２０２２年
１０月１日発行

第２２号
１０月のBUNseidoは
かなりおトクな１ ヶ月です！

今年も対象店舗です！「さがみはらサンキューキャッシュバック
キャンペーン」がついに１０月１日よりスタートします。
相模原にお住まいのかたが対象で、１５，０００円以上消費し、
キャンペーンスタンプが押されたレシートを集めて申請すると、
後日ご指定の口座に３，９００円キャッシュバックされる、とい
うキャンペーンです。今回で３回目ということで、すでに１・２回目にご参加のかたはこのお得さ、
ご存じかと思います！
そこで気がついてしまったんですが…対象外の商品はあるものの、お支払い方法については対象外
の記載がないんですよ…ということはつまり、
「かながわ PAY で２０％還元してお買い物された」レ
シートを１５，０００円分集めて申請すると、ポイントで３，０００円分、後日振込にて３，９００円
のキャッシュバックがある、ということなんですね…。
「１５，０００円分のお買い物が、BUNseido
なら８，１００円でできちゃう」んですよ…す、すごすぎる…。約半額ですよ！ちょっとお値段の張
る商品、ペンなど消耗品の爆買いなど、１５，
０００円分が実質８，
１００円で購入できるチャンス！
お得なキャンペーンの２枚重ねなんて、滅多にないことですから！値上がりだらけで堅くなってし
まったお財布のヒモ、１５，
０００円分だけ緩めてみませんか。

LINEでお問合せ・入荷連絡
ができるようになりました

１０月より BUNseido の LINE がキャンペーンやイベントのお
知らせのみでなく、「チャット対応」も可能になりました！ご来
店以外ではホームページのお問い合わせフォームかお電話のみ
での対応でしたが、もっとお気軽に、ちゃちゃっと（チャットだ
けに…すみません…）ご連絡いただけるようになります。ご希望
のかたは入荷の連絡も LINE にて行えるようになりますので、お
仕事で営業時間中に電話は出られないかた、連絡の有無の確認、
知らない番号の電話には出たくない！というかたへ、とくにおす
すめです。
さらに、こちらも１０月より「初回お友達登録クーポン」とし
て、その場で８％ OFF でお買い物ができるクーポンを配布いた
します！ぶんちゃんだけに、８％です！（一部対象外がございま
すので、ご使用時ご確認ください）
まだお友達登録いただいていないかた、この機会に便利になっ
た BUNseido 公式 LINE にぜひご登録ください！

@wdi0003d

９月のイベントは 「防災の日」
。
２３日は「スマイルフェス」
に参加しました
９月のイベントは１日
の「防災の日」にちなん
で店頭に「防災用品コー
ナー」を設置。対象商品
をお買い上げのかたへ
「五目ごはん」を差し上
げました。日頃の備えだ
けでなく、キャンプなど
のアウトドアにも便利な
防災用品。普段使いでい
ざという時に備えておく
とよいかもしれません。

９月２３日に市役所の駐車場、
産業会館で３年ぶりに行われ
た「スマイルフェス」に参加し
ました！
台風が接近しており、雨が降っ
たり止んだりで正直お出かけ
や屋外イベントには不向きな
お天気でしたが、そんな心配はいらないくらいたくさん
のお子様にお立ち寄りいただきました。地下でひっそり
と設営していたブースでそんな調子でしたので、外は本
当にたくさんのご来場があったことで
しょう…。
ブースでは「文房具・SDGs クイズ」
「SDGs クイズのおさらいクイズ」
「みんな
で文具のなる木に葉っぱをつけよう」という３種類のイベントを用意。おさらいク
イズに参加していただいたかたへ「ぶんちゃんシール」を差し上げました。ホログ
ラムタイプも用意。こちらは 1 ０枚に１枚出るかのレア仕様でした。
みなさんに指スタンプで葉っぱをつけていただいた「ミニ文具のなる木」も、 A
２サイズいっぱいカラフルな作品が出来上がりました。現在、本物の「文具のなる
木」の下に凱旋中です。本当にきれいで、カワイイので、ぜひ一度実物を見に来て
くださいね！たくさんのご参加、ありがとうございました。

ちょこっと豆知識 ナゼ丸い？ナゼ削ってある？？
色鉛筆のナゾ！
芸術の秋。絵を描いたり、塗り絵をしたり。今回はこの時期大活躍？な『色鉛筆』について、言わ
れてみれば確かに…知らなかった…という豆知識をご紹介します。
色鉛筆は１７９５年、フランスで生まれました。コンテという科学者が、硫黄の代わりに粘土を黒
鉛と混ぜ、焼き固めて芯を作ることを発明しました。
（これがいわゆる素描やデッサンで使う「コン
テ」です！）ちなみにこの頃は赤褐色と白のみでした。現在のように多彩なものが出来上がったの
は、19 世紀中頃以降。イギリスやドイツで顔料と粘土の配合から生まれました。現在は粘土を使わず、
蝋（ワックス）や油脂を使い、顔料で色をつけています。
そんな色鉛筆について、鉛筆は削る前の段階で販売していますが、セットで買うと必ず「芯が削っ
てある」のはナゼでしょうか。実は理由はとても単純。鉛筆は「１本ずつ」使うのに対して、色鉛筆
は「一度にたくさんの種類」を使うので、削る手間を省くためでした。
そしてもうひとつのナゾ。なぜ（基本的に）丸軸なのか。色鉛筆は
芯が柔らかく、芯と軸の距離にばらつきの出る角軸だと「芯を十分に
保護できない」から。現在では技術の進歩によって六角のものもでき
ましたが、絵を描いたり、色を塗ったりなど、色々な持ち方のできる
指あたりのよい丸軸の方が、結局は色鉛筆に適しているのでした。
また、鉛筆なのに鉛筆用の消しゴムで消えないのは「芯の素材に使
われた蝋 ( ワックス ) や油脂と顔料が混ざり合っているため、油が紙
に染み込むように、顔料が紙に染み込んで粘着している」から。なの
で、色鉛筆を消したり、薄くしてグラデーションを作りたい時は、色
鉛筆用の消しゴムを使う必要がある！ということなんですね。
同じ「鉛筆」でも色鉛筆は実はこんなに違うものなのでした。
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第２１号
今年のサマフェスは８月２７・２８日、初の土日開催。本当にたくさんの
かたにお越しいただき、まことにありがとうございました！
急遽決まった「スタンプラリー」では、
サマフェスのテーマである「縁日」
「SDGs」と、お店でお買い物の３種のイベントにそれぞれスタンプを用意。
「ぶんちゃんの顔」を完成させてくれたかた１日先着５０名様ずつに、「文具
のかわいい刺繍入りミニタオル」と「ぶ
んちゃんうちわ」をプレゼント。１００
枚終了するほどの人気でした！
また、当日は「ぶんちゃん」も登場。
たくさんのお子様に囲まれ、写真も撮っ
ていただきました。ぶんちゃんもとても
喜んでおりました！
今回のしんぶんちゃんではイベントご
とにサマフェスを振り返りたいと思いま
す！ご参加いただいたかたも、そうでな
いかたも♪大盛況だったサマフェスレ
ポートをお楽しみください！

