたたんで
封入が可能。

フラット
ファイルも
入る！

マチ付で
封入が
楽チン！

ネコポス 定形外規格内ゆうパケット

ポスト投函可能な軽包装商材で
再配達を防ぎ、
輸送計画の最適化に貢献します。

ポストイン

関連するゴール

ー 5 ー

品番 品名 サイズ／幅×天地（㎜） ネコポス クロネコDM便 定形外規格内
KBB002 ビジネスバッグ A4サイズ用 100枚入 354×260 － － －
KBB005 ビジネスバッグ 角2 100枚入 330×240 － ○ ○
KBB008 ビジネスバッグ 小 100枚入 310×225 ○ ○ ○

品番 品名（g/㎡） サイズ／幅×天地＋フタ（㎜） ネコポス 定形外規格内
190411 ポストイン定形外封筒 未晒100 250×335×30 － ○
190421 ポストイン定形外封筒 片艶100 250×335×30 － ○
190412 ポストイン封筒 小 未晒 100 225×305×25 ○ ○

品番 品名 サイズ／外寸：幅×長さ×高さ（㎜） 内寸：幅×長さ×高さ（㎜） ネコポス 定形外規格内
190431 ポストインカートン A4 外寸：312×225×25/30　内寸：310×223×23/28 ○ ○



長3 角2

A4

抗菌用紙を使用した封筒です。
抗菌紙に使用している銀抗菌剤の素である銀イオンは、
各種病原菌やウイルスの増殖を抑える働きがあります。

抗菌仕様ホワイト封筒

マスク
ケース

会社説明会やオープンキャンパスでの配布用にもぴったりな内面が
抗菌加工された紙製マスクケースです。使い捨ての紙製ケースなので
衛生的で処分が簡単です。縦横どちらでも使えて、名入れ販促に最適です。

マスクケース抗菌仕様

SIAA
マーク
付！

フタ面に
名刺の
差し込みが
可能！

衛生面に配慮した製品です。

抗菌仕様シリーズ

WHOや米研究機関によると、プラスチックより紙の方が
ウイルスの生存期間が短いとされています。
※ウイルスの生存期間については諸説ございます

抗菌用紙を使用したA4判名刺です。銀抗菌剤を使用しており、
抗菌仕様ながらも高い印刷再現性があることが特徴です。

A4判名刺 抗菌仕様

抗菌用紙を使用した名刺ケースです。手に触れる表面は
抗菌加工もしておりSIAAマーク入りなので安心して使用できます。

名刺紙ケース抗菌仕様

名刺
ケース

名刺
ケース

名刺
ケース

裏面に
SIAAマーク入

裏面に
SIAAマーク入

色々な用途で
実績豊富な

紙そのものに
抗菌剤を配合した 抗菌仕様ながら

高い印刷
再現性

色々な用途で
実績豊富な

紙そのものに
抗菌剤を配合した 抗菌仕様ながら

高い印刷
再現性

SIAAが制定した
抗菌のシンボルマーク

4号名刺ケース超薄口クリア 名刺ワンタッチプラケース
1ケースであれば、定型外郵便で発送が可能な名刺ケースです。
ロック機能で、輸送中にフタが開くことを防止します。

DM便などでも発送が可能な名刺ケースです。
裁断後簡単にケースに入れることができます。

フルオープンで

入れやすい

フタと本体の一体型で

フタの開閉が簡単

ストッパー
蓋をしっかりと固定。

つめ抜き
開封が簡単に。

リブ
名刺が混ざるのを
防ぎます。

関連するゴール
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商品名 関連するゴール
スーパーグリップG オーシャンプラスチック0.7  12,14
バンブータンブラー（280ml） 12,13,14,15
バンブーエコカトラリーセット 12,13,14,15
シャンブリックA4フラットトート 12,13,14,15
シャンブリックマチ付トート（M） 12,13,14,15
エコ・ナチュール　タオルハンカチ（袋入） 12,13,14,15
エコ・ナチュール　タオルハンカチ（箱入） 12,13,14,15
オーガニックコットンA4フラットバッグ 1,2,3,8,12,13,14,15,16,17
オーガニックコットンバッグM 1,2,3,8,12,13,14,15,16,17

を使用することで、SDGｓに貢献できます。
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COA SDGs関連商品一覧

紙製フォルダー+POD機
紙製ファイル印刷用POD機、必要部数の印刷により在庫軽減。

プラスチック製クリアホルダーから紙製ペーパホルダーへ置換え、脱プラの実施
をしました。
内製化対応機器への更新を行い必要部数を必要なタイミングで印刷すること
で、ムダやロスの低減に努めます。

エプソンLXシリーズ
消費電力低減の高速インクジェット複合機。

オフィスの電力消費に占めるプリンター類の割合は約10％にものぼります。
稼働時だけでなく待機時も含めたトータルの消費電力量が低減可能。
優れた省電力性能でオフィスの省エネ活動に貢献します。

NI360
社内ポータルシステム。社内のワークフロー、
掲示板などの活用でペーパーレス化。

会議にタブレットやパソコンを持参することで紙資料の印刷を削減します。社内
申請ペーパーレス化推進のためワークフローシステムの導入を行いました。

SKYSEA
PCの利用状況を収集するツール。

在社、テレワークに関係なく社員のパソコン利用状況を把握し、長時間勤務の抑
制・勤務場所に左右されないオフィス環境を提供します。

グリーン購入法特定調達品
環境負荷が少ない製品。

グリーン購入法の特定調達品目及びその判断基準に適合している商品への変更
と販売を行っています。

WEB会議機器
月に2回行われていた会議をWEBに変更。

毎月行っていた本社での集合会議をWEB会議に変更しました。
移動時間の削減とCO₂削減に貢献。
出張費、交通費、拘束時間も削減することに繋がりました。
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