
 

 1

ニュースリリース 
報道関係各位             2011 年 9 月 27 日 
 

「工場で使える便利な通販」MonotaRO.com 
10 月 2 日(日）より顧客向け商品カタログをジャンル別 7 分冊に拡大 

～ 総ページ数約 4,000 ページ、発行部数 117 万部、21 万点超のアイテムを掲載 ～ 
 

 
工業用間接資材※1 通信販売最大手の株式会社 MonotaRO(モノタロウ)（本社：兵庫県尼崎市、代

表執行役社長：瀬戸欣哉、URL：http://www.monotaro.com/）は 10 月 2 日（日）、顧客向けの商品カタロ

グ『間接資材総合カタログ RED BOOK Vol.7』を発刊いたします。 
 

今回発刊するカタログは、これまで 1 冊であった『安全・物流・清掃/事務用

品編』を、『安全衛生保護用品・標識編』と『梱包・物流・清掃・オフィス用品編』

の 2 冊に分冊化しました。また、『自動車・トラック用品編』に新たにバイク・自

転車用品を追加し、『自動車・トラック・バイク・自転車用品編』と刷新いたしま

した。 
 

『安全衛生保護用品・標識編』は、震災後需要が急増した商品群である安

全・防災対策向けの商品や、切創保護や耐熱、耐電といった機能を持つ保護

用品などを充実させ、製造業のみならず、建築業や工事業のユーザーからも

ニーズの高い国内有名メーカーの商品を多数掲載しています。 
『梱包・物流・清掃・オフィス用品編』は、今年3月に発刊した「オフィス・

店舗用品カタログ」で取り扱いを開始したオフィス・店舗用品向けの商品

を多数掲載しています。『自動車・トラック・バイク・自転車用品編』は、 

写真：安全衛生保護用品・標識編 
※画像をご入用の際は、 
下記の問い合わせ先までご連絡下さい

バイク用品や自転車用品を約 6,400 点初掲載の他、交換需要の高い自動車部品を充実させるなど、プロ

の整備士から一般のお客様まで納得していただける品揃えを実現しました。 
 

7 分冊合わせて新規掲載商品が 5 万点以上、1 万点以上の既存製品の値下げも実施するなど、様々

なユーザーが幅広い商品群の中からコスト削減につながる商品選択ができるカタログとなっております。

さらに、カタログ発刊を記念した「カタログ発刊キャンペーン」を行うなど、当社の商品やカタログをより多

くのユーザーに認知・利用していただけるよう積極的な取り組みを進めて参ります。 
また今回のカタログ発刊に伴い、当日出荷可能な在庫商品をこれまでの約 48,000 点から約 1 万点増

の 57,000 点に拡大いたしました。2012 年 9 月までには約 70,000 点を目指して拡大を図って参ります。 
 
【『間接資材総合カタログ REDBOOK Vol.7』概要】 

※新規掲載商品：約 53,600 点、値下げ商品：計 10,010 点、最大値下げ率：77.06% 

カタログ名称 
ページ数 

（合計：3,984p）

掲載商品点数 

（合計：約 218,000 点※2） 
梱包・物流・清掃・オフィス用品編 536p 約 15,000 点

安全衛生保護用品・標識編 368p 約 19,000 点

工具・生産加工用品編 804p 約 33,500 点

FA・メカニカル部品編 708p 約 86,000 点

自動車・トラック・バイク・自転車用品編 620p 約 24,000 点

工事用品編 736p 約 30,000 点

科学研究・開発用品編 212p 約 10,500 点

＜本件に関するお問合せ＞ 
株式会社 MonotaRO マーケティング部 木原 TEL：06-4869-7181 pr@monotaro.com 

 
※1 工業用間接資材とは、製造業の現場における資材のうち、最終製品になる原材料や部品などの“直接資材”を除く全ての資 
材を指し、切削工具や研磨材などの工作用資材から梱包・補修・清掃・安全・事務用品まで多岐にわたる。 

※2 カタログ間の一部重複掲載商品も含まれています。 

mailto:pr@monotaro.com
http://www.monotaro.com/
http://www.monotaro.com/
http://www.monotaro.com/
http://www.monotaro.com/
http://www.monotaro.com/
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参考資料 
【カタログ詳細】 

梱包・物流・清掃・オフィス用品編 安全衛生保護用品・標識編 

表紙画像 

  

