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19 中段・右 コクヨ プロフェッショナル写真用紙（高光沢・厚手） 表組下　仕様 ※⑦に郵便番号枠・切手枠は印刷されていません。 ※⑧⑨に郵便番号枠・切手枠は印刷されていません。 1
21 上段 コクヨ 名刺用紙（マイクロミシン）（両面印刷用） 写真横　商品番号 ④ ② 2

23
上段・右 コクヨ はがき用紙 「顔料」マーク マーク下に何も記載無し マーク下に　「①②③のみ」　記載 3
上段・右 コクヨ はがき用紙 紙厚 ④⑤185g/㎡・0.22mm ④⑤180g/㎡・0.21mm 4
中段・右 コクヨ インクジェットプリンタ用はがき　目隠しラベル 品名 「インクジェットプリンタ用はがき」　記載 「インクジェットプリンタ用はがき」　削除 5

24 中段・中 コクヨ アイロンプリントペーパー 品名上 「合わせ名人をダウンロード」マーク　記載 「合わせ名人をダウンロード」マーク　削除 6
43 上段・右 コクヨ インクジェットプリンタ用　紙ラベル 写真横　商品番号 ⑭ ⑮ 7
45 2段め・右 エーワン 屋外でも使えるサインラベルシール 写真横　説明 汚れやニオイにも強い 汚れやこすれにも強い 8
47 中段 エーワン パソコンプリンタ&ワープロラベル【プリンタ兼用】 面付け図のタイトル ⑦⑧:12面、⑪⑫:21面 ⑦⑧:21面、⑪⑫:12面 9
49 上段・右 コクヨ インクジェットプリンタ用ラベル<プチプリント> 表組上　仕様 総厚150g/㎡、白色度95%程度（ISO） 総厚160g/㎡、白色度89%程度（ISO） 10

57
上段 三菱化学メディア CD-R 700MB（200枚入り）

左上メーカーロゴ 「Verbatim / 三菱化学メディア」ロゴ　記載 「三菱化学メディア」ロゴ　記載　（Verbatimロゴを削除） 11
表組上　仕様 「●ワイド印刷エリアタイプ」　記載 「●ワイド印刷エリアタイプ」　削除 12

下段・右 SONY CD-R 700MB 5色ミックス 表組上　仕様 グリーンピンク グリーン・ピンク 13

62
上段・左 日立マクセル データ用DVD-R　100枚 表組上　仕様 「●ワイド印刷エリアタイプ」　記載 「●ワイド印刷エリアタイプ」　削除 14
3段め・右 日立マクセル データ用DVD-R　50枚 表組上　仕様 「●ワイド印刷エリアタイプ」　記載 「●ワイド印刷エリアタイプ」　削除 15

65 ② 下段・左 TDK データ用DVD-R　DL　2層タイプ 表組下 「メーカー希望小売価格/オープン」　記載無し 「メーカー希望小売価格/オープン」　記載 16
66 3段め・左 SONY 録画用DVD-R　（CPRM対応） 表組上　仕様 ●ワイド印刷エリアタイプ ●レーベル色/シルバー 17
67 中段・右 TDK 録画用DVD-RW　（CPRM対応） 表組上　仕様 「●ワイド印刷エリアタイプ」　記載 「●ワイド印刷エリアタイプ」　削除 18
72 下段・右 エレコム DVD　トールケース 表組上　仕様 「●③背ラベル&アイコンシール付き」　記載 「●③背ラベル&アイコンシール付き」　削除 19

78 下段
Verbatim/三菱
化学メディア

USBメモリ　インデックスラベル付き 10個パック枠タイトル アソートセット 10個セット 20

79 下段 バッファロー USBメモリ　スタンダードモデル 対応OS 「Linux 2.6以降」　記載 「Linux 2.6以降」　削除 21
80 上段・右 パナソニック SDHCメモリーカード　（RP-SDLCシリーズ） 表組上　仕様 「書換に強いMLCフラッシュメモリー採用」　記載 「書換に強いMLCフラッシュメモリー採用」　削除 22
81 ＊ 中段・右 TDK microSDHCメモリーカード 仕様マーク 最大転送レート 10MB/s 最大転送レート 4MB/s 23

82

ページ内位置：下段　　カードリーダ／ライタ適合表　　正しい適合表内の表記は下記の通りです。

24

83 下段・左 エレコム 外付型USB3.0対応ポータブルDVDドライブ メーカー名 ELECOM Logitec 25

84 上段・右 バッファロー
ミニステーション　ターボPC EX2対応 
USB3.0用　ポータブルHDD

対応OS
「Win Server 2008（32bit, 64bit）/ 
Win Server 2003R2（32bit）/Server 2008R2（32bit）/ 
Win Server 2003XP」　記載

「Win Server 2008（32bit, 64bit）/ 
Win Server 2003R2（32bit）/Server 2008R2（32bit）/ 
Win Server 2003XP」　削除

