
●P26 
「ハリナックス（コンパクトα）」のメーカー名に誤りがありました 
（誤）コクヨＳ＆Ｔ 
（正）コクヨ 
 
●P38 
「アクロドライブ」（パイロット）の東急ハンズコメント内に誤りがありました。 
（誤）アクロインク 
（正）アクロインキ 
 
●P41 
「コクーン」（パイロット）の商品紹介文に誤りがありました。 
（誤）別売りで専用ギフトケース 
（正）「別売りで」を削除 
 
●P42 
「キャップレス」（パイロット）の商品スペック表に誤りがありました。 
（誤）価格 10,000 円～18,000 円 
（正）価格 10,000 円～50,000 円 
 
（誤）カラー／９色 
（正）カラー／８色 
 
●P42 
「プレピー」（プラチナ万年筆）の商品スペック表に誤りがありました。 
（誤）価格／200 円 
（正）価格／200～300 円 
 
●P43 
「プレラ色彩逢い」（パイロット）の商品スペック表に誤りがありました。 
（誤）コンバーター・カートリッジ両用 
（正）コンバーター付属 
 
●P43 
「センチュリー ＃3776」（プラチナ万年筆）の商品名と商品スペック表に誤りがありまし

た。 



⇒商品名 
（誤）センチュリー ＃3776 
（正）＃3776 センチュリー 
 
⇒商品スペック表 
（誤）カラー／8 色 
（正）カラー／5 色 
 
●P45 
「カラト アクェレル水彩色鉛筆」のメーカー名に誤りがありました。 
（誤）ステッドラー日本 
（正）ステッドラー 
 
●P45 
「ウォペックス鉛筆」のメーカー名と商品紹介文、商品スペック表に誤りがありました。 
⇒メーカー名 
（誤）ステッドラー日本 
（正）ステッドラー 
 
⇒商品紹介文 
（誤）「プラスチックのような手触り」 
（正）「ソフトコーディングでグリップ感がある」 
 
⇒商品スペック表 
（誤）カラー／３色（ブロンズなど） 
（正）硬度／２種（２B、HB） 
 
●P45 
「マークシート用鉛筆 無地柄」（三菱鉛筆）の商品スペック表に誤りがありました。 
（誤）価格／206 円 
（正）価格／200 円 
 
●P46 
「デルガード」（ゼブラ）の商品スペック表に「◆その他／８色セットもあり（1,555 円）」

とありますが、こちらは誤りですので削除します。 
 



●P47 
「クルトガ パイプスライドモデル」（三菱鉛筆）の商品スペック表に誤りがありました。 
（誤）サイズ／142.5mm 
（正）サイズ／142.8mm 
 
（誤）重さ／9.8g 
（正）重さ／9.4g 
 
●P47 
「モノグラフ」（トンボ鉛筆）の商品スペック表に誤りがありました。 
（誤）カラー／6 色 
（正）カラー／15 色 
 
●P47 
「鉛筆シャープ」のメーカー名に誤りがありました。 
（誤）コクヨＳ＆Ｔ 
（正）コクヨ 
 
●P48 
「ジャストフィット」（ゼブラ）の商品キャプション「独自開発のペン先で書き出しから書

き終わりまでサッと線が引ける」が細字部分にかかっていますが、正しくは太字部分です。

また、それに伴い、キャプションの位置を変更しています。 
※詳しくは「P48 訂正版」の PDF ファイルを作成しましたので必要に応じてダウンロード

の上、ご利用ください。 
 
●P49 
「プロパスウィンドウクイックドライ」（三菱鉛筆）の商品名と商品スペック表に誤りがあ

りました。 
⇒商品名 
（誤）プロパスウィンドウクイックドライ 
（正）プロパスウインドウクイックドライ 
 
⇒商品スペック表 
（誤）ペン先 5mm 
（正）ペン先 4mm 
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（誤）重さ／26.3g 
（正）重さ／8.4g 
 
●P49 
「チェックル」のメーカー名に誤りがありました。 
（誤）コクヨＳ＆Ｔ 
（正）コクヨ 
 
●P50 
「Ｃ2」のメーカー名に誤りがありました。 
（誤）コクヨＳ＆Ｔ 
（正）コクヨ 
 
●P51 
「ネオクリッツ ボヤージュ」のメーカー名に誤りがありました。 
（誤）コクヨＳ＆Ｔ 
（正）コクヨ 
  
●P51 
「レザーペンケース」のメーカー名と商品紹介文、商品スペック表に誤りがありました。 
⇒メーカー名 
（誤）ステッドラー日本 
（正）ステッドラー 
 
⇒商品紹介文 
（誤）牛皮 
（正）牛革 
 
⇒商品スペック表 
（誤）カラー／４色（ネイビー・ブラック・キャメル・ホワイト） 
（正）カラー／３色（ネイビー・ブラック・キャメル） 
 
●P58 
「モノエルゴ」（トンボ鉛筆）の商品紹介文に誤りがありました。 
「手ブレや紙面のわずかな凹凸を吸収するトレーサブルヘッドを採用。」という最後の一文

は削除します。 



 
●P59 
「スイングバード」（ミドリ）の商品紹介文と商品スペック表に誤りがありました。 
⇒商品紹介文 
（誤）「用途に応じて３種類のテープと専用カートリッジを用意。」 
（正）「デフォルトでは黄色＝修正テープ、青＝テープのり、黒＝個人情報保護テープだが、