たくさんのご参加

参加者初の１００人越え！

おえかきコンテスト

今年で１５回目となるおえかきコンテ
ストのテーマは「なつの思い出」と「ぶ
んちゃん」の２部門。
「ぶんちゃん」部門に参加していただい
た中から５作品を「LINE スタンプ」と
する予定でしたが、今回の応募総数が
２部門合わせてなんと１０４作品！そ
のうち「ぶんちゃん」が７２作品と全
体の２／３を占めました。想定してい
た以上にたくさんのかたに参加してい
ただきましたので、
「ぶんちゃん賞」を
１２作品ずつ入れた「LINE スタンプ」
を２パターン作成します（計２４作品）
。完成・販売の際はホームページや
インスタ、LINE 等でお知らせしますのでお楽しみに！
「なつのおもいで」部門の作品は、花火など夏を満喫できたことがよくわ
かる素敵な作品ばかりで見ていて楽しくなりました。
「ぶんちゃん」部門は
個性的でかわいいぶんちゃんや、すでに LINE スタンプのように挨拶の入っ
たもの、表情の豊かなものなど多種多様な作品が集まりました。
おえかきコンテストの表彰式は９月１０日（土）
。
「なつのおもいで」
「ぶ
んちゃん A」
「ぶんちゃん B」の 3 回にわけ、BUNseido の４階会議室にて
行います。入賞者はもちろん、おえかきコンテストに参加していただいた方
全員に参加賞をご用意しています！詳細はお電話やホームページにてお伝え
いたします。たくさんのご参加ありがとうございました！

１日目はから揚げ屋さん。
とても暑かったため、かき氷
を召し上がられる姿をよく見
かけました。
２日目は揚げパンアイス屋
さん。逆に寒かったこともあ
り、暖かいポテトなどをシェ
アして楽しんでいました。

あつい中がんばりました！

けしゴムブロック

好きな色の
「消しゴムブロック」
を切って、積んで、トイレのお部
屋を作ろう！ということで、こち
らも本当にたくさんのかたに遊ん
でいただきました。
かわいい、
かっ
ガッツリ！おいしい！
こいい、個性的。ひとつひとつ全
て違う１００個以上のトイレがで
きました。
サマフェスでお馴染みの「消しゴムつかみ取り」は２日間で完売するほど多
くのかたに遊んでいただきました。大きく手を広げて「おもしろ消しゴム」を
１回で１０個以上つかむかた、
色々な消しゴムの詰まったカプセルをとるかた、
楽しみかたは三者三様でした。
こちらもお馴染みの「あてくじ」もほぼ完売する
ほどの大盛況。みなさん暑さを忘れてシールやスー
パーボール、人気アニメのくじに、欲しい物が当た
るまで何度も挑戦、熱中していました。
くじやつかみ取りの結果に一喜一憂する、たくさ
んの表情を見ることができてよかったです。

キッチンカー

何が当たるかお楽しみ！

けしゴムつかみ取り&あてくじ

ありがとうございました！
ひえひえ！ & だがしもりもり！

ラムネ・飲料販売/だがしつめ放題

例年販売していたペットボトルや缶のお飲物に今年はよ
く冷えたラムネも加わりました。夏といえばよく冷えたビ
ンのラムネですよね！やはり大人気でした。
７月中からお店で大好評販売していた駄菓子が袋が閉
じれば OK の「つめ放題」に。好きなもの（同じもの！）
だけを詰めたり、詰めるのが上手なお母さんの力を借りて
袋をパンパンにするかた・・・消しゴムブロック同様、こ
ちらでもお子様の個性が光っていました。
相模原、神奈川の「SDGs パートナー」である BUNseido
には、エコや働き方など会社としての取り組みだけでなく
「SDGs」な商品をたくさん取り扱っています！
今回は「使うだけで SDGs ！」をテーマに、普段使いでき
る商品をまとめてコーナーにしました。メインはおしゃれで
かわいいエシカル商品「メガネペン」のぶんちゃんバージョ
ン。サマフェスで初めてお披露目、販売開始しました。その
ほかにも今年さまざまな賞を受賞した「海のクレヨン」や「性
別らんのない履歴書」
「紙のクリアホルダー」など、今から
でもぜひ使っていただきたい商品をとり揃えました。
サマフェス後も展開中です！ぜひご覧ください。
ぶんちゃんメガネペンおひろめ

はじめよう！ SDGs 生活
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第２０号
８月２７・２８日（土・日）は
文盛堂のサマーフェスタで遊ぼう！

BUNseido

サマーフェスタ
とき2022.08.27-28
(SAT/SUN)

お待たせしました！サマフェスのお知らせ
です。今年のメインは「縁日」と「SDGs」。
屋外（駐車場）では駄菓子詰め放題・あて
くじ・消しゴムつかみ取りに加え、
今年はキッ
チンカーがやってきます！２７・２８日でそ
れぞれ違うお店さんに来ていただきますよ！
さらに、
「おもしろ消しゴム」でお馴染み
の「イワコー」にご協力いただき、
「消しゴ
ムブロックでトイレをつくろう！」も行いま
す！お子様に大人気の「トイレ消しゴム」に
お部屋を作っちゃおう！という感じです。
屋外イベントで￥５００で￥６００分遊べ
る（キッチンカー除く）チケットを８月１日
より店頭にて販売中！お得なチケットになり
ますので、ぜひお買い求めください♪
屋内では、こちらも恒例の「お絵かきコン
テスト」を行います。
「LINE スタンプ de ぶ
んちゃん」では、
「ぶんちゃん」を、描いて
くれた方の中から厳選し「LINE スタンプ」
にします！（公開次第ご報告します！）
さらに嬉しいことに皆様から多くお声をい
ただく「ぶんちゃんのグッズ、ある？」とい
うご要望にお応えし、
ついに
「ぶんちゃんボー
ルペン」が登場します！こちらは「メガネペ
ン」の「ペノン」にご協力いただきました。
２７日お披露目予定！お楽しみに。
他にも「もう使わないけど、まだ使える文
具」を集めて必要としている方へお届けする
「文具の輪プロジェクト」など、SDGs なイ
ベントも開催。
それぞれ詳細は裏面にチラシをご用意しま
したのでご参照ください。
皆様のご来場、お待ちしております！

７月のイベントは 「駄菓子屋ぶんちゃん」

「画材を購入して絵を描いてみよう」でした
７月のイベントは「駄菓子屋ぶんちゃん」と「画材を購
入して絵を描いてみよう」の 2 本立て。
７月２３日は土用丑の日。この日に「う」のつく食べ物
を食べると夏バテしないと言われています。ということで
「う」のつくお菓子「うまい棒」を中心にいろいろな駄菓子
を文具のなる木の前で販売しました。お子様から大人の方
までいろいろな年代の方にお楽しみいただきました。土用
丑の日といえば「うなぎ」ということで、「う」はつきませ
んが蒲焼さん太郎もあ
りました（笑）
そしてもう１つ、８
月にはサマフェス、パ
イロットのフォトフ
レームコンテスト（こ
ちらは開催中！）など、「お絵かきコンテスト」がたくさん開催
される！ということで、画材を￥８００ご購入いただいた方へ八
つ切画用紙を 2 枚枚までプレゼント。コンテストに出してもよし、
おうちで楽しんでもよし！ですが、８月２７日・２８日のサマフェ
スにお持ちいただけるととても嬉しいです！８月１日から作品の
募集を始めておりますので、小学生以下のお子様はふるってご参
加ください。お待ちしております！

今さらちょっと聞きにくい
ちょこっと豆知識『暑中お見舞い』の正しい時期・書き方
年賀状は出すけど、暑中見舞いはもう出さないと
いう方、多いんじゃないでしょうか。しかし！「暑
中見舞い」は、猛暑期に「普段なかなか会えない方
やお世話になった方の健康を気遣い壮健に過ごして
欲しいとの願いを届ける夏のあいさつ状」
。そうです、
「今、このコロナ禍にピッタリ」なんです！
暑中見舞いの習慣は、江戸時代にお盆に里帰りす
る際、直接、品を持参して祖先の霊に捧げていたこ
とにが由来といわれています。そこからお世話になっ
ている人全般への贈答の習慣になっていきました。
遠方で訪問できないお宅には、飛脚便を使って贈り
物や書状を届けていました。
それが、明治 6 年の郵便制度の発達とともに、こ
の贈答の習慣が簡素化されあいさつ状を送る習慣に
なっていき、大正時代に現在の「暑中見舞い」とい
う形が定着しました。
「暑中見舞」を出す時期は二十四節気の「小暑（7
月 7 日頃）
」～「立秋の前日（8 月 7 日頃）
」にかけ
て送るのが通例です。
「残暑お見舞い」は立秋（8 月 8 日頃）
」～ 8 月末頃までに、
遅くても「処暑の候（9
月 7 日頃まで）」に届くように送りましょう。実際の暑さより暦が基準になります。
久しぶりに暑中お見舞い（残暑お見舞い）
、出してみませんか。
（参照：日本郵政 HP より）
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第１９号
お店の外では・・・

