
トップ > 製品情報 > ステーショナリー 

使い終わったテープの巻心を集めて環境保護に参加
しよう！ 

セロテープがどのように作られているか、⼯場⾒学
が体験できる！ 

当社はISO9001、
ISO14001の登録をしていま
す。 

  

セロテープ®をはじめとする消耗品用のおトク用パッ
クでステキな景品をプレゼント！  

 

 
 

プチジョア™  テープカッター  

 
 

プチジョア™  メタリックテープ  

 
 

プチジョア™  アロマふせん  

ステーショナリーカタログ 
ステーショナリーのカタログを閲覧、
ダウンロードいただけます。 

 WEBカタログを⾒る

サイト内検索

       

2015年09月29日 キャラクター救急絆創膏「プラレール」デザイン一新！ 
「ケアリーヴ   キャラクター  プラレールⅡ」新発売TM

2015年09月25日 テープの巻心（まきしん）を集めて緑の地球を守ろう！ 
「第６回 ニチバン巻心ＥＣＯプロジェクト」を実施

2015年09月14日 ステーショナリーブランド「Petit joie  （プチジョア）」 
メンディングテープ、マスキングテープの新デザイン追加！

TM

2015年09月14日 ステーショナリーブランド「Petit joie  （プチジョア）」に 
ふんわりかわいいパステルカラーのテープカッターが仲間入り！

TM

2015年09月14日 ステーショナリーブランド「Petit joie  （プチジョア）」シリーズ第３弾 
メタリックに輝くデコレーション用テープ 
「プチジョア  メタリックテープ」新発売！

TM

TM

一覧はこちら
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PDFファイルをご覧になるには Adobe Reader が必要です。（無料） 
Adobe Reader のダウンロードはこちら  

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ドラッグストア・薬局で購入できる製品

ご家庭やオフィスで使用されているテープやOA
製品

産業分野で使用されているテープや機器類

病院などで使用されている製品

スポーツ等で使用されている製品

 

環境関連物質についてのお問い合わせ  

主要製品SDS（MSDS）ダウンロード  

 
 

 

※お電話の受付時間は、9:00〜12:00、 13:00〜17:00とさせていた
だいております。（土・日・祝日・年末年始・夏季休業期間を除く） 

 

  

※こちらのご意⾒・ご感想にはご返答で
きません。あらかじめご了承ください。 

ニチバンアンケート 
 

個人情報保護方針 個人情報の取り扱いについて 利用規約・推奨環境
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産業用
クリーンルーム用
着色
注文印刷
規格印刷
イージーオープン フードパック用
イージーオープン レンジ用

No.430
No.520
No.540

BS-2200
BS-2700
BS-3000N

紙粘着テープ No.208
紙粘着テープ No.209
アセテートテープ
マイラップ™
サラダカップ固定用テープ
ポリエステルテープ

当社はISO9001、
ISO14001の登録をしていま
す。

PDFファイルをご覧になるには Adobe Reader が必要です。（無料） 
Adobe Reader のダウンロードはこちら

製品使用上の注意

当ページを利用されるに当たって、多くの種類の製品がきわめて多くの用途に効果的に利用されている実情を理解して
頂きたく存じます。粘着テープ・粘着シート等は、各種産業界において新製品開発や生産の合理化、省⼈、省エネルギ
ーに利用されるもので、まだまだ多くの利用の道が考えられます。これはそのための手引きです。

● 用途
・トップページにて全体の概要をご案内しております。ご使用用途に合った製品をお選びください。 
・用途以外の使用はご遠慮ください。 
・製品によっては、使用にあたって事前に支障がないかご確認ください。