26

85
下段・右 バッファロー リンクステーション　ネットワーク対応HDD

インターフェイス USB3.0/2.0 USB2.0 27

対応OS 欄外注意書き
※対応OSの最新情報については、 
メーカーのホームページにてご確認ください。

※パソコンとの接続はLAN接続となります。 
※対応OSの最新情報については、 
メーカーのホームページにてご確認ください。

28

＊ 下段・左 SONY USB3.0対応　外付（データ）型ハードディスク 対応OS Win XP（32bit）/ Win XP（32bit）（①のみ）/ 29
87 2段め オリンパス 防水・防塵デジタルカメラ TG-830 品名 Touch Tough 30

89 ②

2段め シマンテック ノートンセキュリティー 対応OS Vista R SP1/SP2（32ビット/64ビット）/7/SP（32ビット/64ビット） Vista SP1/SP2（32ビット/64ビット）/7（32ビット/64ビット） 31

3段め・左 ソースネクスト ウィルスセキュリティ ZERO Windows8対応版
表組タイトル 参考価格（税抜価格） メーカー希望小売価格（税抜価格） 32
表組下　価格表記 「●メーカー希望小売価格/オープン」　記載 「●メーカー希望小売価格/オープン」　削除 33

3段め・右 ウイルスバスター　クラウド1年版 表組上　仕様 ●CPU/800MHz以上（XP） ●CPU/350MHz以上（XP） 34
4段め・右 WIN版アクロバット11スタンダード 表組上　仕様 ●1.3GHz以上のプロッセサー ●1.3GHz以上のプロセッサー 35

90
下段・左 エプソン プロジェクタ　EB-W18 左上　仕様マーク 29wルーメン 2900ルーメン 36
下段・右 エプソン プロジェクタ　EB-S18 左上　仕様マーク 29wルーメン 2900ルーメン 37

92 ① 中段・左 エプソン インクジェットFAX複合機　PX-505F
表組内　参考価格（税抜価格） 17,320円 11,540円 38
表組上　解像度 ●解像度/5740×1440dpi ●解像度/5760×1440dpi 39

93 中段・右 ブラザー インクジェット複合機　MFC-J6970CDW 左上　仕様マーク 「PCFAX（受信はWinのみ）」　記載無し 「PCFAX（受信はWinのみ）」　記載 40

94 中段・右 キヤノン
モノクロレーザープリンター　Satera 
LBP6200/6300

表組上　仕様 ●給紙容量/カセット×1段:250枚、手差し ●給紙容量/②カセット×1段:250枚　●手差し 41

95 上段 コクヨ モバイルスクリーン 表組上　仕様 ●高さ調節可能 ●高さ調節可能（②③④のみ） 42
96 下段・右 コクヨ パソコンロックキット（鍵式） 仕様マーク シリンダー+ダイヤル錠 シリンダー+鍵式 43

お客様各位

2014年号カタログ　誤表記のお詫びと訂正

カタログ掲載情報において、当方の不手際により以下の誤りを発生させました。深くお詫び申し上げます。
誠にお手数ですが下記に基づいて訂正していただきたくお願い申し上げます。
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97
下段・左

パワーコムジャ
パン

無停電電源装置<WOW-700U>
表組上　仕様 ●寸法/W110×D330×H82mm ●寸法/W110×D315×H83mm 44
表組上　仕様 ●質量/約2.3kg ●質量/約2.6kg 45

下段・右
パワーコムジャ
パン

無停電電源装置<ICT-530J> 表組上　仕様
コンセント出力合計700Wまで コンセント出力合計265Wまで 46
●質量/約2.6kg ●質量/約2.43kg 47

99 中段・左 エレコム PS/2パソコン切替器 仕様マーク 「RoHS指令準拠」　記載 「RoHS指令準拠」　削除 48

101 3段め・左 エレコム HDMIケーブル
表組上　寸法 ●サイズ/①直径5.5mm②③5.8mm ●サイズ/①直径5.5mm②5.8mm③6.6mm 49
表組上　環境情報 ●簡易パッケージ（ポリ袋包装） ●①簡易パッケージ（ポリ袋包装） 50

102
上段・左 エレコム ホテル用無線LANルーター 300Mbps 仕様マーク

「IEEE802.11a/b/g/n」、 
「RoHS指令準拠」　記載

「IEEE802.11b/g/n」、 
「RoHS指令準拠」　削除

51

下段・左 ロジテック プリントサーバ 表組上　仕様 「●IP取得方法/DHCPクライアント/固定IP」　記載 「●IP取得方法/DHCPクライアント/固定IP」　削除 52
103 上段・右 ロジテック 電源外付ギガビットイーサーネット　スイッチングハブ 仕様マーク 「RoHS指令準拠」　記載 「RoHS指令準拠」　削除 53

104

ページ内位置：上段　　エレコム　LANケーブル　　正しい価格マークと品番は下記の通りです

54

106 中段・左 エレコム 床用モール接続ユニット（L型・T型） 表組上　仕様 ●材質/ABS ●材質/PVC 55

107 上段・左 ヤザワ 抜け止めマグネットタップ4個口
写真横説明文 「側面には2Pが4口」　記載 「側面には2Pが4口」　削除 56

＊ 
①

表組内　 
参考価格（税抜価格）

①1,780円　②1,980円 ①2,230円　②2,480円 57

114 下段・左 エレコム 3ボタン有線巻取式コンパクト Blue LEDマウス
仕様マーク 「RoHS指令準拠」　記載 「RoHS指令準拠」　削除 58
対応OS MacOSX 10.4以降 MacOSX 10.5〜10.8 59