縁

日

お祭り気分で
楽しく遊びましょう！

花火大会や夏祭りがどんどん中止になって、夏
の風物詩のひとつの「縁日」で遊べる機会がほと
んどなくなってしまいました…。なので、文盛堂
がやります！「食！飲！遊！」というテーマのも
と、みんなで楽しめるイベントを予定しておりま
す。ラムネや話題のお菓子などの販売、消しゴム
つかみどりなど色々準備していますのでお楽しみ
に！

今年は初の試みとして「キッチンカー」を
呼んじゃいます！
★お昼頃に 2 台程度
を予定しています。
どんなキッチンかーが
来てくれるのか・・・
乞うご期待！

キッチンカー

今年は 8 月２７・２８日開催！

サマーフェスタ２０２２
今年は
「おえかきコンテスト」と
「ぶんちゃん作成」が合体！
今年の「おえかきコンテスト」
のテーマは「夏の思い出」
「ぶ
んちゃん」の２種類ご用意いた
しました。
「ぶんちゃん」部門で入賞の作品は今年のぶん
ちゃん作成「LINE スタンプ de ぶんちゃん」と
して、みなさんが描いてくれたぶんちゃんを
「LINE スタンプ」にします！
どちらか、どちらも参加 OK! どんどんご参加
ください！

おえかきコンテスト
＆ぶんちゃん作成

お店の中では・・・

SDGs

パートナーシップも２年目！
今年もテーマは SDGs ！

店内ではサスティナブルな商品を集めたコー
ナーを大々的に作成します！
「メガネペン」でおなじみ「Penon（ペノン）」
様全面協力のもと、な、なんと！ぶんちゃんの木
軸ボールペンを発売します！現在鋭意製作中です
ので、完成をお楽しみに！エコバック以来の「ぶ
んちゃんグッズ」です。この機会にぜひ、お求め
ください。
年々加速する夏の気温上昇などの異常気象にス
トップをかけるために、ま
た、起こりうる災害に備え
るために。私たちにできる
ことはやろう！というご提
案のコーナーとなる予定で
す。

６月のイベント継続中！

「文具のなる木に七夕の願いを込めて」
文具のなる木 に
七夕の願いを込めて
期

間

6月 19日（日）から 7月 7日（木）まで
七夕飾りや短
短冊を
ろう！
作って飾ろ

参加費無料！

ふるってご参加ください

６月のイベントは「文具のなる木に七夕の願いを込めて」
ということで、７月７日の「七夕」にちなんで、お店に遊び
に来ていただいた方のお願いを小さな笹に吊るして飾ってい
ます。７月７日まで開催中。
今年のお願いも「コロナ終息」が多く、今年で 3 年目を迎
える「コロナ禍」に多くの人が辟易しているということを改
めて認識しました。
来年こそマスクを外して外で楽しく遊ん
だり、お友達や家族と楽しくお食事がで
きるような「通常通り」の生活ができる
ようになって、七夕のお願いもみなさん
それぞれが思う「本当のお願い」が増え
るといいなとつくづく思います。欲しい
もの、行きたいところ、会いたい人など、
自由なお願いが叶う世の中を目指し、引
き続き感染症対策をがんばりましょう。
カラフルな短冊が
たくさんカワイイですね

ちょこっと豆知識
便利なフリクションの
落とし穴！

毎日暑い日が続来ますね。この暑い時期に、フリクションを使った書類を車内へ置いて
おいたら書いたはずの文言が消えてしまった！なんて経験はありませんか。
本体についているラバーで擦ると消えるボールペン「フリクション」。この「フリクショ
ン」がなぜ消せるのかというと、インクの６０度以上の熱で色が消える（透明になる）と
いう性質を利用して、ラバーで擦る（摩擦する）ことによって、筆記面を６５度以上の高
温状態にして、インクを透明にしているため。
JAF のユーザーテストによると、真夏時に何も対策をしていない黒色の車両は、なんと
６０度近くまで、室内温度が上昇するとのこと。また、直射日光にさらされるダッシュボー
ド付近は、外気温３５度のときには、７０度を超え８０度近くまで達するそう！これは、
目玉焼きが作れる温度です。
そんな高温に弱い特徴をもつフリクションですが、色がなくなってしまった時の対処法
が、実は存在します。フリクションインクはマイナス１０℃以下になると元の色が復元し
始め、さらにマイナス 20℃前後で、完全に色が戻るという特性があります。それを利用
して、ビニール袋に入れるなどしてから冷凍庫へ入れておくと、いざという時に色が戻せ
ます。
便利なフリクションについて、知っているとちょっと便利な豆知識でした。
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今年もこの時期がやってきた！

サマフェス2022 開催決定！
今年もついにこのお知らせをする時がやってきま
した・・・。
「サマーフェスティバル ２０２２」
開催決定です！
今年は毎年恒例の「〇〇 de ぶんちゃん」や「お
絵かきコンテスト」はもちろん、昨年までとは一味
違うイベントも行う予定ですので、続報をお楽しみ
に！次回のしんぶんちゃんでは内容までお伝えでき
ると思います・・・！
夏休み最終日はぶんちゃんと素敵な思い出を作り
ましょう！

文盛堂
サマーフェスティバル ２０２２
開催日 ８月下旬
乞うご期待！
場 所 文盛堂

ちょこっと豆知識
ノートやコピー用紙のサイズといえば「B5」や「A4」ですが、お絵か
きコンテストや授業で使う画用紙の大きさは「八ツ切」や「四ツ切」とい
う大きさ。これがなぜ「八ツ切」というのか、
みなさまご存じでしょうか。
紙は、
大きな全版のサイズで製造し、
それを切って販売します。
「四ツ切」
というのは元の大きさの紙を４つに切ったもの。
「八ツ切」は８つに切っ
たものです。ちなみに半分だと「半切」
、16 回だと「１６切」と言います。
元の全版の大きさによっていろいろな「四ツ切」や「八ツ切」ができて
しまいますが、日本で販売されている主な画用紙の全版サイズは四六判と
呼ばれる全版で、７８８×１０９１というサイズが多いです。
全判をピッタリ切り分けるため、切り落とした時に無駄な部分の出ない
エコな切り方です！

５月のイベントはまだ継続中！

「おかあさん おとうさん いつもありがとう」
５月のイベントは５月８日
（日）の母の日と 6 月
１９日（日）
の父の日にちなんで「おかあさん おと
うさん いつもありがとう」というイベントでした。
リボンのかかった紙皿に似顔絵を描いて、さらに
鉛筆と折り紙でそれぞれ「カーネーション」と「ひ
まわり」を作り、（作り方の紙もついています！）
そのままプレゼントできるセットを￥１００で販
売。文具のなる木で作っていただいてもO K、ご自
宅へ持って帰って、好きに描いても O K というも
のでした。ゴールデンウィークにはお父さんと一緒
にご購入いただき、お母さんへのプレゼントを作っ
ていかれたお子様も。
こちらのセットは今月１９日、父の日の当日まで
販売しております。ペンとのり（テープ）があれば
簡単にできますので、梅雨の時期のおうち遊びとし
てもおすすめです。
お子様の成長と愛情を再確認できるという意味
で、手作りのプレゼントは特に嬉しいものです。こ
の機会にぜひお手にとって見てくださいね。

