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スタンドペッタシリーズ

ブックマーカーペッタシリーズ

※デザイン参考例

紐は5色から選択可能

赤 緑 オレンジ 紺 紫

製品サイズ：（約）50×133×3mm
付箋サイズ：12・12・12・12・12（糊）×44mm
　　　　　　 20枚綴

TAPE FLAG BOOK MARKER
【テープフラッグブックマーカー】

製品サイズ：（約）42×135×3mm
付箋サイズ：20・20（糊）×65mm
　　　　　　10枚綴

JAVALA BOOK MARKER
【ジャバラブックマーカー】

製品サイズ：（紐を除き約）120×42×3mm
付箋サイズ：35（糊）×60mm
　　　　　　20枚綴

和 FUSEN BOOK MARKER 
【和付箋ブックマーカー】

M

L

L 製品サイズ：（約）100×160×4mm
付箋サイズ：50（糊）×50mm　20枚綴

※M・LともにOP袋入れにて納品いたします。

※ブックマーカーシリーズ全てOP袋入れにて納品いたします。

【スタンドペッタ】STAND PETTA
M 製品サイズ：（約）100×120×4mm

付箋サイズ：50（糊）×50mm　20枚綴

製品サイズ：（約）77×105×3mm
付箋サイズ：60（糊）×70mm　20枚綴

CANVAS PETTA 【キャンバスペッタ】

※OP袋入れにて納品いたします。

キャンペーン告知
ノベルティや
イベント販売に、
訴求力あり！ 

Recommend memo

新商品のご案内
［キャンバスペッタ］
立って飾れるのでインパクト有り
［スタンドペッタ］
広告面が広く訴求力がある！
［ブックマーカーペッタ］
使いやすいサイズ「しおり」+「メモ」

ビジネス書、旅行本、
料理本などの販促に！

「和紙ふせん」で
和風イベントや
書籍ノベルティに！

1枚ずつ取り出せる
ジャバラタイプ！
学校/塾などの
ノベルティや販促に！

アートイベントの
ノベルティや販売に！
カフェ系のメニュー
ボード風にも良！

※デザイン参考例

インデックスとして ポップアップメモとして

PIANO PETTA 【ピアノペッタ】
PICK PETTA 【ピックペッタ】

〈のり位置〉

ライブやフェスなどの
グッズ、ノベルティに！

発表会やコンクール
音楽イベントの
ノベルティや販売に！

3本の足と一緒に
イベントの告知も
しっかり立てます！

【インデックスペッタ】

貼り方いろいろ！学校からオフィスまで実用的に
【ミュージックペッタシリーズ】

音楽イベントのノベルティやグッズなどに

製品サイズ：（約）72×105×3mm
付箋サイズ：20（糊）×70mm×5点　各20枚綴

※OP袋入れにて納品いたします。

製品サイズ：（約）49×113×3mm
付箋サイズ：33（糊）×33mm　×2点
　　　　　　各10枚綴
※OP袋入れにて納品いたします。

【ミュージックスタンドペッタ】
Music Stand Petta

製品サイズ：（約）82×125×3mm
付箋サイズ：45 （糊）×76mm　20枚綴

※OP袋入れにて納品いたします。

Index Petta【インデックスペッタ】
製品サイズ：53×82×3mm
付箋サイズ：25（糊）×79mm×2点　各15枚綴
　　　　　
※ブックマーカーシリーズ全てOP袋入れにて納品いたします。

ミュージックペッタシリーズ

新商品のご案内
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台紙貼り【１本タイプ】
製品サイズ：(約)64×102×3.5mm
付箋サイズ：60(糊)×80mm
30枚綴

表紙付き【１本タイプ】
製品サイズ：(約)64×89×4.5mm
付箋サイズ：63(糊)×88mm
30枚綴
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和付箋 BOOK PETTA WIDE