115 ＊ 
② 上段・左 マイクロソフト Basic Optical Mouse

表組タイトル 参考価格（税抜価格） メーカー希望小売価格（税抜価格） 60
表組下　価格表記 「●メーカー希望小売価格/オープン」　記載 「●メーカー希望小売価格/オープン」　削除 61

118 上段 エレコム USBテンキー　ホットキー&2ポートハブ付 仕様ピクト 「RoHS指令準拠」　記載 「RoHS指令準拠」　削除 62

127
＊

中段・左・
中

コクヨ OAフィルター（のぞき見防止タイプ） 商品写真 63

＊ 中段・右 コクヨ
OAフィルター

（のぞき見防止タイプ）（エコノミータイプ）
写真横　商品番号 ② ① 64

128 上段 （NB）
レーザープリンタ用トナーカートリッジ　
キヤノン対応

表組内　対応機種（②） 406GⅡ/406PS B406GⅡ/B406PS 65

134 下段 キヤノン FAX用インク・トナーカートリッジ 表組内　対応機種（③〜⑦） 対応機種　記載なし

③CanoFax-L200/L300/MultiPASS L-100 
④CanoFax-L230 
⑤〜⑦CanoFax-L700/L707/L750/L760/L780/ 
      L800/L850/L860/L900/L901/L902/L903/ 
      L2000/L2500/L2600/L2700/L2800/ 
      L3500i/L3600i/L3700i/L3800i

66

144 上段 リコー
レーザープリンタ用トナーカートリッジ　
リコー対応

表組内　対応機種（⑩） IPSIO　X410/600/610/700/710 IPSIO　NX410/600/610/700/710 67

146 ＊ 
③ 下段 リコー

レーザープリンタ用トナーカートリッジ　
リコー対応

表組内 
メーカー希望小売価格（税抜価格） 
㊺　515308

35,00円 35,000円 68

147

上段 （NB）
レーザープリンタ用トナーカートリッジ　
リコー対応

商品番号�〜� C100　4210/4300/4310 IPSIO　SP4210/4300/4310 69

中段 （NB） コピー機用トナーカートリッジ　リコー対応 写真横　商品番号 左:⑪、右⑧ 左:⑨、右:⑦ 70
＊ 
①

下段 （NB） FAX用トナーカートリッジ　リコー対応

表組内　参考価格（税抜価格） 
②　タイプ2リユースS

8,872円 8,450円 71

表組内　対応機種 
④　339706

リファックスCL10ADDY/11/15DU/15L　IP-LINK
リファックスCL10ADDY/11/15DU　IP-LINK/15L　
IP-LINK

72

148 下段 ブラザー
レーザープリンター用トナーカートリッジ 
DR-291CL-CMY

表組内　メーカー型番（㉜） DR-291CMY DR-291CL-CMY 73

151 上段 NEC
レーザープリンタ用トナーカートリッジ　
NEC対応

表組内　色/種別 ①ドラムカートリッジ　　②ブラック
①トナーカートリッジ（ブラック）　　②ドラムカートリッ
ジ

74

表組内　型番（②） PR-L1500C-31 PR-L1500-31 75

155 中段 Canon
インクジェットプリンタ用純正インクカートリッジ 
キヤノン対応

区分（�、�） 顔料 染料 76

＊

対応機種（㊿〜�） ※����につきましては、 ※����につきましては、 77

型番（�〜�）

�BCI-351XL+350XL16MP 
�BCI-351XL+350XL15MP 
�BCI-351+35016MP 
�BCI-351+35015MP

�BCI-351XL+350XL/6MP 
�BCI-351XL+350XL/5MP 
�BCI-351+350/6MP 
�BCI-351+350/5MP

78

156

中段 リコー
インクジェットプリンタ用純正インクカートリッジ 
リコー対応

表組内　 
対応機種（⑨〜㉑）

※⑪⑭⑰⑳はIPSIO GX e2600/3300には 
対応しておりません

※⑪⑭⑰⑳はIPSIO GX e2600/3300には 
対応しておりません 
※㉑はIPSIO GX e5500には対応しておりません

79

＊
下段 ブラザー

インクジェットプリンタ用純正インクカートリッジ 
ブラザー対応

エコマーク 「エコマーク認定商品　⑦〜⑫」 記載 「エコマーク認定商品　⑦〜⑫」　削除 80

表組内　型番（⑤） ⑤LC094PK ⑤LC09-4K 81

157 ＊ 
① 上段 ブラザー

インクジェットプリンタ用純正インクカートリッジ 
ブラザー対応

エコマーク 「エコマーク認定商品」　記載 「エコマーク認定商品　⑭〜�」　記載 82
表組内 
参考価格（税抜価格）

⑬3,538円 ⑬3,370円 83
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158 下段 EPSON
インクジェットプリンタ用純正インクカートリッジ 
エプソン対応