雨の日はデリバリーサービスをご活用ください
６月といえば「梅雨」。雨の日に外に出るのは億劫ですよね。
文盛堂に「デリバリーサービス」があることをご存じでしょ
うか。実はこの「しんぶんちゃん」の誌面左下でひっそりと告
知しています。インスタで欲しかった限定品が入荷って書いて
あるけど・・・お留守番を頼まれているし・・・「F2 サイズの
張り上げキャンバス」が欲しいけど、持って帰る手段がない・・・
というそこのアナタ！この便利な「デリバリーサービス」をぜ
ひご活用ください。お電話や注文の際にお申し付けいただくだ
けで、簡単にご利用していただけます！
梅雨といえば雨だけでなく台風も頻発します。年々被害の大
きくなる災害への備えは万全でしょうか。防災用品はもちろん、
窓の養生用テープ、濡れていても書けるメモやボールペンなど
災害時に役に立つ文具もとり揃えております。余談ですが災害
カレンダーを見ていたら 6 月は噴火も結構起こっているんです
ね・・・。それはさておき、いざという時のために、もう一度
防災用品を見直しておきましょう。不足の際は文盛堂の「デリ
バリーサービス」もぜひご活用ください！
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WINTER IS OVER!
楽しく遊ぼう！学ぼう！
４月らしからぬ寒さで、春の訪れをなか実
感できないまま５月がやってきました。初夏
です！文盛堂では、外でも、室内でも楽しく
遊べる・学べる商品を取り揃えて、皆様のご
来店をお待ちしています！

外へ出よう！絵を描こう！
屋外がようやく暖か
くなりはじめ、木々の
緑は鮮やかに、花は美
しく咲き始めます。
スケッチブックと色
鉛筆セットを持って、
公園へ野外スケッチに
出かけませんか。水彩
色鉛筆なら絵の具を
使ったようなテイスト
トンボ鉛筆
を気軽に楽しめます。マルマン
図案スケッチブック A4 色辞典 限定セット
￥３５２（税込）

ピクニックにはかわいい
お弁当を持って！
今年の GWはなんと３年ぶりの
【まん防・緊急事態宣言】ゼロ…で
はありますが、遠出をす
るにはまだ不安ですよね
…。自宅のお庭で、はた
ま た 公 園 で。 お 弁 当 を
持ってピクニックに行く
のも楽しいですね。家族
みんなで作ったかわいい
お弁当はいただく楽しみ
が何倍にも膨らみます。

暑中見舞いや
夏柄レターも
販売中です♪

￥３，９６０（税込）

ぶんちゃんの豆知識
マルマンの図案スケッチブックは１９５８年に販
売されてからず〜っと同じ表紙！ですが中の紙は改
良され続けて、より描きやすい紙になっています。

シャボン玉がおどろきの超噴射！
ブクブク出る泡がおもしろい〜！
エポックケミカル
ラップにかけるペン
６色セット
￥９９０（税込）

デビカ
超噴射！！バブルガン
￥８８０（税込）

さすがにお部屋でやるとお母さ
んに怒られるシリーズですが…
外やお風呂でやると気持ちいい
〜！家族全員で爽快感を味わえる
【シャボン玉】を販売中です。
トリガーボタンを押すだけ
でシャボン玉が一気に飛び
出 し ま す！ 暑 い 夏 の 日 に、
さんさんの太陽の下で。シャ
ボンの泡は見ているだけで
涼しげですよね。もちろん
スタンダードなタイプも販
売中です♪
シ
デビカ
ハイパワーシャボン玉液
￥330（税込）

ャボン
玉液
忘れず も
に！

４月のイベントは

「文具のなる木に花を咲かせよう」
でした
■４月のイベントは昨年に引き続き【文具のなる木
に花を咲かせよう】でした。ピンクと白の鉛筆の葉に
加えて桜を作って飾ろう！というイベントです。折り
紙を切ったり、折ったりして（中には折り紙を 5 枚使
う大作もありました！）桜の花びらをみなさんにお作
りいただき、文具のなる木にやってきた【春】をより
華やかに彩っていただきました！
■型紙に合わせて切るだけなので作りやすい！すぐで
きる！ということもあって、桜の形に切り抜いた作品
が多かったように感じます。上からメッセージがかけ
る！というのも大きなポイントだったかもしれません
ね。たくさんのご参加ありがとうございました。
■さて、５月のイベントは【おかあさん おとうさん
ありがとう】ということで、来る父の日、母の日に向
けて【にがおえプレートが作れるセット】を￥１００
にて販売中です。おうちで兄弟やお友達と、はたまた
文具のなる木にある画材を使って描いて・作っても OK
です。この機会にお母さんとお父さんに感謝の気持ち
を伝えませんか。ぜひお手にとってみてくださいね！

今年も行います！事業継続応援補助金

新型コロナウイルス感染症の感染・まん延防止と事業継続を
両立させるために行う工事や物品の購入に要する費用を補助す
［ 令和 4 年度 ］
る【令和 4 年度 事業継続応援補助金】の事前登録受付が始ま
ります。第 1 回目が今月！ 5 月１６日（月）午前 9 時より開 事業継続応援補助金
始予定です。
（２回目は７月１９日（火）、３回目は９月２０日
（火）の予定です）
万円
最大
補助率は対象経費の 3/4 以内。
【働き方の新しいスタイル実
補助率:対象経費の３／４以内
現のもの】
、【デジタル技術を活用しポストコロナ・ウィズコロ
ナに向けて取り組むもの】、【感染拡大を防止するためのもの】
が補助金の対象となり、最大２０万円まで交付されます。お申
し込みにあたりいくつか諸注意があり、例えば令和 3 年度の本
補助金で、補助金の交付を受けた方はお申し込みいただけませ
令和 4 年 ５月 16 日
ん。申請は 1 〜 3 回のどこか 1 回のみ、申込順で、各回予算
令和 4 年 7 月 19 日
の上限に達し次第、締め切られます。
令和 4 年 9 月 20 日
今年ももちろん！文盛堂でお申し込みのお手伝いをいたしま
す。ご相談からお見積もりの依頼までお気軽にお申し付けくだ
さい。
市内中小企業・個人事業者向け

新型コロナウイルス感染症の感染・まん延防止と事業継続を
両立させるために行う工事や物品の購入に要する費用を補助します。

20

令和３年度に実施した本補助金で、補助金の交付（支払い）を受けた方は
お申込みいただけません。

!

