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News Release 

 

アスクル株式会社は、本日、「アスクルカタログ 2013 秋・冬号を発刊」、「アスクル メディカル＆ケア カタログ 2013～2014 号を発
刊」、「アスクル 医療材料カタログ 2013～2014号を発刊」のプレス発表を行いました。詳細は、各プレスリリースを参照ください。 
 

 
2013年 8月 21日 
アスクル株式会社 

～“ビジネスにパワーを！”をテーマに～ 

アスクル、2013 年 秋･冬号 カタログを発刊 
～MRO商品の大幅拡充により、オリジナル商品が 5,000アイテムを突破～ 

～カタログにない商品は Webへ。商品数 50万アイテム以上に！～ 

 
アスクル株式会社 (本社：東京都江東区、社長：岩田彰一郎、http://www.askul.co.jp/ 、以下アスクル)は、オフ

ィスの必需品である文具・事務用品や OA/PC 用品、生活用品、オフィス家具から、建設現場・物流現場・研究所
向けの工具・理化学用品まで、約 31,300 アイテムのお買い得品を掲載した新しいカタログ「アスクルカタログ 2013
秋･冬号」を 8月 21日に発刊しました。 
 
新カタログでは、 “ビジネスにパワーを！”をテーマに、日本中の仕事場にさらに活力をお届けしたいという想

いから、価格、品質、機能、デザインなどあらゆる面からお客様のビジネスの後押しをする新たな商品を多数ご用
意しました。 

 
そのひとつとして、オリジナルブランドを含めた品揃えを引き続き強化しました。オリジナル商品のラインアップ

は、前号カタログから約 700 アイテム増となる約 5,000 アイテムに拡充し、確かな品質の商品をよりお求めやすい
価格でご提供します。 
主なものとしては、昨年 8月よりスタートした作業用品ブランド “現場のチカラ”を新たに約 300アイテム投入し、

MRO※1 商品の大幅な拡充に努めました。その追加アイテムの内、店舗向け商品を新ブランド“現場のチカラ for 
Shop”として展開し、これまで以上に店舗のお客様のご期待に添える商品を多数投入しました。加えて、新たな商
品カテゴリーとして「塗装用品」にも“現場のチカラ”ブランド商品を投入しました。 

 
また、アスクルのオリジナル乾電池シリーズとしては今までになかったトップクラスのハイパワーと長持ち性能を

兼ね備えた「アルカリ乾電池 PRO」を発売しました。トランシーバーを使用する建設現場・警備などのお客様の声
にお応えし、国内メーカーとの共同企画により圧倒的な低価格で約 10年の保存性能を実現しました。 
生活用品では、期間限定価格で 1ｍあたり単価がアスクル最安値のロングタイプのパルプ 100％オリジナルトイ

レットロールなど生活消耗紙を中心に、低価格、品質、デザインを兼ね備えたオリジナル商品を多数投入し、品揃
えを強化しました。 

 
そのほか、コピー用紙、クリアーホルダー、フラットファイルに加え、飲料、洗剤など文具・生活用品を中心に約
1,950アイテムの期間限定価格を実施、圧倒的な低価格でご提供します。 

 
「 ア ス ク ル ・ イ ン タ ー ネ ッ ト シ ョ ッ プ 」 (http://www.askul.co.jp/ （ お よ び 「 ソ ロ エ ル ア リ ー ナ 」

＇https://solution.soloel.com/（も、新商品や季節商品が増えるほか、前述の MRO 商品などを約 43 万アイテム以
上に拡充し、WEBでの取扱商品数が前号カタログ発行時から 10万アイテム以上増加し 50 万アイテムを超えまし
た。 

 

 
「アスクルカタログ 2013秋･冬号」 
＇有効期限：2014年 3月 31日（ 

 
※1 MRO：Maintenance, Repair and Operationsの略称で、工場・作業・研究用品等を示す 
※2オリジナル商品数：アスクル限定販売を含む 

総ページ数 1,274 ページ 

取扱商品数 約 31,300アイテム 

新規取扱商品数 約 2,950アイテム 

オリジナル商品数※2 約 5,000アイテム 

グリーン商品数 約 11,100アイテム 

＜アスクルカタログ 2013秋･冬号の概要＞ 

＜参考＞ 2013春･夏号の概要 

総ページ数：1,258ページ 

     取扱商品数：約 30,000アイテム 

http://www.askul.co.jp/
http://www.askul.co.jp/
https://www.solution.soloel.com/
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＜巻頭特集＞ 
アスクル限定、オリジナル商品が続々登場！デザイン、機能、使い勝手でお客様のビジネスを後押します。 
接客に、おもてなしに、お客様との話題づくりに(H2-1) 
カップや食品容器などは欧米のデリなどでトレンドカラーとなっている「ブラック」のアイテムが登場。人気ブラン

ド「ルピシア」のアスクル限定のシーズナルフレーバードティー＇紅茶（に秋冬バージョンが登場し、好感度アップの
おもてなし商品がさらに充実しました。 
新商品については、別紙・新商品のご紹介をご参照ください。 

 
 
 
ワンランク上の機能で、仕事の効率アップをサポートする新商品が多数登場！ (p2-3) 

