
必ずもらえる！！

キャンペーンオススメ商品
ポスト・イットR 　強粘着ポップアップ製品　NEWラインアップ

ポスト・イットR 　強粘着ノート 罫線入り

片手でサッ！と取り出せる強粘着ポップアップノートに
大中小の３サイズのふせんがセットできるディスペンサーが登場！

文字がきれいに書きやすい罫線入り。優しい印象のパステルカラーなので、
書いた文字が読みやすく、伝言メモなど介護施設での使用に適しています。
強粘着タイプなので樹脂面や垂直面など目立つところに貼ることができ、
メッセージを確実に伝えられます。

3サイズのふせんにディスペンサーが付いた
お試し価格の限定品

詰め替え用8パッドにディスペンサーが付いた
お得なセット

期間限定！お試しセット

お得なスペシャルセット

始めて使う人は
こちら！

たくさん使う人は
こちら！

6301SS-K 6301SS-RPY 630-5SSAP

NEW

NEW

￥462＋税

￥1,380＋税

○M 価格 ¥554

○M 価格 ¥1,730

仕様：　75mm×25mm 90枚×5パッド（ポピー×3、ライム×2）
　　　 75mm×50mm 　90枚×3パッド
　　　　（イエロー×1、アクアウェーブ×2）
　　　　ディスペンサー　1台　

今、対象のPost-it　製品を買うと

Post-it　対象製品をお買い上げで
ブレンディ　ポーションコーヒー無糖（24個入り）
もしくは、ビスコ大袋アソートパック（48個入り）
をプレゼントいたします！
※対象製品は裏面の製品リストをご覧ください。

R

R

R

無糖 18g/24個入

48個入

もぐもぐタイムに！

冷たい水やミルクに

溶かすだけで、

アイスコーヒーや

アイスカフェオレの

出来上がり。

チラシ有効期限：2018年7月31日までからのおすすめ情報！



　表面参照             ※WD333-WH-OT                     　　表面参照                         　 738 -536        4セット          ¥2,216＋税  　¥1,992＋税                     ●

　 表面参照             WD333-WH-SP                 　　       表面参照                            738 -537     3セット　　¥5,190＋税   ¥4,140＋税      ●

75mm×25mm    5001SSPOP-AP    90枚×20パッド                                              738-538       1パック     ¥2,820＋税   ¥2,200＋税 　           ●

75mm×50mm    6561SSPOP-AP     90枚×10パッド                                            738-539         1パック     ¥2,730＋税   ¥2,180＋税               ●

                         6541SSPOP-Y                              　　 イエロー×10               738-540       1パック     ¥2,900＋税   ¥2,380＋税             　●

75mm×75mm    6541SSPOP-VY   90枚×10パッド     　ビビットイエロー×10           738-541         1パック     ¥2,900＋税   ¥2,380＋税             　●

                         6541SSPOP-AP                                                                   738-542         1パック     ¥2,900＋税   ¥2,320＋税            　●

                            630-5SSAP            90枚×5パッド      パステル混色（4色）          738-543          2 パック　 ¥2,800＋税     ¥1,998＋税               ●

75mm×75mm      6301SS-RPY         90枚×10パッド        イエロー                  738-544           1パック ¥2,750＋税          ¥1,950＋税 　           ●

                           　6301SS-K       　       90枚×10パッド　　 パステル混色（4色）           738-545          1パック ¥2,750＋税   ¥1,950＋税               ●

                           6541SS-K         90枚×10パッド 　　　パステル混色（4色）            738-546    　 1パック     ¥2,750＋税   ¥1,770＋税 　              ●

                           6541SS-NE        90枚×10パッド　　　 ネオン混色（5色）             738-547       1パック     ¥2,750＋税   ¥1,770＋税 　                ●

                           6542SS-K         90枚×20パッド 　　　パステル混色（4色）            738-548       1パック 　 ¥4,950＋税   ¥3,380＋税           ●　

                           6542SS-NE       90枚×20パッド　　　 ネオン混色（5色）               738-549        1パック     ¥4,950＋税   ¥3,280＋税         ●　

                            6561SS-K         90枚×10パッド　　　パステル混色（4色）              738-550        1パック    　¥2,400＋税   ¥1,546＋税 　              ●

                           6561SS-NE        90枚×10パッド  ネオン混色（5色）              738-551        1パック    　¥2,400＋税   ¥1,546＋税               ●

                         　5001SS-K                 90枚×20パッド　　　パステル混色（4色）           738-552        1パック     ¥2,650＋税   ¥1,696＋税 　           ●

                         　5001SS-NE        90枚×20パッド　　　 ネオン混色（5色）           738-553       1パック     ¥2,650＋税   ¥1,696＋税 　           ●

                         　　5002SS-K          90枚×40パッド　　　  パステル混色（4色）          738-554      1パック     ¥4,750＋税   ¥3,276＋税                ●　

                         　　5002SS-NE    　   90枚×40パッド　　　　ネオン混色（5色）           738-555       1パック　　¥4,750＋税     ¥3,200＋税               ●　

                          　5601SS-K      90枚×20パッド 　　　パステル混色（4色）          738-556       2パック  　¥3,400＋税   ¥2,176＋税 　            ●