表組内　 
対応機種（㉖〜㉞）

※㉜㉞は、PM-950C/970C/980Cのみ対応。
※㉜㉞は、PM-950C/970C/980Cのみ対応。 
※㉝は、PM-930C/940Cのみ対応。

84

161 中段 EPSON
インクジェットプリンタ用純正インクカートリッジ 
エプソン対応

表組内　 
対応機種（�〜�）

※���PX-B300/PX-B310には対応しておりません。
※�����はPX-B300/PX-B310には対応しており
ません。

85

164 中段
ヒューレット・
パッカード

インクジェットプリンタ用純正インクカートリッジ 
HP対応

表組内　 
対応機種（⑭〜㉒）

対応機種表記なし
Designjet T610/T620/T770/T770HDD/T790/ 
T1100/T1100PS/T1120/T1120PS/T1200/ 
T1200PS/T1300PS/T2300eMFP/T2300PSeMFP

86

表組内　 
対応機種（㉘〜㉛）

対応機種表記なし
Officejet Pro8000/8500 A Plus/ 
8500 wireless All-in-one

87

表組内　 
対応機種（㊴〜㊶）

Photosmart325/335/475/385/7830 Photosmart325/335/475/385 88

168 下段 （NB）
インクジェットプリンタ用インクカートリッジ 

（リサイクル・互換）　キヤノン対応

品名
インクジェットプリンタ用インクカートリッジ（リサイクル・
互換） 
キヤノン対応

インクジェットプリンタ用インクカートリッジ（リサイクル・
互換） 
キヤノン対応/エプソン対応

89

表組内　 
対応機種（㉝〜㊷）

※㉝㊷につきましては、 
下記機種には対応しておりません

※㉝㉞㊷につきましては、 
下記機種には対応しておりません

90

表組内　 
対応機種（㊼、㊽）

PIXUS MP500/510/520/600/610/800/810/ 
830/950/960/970、 
iP3300/3500/4200/4300/4500/5200R/7500、 
MX850, iX5000 
※㊼は㉛㉝㉟㊲㊴の5色パックです。 
※㊽は㉜㉞㊱㊳㊵の5色パックです。 
※㊽につきましては「PIXUS iP4200」には対応しており
ません。

PIXUS MP500/600/610/800/810/ 
830/950/960/970、  
iP4200/4300/4500/5200R/7500、MX850 
※㊼は㉛㉝㉟㊲㊴の5色パックです。 
※㊽は㉜㉞㊱㊳㊵の5色パックです。

91

169 下段 （NB）
インクジェットプリンタ用インクカートリッジ 

（リサイクル・互換）　エプソン対応

表組内　 
対応機種（�〜�）

※����は対応しておりません。
※��はPX-201/502A/601F/602Fには対応しており
ません。 
※��はPX-201/502A/602Fには対応しておりません。

92

表組内 
対応純正型番（�）

IC4CL62 IC4CL6162 93

171 中段 コクヨ 普通紙FAX用インクリボン 適応機種一覧表　ケンウッド製 D-IR40（K） ID-IR40（K） 94
174 中段・右 コクヨ（セカンド） インクジェットプリンタ用紙　和紙 KJ-W120-5　表組内　寸法 紙厚85g/㎡・0.19mm 紙厚87.5g/㎡・0.15mm 95

178 中段・左 コクヨ（セカンド）
インクジェットプリンタ用タックインデックス 
KJ-T1692B

表組内　仕様 赤枠 青枠 96

184 ＊ 下段 Canon 卓上抗菌電卓 商品写真（②③） 97

186 上段 CASIO デスク型電卓
仕様マーク フラット 傾斜 98
表組上　仕様 ●スタンド付き（①②のみ） ●スタンド付き（①②③のみ） 99

188 ＊ 上段 Canon 小型カラー電卓 表組上環境説明 「●太陽電池による電源供給」　緑文字 「●太陽電池による電源供給」　黒文字 100
189 ＊ 中段 CASIO 特大表示実務電卓 写真横　商品番号 左の商品:①②、右の商品:③④ 左の商品:①、右の商品:③ 101
193 中段・左 コクヨ シュレッダー袋（マチ付き） 表組上　寸法 ●サイズ/①高さ575×幅590×厚さ0.015mm ●サイズ/①高さ600×幅600×厚さ0.015mm 102

194 上段・右
アコ・ブランズ・
ジャパン

オートフィードシュレッダー　マイクロ　
100AFM

表組上　仕様 ●消費電力/140W ●消費電力/250W 103

197 下段 シュレッダー 機能比較表
GCS27MC　紙カット方法 クロス マイクロクロス 104
GCS22CDX-M　メディア対応 「-」 カード類のみ 105

202 中段・左 キングジム ラベルライター「テプラ」PRO　SR250 表組上　寸法 ●サイズ/約W183×D276×H60mm ●サイズ/約W183×D216×H60mm 106
212 ＊ 上段 ブラザー ラベルプリンター　ピータッチ　9700PC 商品下　仕様説明 「■乾電池駆動可能」 「■乾電池駆動可能」　削除 107

216
中段・左

アコ・ブランズ・
ジャパン

パウチラミネーター　GLMR340H
商品写真　寸法 
表組上　仕様

●サイズ/W497×D184×H85mm 
●質量/2.95kg ●パウチ速度/550mm/分（50/60Hz）

●サイズ/W500×D185×H85mm 
●質量/3.1kg ●パウチ速度/450mm/分（50Hz）、
550mm/分（60Hz）

108

仕様ピクト（所要時間） 約33秒 約40秒（50Hz） 109
＊ 下段・右 アイリスオーヤマ ラミネーター　LFA342S 写真横　寸法 （奥行）430mm （奥行）185mm 　　※トレー装着時の奥行は430mm 110