省電力かつ静音な DCモーター搭載のサーキュレーターや、フィット＆フリー構造で疲労を軽減するイトーキの OA

チェアなど、お客様の仕事場を快適にする商品をご用意しました。そのほかにも、大切なデータを守る暗号化対応

のアスクル限定販売 USB メモリーなど便利な機能を備えた商品を多数揃えました。 
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約1,950アイテムの期間限定価格をはじめ、仕事場の必需品をお得な価格でご提供(p4-5) 
コピー用紙やクリアーホルダーなどオフィスの定番商品に加え、ティッシュやトイレットペーパーなどの消耗品を

圧倒的な低価格でお届けします。 

 

＜商品の一例＞ 

 低価格と環境配慮を両立したアスクルオリジナルコピー用紙を圧倒的低価格でご提供！ 
アスクル マルチペーパー スーパーホワイトA4 10箱以上ご注文時＇1箱＇5000枚（あたり（ 
期間限定価格: 2013年8月21日～10月19日午後6時/ 10箱以上ご注文時＇1箱＇5000枚（あたり（2,348円＇税込（
※10月19日午後6時～2014年3月31日/2,368円＇税込（ 
 

 少量使用のお客様にお求めやすい高白色コピー用紙が新発売！ 
アスクル マルチペーパー スーパーホワイトZ A4 1箱＇5000枚（ 
期間限定価格: 2013年8月21日～10月19日午後6時 2,430円＇税込（ 
※10月19日午後6時～2014年3月31日/2,488円＇税込（ 

 

 厚さ 0.2mmのクリアーホルダーを期間限定の低価格でご提供！ 
アスクル スタンダードクリアーホルダー A4 1箱＇600枚入（ 5箱以上ご注文時＇1箱あたり（ 
期間限定価格: 2013年8月21日～10月19日午後6時/ 2,724円＇税込（ 1枚あたり4.54円＇税込（ 
※10月19日午後6時～2014年3月31日/2,994円＇税込（ 

 
復興支援の対象商品もさらに充実。被災地の子どもたちが描いた絵柄を採用した新商品が続々登場！＇p6-7（ 
スタートから 2年を迎えご好評をいただいている東日本大震災被災地の復興支援“ASKUL Kodomo Art Project”

では、引き続きこの取り組みを継続するとともに、今回も支援対象商品を増やしました。 
人気の消しゴム「エアイン」小サイズに 5柄アソートパックや保育・教育施設などでおすすめの「サラヤ シャボネ

ット」のアスクル限定パッケージほか 3アイテムを追加し、計 10アイテムとなりました。 
ASKUL Kodomo Art Projectでは、これら商品の購入金額の 3％を「アート使用料」として、子供地球基金に対し

てお支払いします。この「アート使用料」は、子供地球基金を通じて、東日本大震災被災地の子どもたちを対象と
したアートワークショップの開催など、被災地の子どもたちに還元される社会貢献活動に役立てられます。詳細は、
http://www.askul.co.jp/csr/special/support.html をご参照ください。 

*東日本産業復興支援 対象販売期間：2013 年 8月 21日～2014 年 3月 31日まで 
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機能性を追求した本格オフィス家具が勢揃い～オフィス家具・インテリア＇p1037～（  
オフィス家具は、モバイル＆PC ワークの快適性を徹底追求した内田洋行デザインの“プレノデスクシステム”と

コーディネートできる収納家具「プレノストレージシステム」が新たに登場。配線機能にこだわり、フリーアドレス対

応の 6 人用ロッカーも品揃え。背面はすっきりした仕上げで、オプションの木目天板もラインナップ。モノを収納す

るだけでなく間仕切りやカウンター、飾り棚としても使えるスタイリッシュな収納シリーズです。 

オフィスインテリアではアスクル PB「おもてなしスタイル」＆「ビジネスフィット」シリーズに新たにアイテム追加。

様々なエントランスや応接スペースに幅広くコーディネートできます。 

オフィス仕様にこだわった、デスク・チェア・ミーティングテーブル・パーティション・収納家具から、おもてなし空間

にもマッチするインテリア、スマホ対応のホワイトボードまで、カタログ掲載商品約 1800 アイテムの充実したライン

アップです。 

 

また豊洲(東京)、梅田(大阪)、仙台＇宮城（、博多＇福岡（の 4カ所でご好評をいただいている、家具ショールーム

“アスクルオフィスづくりスタジオ” “アスクルオフィススタイル”では、カタログ掲載の OA チェア全商品＇色違い、素

材違いは除く。仙台、博多は一部商品。（を展示。実物に触れてデザイン・機能・座り心地を確認いただけます。 

ご予約は Webか電話にて承ります。詳細は、http://www.askul.co.jp/showroom/をご参照ください。 

また、家具の選定とレイアウトや関連工事の手配など、面倒な部分だけをお手伝いすることでリーズナブルな

賢いオフィスづくりのサポートをする「アスクルオフィスづくりサービス」も、工事関連サービスのラインナップを拡大

してお待ちしております。 
 
新商品は別紙：新商品のご紹介をご覧ください。 

アスクルは今後も、お客様の購買代理人として、お客様の声にお応えしてまいります。 

 
※ プレスリリースに掲載の情報は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更されることがございますの

で、あらかじめご了承ください。 

 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 
アスクル株式会社 広報 ：伊藤 

TEL.03-4330-5150 press@askul.co.jp 
記事中に読者からのお問い合わせ先を掲載される際は、以下の記載をお願いいたします。 

アスクルお客様サービスデスク TEL.0120-345-861 

  

http://www.askul.co.jp/showroom/
mailto:press@askul.co.jp