別売りテープで変えることができる。」 
 
⇒商品スペック表 
（誤）種類／3 種（黄色、青、黒） ◆その他／修正テープ、テープのり、個人情報保護テ

ープのカートリッジ（各 260 円）あり 
（正）種類／3 種 修正テープ（黄）、テープのり（青）、個人情報保護テープ（黒） ◆そ

の他／修正テープ、テープのり、個人情報保護テープのカートリッジ（各 260 円）あり 
 
●P59 
「CL 修正テープミニ」（ミドリ）の商品名と商品スペック表に誤りがありました。 
⇒商品名 
（誤）ＣＬ修正テープミニ 
（正）ＣＬ修正テープ〈ミニ〉 
 
⇒スペック表 
（誤）テープサイズ／4.25mm・5mm 
（正）テープサイズ／5mm・4.2ｍ 
 
※詳しくは、「P59 訂正版」の PDF ファイルを作成しましたので必要に応じてダウンロー

ドの上、ご利用ください。 
 
●P60 
「スティッキールはさみ」（サンスター文具）の商品紹介文、商品スペック表、写真キャプ

ションに誤りがありました。 
⇒商品紹介文 
（誤）シンプルとカジュアルの２タイプ、全 12 種類 
（正）シンプル、カジュアル、キャンディカラーの３タイプ、全 16 種類 
 
⇒スペック表 
（誤）サイズ／135×12mm（刃渡り 42mm） 重さ／14g 種類／12 種（ホワイト・ブル
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ー・ピンクなど） 
（正）サイズ／14×116×18mm（刃渡り 35mm） 重さ／20g 種類／16 種（ホワイト・

ブルー・ピンクなど） 
 
⇒写真キャプション（引き出し緑文字） 
（誤）刃渡り 42mm 
（正）刃渡り 35mm 
 
●P61 
「ホソミ」のメーカー名に誤りがありました。 
（誤）コクヨＳ＆Ｔ 
（正）コクヨ 
 
●P63 
「１枚切りカッターⅡ」（ミドリ）の商品名と写真の色味に誤りがありました。 
⇒商品名 
（誤）1 枚切りカッターⅡ 
（正）一枚切りカッターⅡ 
 
⇒写真の色味調整 
※詳しくは「P63 訂正版」の PDF ファイルを作成しましたので必要に応じてダウンロード

の上、ご利用ください。 
 
 
●P65 
「高密度オールアルミ製 三角スケールスリム」（ステッドラー日本）のメーカー名、商品

名に誤りがありました。 
⇒メーカー名 
（誤）ステッドラー日本 
（正）ステッドラー 
 
⇒商品名 
（誤）高密度オールアルミ製 三角スケールスリム 
（正）高精度三角スケール スリム 
 
●P66 
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「ハリナックスプレス」のメーカー名に誤りがありました。 
（誤）コクヨＳ＆Ｔ 
（正）コクヨ 
 
●P67 
「スティッキールステープラー」（サンスター文具）の商品紹介文と商品スペック表に誤り

がありました。 
⇒商品紹介文 
（誤）「コピー用紙 10 枚を」 
（正）「コピー用紙最大 10 枚を」 
 
⇒商品スペック表 
（誤）価格 600～650 円 
（正）価格 600 円 
 
 
●P67 
「かるホッチ」（ライオン事務器）の商品名に誤りがありました。また、写真を差し替えま

す。 
（誤）かるホッチ 
（正）かるホッチ FS-30N 
 
※詳しくは「P67 訂正版」の PDF ファイルを作成しましたので必要に応じてダウンロード

の上、ご利用ください。 
 
●P69 
「ドーナツクリップ」（ベロス）の商品スペック表に誤りがありました。 
（誤）価格／100 円 
（正）価格／120 円 
 
（誤）種類／6 色（青・黒・緑・白・黄・ピンク） 
（正）種類／6 色（ローズピンク・ピンク・ライトピンク・イエロー・グリーン・ブルー） 
 
●P71 
「色消えアラビックヤマト」（ヤマト）のつばめやコメント内に誤りがありました。 
（誤）蛍光グリーン 
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（正）蛍光イエロー

●P71
「カラーグルースティック」（ヤマト）の商品スペック表に誤りがありました。

（誤）サイズ直径 30×180mm 
（正）サイズ／直径 40×170mm 

●P72
「zitte＆」（サンスター文具）の商品紹介文とスペック表に誤りがありました。 
⇒商品紹介文

（誤）「第 18 回サンスター文房具アイディアコンテスト」 
（正）「サンスター文具主催「第 18 回文房具アイデアコンテスト」」 

（誤）「心ヅクシール」

（正）作品

⇒商品スペック表

（誤）直径 51×幅 4mm 
（正）直径 51×幅 22mm 

●P82～87
「超私的 私の文房具大賞」企画におきまして、記事の内容、写真画像に誤りがありまし

たので訂正します。

※詳しくは、「P82～87 訂正版」の PDF ファイルを作成しましたので必要に応じてダウン

ロードの上、ご活用ください。

●P98～101
「文具 lady.がナビ 文具メーカーじゃない企業がつくっているすごい文具！」企画におき

まして、写真画像、記事の内容に誤りがありましたので訂正します。

※詳しくは、「P98～101 訂正版」の PDF ファイルを作成しましたので必要に応じてダウン

ロードの上、ご利用ください。
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