218 中段・左 コクヨ
ラミネーター<ジェットラミα>　 
KLM-NWU324

表組上　仕様 ●折りたたみ式廃紙トレイ付き ●折りたたみ式排紙トレイ付き 111

221 下段 フジプラ CPリーフ　ラミネートパウチフィルム 表組上　仕様 ●厚み/①⑬0.100mm ●厚み/①〜⑬0.100mm 112
222 ＊ 2段め コクヨ パウチフィルム　20枚入り ⑦の商品 「⑦　KLM-F6595-20」　掲載 「⑦　KLM-F6595-20」　削除 113
225 中段 コクヨ レーザーポインター<RED>　ELA-RU44 表組上　仕様 2.4GHz周波数地域 2.4GHz周波数帯域 114

226 上段 コクヨ ツインプレゼンポインター UDマーク・CUDマーク
「ユニバーサルデザイン」マーク、 
「カラーユニバーサルデザイン」マーク　表記あり

「ユニバーサルデザイン」マーク、 
「カラーユニバーサルデザイン」マーク　削除

115

227
上段 コクヨ フィンガープレゼンター　ELA-FP1 表組上　寸法 ●受信器寸法/W126×D17×H5.5mm ●受信器寸法/W26×D17×H5.5mm 116
下段・左 コクヨ レーザーポインター<GREEN>　ELP-G10 表外 「COLOR UNIVERSAL DESIGN」　マーク無し 「COLOR UNIVERSAL DESIGN」　マーク記載 117

229 下段 ダイモ ダイモ　DM1595BU 表組上　寸法 ●サイズ/W90×D90×H220mm ●サイズ/W70×D80×H230mm 118

230

上段・中 ニチバン 製本テープ（契約書割印用）
環境ピクト

「エコマーク認定商品」①③のみ 
「グリーン購入法適合商品」 
「GPNエコ商品ネット掲載」

「エコマーク認定商品」①③のみ 
「グリーン購入法適合商品」①③のみ 
「GPNエコ商品ネット掲載」

119

表組上　環境説明 ②④古紙パルプ配合率10%（白色度80%） ②④アルミ貼り合わせ再生紙（白色度80%） 120

＊ 
③ 3段め ニチバン 製本テープ

表組内 
メーカー希望小売価格 

（税抜価格）
⑨　600円 ⑨　400円 121

231
＊ 上段・右 コクヨ 製本カバー 写真横　商品番号 ② ① 122

中段・左 ニチバン 背貼り製本機  SB-100 表組上　寸法 ●サイズ/W450×D345×H150mm ●サイズ/W450×D323×H152mm 123
233 中段 コクヨ 感熱ロールペーパー（ハンディターミナル用） 表組上　仕様 ●穴径/8mm　●芯なし　●紙厚/58g/㎡/0.06mm ●穴内径/8mm　●芯なし　●紙厚/58g/㎡・0.06mm 124

234 下段・右 NIPPO タイムレコーダー　カルコロ20ex 表組上　注意文
「※２＋１欄印字」の印字サンプルはタイムボーイ８プラス
と同じです。」　掲載

「※２＋１欄印字」の印字サンプルはタイムボーイ８プラス
と同じです。」　削除

125

235 中段・左 アマノ 時間集計タイムレコーダー　MX-300 表組上　仕様 ●使用インクリボン/CE-319250 ●使用インクリボン/CE319250 126
238 ＊ 上段・右 MAX タイムカード 表組上　仕様 201S・201S2/PC <旧商品> ER-80S・110S4 <旧商品> 201S・201S2/PC・ER-80S・110S4 127

239 ＊
上段・左 NIPPO ニッポー用タイムカード 12番の写真上　タイトル タイムカードNカード タイムボーイNカード 128
下段・右 SEIKO タイムレコーダー用インクリボンカセット 表組上　適合機種（追加） TP-20 TP-20、Z150 129

243 下段 コクヨ チューブファイル　エコツインR 写真下　商品番号 左から　8つめ:⑬、9つめ:⑫ 左から　8つめ:⑱、9つめ:⑯ 130

248 下段・左 コクヨ チューブファイル　エコ 表組上　仕様
「●背見出し紙のスクエアパターンは4色（2枚・表裏）」　
掲載

「●背見出し紙のスクエアパターンは4色（2枚・表裏）」　
削除

131

253
上段・右 コクヨ チューブファイル（保存用） 表組上　仕様 「●とじ具/PP・PC」　掲載 「●とじ具/PP・PC」　削除 132
下段・左 コクヨ リベットはずし機 表組上　仕様 「カバー:ABS」　掲載 「カバー:ABS」　削除 133

254 上段 コクヨ レバッチファイル＜ジャパンスタンダード＞ 左上　キャッチコピー 特長を合わせもったファイル 特長を併せもったファイル 134
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256
上段 コクヨ カラー仕切カード　（ファイル用）

商品画像⑤　タイトル タテ型2穴用　6山・10山 タテ型2穴用　10山 135
環境マーク 「GPNエコ商品ネット掲載」 ⑤〜⑦、⑨⑫⑯を除く 「GPNエコ商品ネット掲載」 ⑤〜⑦、⑯を除く 136