第１回〜第３回の全３回に分けて実施します

事前登録
受付開始日

第1回

（午 前 9 時 ）
受付開始予定

第2回

（午 前 9 時 ）
受付開始予定

第3回

（午 前 9 時 ）
受付開始予定

※事前登録には、
「市内」事業者から発行された「見積書」の添付が必要です。

ご注意

▶
▶
▶

申請は、第１回〜第３回を通して１度しかできません。
各回で、補助対象期間や申請から実績報告までのスケジュールが異なります。
各回のスケジュールは、市ホームページに掲載されている「募集案内」をご確認ください。
申込順で、各回予算の上限に達し次第、締め切らせていただきます。
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ご入学・ご就職おめでとうございます

今年度に新生活をスタートされた皆様、おめでとうございます。これからの
学生生活・社会人生活がより一層素敵なものとなりますようお祈りいたします。
新しい生活といえば、このコロナ禍でデジタル化が１０年進んだ、と言われ
ています。パソコンやタブレットを使って仕事からお買い物、勉強までなんで
も行うようになりました。領収書などの書類は紙からP D Fファイルへ変わり、
押印もワンクリックでできるようになるなど、事務用品の形もどんどん変化し
てきているように感じます。一方で筆記具にお名前を入れて差し上げる、お手
紙やカードを手書きして贈るといった温かみなどは今も昔も変わりません。変
わりゆくもの、残していくもの、どちらも文盛堂でお役に立てるよう、一層邁
進いたします。今年度もご愛顧のほどよろしくお願いいたします。
新学期セールは今月中旬まで、かながわPa yのポイント付与も今月末までと
おトクにお買い物ができる期限が迫っています。新生活のお買い忘れはありま
せんか。皆様のご来店お待ちしております。
感染防止対策取組店舗

20 ％ ポイント還元
20
当店は

対象店舗です！

【 神奈川県キャッシュレス・消費喚起事業 】
キャンペーン期間

2021年 10 月 25日（月）〜 2022年 4 月 30 日（土）

※期間内であっても予算の70億円に到達した場合、ポイントの付与を終了します。
※新型コロナウイルス感染症拡大等の影響により、予告なく変更となる場合があります。

Ʒ¯
ƏƏ Ƃǅ
Ơ
Ɓ

かながわＰａｙを通じて
ＱＲコード決済すると

ご利用方法

かながわPayを
ダウンロード

QRコードで
お支払い

か な が わ Pay

ポイント

％ 還元

【付与上限】合計 10,000 円 相当

スマホに
ポイント還元

P
P

P

P

P

※加盟店により、一部表記のQRコード決済サービスが使えない場合がございます。
※対象QRコード決済サービスのダウンロードも必要となります。 ※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
※Apple、Appleロゴ、App Store、iOSはApple Inc.の商標、またはサービスマークです。 ※Google Play および Google Play ロゴは、Google LLC の商標です。

※12月23日ご利用分から

ダウンロードはこちらから！
● iOS

P

対 象Q Rコード
決 済サービス

30,000円

に引き上げます！

●Android

３ 月 の イ ベ ン ト は【 ぶ ん ち ゃ ん の 卒 業 式 】で し た
３月度のイベントは【ぶんちゃんの卒業式】でした。
文盛堂へ遊びに来てくれたお子さま方へ【今年卒業し
たこと（がんばったこと）】を花びらの形をした用紙
に書いていただき、文具のなる木へ飾りつけました。
約５０人のお子さまが【子どもの歯を卒業した！】
【ひとりでおトイレ行けるようになった！】など、大
人には想像もつかないようながんばったことをそれぞ
れ書いてくださいました。
３月２６日にはぶんちゃんによる【卒業証書授与式】
も行いました。お名前と３月中に書いていただいた【卒業したこと】をお伺いし、実際
に卒業証書を読み上げてひとりひとりにお渡ししました。先日本物の卒業式をしたお子
さまは上手に証書を受け取ってくださいました！
そのほか昨年も行いご好評いただいた【パイロット製筆
記具の名入れキャンペーン】を今年も行いました。ご入学
やご就職などのお祝いとして今年も多くの方にご利用いた
だきました。
今月のイベントは【文具のなる木に花を咲かせよう】です。
こちらもふるってご参加くださいね。

IT導入補助金の登録申請が始まります
２０２３年１０月から開始される【インボイス制度】の導入を後押しする支援策とし
て、今年も中小企業や小規模事業者の皆様を対象とした IT 導入補助
金の登録申請が始まります。３月末現在、まだスケジュールは開示
されていませんが、昨年度の傾向では４月より登録の申請が始まる
のではないかと言われています。そう、もう始まるんです！
気になる補助金の内容は、
① PC・タブレットの購入金額の１/2（上限１０万円）を補助
②会計・受発注・決済・EC ソフトの導入金額のうち５０万円まで
ああは 3/4、５０〜３５０万円までは 2/3 を補助
③クラウド利用料を２年分まとめて補助
…などなど、前回より補助率が上がっているものもあります。
社内の DX を検討中の方、必見です！
お問い合わせ・お見積もりはお気軽に下記電話番号、担当営業へ
お申し付けください。経費は少しでも安く済む方が嬉しいですよね。
まん防も明けたので、浮いたお金で美味しいもの、食べましょう！
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２０２２年
３月１日発行

第１５号
ご卒業・ご卒園おめでとうございます

感染防止対策取組店舗

北の方では大雪が降り積り、まだ
まだ冬の名残が消えませんが、桜の
花がぽつりぽつりと咲き初め、ここ
神奈川県にもいよいよ春の気配が
やって来ました。
この３月にご卒業・ご卒園される
みなさま、おめでとうございます。
今後も健やかにご成長されますよう
お祈りいたします。
さて、先月のしんぶんちゃんでも
お伝えしておりますが、２月２１日
より毎年恒例の【新学期セール】が
始まりました。筆箱や鉛筆、セロハンテープなどの入学準備品から、インテリ
当店は
アに馴染む木目調のスタッキングユニットボックスな
％ ポイント還元
ど、4 月から新生活をスタートされるみなさまを応援す
対象店舗です！
る商品を取り揃えております。
また、神奈川県の総額７０億円還元キャンペーン【か
ながわ PAY】のポイント付与期間が４月３０日まで延
長、１月よりポイントの付与上限が３０，０００ポイン
トまで引き上げられています。文盛堂は【２０％還元
対象店舗】ですので、例えば新学期セールの商品をか
％ 還元
ながわ PAY でご購入いただくと、さらにおトクにお買
い求めいただけます！
セールの商品以外にも新入学・新学期の準備品を多
数取り揃えております。ポイント還元ではありますが、
実質２０％ OFF でお買い物ができるチャンスですから、
この機会をぜひ！お見逃しなく！

20
20

【 神奈川県キャッシュレス・消費喚起事業 】
キャンペーン期間

2021年 10 月 25日（月）〜 2022年 4 月 30 日（土）

※期間内であっても予算の70億円に到達した場合、ポイントの付与を終了します。
※新型コロナウイルス感染症拡大等の影響により、予告なく変更となる場合があります。

Ʒ¯
ƏƏ Ƃǅ
Ơ
Ɓ

かながわＰａｙを通じて
ＱＲコード決済すると

ご利用方法

かながわPayを
ダウンロード

QRコードで
お支払い

か な が わ Pay

ポイント

【付与上限】合計 10,000 円 相当

スマホに
ポイント還元

P

P

P

P

※加盟店により、一部表記のQRコード決済サービスが使えない場合がございます。

※対象QRコード決済サービスのダウンロードも必要となります。 ※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
※Apple、Appleロゴ、App Store、iOSはApple Inc.の商標、またはサービスマークです。 ※Google Play および Google Play ロゴは、Google LLC の商標です。

※12月23日ご利用分から

ダウンロードはこちらから！

● iOS

P

P

対 象Q Rコード
決 済サービス

30,000円

に引き上げます！

●Android

２ 月 の イ ベ ン ト は【 チ ョ コ っ と キ ャ ン ペ ー ン 】＆
【 お ひ な さ ま を つ く ろ う 】 でした ！
２月度のイベントはなんと！５日から１４日まで【チョコっとキャン
ペーン】、２月１５日から 3 月３日まで【おひなさまを作ろう】の２本
立てでした。
【チョコっとキャンペーン】は昨年同様、１，０００円以上お買い上げ
の方、毎日先着１０名様へお菓子の形をした文具＝チョコの形をした鉛
筆をプレゼント。ちょっとしたサプライズをお楽しみいただきました。
続く【おひなさまを作ろう】は、折り紙でお雛様を作っていただき、
文具のなる木に設置した『ひな壇』へ
飾っていただく（お持ち帰りも OK で
した）という企画でした。それぞれか
わいいお顔を描いていただき、お雛様
とお内裏様に扮した鉛筆ぶんちゃんの
周りを鮮やかに彩りました。
ちなみに今月のイベントも２本立て！【筆記具名
入れ無料】【ぶんちゃんの卒業式】を行います。詳細
はホームページにて。
いつもたくさんのご参加ありがとうございます。