● 保管条件
・直射日光の当たる場所をさけ、涼しい所へ保管してください。

※お電話の受付時間は、9:00〜12:00、 
13:00〜17:00とさせていただいております。 
（土・日・祝日・年末年始・夏季休業期間を除く）

環境関連物質についてのお問い合わせ

主要製品SDS（MSDS）ダウンロード

よくあるご質問

※こちらのご意⾒・ご感想にはご返答できません。あらかじ
めご了承ください。

トップ >製品情報 >産業向け製品

製品カタログ (PDF:3.9MB)軽包装用テープ 製品カタログ (PDF:2.0MB)建築用テープ

製品カタログ (PDF:3.3MB)外装用テープ 製品カタログ (PDF:440KB)両面テープ

製品カタログ (PDF:2.1MB)農産用テープ 製品カタログ (PDF:1.3MB)特殊テープ

製品カタログ (PDF:1.8MB)⾞両用テープ 製品カタログ (PDF:4.6MB)機器

2015年09月29日 キャラクター救急絆創膏「プラレール」デザイン一新！ 
「ケアリーヴTM キャラクター プラレールⅡ」新発売

2015年09月25日 テープの巻心（まきしん）を集めて緑の地球を守ろう！ 
「第６回 ニチバン巻心ＥＣＯプロジェクト」を実施

2015年09月14日 ステーショナリーブランド「Petit joieTM （プチジョア）」 
メンディングテープ、マスキングテープの新デザイン追加！

2015年09月14日 ステーショナリーブランド「Petit joieTM （プチジョア）」に 
ふんわりかわいいパステルカラーのテープカッターが仲間入り！

2015年09月14日 ステーショナリーブランド「Petit joieTM （プチジョア）」シリーズ第３弾 
メタリックに輝くデコレーション用テープ 
「プチジョアTM メタリックテープ」新発売！

一覧はこちら

サイト内検索
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トップ > 製品情報 > ヘルスケア製品 

当社はISO9001、
ISO14001の登録をしていま
す。 

PDFファイルをご覧になるには Adobe Reader が必要です。（無料） 
Adobe Reader のダウンロードはこちら  

 

新テレビCM「バルサ！貼ルサ！」 

 

「うおの目」「たこ」に関する悩みを解決！ 
ケアとスピール膏®の使い方をご紹介。 

 

スポーツテーピングの考え方から基礎テクニック、巻
き方までわかりやすくご紹介します。 

 

専門家による講義や実演など、充実したテーピングセ
ミナーです。 

ヘルスケア製品カタログ 
ヘルスケア製品のカタログをダウンロ
ードいただけます。 

 ダウンロード(PDF:10.7MB)

サイト内検索

 
       

2015年09月29日 キャラクター救急絆創膏「プラレール」デザイン一新！ 
「ケアリーヴ   キャラクター  プラレールⅡ」新発売TM

2015年09月25日 テープの巻心（まきしん）を集めて緑の地球を守ろう！ 
「第６回 ニチバン巻心ＥＣＯプロジェクト」を実施

2015年09月14日 ステーショナリーブランド「Petit joie  （プチジョア）」 
メンディングテープ、マスキングテープの新デザイン追加！

TM

2015年09月14日 ステーショナリーブランド「Petit joie  （プチジョア）」に 
ふんわりかわいいパステルカラーのテープカッターが仲間入り！

TM

2015年09月14日 ステーショナリーブランド「Petit joie  （プチジョア）」シリーズ第３弾 
メタリックに輝くデコレーション用テープ 
「プチジョア  メタリックテープ」新発売！

TM

TM

一覧はこちら
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ドラッグストア・薬局で購入できる製品

ご家庭やオフィスで使用されているテープやOA
製品

産業分野で使用されているテープや機器類

病院などで使用されている製品

スポーツ等で使用されている製品

 

環境関連物質についてのお問い合わせ  

 
 

 

※お電話の受付時間は、9:00〜12:00、 13:00〜17:00とさせていた
だいております。（土・日・祝日・年末年始・夏季休業期間を除く） 

 

  

※こちらのご意⾒・ご感想にはご返答で
きません。あらかじめご了承ください。 

ニチバンアンケート 
 

個人情報保護方針 個人情報の取り扱いについて 利用規約・推奨環境
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吉田SMG様 
 
 
いつもお世話になります。 
 
とめたつカタログ（試販用に作成、最新版）の発注指示メールが下記の通りありましたので転送させて頂きます。 
 
カタログは印刷なしでデータのみで納品頂き、各営業所でプリントして使用しました。 
 
ご確認をよろしくお願い申し上げます。 
 
 
 
