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ニュースリリース
報道関係各位

2015 年 2 月 19 日

『間接資材総合カタログ REDBOOK vol.11 春号』
2 月 22 日（日） 発刊
掲載点数 13.7 万点、総ページ数約 4,200 ページ、発行部数 100 万部以上

農業資材や自動車関連商品など、春の季節需要に応える 8 ジャンルを発刊
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 22 日（日）、顧客向け
商品カタログ『間接資材総合カタログ REDBOOK vol.11 春号』を発刊いたします。

写真：「農業資材・園芸用品編」と「自動車・トラック用品編」

『間接資材総合カタログ REDBOOK vol.11 春号』は、全 8 分冊、約 4,200 ページに、当社人気アイ
テム 13.7 万点を掲載したカタログです。
今回発刊する 8 冊のカタログは、当社の取り扱う全 16 ジャンル 800 万点を超える取扱商品の中から、
特に春先の需要が高い 8 ジャンル約 13 万点のアイテムを厳選して掲載しております。
2014 年 5 月より新ジャンルとして本格展開し、9 月に新カタログとして創刊した「農業資材・園芸用品
編」では、今回約 8,000 アイテム（うち約 2,300 アイテムが新規商品）を掲載し、噴霧器や農薬・肥料など、
春から夏にかけて活躍する定番商品をはじめ、各種シートや防虫ネットなどのお得なプライベートブラン
ド（PB）商品も多数掲載しています。
また、春先に繁忙期を迎える自動車整備業や自動車販売業向けに発刊する、「自動車・トラック用品
編」では、8 ジャンル中最大の約 25,000 アイテム（うち約 2,400 アイテムが新規商品）を掲載し、バッテリ
ーテスターや HID コンバージョンキットといった PB の目玉商品やワイパーブレード、ホイールカバー、各
種鈑金・塗装用品や整備工具など、カタログ初掲載となる注目商品も数多く紹介しています。
さらに今回から、これまで以上にユーザーニーズに対応するため、カタログ発刊を春と秋の年 2 回に
分けて実施いたします。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、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。
＜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
※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。
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【
『間接資材総合カタログ RED BOOK vol.11 春号』概要】
ページ数
（合計：4,272p）

カタログ名称

掲載商品点数
（合計：約 137,200 点）

作業工具/電動・空圧工具編

696p

約 18,000 点

建築・土木・塗装内装用品編

616p

約 19,000 点

自動車・トラック用品編

696p

約 25,000 点

空調・電設/配管・水廻り設備用品編

488p

約 19,000 点

バイク・自転車用品編

376p

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

344p

約 8,200 点

オフィス用品編

680p

約 20,000 点

●新規掲載商品：約 20,100 点、値下げ商品：約 4,650 点
●発行部数：約 109 万部
●掲載商品点数はカタログ間の一部重複商品を含む。

【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.11 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 800 万アイテムを販売しています。2015 年 2 月 10 日現在の利用ユーザー数は、約 142 万。
2006 年 12 月、東証マザーズ上場。2009 年 12 月、東証一部上場。2014 年度の 12 月期の売上高は
約 449 億円。2015 年度の 12 月期の売上高予想は約 556 億円。
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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

カタログ
概要と
特徴

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

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

新規掲載商品数は約 2,500 点
安価で高精度、モノタロウブランドのトルクレン
チがお得！
販売以来大好評！男前モノタロウブランドの充
電工具が勢揃い！
電動工具定額修理やバッテリーリサイクルな
ど、アフターサービスも充実！
作業工具
電動工具

新規掲載商品数は約 3,000 点
軍手、養生テープ、ウエスや土のう袋など、工
事業の必需品大集合！
家の中も外もリフレッシュ！インテリア、エクス
テリア、リフォーム用品も全て揃います！
グレーチングやクリアシートなど、担当者厳選
のイチオシ商品も満載！
建築金物
塗装・養生・内装用品
住設機器
建材・エクステリア

含まれる
カテゴリ エンジン工具

空圧工具

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 2,200 点
ウォールコーナー、エアコン用配管パテ、ドレン
ホースなど、空調部材特集開催！
アームタイレスタイバンド、セフティベルトなど、
装柱材料の取扱い開始！

新規掲載商品数は約 2,400 点
フェンダーリフォームツール、バッテリーターミナ
ルはじめ、新商品が大幅増加！
自動車部品検索、インジェクター洗浄、名入れ
など、各種サービスも大好評実施！
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

空調・電設資材
含まれる
カテゴリ

鈑金・塗装
カー用品
整備工具・収納
電動・空圧・油圧工具

配管・水廻り設備部材
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タイヤ・足回り
自動車部品
電装・ハーネス

「工場で使える便利な通販」MonotaRO.com

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 1,300 点
Made in Japan の高品質エンジンオイルはじ
め、オイルやマフラー交換用各種メンテナンス
ツールも納得のラインアップ！
バイク部品検索でタイヤ、バッテリー、オイルフ
ィルター、ブレーキシュー等、車種とフレーム番
号から検索可能！

新規掲載商品数は約 1,700 点
JK ボトル（広口）、パソリナミニスターラー、細菌
試験用恒温器（カルボックス）などオススメ商品
満載！
PB 商品も充実！リピーター続出の売れ筋アイ
テムもたっぷり掲載！
洗浄・滅菌・清掃・
衛生・廃棄
体積計・分注・シリンジ 加熱・冷却・
・ピペッター・スポイト
クーラーボックス
水 質検 査・ 土壌検 査 研 究関 連用品 ・実 験
関連(pH 等)
用必需品
クリーンルームブース
純水製造・純水関連
・ベンチ
撹拌・粉砕・混合関連 分析・環境・測定器具
収納・設備・保管・
分溜・分離・抽出・ろ過
運搬用品
ガラス・樹脂・金属容器

バイク用品

含まれる
カテゴリ
自転車用品

バイオ・食品(菌)関連用品
農業資材・園芸用品編

オフィス用品編

表紙
画像

専用
モール
URL

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

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

新規掲載商品数は約 2,300 点

新規掲載商品数は約 4,700 点
キーボード、光学式マウス、電卓から USB 電源
噴霧器、農薬、肥料など春から夏にかけて大活
ファンまで、経費削減に役立つモノタロウブラン
カタログ
躍する定番商品大集合！
ド商品多数品揃え！
概要と
特徴
フリクションペンの名入れサービス開始！ほし
タキイ種苗の種取り扱い開始！マルチから防
いサイズ・材質を選ぶだけのデスクマットのサイ
獣ネットまで、新商品もますます充実！
ズオーダーも注文可能！
農業・園芸資材
農具
事務用品
電池
含まれる
作業用品
農業用機器
OA/PC 用品
照明
カテゴリ
肥料・農薬 出荷・包装資材
種
インク・トナー
工場扇・送風機
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