さまざまなお祝いに！クオカード販売中
ご卒業・ご入学・ご就職など、お祝いごとの多いこの時期
はクオカードがおすすめです。店頭の在庫では５００円分（販
売価格は５３０円です）から５，０００円分までご用意してお
ります。それ以外の金額についてはお取り寄せもいたします
のでご相談ください。
お祝いで何を贈ろうか悩む、喜んでいただけるか不安という
方へ、クオカードなら全国 6 万点以上のお店でご利用ができ
ますので、新生活の準備でかさむ出費のお力添えも出来、よ
り多くの方へお喜びいただけるプレゼントになると思います。
さらに今月は１，０００円以上のパイロット筆記具が名入れ
無料になるキャンペーンも行っておりますので、こちらもプ
レゼントとしてこの時期、特に人気です。筆記具は使わない
人がいない上に、名入れをすることで特別感も出せますので、
クオカードと併せてオススメしたいプレゼントのひとつです。
お問い合わせは下記までお気軽にお申し付けください。

贈り物
に
喜ばれ
ます

QUO カード
販 売中！
1枚から大ロットまで
ご注文承ります
入学・卒業祝い・誕生日プレゼント
プチギフト・会葬御礼・引き出物 etc.
店頭販売金額 ￥530 ￥1,040 ￥2,000
お誕生日
う
おめでと
ゃんより

おじいち

￥3,000 ￥5,000 ※その他の金額はお取り寄せいたします

使えるお店が約６万店

コンビニエンスストア・ドラックストア
ファミレス・書店・ガソリンスタンド
ホームセンター など

カードケース無料！

1 枚から名入れも承ります
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２０２２年
2 月１日発行

第１４号

新学期セールが始まります

あ文盛堂の２月といえば、毎年恒例『新学期セール』です。
特にオススメの商品は、人気のシャープペンシル『モノグ
ラフ』やリングが柔らかく手が痛くなりにくい『キャンパ
スソフトリングノート』、発売当初品薄が続いたペンケース
『ピープ』
、発売されたばかりの新商品『カルム』です。その
他の対象商品やオトク情報は、裏面のチラシをご覧ください。
また、ここ 2、3 年で必携となったタッチペンや、タブレットケースなどの
GIGA スクール用品や、お道具箱や防災頭巾など、今年の新入学・進級準備用
品も多数ご用意いたしました。昔から入学の
お祝いとしても大変喜ばれる『鉛筆の名入れ』
は１ダース（１箱）２５０円（本体代別）か
ら承っております。こちらはご注文からお渡
しまで、約２〜 3 週間ほどお時間を頂戴しま
すので、ご希望の方はお早めにお申し付けく
ださい。
また、現在新型コロナウィルスの新規感染
者数が日毎増加していく中で、神奈川県では
現在、『抗原検査キットでのセルフチェックの
習慣化』を喚起しています。文盛堂でも販売
しておりますが、全国的に品薄状態が続いて
いるため、在庫状況の大幅な変動が想定され
ますのでお求めの際はご確認ください。
コロナのウィルスをいつどこでもらっても
おかしくない、外出しづらい状況下ではあり
ますが、換気や消毒を徹底してお待ちしてお
ります。ぜひご来店ください。

１ 月 の イ ベ ン ト は【 ぶ ん ち ゃ ん お み く じ 】でした ！

吉〜大吉までの
マイルドおみくじ！

幸運おみくじ
1.3〜31

今年はえらべる！ 1 回￥１１！！

ぶんちゃん
おみくじ
凶・大凶も入った
エクストリームおみくじ！

強運おみくじ

新年といえば初詣やおみくじ。１月のイベントは『ぶ
んちゃんおみくじ』でした。昨年の新春セールでも行い
ましたが、今年のおみくじは１回１１円でどちらかお選
びいただける『幸運おみくじ』と『強運おみくじ』の２
種類ご用意しました。
『幸運おみくじ』は吉〜大吉までのやさしいおみくじ。
大吉・ぶんちゃん吉を引かれた方には１０％ OFF 券な
どのプレゼントがありました。
一方の『強運おみくじ』は加えて凶や大凶も入ってい
ますが、プレゼントがありましたのでいわゆる『ハイリ
スクハイリターン』なおみくじでした。
特に小さいお子様に人気でしたが、大人も含めて
１３０人を超えるお客様にお楽しみいただきました。
これからも皆様にお楽しみいただけるイベントを行っ
て参りますので、ぜひご参加ください。今月はちょこっ
とキャンペーン＆おひなさまをつくろう！の 2 本立て
です。詳細はホームーページや店頭にて。
今回もたくさんの方にご参加いただき、ありがとうご
ざいました。

アルコールチェック義務化が拡大します
令和４年４月より『改正道路交通法施行規則』が順次施行されます。
対象となるのは乗車定員１１人以上の自動車が１台以上またはその他の自動車を５台
以上所有している事業所で『安全運転管理者』の専任が必須となり、選任された『安全
運転管理者』は交通安全教育、点呼や日常点検、日誌の備付け等が義務化
されます。
中でも重要なのが『安全運転管理者による運転前後のアルコールチェッ
クの義務化』です。本格的にチェックが必要になるのは１０月からで
すが、『アルコール検知器』を用いた検査が必須となり、常時有
効に保持しなくてはなりません。
『アルコールチェッカー』は文盛堂でももちろんご用意できま
すし、規則の施行に向けて入荷のご用意もしております。まずは
お見積もりからいたしますので、該当の会社様はぜひご検討くだ
さい。すでに欠品や納期にお時間を頂いている商品も多数ありますの
で、お早めの準備をおすすめいたします。
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２０２２年
１月１日発行

第１号

新しい年が始まりました。新型コロナウィルスとともに日々を過ごして、３度目のお
正月です。新規感染者も減り、終末の兆しが見えかけていたところでまた新たな変異株
が見つかり、いまだにマスクなしで気軽に外出をすることが難しい状況です。
本年も感染症対策やテレワークの推進、おうち時間の充実にはぜひ文盛堂をご活用い
ただき、皆様が健康で幸の多い 1 年になるようお手伝いをさせていただければと思い
ます。
今年こそは日本中が明るいニュースで溢れるよう、お祈り申し上げます。

12月のイベントは
でした！
【ぶんちゃんとサンタさんのお手伝い】
１２月といえば『クリスマス』。ということで、文盛
堂史上初の！絵本を制作し、そのストーリーに沿った内
容のイベントを行いました。
文具の森の中でぶんちゃんが出会った、困ったサンタ
さんのお手伝いをするという内容で、店舗内の『文具の
なる木』にぶんちゃんがお手伝いの一環で作ったポスト
を設置し、遊びに来ていただいた方々へサンタさんへの
お手紙を書いていただくというもの。お子様を中心に本
当にたくさんのお手紙をいただきました。
２３日にはサンタさんからのお返事と、ぶんちゃんと
サンタさんのお手伝いをしてくれた皆様へのお礼として
文具のなる木に実った『文具』をプレゼントしました。
『おやつの時間』にはぶんちゃんも登場し、たくさんの
お子様に囲まれながら、お返事を受け取る様子を楽しく
見守りました。
今年も引き続き皆様にお楽しみいただけるよう、月替
わりでイベントを行っていきたいと考えておりますの
で、ふるってご参加ください。
たくさんのご参加、ありがとうございました。