                           　5601SS-NE     90枚×20パッド　　　　ネオン混色（5色）           738-557       2パック     ¥3,400＋税     ¥2,176＋税 　           ●

                         　7001SS-K      90枚×25パッド 　　 パステル混色（4色）          738-558       2パック     ¥3,200＋税   ¥2,116＋税 　            ●

                        　　7001SS-NE     90枚×25パッド　　　　ネオン混色（5色）           738-559       2パック 　　¥3,200＋税   ¥2,116＋税               ●

                       　　7002SS-K      90枚×50パッド　　　 パステル混色（4色）          738-560      1パック    　¥2,900＋税     ¥2,029＋税               ●

                         　7002SS-NE     90枚×50パッド　　　　ネオン混色（5色）           738-561       1パック     ¥2,900＋税      ¥2,029＋税               ●

　

※WD333-WH-OT

　WD333-WH-SP

5セット

1セット

　　表面参照            ※WD333-WH-OT             　　　　　表面参照                           　734-502       1セット       　¥554＋税      ¥462＋税　

　 表面参照            WD333-WH-SP                　　　　　表面参照                           　734-503        1セット     　¥1,730＋税   ¥1,380＋税　

                        　500SSPOP-Y                               　　　イエロー×2                 734-504       1パック       ¥320＋税         　¥256＋税　

                        500SSPOP-AQ                              　　アクアウェーブ×2             734-505      1パック       ¥320＋税      ¥256＋税　

                        500SSPOP-LI                               　　　　ライム×2                   734-506      1パック      ¥320＋税      ¥256＋税

                        500SSPOP-PO                             　　　　ポピー×2                   　734-507    　1パック      ¥320＋税 　   ¥256＋税

                        500SSPOP-AP                              　　　　　　　　　　　　　　734-508　　1パック  　  ¥620＋税      ¥496＋税

                        　656SSPOP-Y                             　　　 　 イエロー                734-510      1パック       ¥310＋税      ¥248＋税

                        656SSPOP-AQ                           　　　アクアウェーブ               734-511      1パック　    ¥310＋税          ¥248＋税

                        656SSPOP-PO                               　　　　ポピー                      734-512       1パック       ¥310＋税     ¥248＋税

                        654SSPOP-Y                              　　　 　イエロー                 703-929       1パック 　   ¥330＋税    ¥264＋税

                        654SSPOP-VYN                           　　　 　　ビビットイエロー          703-930     1パック      ¥330＋税      ¥264＋税

                        654SSPOP-RON                           　　　　 ローズ                   703-931      1パック    ¥330＋税     ¥264＋税

                        654SSPOP-PO                           　　　 　　ポピー                   734-514    1パック      ¥330＋税      ¥264＋税

    ポスト・イットⓇ   強粘着ポップアップ製品　セット（表面参照）・お得な詰め替え用エコノパック
  サイズ         品 番            入り数 カラー 商品コード 数 量

サイズ         品 番            入り数 カラー 商品コード 数 量

ポスト・イットⓇ    強粘着ノート　罫線入り　（表面参照）

ポスト・イットⓇ 強粘着製品　エコノパック・パワーパック　たっぷり入ったお得版！

ビスコポーション
コーヒー

ビスコポーション
コーヒー

サイズ         品 番            入り数 カラー 商品コード 数 量

サイズ         品 番            入り数 カラー 商品コード 数 量

ビスコポーション
コーヒー

イエロー×8、アクアウェーブ×４、
ライム×４、ポピー×４
イエロー×4、アクアウェーブ×2、
ライム×2、ポピー×2

イエロー×4、アクアウェーブ×2、
ライム×2、ポピー×2

75mm×75mm

75mm×50mm

75mm×25mm

75mm×14mm

50mm×15mm

ポスト・イットⓇ 強粘着ポップアップ製品　※ポーションコーヒー・ビスコは付きません

75mm×25mm

75mm×50mm

75mm×75mm

90枚×2パッド

90枚×4パッド

90枚×1パッド

90枚×1パッド

ポスト・イットⓇ ポップアップ強粘着のお得なセットが更にお得！

型番　　　　　　数量　　商品コード　 価格

価格

価格

価格

価格

ポーション
コーヒー

738-535　 　¥4,500＋税　　¥3,690＋税　　　●

イエロー、アクアウェーブ、
ライム、ポピー×各１

※アンダーラインのサイズ側が粘着部分になっています。
●WD333-WH-OTは期間限定品の為、在庫がなくなり
　次第終了となります。
●3M、Post-it、ポスト・イット、エコノパック、PopUp!は、
　3M社の商標です。
●緑の商品コードの製品はエコマーク取得商品です。

5001SSPOP-AP

6561SSPOP-AP

6541SSPOP-AP

630-5SSAP
6301SS-K

6541SS-NE

5001SS-K

500SSPOP-Y 500SSPOP-AQ 500SSPOP-LI 500SSPOP-PO 500SSPOP-AP

5

○M 価

○M 価

○M 価

○M 価

○M 価

×5 ×1＋ ＋
WD333-WH-OT

期間限定お試しセット
WD333-WH-SP
お得なスペシャルセット ブレンディ ポーションコーヒーⓇ

※WD333-WH-OTは期間限定品のため、在庫がなくなり次第終了となります。

6561SS-K

5601SS-K

7001SS-NE


