
2019年2月23日
1571号

土曜日発行　水・木曜日配布
◆リビング新聞は仙台から鹿児島まで全国61エリア（版）、
　820万部をネットワークしています。

無料 http://www.livikuma.com/

発行／

予定＆「やりたい」
が一目で分かるノート！

春待ち文房具
機能性・デザイン・アイデア…文房具の進化がスゴイ！　今回は人気の
定番商品から最近話題の新商品まで、「文房具は仕事の相棒」なリビ
ング熊本編集部スタッフが選んだ、オススメアイテムを紹介します　

編集部スタッフセレクト！

グロススティックマーカー （D）
①・② 380円　③・④ 450円

マークス システム手帳
バインダー・トライアルリフィル入り A5（B）
ブラウン 3200円
水彩　   3400円

to doリストに家計簿、
ダイエット記録や資格試験…
自分だけのカスタマイズが楽しめる！

カバーはシンプルで
長く使えるデザイン

スタディプランナー ピンク 900円（B）

置いておくだけで女子力も
上がる?! グロス型ふせん
コンパクト＆ケース入りでペンケー
スの中でも汚れないスグレモノ！

人気のジェットストリーム
から細身の春カラー登場
３色入りの機能性・書き心地はそ
のままに細いボディが女性に人気

カラーギミック ミニホッチキス
各550円（C）

使う時だけ針部分を
出せる折りたたみ式
本体を開き、ボタンをスライドさ
せればホッチキスに。すっきり収
納できますよ

中高生の間で話題沸騰！月間・週
間・1 日の勉強の計画がこれ一冊
で完成。テスト対策にぴったり

スマホ対応の暗記用マーカー。
通勤の隙間時間を使った資格試
験の勉強にも役立ちますよ

月間や週間のスケジュールや、時間割・
目標管理ができる「勉強ノートセット」
など、専用リフィルが豊富。目的に合
わせてカスタマイズできます

アンキスナップ スマホで暗記 500円（B・D）

計画→勉強
→振り返りを
効率的＆かわいく！

スマホで、「隠す→見える」
がタップでカンタンに！

机に癒しを添える
…

ペンギンのペン立
て

ステーショナリースタンド
（ペンギン） 1800円（A）

文房具は仕事
でもバリバリ

使う

ものだから、
やっぱり機能

性が

第一！　とは
いえ、カラフ

ルな

色使いや、セ
ンスあるデザ

イン

は、女ゴコロ
をくすぐられ

ます

　　　  （キャ
リア女子な 4

0代）

日々の予定や
ログは、自分

の生

活・やりたいこ
とを「見える化

」で

きるのが良い！
　旅行や習い

事な

ど色んな予定
を詰め込みが

ちな

人は、頭の整理
になりそう（プ

ライ

ベートを充実さ
せたい20代）

スマホで使え
たり、「インス

タ

映え」するか
わいい見た目

は、

思わず勉強し
たくなる仕掛

け

が満載で大人
もビックリ

（二児を育て
る 40代ママ）

持ち運び便利な
スリム化商品に注目！

子どもに使わせたい
今ドキ勉強対策グッズ

シールや色ペンを
使ってスケジュー
ルを楽しく確認！

日々の記録や
一言日記をつ
けるのも◎

P28では贈り物に◎の技アリ文具を紹介！
※（Ａ）～（Ｄ）は取材協力店。店舗詳細はP28に記載、価格は税別

①
②

③
④

ジェットストリーム3色 600円（D）

○企業名が見出しに表示されているものは
その企業からのPR情報です 
○紙面の無断転載を禁じます

■記事・広告のお問い合わせ（日・祝休）

〒860-8511熊本市中央区新市街7-20ヴィレラ辛島2階

■配布に関するお問い合わせ

（土日・祝休） TEL.096-359-3611
TEL.096-359-3311

2019年2月23日号〈28Ｐ〉 休日在宅医は3ページに掲載

3月30日　・31日

2019 主催：熊本リビング新聞社・テレビ熊本　後援：熊本県、熊本市 ほか

3月30日　・31日
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水引モチーフのシリコン製輪ゴムでひ
とくくりすればステキ感がアップ。「あ
りがとう」や「お疲れさま」のメッセー
ジを添えれば、一気に気遣い上級者！

※価格はすべて税別、価格は各協力店舗での金額、他店では表示金額と異なる場合もあります

OMOSHIROI BLOCK　京の清涼  5800 円（A）
4 0枚の紙すべ
てに切り絵のよ
うな細工が！

和ごむ  460 円（C）

特別な「おめでとう」だから
できればカタチに残したい
どんなにかわいいデザイ
ンでも、結婚式の後はゴ
ミ箱行き…、という常識
を覆す画期的なご祝儀袋。
モダン柄から純和風まで
豊富。ふくさやハンカチ
など用途もイロイロ！

ハンカチになるご祝儀袋  各 850 円（C）

メモを使えば使うほど…
浮かび上がるのは日本のわびさび
「芸術的すぎる！」と海外でも話
題沸騰。初めは普通のメモ帳、
でも使い終わるとうっとりする
ような風景が完成する、工芸品
のような一品です。デスク周り
のインテリアにいかが？

さりげない蝶結びで
モノと一緒に
「気持ち」もまとめる

せっかくな
ら、人に渡

すものは

「おっ！やる
な」と思われ

たい…そん

なこだわり強
めのアナタに

オススメ

の個性派アイ
テム。自分で

も使いた

くなる、アイ
デア光る品ば

かり！

　（文房具マニ
アの 30代スタ

ッフ）

誰かに贈りたくなる
技アリ文具を発見

 【取材協力】
（A）COCOSA3階 カルトレリア　☎096-321-6591　（B）蔦屋書店熊本三年坂2階 文具売場　☎096-212-6277
（C）鶴屋東館6階 東急ハンズ熊本店　☎096-351-0109　（D）ゆめタウンはません3階 ロフト　☎096-334-6210

1面のつづき

TV番組表はweb公開
できません。
リビング新聞紙面を
ご覧下さい。