法改正に向けて準備はお済みですか？
コロナをきっかけとして政府主導での、従来の紙を
前提とした運用を見直す法改正が進められています。
２０２１年の電子帳簿保存法の改正では、『電子取引
で受領した取引情報の書面保存廃止』などが盛り込ま
れ、今後電子での保存が必須となります。
法改正による変化の一例として、帳簿類の税務署の
事前承認が不要になったことで、会計システムをクラウド化し、出社せ
ずにテレワークなどでの会計業務が可能となります。月末・年度末の定
期的な出力業務をゼロ化、ファイリング作業から解放されるだけでな
く、文書保管・持ち出し確認・廃棄など紙の管理業務を撤廃出来ます。
文盛堂では、勘定奉行クラウド
（OBC）
や PCA 会計 DX（PCA) などの
会計パッケージシステムももちろん取扱しております。これから準備を
始める方はぜひ弊社までお問い合わせください。
裏面にこの度の電帳法の対応を含めた 5 つのソリューションをご提
案させていただきますので、ぜひご参照ください！
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042-752-1104( 店直通）
FAX 042-755-5117

TEL

〒 252-0237

相模原市中央区千代田 6-1-18
U R L http://www.bunseido.net
ショップカードもあります

@wdiooo3d

M A I L bunseido @ bunseido.net

インスタグラム

@b uns eido

Youtube チャンネル

ぶんちゃんねる

しんぶんちゃんの他にもこちらで最新情報をお届けしています！
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１２月１日発行

第１２号
今年も 1 年、ありがとうございました
早いもので今年もいよいよ残すところあ
と 1 ヶ月となりました。
２０２１年もたくさんの方にご愛顧いた
だき、誠にありがとうございました。
まだまだ新型コロナウィルスの勢いも衰
えないまま、皆様の新しい生活様式、新し
い働き方のお手伝いをさせていただきなが
らあっという間に過ぎていった 1 年であっ
たように思います。
また、このコロナ禍において、直接会う
ことが難しくなってしまった昨今、温かみ
のある『手書き』の魅力が再発見され、デ
ジタル化が進む中でのアナログのよさとい
うものを発見できた 1 年でもありました。
年末は１２月３０日よりお休みを頂
きまして、年始は２０２２年は 1 月３・
４日の新春セールより始業いたします。
（詳細は右記にて！）
時節柄、ご多忙のことと存じますが、
お体に気をつけてお過ごしください。
少し早いですが、年末のご挨拶とさ
せて頂きます。
良い年をお迎えくださいね！
来年も変わらぬご愛顧のほど、
よろしくお願い申し上げます。

11 月のイベントは
【文具のなる木

しゅうかくさい】でした！

文具のなる木１周年記念イベントとして『しゅうかく
さい』を行いました。１１月の土日祝日をみのり Week
として紙粘土やプラ板で好きな文具を型取り『文具のタ
ネ』を作っていただき、２８日にタネから実った『文具
の実』を収穫してお持ち帰り頂きました。
親子でいらっしゃってお母様と、たまたまご来店され
たお友達と一緒に等々、たくさんのお子様たちが粘土を
捏ねたり、絵を描いたり楽しく工作していただいた様子
が印象的でした。
また、２８日のしゅうかく Day にはぶんちゃんもやっ
てきて、ご参加いただいた方々の文具の実を探す様子を
見守りました。一緒に写真を撮ったり、お店に着く前に
横断歩道の向こう側から大きく手を降ってくださるお子
様もいて、温かい気持ちになったイベントでした。
２８日に来られなかった方の文具の実はお店のスタッ
フで収穫し、お預かりしておりますので、招待状をお持
ちの方はご都合の良い日に取りに来てくださいね。
今月もたくさんのご参加ありがとうございました。こ
れからも文具のなる木をよろしくお願いします。

新春セールは１月３・４日！
文盛堂の１年は新春セールから始まります！
お近くにお越しの際はぜひお立ち寄りください。

★福引大会

新年最初の運試し！１２月 1 日より１０００円お買い上げごとに１枚（補助券は
１００円で 1 枚）お渡ししています。豪華商品が当たるチャンス！
す★

入ってま

★あてくじ・消しゴムつかみ取り

も販売！
袋
福
例
毎年恒
るよ
3倍
定価の

サマフェスで人気の企画を新春セールでも行います！

★ダイアリー２０％ OFF！

SDGs

もあ

2022年の手帳が早くも20％OFF ！

★１０００円以上のお買い物で粗品プレゼント！

その他にも・・・期間中のポイント２倍
中古ミーティングチェア大特価3000円・耐火金庫のご購入で防災グッズプレゼント中！

042-752-2303( 代 表）
042-752-1104( 店直通）
FAX 042-755-5117

TEL

〒 252-0237

相模原市中央区千代田 6-1-18
U R L http://www.bunseido.net
ショップカードもあります

@wdiooo3d

M A I L bunseido @ bunseido.net

インスタグラム

@b uns eido

Youtube チャンネル

ぶんちゃんねる

しんぶんちゃんの他にもこちらで最新情報をお届けしています！

２０２１年
１１月１日発行

第１１号

年末・年始セールが始まります！
暑かった１０月が終わり、急に冷え込んでいよいよ冬到来！という感じですね。今年
は秋があったんでしょうか・・・という話はさておき、文盛堂では１１月１５日より毎
年恒例・冬の風物詩「年末・年始セール」を行います。期間中のポイント 2 倍はもちろん、
今年はなんと！ポイントカードが無料でお作りいただけます！（通常￥２００いただい
ています）このカード、実は￥１００で２ポイント貯まる、超！還元率の良いポイント
カードですので、この機会にぜひお作りいただいて、どんどんご活用くださいね！
さらに、今年は 1 ２月１日より￥１，０００以上のお買い上げの方へ、1 月 3・４日
の新春セールで使える福引券をお渡しします。どんどん集めてくださいね♪
気になるセール情報はチラシにてご確認いただけます。店頭またはホームページの
「チ
ラシ情報」コーナーにて公開中ですのでぜひご覧ください。
新春セールの内容は来月号のしんぶんちゃんにてご案内予定です。お楽しみに！

１０月のイベントは
【ハロウィン＆アートブラッシュ】でした！
きかん

2021.10.01

- 10.31

る木を
文具のな みてね
さがして

しょうがくせいまでの
おともだちげんてい！
200えん いじょう おかいもの をしたら
あいことば をさがして
おみせのひとにつたえよ
う！

おかし？が もらえるよ〜！

や
の手帳

オリジナル

ィングカード

のグリーテ

年賀状など

に！

20%OFF!
2021.10.1 - 10.31

先月は１０月といえばの【ハロウィンイベント】、芸
術の秋、年賀状に最適なカラー筆ペン【アートブラッシュ
の２０％OFFキャンペーン】の 2 本立てでした。
【ハロウィンイベント】では小学生以下のお子様にお
店のどこかに隠れている合言葉を教えていただくと、本
物のお菓子や、お菓子のような文房具をプレゼント。参
加していただいたお子様たちは文具のなる木の手前に置
いていたかぼちゃの裏にあった合言葉の「トリックオア
トリート」を探しあて、元気に伝えてくれました。
【アートブラッシュ２０％ OFF キャンペーン】では、
通常￥５５０のところ、￥４４０でご購入いただけるお
得なキャンペーンでした。全１８色をまとめて買ってい
かれた方もいらっしゃいました。（約￥２，０００もお
得！）今流行のカリグラフィーや、水筆、他色と合わせ
て水彩画やイラストにも使える、さすがぺんてる！な発
色の良い筆ペンです。キャンペーンは終了しましたが、
お店に見本がございますので、興味のある方はぜひ一度
お試しください！
どちらもたくさんのご参加ありがとうございました！