*********************************************** 
ニチバン株式会社 テープ事業本部 
              
           小池 正哲 （MASAAKI KOIKE） 
〒１１２－８６６３ 
東京都文京区関口２－３－３ 目白坂STビル 
ＴＥＬ 03－5978－5633  ＦＡＸ 03－5978－5630 
e-mail mkoike@nichiban.co.jp 
*********************************************** 
 
 
----- Original Message ----- 
差出人: 小池 正哲 <mkoike@nichiban.co.jp> 
日時: 2015年02月13日 11時28分 
宛先: "IB ARiZ-佐藤 照人" <teru@ariz.jp> 
件名: RE: とめたつの修正の件【パスワード】 
 
アイビーアライズ株式会社 佐藤様 
 
いつもお世話になります。 
 
校正確認しました。 
 
こちらでＯＫです。対応ありがとうございました。 
 
今回はデータ作成だけですので、データは弊社宮川宛にメールいただきたくお願いもうしあげます。 
 
よろしくお願いいたします。 
 
 
 
*********************************************** 
ニチバン株式会社 テープ事業本部 
              
           小池 正哲 （MASAAKI KOIKE） 
〒１１２－８６６３ 
東京都文京区関口２－３－３ 目白坂STビル 
ＴＥＬ 03－5978－5633  ＦＡＸ 03－5978－5630 
e-mail mkoike@nichiban.co.jp 
*********************************************** 
 
 
----- Original Message ----- 
差出人: "IB ARiZ-佐藤 照人" <teru@ariz.jp> 
日時: 2015年02月13日 10時56分 
宛先: 小池 正哲 <mkoike@nichiban.co.jp> 
件名: とめたつの修正の件【パスワード】 
 
ニチバン株式会社 
小池様 
 
お世話になっております。 
アイビーアライズの佐藤です。 
 
メールとお電話でいただきました修正の件ですが 
取り急ぎお送りさせていただきます。 
 
ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。 
------------------------------------------------------------ 
佐藤 照人〈サトウ テルヒト〉 
 
アイビーアライズ株式会社 
営業 / コミュニケーション プロデューサー 
〒101-0025 
東京都千代田区神田佐久間町3-16-5 3F 
------------------------------------------------------------ 
TEL   :  03-5809-1688 FAX   :  03-5809-1689 
Email  :  teru@ariz.jp 
------------------------------------------------------------ 
 
別メールにて送付されるURLへアクセス後、下記パスワードをご入力ください。 
 
zAbfffQm 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
【免責事項】 
 ・ファイルを受け取るかどうかの判断はお客様ご自身の判断となります。 
  送信者にお心当たりがない場合、ご注意下さい。 
 ・受信されたファイルについては、まずはウイルスチェックされることをお 
  薦めします。 
 ・当サービスに関するいかなる損害賠償の責も負いかねます。 
 ・送受信されるファイルの中身については一切関知いたしません。 
 
…………………………………………………………………………………………… 
     Copyright 2007 Get a File Inc.All Rights Reserved. 
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トップ > 製品情報ニュースリリース：2015年（平成27年） 

製品情報ニュースリリース 

製品情報ニュースリリース 
 

 

2015年（平成27年） 2014年（平成26年） 2013年（平成25年） 2012年（平成24年）
2011年（平成23年） 2010年（平成22年） 2009年（平成21年） 2008年（平成20年）
2007年（平成19年） 2006年（平成18年） 2005年（平成17年） 2004年（平成16年）
2003年（平成15年） 2002年（平成14年） 2001年（平成13年） 2000年（平成12年）

ニュースリリースに記載している情報は、報道発表日時点の情報です。 
ご覧になった時点と情報が異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。 

 

 

