
学校や塾で英語のリスニングをしたり、最近ではスマートフォン
で授業動画を見て勉強をする学生さんも増えました。
そんな学生さんにおすすめなのがこのイヤホンホルダーです。

片手で簡単に開閉できる
やわらかいシリコン素材でできている本
体は、両サイドを押すだけで開くことが
できます。ここにイヤホンを入れれば他
の物とも絡まらずにコンパクトに持ち運
べます。開口部の一部にはマグネットを
内蔵しているのでピタっと開口部が閉じ
るようになっています。

スマホスタンドにもなる
13mmの溝はスマートフォンを立てるの
にお使いいただけます。動画や音楽を視
聴するのに手でスマートフォンを持って
支える必要はありません。授業動画を観
る時にもオススメです。スマートフォンは
縦置きでも横置きでも対応可能です。

ココにマグネットを
内蔵しています。

イヤホンを
コンパクトに収納！

動画を視聴する
ときに便利です♪



物騒な事件が増えている昨今、通学中や塾の行き帰りでお子様
を守ってくれます。見た目は可愛い動物のキーホルダーですが、
いざという時に頼りになります。

単４電池を使っています
防犯ブザーにはボタン電池が使われていることが多いですが、
PuniLabo防犯ブザーは単４電池を使用しています。
どれだけの時間鳴り続けるのかを比較してみましょう。

いざという時に電池切れで鳴らない！なんて事態になってしまうと防犯
ブザーの意味がありません。
「いつでも安心できる」ことを考えて開発しました。

シリコン製のカバーを
めくってドライバーで
電池カバーを開けるだけ。
単４電池をセットします。

ボタン電池 単4電池

約25分 2時間以上！



動物の顔の可愛いマグネットはご家庭の冷蔵庫などに貼って使
えます。小さなマグネットの中に、たくさんの工夫を詰め込んだ
こだわりアイテムです。

貼り付けだけじゃない。
引っ掛けることもできる。
本体に約4.5ｍｍの厚みを作ってあるの
で小物を引っ掛けることもできます。
輪ゴムなんか引っ掛けておけばキッチン
で大活躍してくれます。
玄関のドアに貼り付けて鍵を吊るしても
便利です。メモや予定表を貼ることもで
きます。

ネオジム磁石を使用。
マグネットピンに使われている磁石はネ
オジム磁石という非常に強力な磁石。
こんなに小さいのに最大保持荷重は
70ｇ！70gというと単2の乾電池くらいの
重さぐらいです。小さいけど力持ちで
す。鍵を吊るすのもお任せください。紙
だってしっかり貼り付けてくれます。

この部分に
ちょっとしたモノを
引っ掛けられます。

厚さ 約4.5ミリ

メモや予定表を
貼り付けれます。

鍵を吊るしても
落ちない。

ここにネオジム磁石が
入っています。
小さいのに強力です。

輪ゴムを引っ掛け
られるので、
キッチンで大活躍！



一見「…コレ、何に使うの？」というような商品ですが、
PuniLaboシリーズの中でもとても人気のあるアイテムなんで
す。束ねたり貼り付けたり色々な使い方ができます。マグネット
バンドのこだわった点をご紹介します。

伸縮性のあるバンド
シリコンゴムの伸縮性を活かしたバンド
部分はビヨ－ンと伸びるのでケーブルや
ペンを束ねたりキーホールダーみたいに
使ったり…色々な使い方ができます。

ネオジム磁石を使用
動物の顔の部分にはネオジム磁石を使用。
この磁石は普通の磁石よりも強力でこんなに
小さいのに最大保持荷重は約150ｇ！
バンド部分で小物をつけた状態でもドアや冷蔵
庫に貼り付けられます。
鍵を付けたら玄関に貼り付けておくことができ
るしキーホルダーとしても可愛いですね！

ケーブルやペンなど
小物を束ねられます。

ここにネオジム磁石が入って
います。小さいのに強力です。

袋の口を縛ったり
ラッピングにも
可愛い！

他人と間違えやすい
傘などに巻きつけて
マーキングタグとして



スマートフォン・タブレット・ゲーム機などの充電ケーブルの断線
を予防できるケーブルホルダー。最近、様々なメーカーから発売
されていますが、PuniLaboケーブルホルダーは他メーカーに
は無い便利な機能がつめこまれています。