製品サイズ:67×86×12mm  付箋サイズ:60（糊）×76mm×4  15枚綴

和付箋 FREE BOX

製品サイズ:129×100×4mm  付箋サイズ:19（糊）×60mm×4  20枚綴
　　　　　　　　　　　　　　    付箋サイズ:60（糊）×76mm　　  20枚綴

山路を登りながら
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「やりたい」「ほしい
」をカタチにするギミ

ック

オリジナル抜き型
を使用しバリエー

ション豊かなメモ

のりで封が出来ます。

折って伝える
秘密のメッセージ

…♥

吹き出し
車

表紙付き DIECUT PETTA( 既製型 )
サークル：製品サイズ:（約）72×72×6mm 付箋サイズ:70（糊）×70mm 50枚綴
フラワー：製品サイズ:（約）72×72×4mm 付箋サイズ:70（糊）×70mm 30枚綴SWING PETTA 【スウィングペッタ】

製品サイズ：(約)50×110×3mm
付箋サイズ：50(糊)×110mm 15枚綴り

DIECUT PETTA【ダイカットペッタ】(既製型 )
製品サイズ：(約)78×78×6mm
付箋サイズ:ハート64（糊）×60mm / 吹き出し65（糊）×55mm / 車65（糊）×51mm
50枚綴

Clips Petta 【クリップペッタ】
製品サイズ：(約)138×75×4mm
付箋サイズ：43(糊)×43mm×3点  20枚綴り

かくかくふせん
製品サイズ：(約)100×104×3mm
付箋サイズ：96(糊)×100mm 15枚綴り

RIBBON PETTA 【リボンペッタ】
製品サイズ：(約)120×65×3mm
付箋サイズ：120(糊)×63mm 15枚綴り

メッセージを
添えられる
リボンのふせん

PHOTO STAND PETTA【フォトスタンドペッタ】
製品サイズ：(約)82×148×4mm
付箋サイズ：76(糊)×76mm 20枚綴り

SECRET MESSAGE 【シークレットメッセージ】
製品サイズ：(約)68×108×3mm
付箋サイズ：65(糊)×105mm 15枚綴り

MAIL PETTA 【メールペッタ】
製品サイズ：(約)109×96×3mm
付箋サイズ：106(糊)×92mm 20枚綴り

フレークふせん
製品サイズ：(約)94×103×8mm
付箋サイズ：43(糊)×43mm×6点　 15枚綴り

いろんなカタチのふせん
がたくさん！

大ボリュームの欲張りタ
イプ！

ハート

フラワー

サークル
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実用新案登録済

環境に配慮した「紙」のファイル

〒125-0062  東京都葛飾区青戸4-21-26　TEL:03-3601-9167    FAX:03-3601-6302

FILE

オリジナル印刷 プリンター用無地

※機種により、印刷が出来ない場合があります。※2000枚まではオンデマンド印刷となります。

1000枚より承ります。 500枚入（100枚×5）

www.aotoplus.com

エコセミナー

エコ株式会社

ホワイトN クラフトNトレックス
表/半透明紙
裏/上質紙（厚口）

表裏/クラフト紙（中厚口）表裏/上質紙（中厚口）

梱包
無地/100枚小箱入
印刷/500枚紙包装

梱包
無地/100枚小箱入
印刷/500枚紙包装

梱包
無地/100枚紙包装
印刷/500枚紙包装

※1 筆記具により滲む場合があります。
※2 機種によっては、印刷不可や、紙詰まりシワになる場合があります。

紙だから、
　書ける、メモれる！　
　プリンター対応！
　そのままシュレッダー！
　リサイクル（資源ゴミ）可能！

※1

※2

厚み、重みのある物を入れると、糊が剥がれる場合があります。

さくら・みず・なのはなは廃番となりました

脱・プラスチック！
石油製品から「紙製」へ

対応
A4

・現物と多少色合いが異なる場合があります。
・このカタログは2022年4月現在のものです。
・改良の為、仕様は変更になる場合があります。ご了承下さい。

エコファイルは「FSC®森林認証紙」を
使用しています。


