2017年（平成29年）12月21日

3 種類のふせんサイズに対応するディスペンサーが新登場
用途や気分によって選べる豊富なサイズとカラーでデスクワークがより快適に！

「ポスト・イット® 強粘着ポップアップノート／ふせん」

スリーエム ジャパン株式会社（本社：東京都品川区 代表取締役社長：スティーブン・ヴァンダー・
ロウ）は、2018 年 1 月 29 日、ふせんを片手でサッと取り出せることで人気の「ポスト・イット® 強粘着
ポップアップノート」の置き型ディスペンサーをリニューアルします。新たに 3 種類のふせんサイズに対
応することにより用途に合った使い分けができ、デスクワークを快適にします。

ポスト・イット® 強粘着
ポップアップディスペンサー コンビ

ポスト・イット® 強粘着
ポップアップディスペンサー トリオ

「ポスト・イット® 強粘着ポップアップノート／ふせん」は、ふせんを片手で 1 枚ずつ次々と取り出
せる、コンパクトでスタイリッシュなディスペンサー入りのふせんです。粘着力約２倍※の強粘着タイ
プなので、しっかり貼れて、きれいにはがすことができます。※当社通常粘着製品比

今回のリニューアルでは、従来の 75mm×75mm サイズに加え、ひとことメモ等に便利な 75mm×
25mm サイズや 75mm×50mm サイズもセットできるようにしました。複数のサイズと色のふせんを
1 カ所にまとめて置くことができるので、デスクがすっきりと片付き、仕事の効率アップに貢献いたし
ます。

【製品特徴】

 片手でサっと取り出せて、詰め替えも簡単
ディスペンサーには適度な重みがあるので、ふせんを片手で 1 枚
ずつ取り出せます。

 ３種類のサイズのふせんをセットできる置き型ディスペンサー
ディスペンサーにセットする事で、デスクの上や引き出しの中で
散らばりがちなふせんを、1 カ所にまとめて置くことができます。
ふせんの組み合わせは 3 通りが選べます。

 用途や気分によって選べる、豊富なリフィル
専用のリフィルは、簡単に詰め替えることができます。カラーは、
従来のイエロー、ビビットイエロー、ローズに加え、ポピー、
アクアウェーブ、ライムの 3 色を追加しました。

 使用シーンが広がる強粘着タイプ
粘着力が約 2 倍※の強粘着タイプなので、パソコン・モニタなどの
樹脂面や垂直面にもしっかり貼れて、きれいにはがせます。
※当社通常粘着製品比
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片手でサッと！

詰め替えも簡単

デスクがすっきり

ふせんの組み合わせは 3 通り

【製品情報】

製品名

■ポスト・イット® 強粘着ポップアップディスペンサー
ポスト・イット®
強粘着ポップアップディスペンサー
コンビ
コンビ
ポスト・イット®
強粘着ポップアップディスペンサー
トリオ
トリオ
ポスト・イット®
強粘着ポップアップディスペンサー
お試しセット
※期間限定販売品

仕様

※アンダーラインのサイズ側が
粘着部分になっています

メーカー
希望小売価格
（税別）

本体セット
75mm×50mm 30 枚×1 パッド
（イエロー）
75mm×25mm 30 枚×1 パッド（ポピー）
ディスペンサー 1 台
各 1,200 円
75mm×25mm 30 枚×3 パッド
（ポピー、ライム、アクアウェーブ）
ディスペンサー 1 台
75mm×50mm 30 枚×1 パッド(イエロー)
75mm×25mm 30 枚×1 パッド（ポピー）
554 円
75mm×75mm 30 枚×1 パッド
（イエロー）
ディスペンサー 1 台
お試しセット
75mm×25mm 90 枚×5 パッド
ポスト・イット®
（ポピー×3、ライム×2）
1,730 円
強粘着ポップアップディスペンサー
75mm×50mm 90 枚×3 パッド
スペシャルセット
（イエロー×1、アクアウェーブ×2）
スペシャルセット
ディスペンサー 1 台
■ポスト・イット® 強粘着ポップアップノート／ふせん 詰め替え用
75mm×25mm サイズ
単色 90 枚×2 パッド入り（全 4 種）
ポスト・イット®
カラー展開：イエロー／アクアウェーブ／
各 320 円
強粘着ポップアップふせん（詰め替え用）
ライム／ポピー
混色 90 枚×4 パッド入り（全 1 種）
ポスト・イット®
（イエロー×1、アクアウェーブ×1、
620 円
強粘着ポップアップふせん（詰め替え用）
ライム×1、ポピー×1）
ポピー
混色 90 枚×20 パッド入り（全 1 種）
ポスト・イット® エコノパック™
（イエロー×8、アクアウェーブ×4、
2,820 円
強粘着ポップアップふせん（詰め替え用）
ライム×4、ポピー×4）
75mm×50mm サイズ
単色 90 枚×1 パッド入り（全 3 種）
ポスト・イット®
カラー展開：イエロー／アクアウェーブ／
各 310 円
強粘着ポップアップノート（詰め替え用）
ポピー
混色 90 枚×10 パッド入り（全 1 種）
ポスト・イット® エコノパック™
（イエロー×4、アクアウェーブ×2、
2,730 円
アクアウェーブ
強粘着ポップアップノート（詰め替え用）
ライム×2、ポピー×2）
75mm×75mm サイズ
単色 90 枚×1 パッド入り（全４種）
ポスト・イット®
カラー展開：イエロー／ビビットイエロー／
各 330 円
強粘着ポップアップノート（詰め替え用）
ローズ／ポピー
単色
90 枚×10 パッド入り（全 2 種）
カラー展開：イエロー×10／
イエロー
ビビットイエロー×10
ポスト・イット® エコノパック™
各 2,900 円
強粘着ポップアップノート（詰め替え用） 混色 90 枚×10 パッド入り（全 1 種）
（イエロー×4、アクアウェーブ×2、
混色
ライム×2、ポピー×2）

３Ｍ、Post-it、ポスト・イット、エコノパック、Pop Up!は、３Ｍ社の商標です。
【３Ｍについて】
３Ｍ（本社：米国ミネソタ州）は、Science（サイエンス）を活かし毎日の暮らしをより豊かにすることを
目指しています。売上高は 300 億ドルで、9 万人の社員が世界中のお客様の課題解決にむけて、創造的な
ソリューションを提供しています。３Ｍに関する詳しい情報は、www.3M.com/ @3M/ @3MNewsroom
(Twitter)をご覧ください。また、３Ｍジャパングループについては www.mmm.co.jp をご覧ください。
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＜製品に関するお客様お問い合わせ先＞
スリーエム ジャパン株式会社 文具・オフィス事業部
http://go.3M.com/office-jp
TEL：0120-510-333（受付時間 平日 9:00～17:00）