専用モール
URL 

http://www.monotaro.com/office/ http://www.monotaro.com/safety/  

新規掲載商品数は 4,100 点 新規掲載商品数は 8,200 点 

値下げ商品数は 1,300 点 値下げ商品数は 500 点 

分冊化により、身に着ける商品カテゴリが探しやすく袋、食品包材、包装資材等、オフィス・

店舗で使用される商品の充実 各種名入れサービス（ヘルメット、作業服、プリント T
シャツ）のさらなる拡大 

カタログ概要と

特徴 

節電対策、現場の環境改善のための

商品を多数追加 切創保護、耐熱・耐電機能を持つ商品の新規追加 

テープ 電池 手袋 作業服 
梱包用品 事務用品 マスク 安全用品 
物流・保管用品 OA/PC 用品 メガネ 安全標識 
清掃用品・洗剤 

含まれる 

カテゴリ 

照明 
インク・トナー 安全靴・安全スニーカー  

工具・生産加工用品編 FA・メカニカル部品編 

表紙画像 

  

専用モール
URL 

http://www.monotaro.com/tools/ http://www.monotaro.com/fa/  

新規掲載商品数は 3,000 点 新規掲載商品数は 15,000 点 

値下げ商品数は 1,800 点 値下げ商品数は 2,000 点 

大阪魂ブランドの充実 各種サービス（リサイクルバッテリー、

電動工具定額修理、再研磨・再コーテ

ィング、計測機器レンタル）の強化 
SMC 製品が 1 個より購入可能に 

カタログ概要と

特徴 

各カテゴリを代表するプライベートブラ

ンド商品の充実 

SMC 簡単検索エンジンのさらなる利便性向上 

切削工具 接着剤・補修材 素材 
研磨材 作業工具 制御機器 
測定用品 電動・空圧工具 

コンプレッサー・カプラ・空

圧機器・ホース・チューブ 
ねじ・ボルト類 

溶接用品 ベアリング・伝導機器 キャスター 

含まれる 

カテゴリ 

スプレー・オイル・グ

リス 

はんだ関連・静

電気対策用品 機械部品 油圧機器・油圧ホース

（高圧ホース） 
※画像をご入用の際は、上記の問い合わせ先までご連絡下さい 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.monotaro.com/office/
http://www.monotaro.com/tools/
http://www.monotaro.com/fa/
http://www.monotaro.com/
http://www.monotaro.com/safety/
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【カタログ詳細】 

自動車・トラック・バイク・自転車用品編 工事用品編 

表紙画像 

  

専用モール
URL 

http://www.monotaro.com/car/ http://www.monotaro.com/kouji/  

新規掲載商品数は 10,000 点 規掲載商品数は 7,500 点 
値下げ商品数は 650 点 値下げ商品数は 3,000 点 

バイク・自転車用品を大量に採用（バイ

ク：約 5,000 点、自転車：1,400 点） 
内装ドア、洗面化粧台、キッチン・流し台などの多数掲載 

自動車部品の一発検索サービスは引き

続き好評実施中 

訴求品・消耗品の採用拡大 

カタログ概要

と特徴 

自動車部品 161 点を大量追加  

塗装・養生・内装用品  刃物・先端工具 オイル・ケミカル・

補修 
電装・ハーネス 

電気材料  電動・充電・空圧工具 
洗車・清掃 鈑金・塗装 ポンプ・送風機  空圧機器 

配管・水廻り設備部材  測量用品 整備工具・収納 ガレージ設備・運送

住設機器 建築消耗品 
建材・エクステリア 溶接・発電・建築機器 電動・空圧・油圧

工具 
カー用品 

建築金物 溶接材料 
タイヤ・足回り バイク用品 ボルト・釘・床下/接合金物 土木安全用品・マテハン 

含まれる 

カテゴリ 

自動車部品 自転車用品 建築道具・作業工具 電動・充電・空圧工具 
科学研究・開発用品編 

表紙画像 

 

専用モール
URL 

http://www.monotaro.com/labo/ 

新規掲載商品数は 5,800 点 

値下げ商品数は 760 点 
カタログ概要

と特徴 

消耗品の広口瓶やディスポシリンジ、洗浄瓶、研究

関連用品・実験用必需品のアルコールランプや試

薬など大量追加 

※画像をご入用の際は、上記の問い合わせ先まで

ご連絡下さい 
 
 
【カタログの請求先】 
・FAX：0120-289-888 
・ホームページのカタログ請求ページ： 
http://www.monotaro.com/main/tws/tws_ctlg/
 