2015年（平成27年） 

2014年（平成26年） 

2013年（平成25年） 

2012年（平成24年） 

2011年（平成23年） 

2010年（平成22年） 

2009年（平成21年） 

2008年（平成20年） 

2007年（平成19年） 

2006年（平成18年） 

2005年（平成17年） 

2004年（平成16年） 

2003年（平成15年） 

2002年（平成14年） 

2001年（平成13年） 

2000年（平成12年） 

サイト内検索

2015年（平成27年） 

2015年09月29日  キャラクター救急絆創膏「プラレール」デザイン一新！ 
「ケアリーヴ™  キャラクター  プラレールⅡ」新発売 

2015年09月25日  テープの巻心（まきしん）を集めて緑の地球を守ろう！ 
「第６回 ニチバン巻心ＥＣＯプロジェクト」を実施 

2015年09月14日  ステーショナリーブランド「Petit joie™ （プチジョア）」 

メンディングテープ、マスキングテープの新デザイン追加！ 

2015年09月14日  ステーショナリーブランド「Petit joie™ （プチジョア）」に 

ふんわりかわいいパステルカラーのテープカッターが仲間入り！ 

2015年09月14日  ステーショナリーブランド「Petit joie™ （プチジョア）」シリーズ第３弾 

メタリックに輝くデコレーション用テープ 
「プチジョア™ メタリックテープ」新発売！ 

2015年08月20日  コンパクト、軽量、カラフル！「布粘着テープ コンパル 」新発売 

旅⾏や登山、キャンプなどのレジャー、防災の常備品に 
TM

2015年07月09日  がんばれ！ジェフユナイテッド市原・千葉 
「ニチバン ケアリーヴ治す⼒  マッチデー」を7月12日（日）に開催 

2015年07月01日  ステーショナリーブランド「Petit joie  （プチジョア）」シリーズ第２弾 

こすると香る「プチジョア  アロマふせん」新発売 
TM

TM

2015年06月30日  ＦＣバルセロナ レギュラー選手のサイン入りグッズやキッチン用品などが当たる！ 
「ケアリーヴ®治す⼒®を買ってバルサグッズを当てよう！」キャンペーン 
2015年７月１日〜10月２日まで実施 

2015年06月23日  ＦＣバルセロナ レギュラー選手のサイン入りユニフォームなどが当たるキャンペーン 
「バトルウィン®テーピングテープを買ってバルサグッズを当てよう！！」 
2015年７月１日〜10月２日まで実施 

2015年05月26日  過去最多の493,319個を回収！「第５回  ニチバン巻心ＥＣＯプロジェクト」結果報告 
参加小学校に環境出前授業も実施 

2015年05月19日  １人で簡単・効果的にテーピングができる「セルフテーピング」 
貼り方動画を「バトルウィンドットコム」で公開 

2015年05月01日  フットサル国内トップリーグ「SuperSports XEBIO Fリーグ」2015／2016シーズンのオフィシャルパートナー
に 

2015年04月28日  「ニチバン Presents JBAバスケキッズフェスティバル」今年度もオフィシャルメインパートナーとして活動を応
援 

2015年04月24日  高機能絆創膏「ケアリーヴ® 治す⼒®」新テレビＣＭ ４月２６日（日）より全国で順次オンエア開始 

2015年04月01日  サッカー・スペインリーグの名門クラブ「ＦＣバルセロナ」とのパートナーシップ契約について 

2015年03月17日  ポイント貼り・ライン貼りができる多機能な「はんこのり™」からディズニーデザインが登場 

テープのり「ｔｅｎｏｒｉ™ はんこのり™ ディズニー」新発売 

2015年02月06日  ステーショナリーブランド「Petit joie™ （プチジョア）」誕生 

可愛く上品な柄の「メンディングテープ」「マスキングテープ」を新発売 

2015年01月09日  キッチン雑貨の新ブランド「Dear Kitchen™」誕生 

“ラベル”や“封どめ”に大活躍！「Dear Kitchen™ ワザアリ™テープ」新発売 

1/2 ページ製品情報ニュースリリース：2015年 | テープのニチバン(平成27年)

2015/11/30http://www.nichiban.co.jp/p-news/index.html



 

 

※お電話の受付時間は、9:00〜12:00、 13:00〜17:00とさせていただいております。 
（土・日・祝日・年末年始・夏季休業期間を除く） 

よくいただくご質問はこちら 環境関連物質についてのお問い合わせ

 

  

※こちらのご意⾒・ご感想にはご返答で
きません。あらかじめご了承ください。 

ニチバンアンケート 

ページ上部へ

個人情報保護方針 個人情報の取り扱いについて 利用規約・推奨環境
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