マグネットが入っている
動物の顔の裏側にネオジム磁石が入っ
ており、スチール等にくっつけて整頓で
きます。磁石がつかない壁面でも、付属
のスチールプレート（両面テープ付き）を
壁に取り付けてお使いいただけます。
充電していない時は邪魔になりがちな
ケーブルも、これでスッキリできます。
掃除の時にも邪魔になりません。

挟むだけの簡単装着で
断線予防にもなる。
本体裏側の切れ込みにケーブルを挟む
だけで簡単に装着できます。
ケーブル根本の断線予防にもなります。

※Apple純正のライトニングケーブルで使用した時に根元の断線
予防を期待できます。その他のケーブルの場合、ケーブル根本
の形状により効果が得られない場合がございます。また、全て
のケーブルにおいて必ず断線を防ぐものではありません。

本体はシリコン製でやわらかいので
指で簡単に広げられます。

ケーブルの根本を挟み込んで
断線を予防します。

グチャグチャ… スッキリ綺麗！

引っかかって危
ない！

掃除の邪魔！



お仕事でよく使われるふせん紙。
でも、ふせん紙は使っているうちにバラバラになったり汚れたり角が
折れて痛んでしまったりして実は最後の１枚まで綺麗に使い切ること
が難しいアイテムでもあります。そんなふせんを優しく守ってくれる
「ふせんケース」。ありそうで意外と無かったアイテムを開発しました。

やわらかシリコン素材で
ふせんの出し入れがしやすい
硬いケースだとふせん紙を取り出しにく
い…このふせんケースは伸縮性に優れた
シリコンゴムでできているので、ふせん紙
を取り出す時はケースを指で広げて取る
ことができて使いやすくなっています。
ふせん紙がなくなったらゼムクリップなど
を入れてもいいですね！

いろいろなサイズのふせんがぴったり収納できます。
ふせん紙には様々なサイズがあります。
定型サイズのふせん紙なら、いろいろなサイズのふせんを組み合わせて
ぴったり収納できて便利です。「あのサイズのふせん紙 どこだっけ…？」
と探す手間も無くなります。

①25×75ｍｍ 2冊　③50×75mm 1冊　
②15×50mm 5冊

① ② ③

①75×75mm 1冊　③25×75mm 1冊 + 50×75mm 1冊　
②25×75mm 3冊　④25×75mm 1冊 + 15×50mm 5冊

① ② ③ ④
S L

クリップなど
小物も一緒に
収納できる。



ネーム印シェアNo1のシヤチハタ Xスタンパー「ネーム９」。
お仕事では欠かせないですよね。そんな「ネーム９」を可愛く変
身させるのが「スタンプホルダー」です。可愛いだけではなくて
便利な機能もついています。

マグネット入りで自立する
カバーのキャップ側の底には強力なネオジム磁石を内蔵しており、
スチール面に置くと貼り付いてしっかり自立します。
木製など磁石が貼りつかない場所で使いたい時でも付属のスチールプ
レート（両面テープ付き）を使えばどこでも貼り付けられます。
オフィスだけではなく最近はご家庭でもネットでお買い物をする人が増
えているので玄関先でハンコを使う機会も増えてきています。
オフィスのデスクや、ご家庭の玄関先でもかわいい動物たちが癒してく
れて気分も上がりますね。

よく使うあの「ネーム９」が
こんなに可愛く変身します。

マグネットがつかない場所にスタンプホルダーを
置きたい場合は、付属のスチールプレート

（両面テープ付き）を使えば自立させられます。



皮脂やほこりで汚れがちなスマートフォンやタブレット、パソコ
ン等の液晶画面を簡単に綺麗にしてくれるアイテムです。
可愛い動物のケース付きでお家でも外出先でも大活躍してくれ
ます。

ローラー部分は繰り返し
使えて経済的。
ローラー部分はシリコン製で、液晶画面
で転がすとローラーが汚れを吸着して
画面が綺麗になります。
ずっと使っていたらローラーが汚れてく
るので、その時はローラーを水洗いする
と吸着力が復活します。
詰め替えいらずでとっても経済的でお手
入れも簡単にできます。