下段 コクヨ カラー仕切カード　（ファイル用） 環境マーク 「GPNエコ商品ネット掲載」 ①のみ 「GPNエコ商品ネット掲載」 ③を除く 137

257
3段め キングジム カラーインデックス　 表組内　仕様 （⑧） A4タテ A4ヨコ 138
下段・左 マルマン ラミネートタブインデックス マーク スペード クローバー 139
下段・右 コクヨ カラー仕切カード　（PP・ファイル用） 表組上　小タイトル 「5色5山見出し」 記載 「5色5山見出し」　削除 140

258 中段 コクヨ リングファイル<スリムスタイル> 表組内　サイズ ①307×249×27mm ①307×243×27mm 141

259 上段 コクヨ リングファイル<ER>
写真下　 
商品番号　

右から３つめ：① 右から３つめ：③ 142

266 上段 コクヨ Dリングファイル 表組内　注文コード 表記なし
フ-FD438NM    5114-1844 
フ-FD438NP    5114-1851

143

279 2段め コクヨ ガバットファイル（ひもとじタイプ・紙製） 表組内　仕様 枚1000枚収容 約1000枚収容 144

284 上段 コクヨ クリップボードH 表組上　仕様 ●フック掛け・ひも通し穴2ヶ所（⑬⑭⑯⑰は4ヶ所）付き
●フック掛け・ひも通し穴2ヶ所（⑤⑧⑬⑭⑯⑰は4ヶ所）
付き

145

287 下段・左 リヒトラブ パンチレスファイル（厚とじ） 表組上　環境情報 ●表紙①〜④再生PP50% ●表紙①〜④⑥再生PP50% 146

288 上段 コクヨ クリヤーブック<ノビータ>（固定式）中紙なし
表組上　仕様 ●ポケット//PP ●ポケット/PP 147
表組上　サイズ ②307×258×8〜50mm ②307×254×8〜50mm 148

294 3段め コクヨ クリヤーブック<ベーシック>（サイドスロータイプ） 表外　仕様マーク 中芯フィルム（カラー） 中芯フィルム（透明） 149
296 上段 コクヨ クリヤーブック（ウェーブカットポケットタイプ・替紙式） 表組上　環境情報 ●表紙/発泡再生PP ●表紙/発泡再生PP（⑲を除く） 150
302 下段 コクヨ クリヤーブック（ウェーブカットポケット）用替紙 写真横　商品番号 「③」 「③」　削除 151
307 上段 コクヨ カードホルダー<ノビータ>（固定式） 表組上　寸法 ●収容可能寸法/58×93mm ●収容可能寸法/①〜⑨58×93mm、⑩⑪57×93mm 152
310 中段・右 ぺんてる ローロデックス名刺整理具 右上　注意文 スリーブは一枚づつ外し、 スリーブは一枚ずつ外し、 153
315 3段め リヒトラブ ルーパーファイル 区切りオビ ポケット収容タイプ 穴あけタイプ 154

319 2段め コクヨ クリヤーホルダー（抗菌仕様タイプ） 左上　キャッチコピー
共用でも安心な抗菌仕様 
厚さ0.3mmの厚手のシートタイプ

共用でも安心な抗菌仕様 155

322 2段め コクヨ ホルダーブック（ポケット:2・4・6） 表組内　サイズ 312×235mm 312×（235+235）mm 156

323
2段め・左 コクヨ ドキュメントファイル 右上　使用例写真 取扱いのないピンク色の商品写真を掲載 写真を削除 157
2段め・右 テージー ドキュメントファイル　のび〜る2 表組上　サイズ ③236×317×50（〜500） mm ③236×317×50（〜550） mm 158

332 下段・左 iimo ファイルボックス　エコノミー 表組下　注意文
※この商品は10個で1パックの商品です。 
オーダーシートの数量欄に1を記入していただくと10個届
きます。

※この商品は10冊で1パックの商品です。 
オーダーシートの数量欄に1を記入していただくと10冊届
きます。

159

335 3段め リヒトラブ 机下台 右下　商品説明 座敷シート 底敷シート 160

337 3段め・右 コクヨ イージーキャビネット 表組内　発注単位 1セット（10個入り） 1個 161

341 下段・右 コクヨ データファイルF 表組上　サイズ ②290×396×18m ②290×396×18mm 162

343 2段め・左 コクヨ 図面クリヤーブック　セ-CP17、セ-CP18 品名 図面クリヤーブック（替紙式） 図面クリヤーブック（替紙） 163

345 3段め・右 コクヨ ポシェットアルバム<コロレー> 表組内　仕様（①〜⑤） A5ワイドサイズ（3段） A5ワイドサイズ（2段） 164

347 ＊ 下段・左 コクヨ 工事用アルバム　フリー台紙　スリム 表組上　関連商品ページ （P.109） （P.345） 165

350 2段め・右 コクヨ（セカンド） リングファイル　フ-471B 表組内　仕様 B5ヨコ B5タテ 166

352 4段め・右 コクヨ（セカンド） ガバットファイル（紙製）　フ-98B 表組内　仕様 5〜100mmとじ 1〜100mmとじ 167

353 2段め・左 コクヨ（セカンド） 板目表紙　セイ-810N, -820N, -830N, -840N 表組内　仕様 紙厚430g/㎡ 紙厚500g/㎡ 168

