
タッチペンスマホスタンド

スマホスタンド

ボールペン

ココに置くだけ！
見やすい角度60°に設置

什器品番 ： SD-86
商品品番 ： LA-80DSK   
※什器に商品はセットされておりません

LA-6688

実用新案登録済

意匠登録済

上軸上部のアーチ型のくぼみにスマホやタブレットを
設置できます。（厚みは9mmまで対応）

スマタテペン専用 替え芯

品　番 本体価格（1本） JANコード 包装単位
49７４２１４ 179967-10 ブルー（BU）

+消費税

ラポルタⓇ  スマタテペン 

¥300

¥60

品　番 本体価格（1本） JANコード 包装単位

4974214  180093

仕　様

49７４２１４ 179974-11 ライトブルー（LB）
49７４２１４ 179981-20 レッド（R）
49７４２１４ 179998-27 ペールピンク（PP）
49７４２１４ 180000-30 グリーン（G）
49７４２１４ 180017-51 オレンジ（OR）
49７４２１４ 180024-60 ブラック（BK）
49７４２１４ 180031-64 シルバー（SL）

LA-6688 10本（箱）
100本（梱）

油性 黒インク
0.7mm

色込み ８０本
替え芯 10本

+消費税LA-07 10本（箱）
100本（梱）

●回転繰り出し式油性 黒インク0.7mm　●サイズ／全長154×最大径11mm　
●材質／樹脂（ABS）・ゴム（シリコン）　●標準本体重量／8.4g　●出荷単位／10本（箱）

PAT.

品　番 1セット価格 JANコード 内容

【セット明細】

包装単位

4974214  182905
+消費税

ラポルタⓇ  スマタテペン セット

¥24,600LA-80DSK 1セット（箱）

品　番 本体価格（1台） 仕　様 包装単位
専用什器

無料サービスSD-86 1台（箱）
サイズ／W260× D200× H（180+150）mm
スイングPOP １枚付

（ご発注の際は、什器品番SD-86も明記してください）

Rスマタテペン

単品商品のご案内

セット商品のご案内
セットご注文で専用什器をサービス!!

スマタテペン　LA-6688・・・・ 80本（色込80本／８色×各10本） 
専用替え芯　LA-07 ・・・・・10本

として として として



東京本社・
大阪本社・

お客様相談窓口 0120-281281
あなたのスペース　　　ニバイ　　　　　ニバイ

東京都文京区春日1丁目7番1号  〒112-0003・TEL（03）3813-6531（代） 
大阪市阿倍野区松崎町2丁目6番43号  〒545-0053・TEL（06）6621-2331（代）  

ホームページ　　www.sedia.co.jp

東京本社・大阪本社・名古屋・福岡
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ラポルタⓇ  スマタテペン 〈ブリスターパック〉

ラポルタⓇ  スマタテペン

お問い合わせは
※商品は予告なく、仕様・デザイン・価格等の変更及び生産中止する場合がございますのでご了承ください。
※商品の色は印刷物のため、実際の色と異なることがあります。

カタログ請求No.

2020.09.3S_KP
LA-08-1

企業のロゴマークや
学校名など名入れをして、
記念品やノベルティに
ご利用いただけます。

品　番 本体価格（1本） JANコード 包装単位
49７４２１４ 179967-10 ブルー（BU）

仕　様

回転繰り出し式
油性 黒インク
0.7mm

+消費税¥300

49７４２１４ 179974-11 ライトブルー（LB）
49７４２１４ 179981-20 レッド（R）
49７４２１４ 179998-27 ペールピンク（PP）
49７４２１４ 180000-30 グリーン（G）
49７４２１４ 180017-51 オレンジ（OR）
49７４２１４ 180024-60 ブラック（BK）
49７４２１４ 180031-64 シルバー（SL）

LA-6688

LA-6688 -BK ブラック

10本（箱）
100本（梱）

スマタテペン専用 替え芯

¥60

品　番 本体価格（1本） JANコード 包装単位

4974214  180093

仕　様

油性 黒インク0.7mm+消費税LA-07 10本（箱）100本（梱）

●タッチペン、スマホスタンド機能付きボールペン　●材質／樹脂（ABS）・ゴム（シリコン）
●サイズ／全長154×最大径11mm（クリップ部分も含めた外寸：幅11×奥行き19×長さ154mm）　
●標準本体重量／8.4g　●出荷単位／10本（箱）

実用新案登録済

意匠登録済

ノベルティに最適

広くて平らなクリップ部分
名入れ印刷が目立つ！！

●ペン先の樹脂玉を取ってからご使用ください。
●タッチペンとしてご利用の際は、上軸を持って操作してください。
●替芯は、スマタテペン専用替芯 LA-07 をご使用ください。

たい

LA-6688 -SL シルバー

LA-6688 -BU ブルー

LA-6688 -LB  ライトブルー

LA-6688 -G  グリーン

LA-6688 -R  レッド

LA-6685 -BK ブラック

-BK 
ブラック

-SL 
シルバー

-BU 
ブルー

-G  
グリーン

-R  
レッド

LA-6685 -SL シルバー

LA-6685 -BU ブルー

LA-6685 -G  グリーン

LA-6685 -R  レッド

LA-6688 -OR  オレンジ

LA-6688 -PP ペールピンク

-BK 
ブラック

-SL 
シルバー

-BU 
ブルー

-LB  
ライトブルー

-G  
グリーン

-R  
レッド

-OR  
オレンジ

-PP
 ペールピンク

品　番 本体価格（1本） JANコード 包装単位
49７４２１４ 181０９０-10 ブルー（BU）

仕　様

回転繰り出し式
油性 黒インク
0.7mm

+消費税¥300
49７４２１４ 181106-20 レッド（R）
49７４２１４ 181137-30 グリーン（G）
49７４２１４ 181113-60 ブラック（BK）
49７４２１４ 181120-64 シルバー（SL）

LA-6685 10本（箱）
100本（梱）

●タッチペン、スマホスタンド機能付きボールペン　●材質／樹脂（ABS）・ゴム（シリコン）
●本体サイズ／全長154×最大径11mm（クリップ部分も含めた外寸：幅11×奥行き19×長さ154mm）
●ブリスターパックサイズ／幅71×長さ195×奥行き13mm　●標準本体重量／8.4g（パッケージ込19g）　　　
　

PAT.

PAT.

吊り下げて陳列が
できるブリスター
パッケージ入

スマタテペン

QRコードも
印刷できるので情報に
サッとアクセスできる！

LA-07


