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写真：「医療・介護用品編」、「建築・土木・塗装内装用品編」、「空調・電設/配管・水廻り設備用品編」 

＜本件に関する報道関係の皆様からのお問合せ＞ 

株式会社 MonotaRO IR・広報グループ 木原 TEL：06-4869-7190 pr@monotaro.com 

 

ニュースリリース 

報道関係各位                             2016年 2月 24日 

 『間接資材総合カタログ REDBOOK vol.12 春号』 

2 月 28 日（日） 発刊 
掲載点数 14.6 万点、総ページ数約 4,500 ページ、発行部数 130 万部以上 

   小規模クリニック/介護施設ユーザー向け医療・介護用品カタログ創刊  
 

工業用間接資材※通信販売最大手の株式会社MonotaRO（モノタロウ）は 2月 28日（日）、顧客向け

商品カタログ『間接資材総合カタログ REDBOOK vol.12春号』を発刊いたします。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『間接資材総合カタログ REDBOOK vol.12春号』は、全 9分冊、約 4,500ページに、当社人気アイテ

ム 14.6万点を掲載したカタログです。 

 今回発刊する 9冊のカタログは、当社の取り扱う全 18ジャンル 900万点を超える取扱商品の中から、

特に春先の需要が高い 9ジャンル約 14万点のアイテムを厳選して掲載しております。 

 

また今回から、2015年 5月に小規模クリニックや介護施設ユーザー向けの新ジャンルとして本格展開

を開始した「医療・介護用品」カテゴリも、分冊として発刊ラインアップに加わります。当カテゴリでは、ば

んそうこうなどをはじめとした救急用品から、消毒液、血圧計、聴診器、白衣、紙おむつ、介護用シーツ、

リハビリ用品に至るまで、約半年間で 7倍にまで拡大した全 45,000アイテムから厳選した 6,100アイテム

を掲載しています。 

 

さらに、春先に繁忙期を迎える各工事業向けの、「建築・土木・塗装内装用品」、「空調・電設/配管・水

廻り設備用品」では、2 カタログ合計約 40,000 アイテム（うち約 6,000 アイテムが新規商品）を掲載し、内

装・外装用の各リフォーム用品や建築金物をはじめ、プライベートブランドのフルオロカーボンガス、ペア

コイル、パイプ、ホースなど担当者お薦めの注目商品を数多く紹介しています。 

当社では引き続き、積極的な商品展開による効率的な購買プラットフォームの提供を追求し、ユーザ

ー利便性の拡大・強化を図ってまいります。 

 

各カタログやサービスの詳細については次頁および参考資料をご参照ください。 

 

 

 
 

※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。 

 

mailto:pr@monotaro.com
http://www.monotaro.com/
http://www.monotaro.com/
http://www.monotaro.com/
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●新規掲載商品：約 22,200点、値下げ商品：約 6,700点 

 

●発行部数：約 130万部 

 

●掲載商品点数はカタログ間の一部重複商品を含む。 

 

 

【『間接資材総合カタログ RED BOOK vol.12春号』概要】 

 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【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.12春号は MonotaRO.comでご登録のあるお客様のみご請求頂けます。 
 
 
 

■株式会社 MonotaRO について（本社：兵庫県尼崎市、代表執行役社長：鈴木雅哉、URL：http://www.monotaro.com/） 

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 900 万アイテムを販売しています。2016 年 2 月 10 日現在の利用ユーザー数は、約 180 万。2006 年 12 月、東証

マザーズ上場。2009年 12月、東証一部上場。2015年度の 12月期の 売上高は 575億円。2016年度の 12月期の売

上高予想は 710億円。 

  

カタログ名称 
ページ数 

 （合計：4,536p） 

掲載商品点数 

  （合計：約 146,300点） 

作業工具/電動・空圧工具編                       680p 約 18,000点 

建築・土木・塗装内装用品編 648p 約 20,000点 

空調・電設/配管・水回り設備用品編 488p 約 19,000点 

自動車・トラック用品編 696p 約 26,000点 

バイク・自転車用品編 392p 約 13,000点 

科学研究・開発用品編 376p 約 15,000点 

農業資材・園芸用品編 360p 約 9,200点 

医療・介護用品編 216p 約 6,100点 

オフィス用品編 680p 約 20,000点 

http://www.monotaro.com/main/tws/tws_ctlg/
http://www.monotaro.com/
http://www.monotaro.com/
http://www.monotaro.com/
http://www.monotaro.com/
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参考資料 
 

【各カタログ詳細】 

 作業工具/電動・空圧工具編 建築・土木・塗装内装用品編 

表紙 

画像 

  