354 ＊ 下段・左 コクヨ（セカンド） レバーファイル<EZe>　フ-U331B 表組内　仕様 A4タテ B5タテ 169

357 上段・右 コクヨ（セカンド） ポストカードホルダー　ハセ-120G 表組内　仕様 黄 緑 170

360 2段め・右 コクヨ（セカンド） ケースファイルーFS キャッチコピー 開発されたケースファイルル 開発されたケースファイル 171

361 下段・右 コクヨ（セカンド）
ボックスシール（カラー分類表示） 

（ハードカラー）  L-FBL-DB
表組内　仕様 青 紺 172

366 下段・左 コクヨ（セカンド） 工事用アルバム　ネガポケット替台紙 商品写真 173

370 下段・左 コクヨ テープのり<ドットライナー> 品名 テープのり<ドットライナー> テープのり＜ドットライナー　ハート柄＞ 174
371 中段・右 コクヨ テープのり<キャンパスドットライナーフィッツ> 表組上　環境情報 ●本体ケースは再生ABS ●本体ケースは再生PS・再生ABS 175
373 下段・左 コクヨ プリットローラー 表外　のり面イメージイラスト イラストの説明なし イラスト下に「のり面イメージ」　記載 176
374 下段・左 コクヨ スティックのり<なめらかプリット> 表組上　環境情報 「GPNエコ商品ねっと掲載」マークなし 「GPNエコ商品ねっと掲載」マーク　記載 177

377 2段め スプレーのり 機能一覧表
Aスプレーのり　基材 アクリルゴム 合成ゴム 178
Bスプレーのり　噴射剤 ジメチルエーテル LPG 179

379
3段め・右 ニチバン 直線美　大巻ハンドカッター 品名 直線美® 大巻ハンドカッター セロテープ® ハンドカッター直線美® 180
下段・右 ニチバン 直線美　小巻ハンドカッター 品名 直線美® 小巻ハンドカッター セロテープ® 直線美® mini 181

385
＊

上段 コクヨ テープカッター<カルカット>
写真（替刃） 182

表組上　環境情報 「GPNエコ商品ねっと掲載」マークなし 「GPNエコ商品ねっと掲載」マーク　記載 183
387 2段め・左 コクヨ 両面紙粘着テープ 写真横　説明文 耐光性 耐候性 184

390 上段・左 （NB）
ダブルクリップ   
CビTP-CL-107, 106, 105, 104, 103

表外　説明文 サイズは下の原寸大画像でご確認ください。 サイズは右の原寸大画像でご確認ください。 185

392 ② 中段・右 クルーズ Laurel　クリスタルプラスチッククリップ

表組上　寸法 ③35×30mm、④29×29mm ③30×36mm、④30×29mm 186
表組内　タイトル 参考価格（税抜価格） メーカー希望小売価格（税抜価格） 187
表組内　価格（金額） 450円 500円 188
表組下　価格説明 「●メーカー希望小売価格/オープン（①のみ）」　記載 「●メーカー希望小売価格/オープン（①のみ）」　削除 189

393 下段・右 コクヨ クリップケース<UNIFEEL> 表組上　サイズ 外寸法W70×D75×H29mm 外寸法W70×D75×H30mm 190

396
上段 コクヨ 針なしステープラー<ハリナックス>（ハンディ10枚） 仕様マーク とじ枚数　10枚 とじ枚数　約10枚 191
下段・左 コクヨ 針なしステープラー<ハリナックス>（コンパクト） 仕様マーク とじ枚数　5枚 とじ枚数　約5枚 192
下段・右 コクヨ 針なしステープラー<ハリナックス>（ハンディタイプ） 仕様マーク とじ枚数　8枚 とじ枚数　約8枚 193

397
上段 コクヨ 針なしステープラー<ハリナックス>（2穴タイプ）仕様マーク とじ枚数　10枚 とじ枚数　最大約10枚 194
中段・右 コクヨ 針なしステープラー<ハリナックス>（卓上12枚） 仕様マーク とじ枚数　12枚 とじ枚数　最大約12枚 195
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399 上段・右 コクヨ ステープラー<パワーラッチキス>（フラットタイプ）表組上　環境情報 「GPNエコ商品ねっと掲載」マークなし 「GPNエコ商品ねっと掲載」マーク　記載 196

406 上段 コクヨ 2穴パンチ<ラクアケ>
使用例写真（右）　説明 ゴミ捨て持にカスが散らばりにくく ゴミ捨て時にカスが散らばりにくく 197
表組上　環境情報 「GPNエコ商品ねっと掲載」マークなし 「GPNエコ商品ねっと掲載」マーク　記載 198

406 上段 コクヨ 2穴パンチ<ラクアケ>
表組上　サイズ ④〜⑥外寸法W130×D150×H160（ロック時60）mm ④〜⑥外寸法W130×D150×H160（ロック時66）mm 199
表組上　サイズ ⑦外寸法W130×D175×H200mm ⑦外寸法W130×D175×H200（ロック時78）mm 200