持ち運びにも便利
カバーは動物の柄でとても可愛い！
やわらかいシリコンゴムでできているの
でローラーの出し入れがしやすくなって
います。ボールチェーンを付けるとキー
ホルダーのようにカバンにぶら下げて
持ち歩けます。

※使用する画面の状態や保護フィルムの種類によっては汚れを
　除去しきれない場合がございます。

コロコロする
だけで皮脂や
汚れを吸着します。

水洗いで簡単お手入れ。

カバーもシリコンで
出し入れしやすい。

ボールチェーンを
付けるとキーホルダー
みたいにつけられる。



オフィスでは書類を挟んでおくクリップは必需品です。
そんなクリップにマグネットがついて更に便利に使えるアイテ
ムを開発しました。

マグネットつきのクリップ
動物の顔の中央に強力なネオジム磁石が内蔵されており、最大保持荷
重は２５０ｇ、コピー用紙約３０枚留めることができます。
書類や小物を挟んだままスチール面やホワイトボードに貼り付けること
ができます。ハサミをつけて吊り下げることもできる力持ちです。可愛い
動物柄で職場も明るい雰囲気に◎

ペンクリップにもなる？使い方はいろいろ！
例えば手帳の表紙につけて「ペンホルダー」として使えたり、読みかけの
本のページに挟んで「しおり」にしたり…様々な場面で活躍できます。

ノートの表紙につけて
「ペンホルダー」に

本の読んだページに
挟んで「しおり」に

ハサミをつけて
吊り下げたり

イヤホンのコードも
邪魔にならない。



オフィスの空調が寒かったり、冷え性でデスクワークが辛かった
り…「冷え」に悩んでいる人はたくさんいますよね。これは、そん
なちょっとした「冷え」を解消する為に作られたアイテムです。

レンジで温めて使える
通常、湯たんぽというとお湯を沸かして湯た
んぽの中に熱湯を直接注いで使います。で
も、熱湯を注ぐときに火傷してしまうことがあ
り結構危なかったりするんです。「シリコン湯
たんぽ」はシリコン製なので電子レンジで加
熱できるんです。水を注いでレンジでチンッ！
火傷の心配無く簡単に安全にお使いいただけ
ます。中身のお湯が冷めたらまた電子レンジ
で再加熱できてとっても便利です。

夏はひんやり 冬はあったか
「湯たんぽ」ですけど、お湯だけではありませ
ん。中に氷水を入れて ひんやり水まくらとし
ても使えます。口を広く作ってあるので氷も入
れやすくなっています。

中に水を注いで
電子レンジでチンするだけ。
５００Wなら５分程度、
６００Wなら４分程度
温めてくださいね。

大きな口で
氷も入れやすい

夏は水まくらに
冬は湯たんぽに

可愛い動物のカバーを
かけて使ってください。
心も身体もホッと
温まります♪



PuniLaboシリーズで今一番売れている商品はこの「スタンドペンケース」です！
このペンケース、ぷにっとしていて可愛いだけではありません。
便利に楽しく使ってもらえるように工夫を凝らして作りました。

ペンスタンドにもなる
ペンケース
ペンケースを上から押すと底面が本体部
に押し込まれてペンスタンドに早変わりし
ます。持ち運びは定規など長いモノも入
るペンケースとして、机で使う時は邪魔に
ならないようにペンスタンドになるアイテ
ムです。勉強の時に是非一緒に連れて
行ってください。

消しゴムホルダーもつけました
ペンスタンドにもなるペンケースは便利で
すが、では消しゴムを入れるところは…？
心配ご無用です。本体頭の中に消しゴム
を収納できるホルダーをつけることで、消
しゴムも一緒に持ち運べるように工夫し
ました。

汚れても大丈夫！
シリコン素材でできたペンケースは汚れ
に強くできています。ちょっと汚くなって
きたら拭いてあげてください。
水もはじくので歯ブラシケースやコスメ
ポーチとして洗面台に置いて使うことも
できるようになっています。

歯ブ
ラシケースに！ 化粧ポーチに！

ココに消しゴム
ホルダーをつけました。
ペンの邪魔にならず
スッキリ収納！