専用 

モール
URL 

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

カタログ 

概要と

特徴 

新規掲載商品数は約 2,600点 新規掲載商品数は約 3,800点 

人気工具をオトクに！新発売ディスクグライン

ダや工具セットもモノタロウブランドで！ 

内装ドア・玄関収納商品総組み合わせ数 8 万

通り以上のカスタイマイズ注文サービス開始！ 

ねじ締め・穴あけ、切断、集塵からバッテリー充

電まで 男前モノタロウブランドの電動工具が

活躍！ 

家の中も外もリフレッシュ！LIXIL 洗面化粧台

はじめ、内装用品、建材・エクステリア商品が充

実の品揃え！ 

全 22,000 点のラインアップ！縫製関連商品も

豊富に取り揃えました！ 

大人気のモノタロウブランドブルーシートに待望

のロールタイプが登場！ 

含まれる 

カテゴリ 

作業工具 電動工具 塗装・養生・内装用品 建築金物 

エンジン工具 空圧工具 
建材・エクステリア 住設機器 

ポンプ・送風機  

 

 空調・電設/配管・水廻り設備用品編 自動車・トラック用品編 

表紙 

画像 

  

専用 

モール 

URL 

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

カタログ 

概要と

特徴 

新規掲載商品数は約 2,500点 新規掲載商品数は約 3,800点 

フルオロカーボンガス、ペアコイルなど担当者

一押しの空調・電設資材商品をご紹介！ 

ユーザーレビュー第一位のスポンジバフ、増量

タイプのブレーキ＆パーツクリーナーなどプライ

ベートブランド商品がお買い得！ 

ダクト、ドレンホース、エアコン用配管パテなど

が一気に揃う空調部材特集開催！ 

担当者厳選のカー・バイクバッテリーが通常価

格の 10％オフ大特価！ 

含まれる 

カテゴリ 

空調・電設資材 

オイル・ケミカル・補修 ガレージ設備・運送 

洗車・清掃 トラック用品 

鈑金・塗装 タイヤ・足回り 

配管・水廻り設備部材 

カー用品 自動車部品 

整備工具・収納 電装・ハーネス 

電動・空圧・油圧工具  

 

 

 

http://www.monotaro.com/handtool/
http://www.monotaro.com/kouji/
http://www.monotaro.com/kucho/
http://www.monotaro.com/car/
http://www.monotaro.com/
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 バイク・自転車用品編  科学研究・開発用品編 

表紙 

画像 

  

専用 

モール
URL 

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

カタログ 

概要と

特徴 

新規掲載商品数は約 1,600点 新規掲載商品数は約 1,300点 

交換用電球、ミラー、ブレーキケーブル、タイ

ヤ、オイル、バッテリーなど欲しいパーツがすぐ

に見つかる！ 

水質検査特集！pH計、pH標準液、紛体試薬、

残留塩素測定器など水質検査に欠かせない商

品も多数掲載！ 

カタログ初掲載！スクーター用タイヤ、ハンドル

グリップ、サドル、空気入れなど注目商品目白

押し！ 

プライベートブランドのスチール製オープンペー

ル缶、シリコンチューブなど人気商品が満載！ 

含まれる

カテゴリ 

バイク用品 

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 

加熱・冷却・ 

クーラーボックス 

水質・土壌検査関連

（pH等） 

研究関連用品・実験

用必需品 

自転車用品 

純水製造・純水関連 
クリーンルームブース 

・ベンチ 

撹拌・粉砕・混合関連 分析・環境・測定器具 

分溜・分離・抽出・ろ過 
収納・設備・保管・ 

運搬用品 

バイオ・食品(菌)関連用品 

 

 農業資材・園芸用品編 医療・介護用品編 

表紙 

画像 

  

専用 

モール
URL 

http://www.monotaro.com//agriculture/  http://www.monotaro.com/medical/ 

カタログ

概要と

特徴 

新規掲載商品数は約 2,600点 新規掲載商品数は約 6,100点 

微量要素の補給や養液栽培にも！農家にオス

スメの肥料特集実施！ 

消毒用エタノール、水銀レス血圧計、腰用コル

セット、ケーシー白衣など厳選おすすめ商品を

ご紹介！ 

育苗箱、農薬、除草剤から害虫駆除まで、春・

夏シーズンに欠かせない目玉商品ラインアッ

プ！ 

万が一のけが、災害時の備えにも安心！絆創

膏、包帯、サージカルテープ、体温計などを取り

揃えた救急用品大集合！ 

含まれる

カテゴリ 

農業・園芸資材 農具 医療・救急・衛生用品 健康用品 

作業用品 農業機械 サポーター・テーピング

用品 

介護用品 

 肥料・農薬 出荷・包装資材 種 

 

http://www.monotaro.com/bike/
http://www.monotaro.com/labo/
http://www.monotaro.com/agriculture/
http://www.monotaro.com/medical/
http://www.monotaro.com/
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 オフィス用品編  

表紙 

画像 

 

専用 

モール
URL 

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

カタログ

概要と

特徴 

新規掲載商品数は約 4,000点 

オフィス用品も全てモノタロウで！快適なオフィ

ス環境を提供する「オフィスグッズパーフェクト

ガイド」を掲載 

ご要望にお応えして！ 

大人気モノタロウブランドコピー用紙に B4・B5

サイズが新登場！ 

含まれる

カテゴリ 

事務用品 電池 

OA/PC用品 照明 

インク・トナー 工場扇・送風機 
 

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