年末年始の贈り物やさまざまなお祝いに
【Q U O カード】がおすすめです！

使えるお店は６万店！ギフトといえばのQ U O カードが
お取り寄せはもちろん、文盛堂でご購入いただけることを
ご存知でしょうか。店頭には￥５００〜￥５，
０００分の
カードを在庫しておりますが、その他の金額ももちろん！
お取り寄せいたします。ギフト用にカードケースは無料で
お付けできますし、ご希望の方は 1 枚から名入れもいたし
ますので、ぜひご検討ください。
また、QUO カードは金券扱いとなり、ご購入は現金の
みになりますが、１００枚以上の大量購入も全額前金でな
く一部内金でお受けすることもできますので、まずはご相
談ください。
個人のお客様もまだまだ続くコロナ禍中で会えない今こ
そ、思いのこもった手紙に QUO カードを添えて、日本古
来のコミュニケーション文化を楽しんでみませんか。

贈り物
に
喜ばれ
ます

QUOカード
販 売中！
1枚から大ロットまで
ご注文承ります
入学・卒業祝い・誕生日プレゼント
プチギフト・会葬御礼・引き出物 etc.
店頭販売金額 ￥530 ￥1,040 ￥2,000
お誕生日
う
おめでと
ゃんより

おじいち

￥3,000 ￥5,000 ※その他の金額はお取り寄せいたします

使えるお店が約６万店

コンビニエンスストア・ドラックストア
ファミレス・書店・ガソリンスタンド
ホームセンター など

カードケース無料！

1 枚から名入れも承ります

042-752-2303( 代 表）
042-752-1104( 店直通）
FAX 042-755-5117

TEL

〒 252-0237

相模原市中央区千代田 6-1-18
U R L http://www.bunseido.net
ショップカードもあります

@wdiooo3d

M A I L bunseido @ bunsedo.net

インスタグラム

@b uns eido

Youtube チャンネル

ぶんちゃんねる

しんぶんちゃんの他にもこちらで最新情報をお届けしています！

2021 年
5 月 1 日発行

SHIN
BUNCHAN 第５号

文盛堂からのおしらせ
しんぶんちゃん

GWも、梅雨も！
おうちで楽しく
過ごしましょう！

おとなり東京都では5月11日（火）
まで【緊急事態宣言】が
発令中です。神奈川県は【まん延防止等重点措置】までにと
どまってはいますが、一日あたりの新規感染者数はけっして少
ないとは言えない状況が続いています。
この事態を早急に収拾させるためにも、
このGWのお出かけは最低限にして、
そのま
ま続いて始まる梅雨の時期もついでに、
おうちで楽しく過ごしてみませんか。
文盛堂では、定番の折り紙、
ねんど、
ぬりえに加えて自由研究の課題としても人気な
（クラックス）
など、
おう
「自分で野菜を育てる」体験ができる【お家でおやさいキット】
ちで楽しむ商品を販売中です。育てた野菜を使って親子でお料理するのも楽しいで
すね。会いに行けない今だからこそ、
お手紙をこだわりのペンと便箋で書くのもおすす
めです。手書きの温かみは心に響きますので、
もらえるともうれしいものです。
うつさない、
うつらないように楽しみながらもう少し、
がんばりましょう！

ぶんちゃんの
費
会
・年
無料
録
デリバリーサービス
！
登
¥

最短 ！
け
お届
日
当

1,000
送料 以上で
無料
！

文盛堂ホームページより
すぐにカタログ請求できます

¥1,000 以上のご注文は
ご自宅まで
お持ちいたします！
文盛堂から２㌔以内に
お住まいの方が対象ですが、
まずはお気軽にご相談ください！

2021 年
4 月 1 日発行

SHIN
BUNCHAN 第４号

文盛堂からのおしらせ
しんぶんちゃん

ご入園・ご入学・ご就職
おめでとうございます

桜がきれいに咲き、（今年は開花が早かったため、す
でに緑色に変わりつつありますが…）新しい季節がやっ
てきました。ご入園、ご入学、ご就職などなど新生活を
迎えられた皆様、おめでとうございます！
まだまだ新型コロナウイルスの勢いは衰える事もな
く、新しい環境下にありながらも自宅での勤務や、お勉
強という方も少なくないと思います。
文盛堂では、テレワークデビューの方、そろそろ慣れ
てきてワンランク up の作業環境をお求めの方にもオス
スメの商品を取り扱っております。
まだまだ外出をしにくい時期は続きますので、ご要望
のお品物がありましたらお店にいらっしゃるだけでな
く、お電話やホームページ、または右記メールアドレス
などからもお気軽にお問い合わせくださいね！
皆様の新生活のお供として、【文盛堂】をぜひ、ご利
用ください。

←
撮影用ライト
ホワイトボードノート→
ZOOMミーティング・
リモート教育にピッタリ♪

ぶんちゃんの
費
会
年
無料
録
デリバリーサービス
！
登
¥

・

最短 ！
け
お届
日
当

1,000
送料 以上で
無料
！

文盛堂ホームページより
すぐにカタログ請求できます

¥1,000 以上のご注文は
ご自宅まで
お持ちいたします！
文盛堂から２㌔以内に
お住まいの方が対象ですが、
まずはお気軽にご相談ください！

3 月度イベント

先月のイベントは【鉛筆】
と【パイロット製筆記具】の
名入れ無料キャンペーンでし
たくさんご利用いただきました！た。
鉛筆は特にこの 4 月にご
入学・ご進級を迎える小学生
1 ダースから
のお子様やお孫さんへの贈り
鉛筆代のみで
物として、パイロット製筆記
名入れできます！
具はご就職、異動される方へ
鉛筆名入れ No.1
の贈り物としてだけでなく、
無料キャンペーン
ご自身で使われる方にも多く
2/22
3/15
ご用意ができ次第ご連絡致します
ご利用いただきました。
対象商品 六角の鉛筆
ありがとうございました♪
ちなみに鉛筆はいくらあっ
ても困らないので【もらって
ご不明点はお気軽にお問い合わせ下さい！
うれしい文具 No,1】だそう
042-752-1104
です。

【名入れ無料キャンペーン】

鉛筆はもらって
うれしい文具

2016 年

受付期間

(月)〜

トンボ調べ

(月)

通常 2 〜 3 週間で出来上がりますが、申し込み状況によっては
お時間を頂く場合がございますので、ご了承ください

※丸や三角ではお名前が欠けてしまう可能性があるため、
今回のキャンペーンではお断りさせていただいております

・ゴシック体・金色でのお名入れになります
・【漢字】か【ひらがな】かどちらかお選びください
・店頭在庫以外の鉛筆でもお名入れ可能です

http://www.bunseido.net

TEL

営業時間

9:30 〜 19:00

営業時間は変更になる場合がございます

今年の母の日は 5 月 9 日
似顔絵キャンペーンをおこないます

ぜひ
参加 ぜひ
して
ぶん

毎年 5 月の第２日曜日は【母の日】で、
今年は 9 日になります。
4 月の終わり頃になると、いろいろな
お店で子どもたちが描いたお母さんの似
顔絵が飾られていますが、今年は文盛堂
でも【母の日似顔絵キャンペーン】を開
催します！
この裏が用紙になっていますので、お
店の中でも、ご自宅に帰ってからゆっく
りでも、すてきな似顔絵を描いていただ
き、文盛堂までお持ちください！【文具
のなる木】に飾らせていただきます♪
ぜひぜひご参加くださいね。

♪

TEL
FAX

042-752-2303( 代 表 )
042-752-1104( 店直通 )
042-755-5117

〒252-0237

URL

http://bunseido.net

bunseido@bunseido.net
LINE（ショップカードもあります！）＆
Instagramもよろしくおねがいします♪
MAIL

相模原市中央区千代田 6-1-18

LINE