※RED BOOK Vol.7 は MonotaRO.com での

ご登録のあるお客様のみご請求頂けます。 

ガラス・樹脂・金属容器 洗浄・滅菌・清掃・衛生・

廃棄 体積計・分注・シリンジ・

ピペッター・スポイト 
水質・土壌検査関連 

加熱・冷却・クーラーボッ

クス 
純水製造・純水関連 
攪拌・粉砕・混合関連 

研究関連用品・実験用

必需品 
分溜・分離・抽出・ろ過 クリーンルーム用品 

分析・環境・測定器具 

含まれる 

カテゴリ 

バイオ・食品（菌）関連

用品 収納・設備・保管用品 
 

http://www.monotaro.com/car/
http://www.monotaro.com/kouji/
http://www.monotaro.com/main/tws/tws_ctlg/
http://www.monotaro.com/labo/
http://www.monotaro.com/
http://www.monotaro.com/
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【MonotaRO「安全衛生保護用品・標識」専用モール】 URL：http://www.monotaro.com/safety/  

※9/21（水）よりサービス開始 

 

＜「安全衛生保護用品・標識」専用モール概要＞ 

1. キャンペーン一覧 
実施中の全キャンペーンのうち、 
安全衛生保護用品・標識編に関連のある 
キャンペーンを紹介しています 

2. カテゴリ 一覧 
   安全衛生保護用品・標識をカテゴリから検索できます 
3. デジタルチラシ 
   多数のチラシから、安全衛生保護用品・標識に 

関連のあるデジタルチラシを紹介しています 
4. 人気商品ランキング 
   安全衛生保護用品・標識編の掲載商品から、 

売れ筋の商品を紹介しています 
5. 新着商品 

発売を開始した安全衛生保護用品・標識編の 
新商品を紹介しています 

※上記同様のコンテンツが、ジャンル専用の各モールで 

1

2 

3 

4

5

ご利用いただけます 
 
 
 
 
 
 「安全衛生保護用品・標識」専用モール トップ画面イメージ 
 
 
【『間接資材総合カタログ RED BOOK Vol.7』発刊キャンペーンについて】 
新カタログ発刊を記念して、ユーザー向けに 2 つのキャンペーンを実施いたします。 
 
① 『動画を見てクイズに答えて卓上カレンダー無料クーポンをもらおう』 
・キャンペーン期間：10/3(月)～10/31(月) 
・内容：各カタログ担当者から出題されるクイズに正解すると、2012 年度 MonotaRO 卓上カレンダーの 

無料クーポンをプレゼント。7 つすべての問題の全問正解者の中から抽選で、100 名様に 1,000 
円クーポンをプレゼント。 

② 『7,000 円以上買ってコピー用紙を無料でもらおう』 
・キャンペーン期間：10/3（月）～ 
・内容：10/3 より、ご注文 1 回につき合計金額が 7,000 円以上お買い上げのお客様全員に、 
      新発売の MonotaRO ブランドのコピー用紙 1 束分の無料クーポンを発行。 

（※1 回の注文で 7,000 円以上、複数回の注文もクーポンは 1 つ） 
・クーポン対象商品：37652011 MonotaRO コピー用紙（500 枚入 1 冊） 
 
 
株式会社 MonotaRO について 
切削工具や研磨材などの工業用資材から自動車関連商品や工事用品、事務用品に至るまで、現場・工場で
必要とされる製品 120 万アイテムを販売しています。 
また、事業主向けサイト「MonotaRO.com」、ベアリング専門サイト「ベアリングタロウ」、切削工具サイト「刃
MonotaRO」に加え、個人消費者向けにプロ仕様の商品を業務用価格で提供する「IHC.MonotaRO」も運営して
います。2011 年 9 月 5 日現在の利用ユーザー数は、約 65.9 万。 
2006 年 12 月、東証マザーズ上場。2009 年 12 月東証一部上場。 
2010 年度の 12 月期の売上高は約 177 億円。2011 年度の 12 月期の売上高予想は約 218 億円。 

http://www.monotaro.com/safety/
http://www.monotaro.com/
http://www.monotaro.com/
http://www.monotaro.com/
http://www.monotaro.com/
http://be.monotaro.com/
http://ha.monotaro.com/
http://ihc.monotaro.com/
http://www.monotaro.com/
http://www.monotaro.com/