407 上段・右 カール アリシス 表組上　仕様 ●質量/①〜③240g ●質量/①〜③229g 201

408
中段・左 コクヨ 強力2穴パンチ　70枚 表外 「ユニバーサルデザイン」 「ユニバーサルデザイン」①のみ 202
中段・右 コクヨ 強力2穴パンチ　110枚 表外 「ユニバーサルデザイン」 「ユニバーサルデザイン」①のみ 203
下段・右 コクヨ 強力2穴パンチ　330枚 表外 「ユニバーサルデザイン」 「ユニバーサルデザイン」①のみ 204

409 2段め・左 カール 4穴パンチ キャッチコピー 環境に配慮した4穴パンチ、 環境に配慮した4穴パンチ。 205

411
下段・左 コクヨ 二重リング（パック入り） 表組上　仕様　 材質/軟鋼線材（ニッケルメッキ） 材質/本体:スチール（ニッケルメッキ） 206
下段・右 コクヨ カードリング（パック入り） 表組上　仕様　 材質/軟鋼線材（ニッケルメッキ） 材質/本体:スチール（ニッケルメッキ） 207

413 下段・欄外 （下欄外） 「専用印刷ソフトをDOWNLOAD」マーク 説明文 専用印刷ソフトソフトウェア<パソプリソフト>の他に、 専用印刷ソフトウェア<パソプリソフト>の他に、 208
414 中段・右 コクヨ タックメモ 表組内　色 2色（青・赤） 2色ミックス 209

419

上段 コクヨ ハサミ<エアロフィットサクサ>ワイドハンドル 写真横　説明文 左利き用 左手用 210
上段 コクヨ ハサミ<エアロフィットサクサ>ワイドハンドル 表組上　環境情報 「GPNエコ商品ねっと掲載」マークなし 「GPNエコ商品ねっと掲載」マーク　記載 211
中段 コクヨ ハサミ<エアロフィットサクサ>ウェーブハンドル 表組上　環境情報 「GPNエコ商品ねっと掲載」マークなし 「GPNエコ商品ねっと掲載」マーク　記載 212
下段・中 コクヨ ハサミ<テピタ> 表外 「ユニバーサルデザイン」マーク　なし 「ユニバーサルデザイン」マーク記載 213
下段・中 コクヨ ハサミ<テピタ> 表外 「ユニバーサルデザイン」マーク　なし 「ユニバーサルデザイン」マーク　記載 214

421
上段・左 コクヨ

ハサミ<エアロフィットサクサ>ワイドハンドルチ
タン・グルーレス刃

表組上　環境情報 「GPNエコ商品ねっと掲載」マークなし 「GPNエコ商品ねっと掲載」マーク　記載 215

上段・右 コクヨ
ハサミ<エアロフィットサクサ>ウェーブハンドル
チタン・グルーレス刃

表組上　環境情報 「GPNエコ商品ねっと掲載」マークなし 「GPNエコ商品ねっと掲載」マーク　記載 216

423 上段 コクヨ カッティングマット（両面仕様） 表組上　仕様 ●表面に方眼罫印刷 ●両面に方眼罫印刷 217
426 2段め・右 コクヨ 安心構造カッターナイフ<フレーヌ>替刃（大型用） 表外 「ユニバーサルデザイン」マーク　なし 「ユニバーサルデザイン」マーク　記載 218
427 上段・右 コクヨ 安心構造カッターナイフ<フレーヌ>替刃（標準型用） 表外 「ユニバーサルデザイン」マーク　なし 「ユニバーサルデザイン」マーク　記載 219

428
上段 コクヨ

ペーパーカッター 
（ロータリー式・40枚切り・チタン加工刃）

表組上　仕様（付属品） ・替刃受け1枚 ・替刃受け2枚 220

＊ 表組下　説明文
※本体及び替刃は、リニューアル前製品（DN-61・DN-
62・DN-63及びDN-600A・DN-600B）と各々互換性が
あります。

※本体及び替刃は、リニューアル前製品（DN-61N・DN-
62N・DN-63N及びDN-600A・DN-600B）と各々互換
性があります。

221

中段・左 コクヨ
ペーパーカッター 

（ロータリー式・20枚切り・チタン加工刃）
表組上　サイズ

●サイズ/①W353×D640×H95mm 
②W353×D517×H95mm

●サイズ/①W284×D511×H89mm 
②W284×D391×H89mm

222

429

上段・右 カール ディスクカッター　DC-300N, DC-330N キャッチコピー 正確な裁断可能な 正確に裁断可能な 223

＊

2段め・右 
3段め・右

カール
ディスクカッター　 
DC-CA4用カッターマット、 
DC-200N用カッターマット

表組内 
品番、注文コード、価格

品番:M-230 
注文コード:5502-8042 
メーカー希望小売価格（税抜価格）:1,200円

品番:M-210 
注文コード:5465-1524 
メーカー希望小売価格（税抜価格）:1,000円

224

下段・右 コクヨ ペーパーカッター（ロータリー式）
区切りオビ ペーパーカッターDN-71/72/73、DN-61/62/63の替刃

ペーパーカッターDN-71/72/73、DN-61N/62N/63N
の替刃

225

表組上　タイトル DN-61/62/63用替刃 DN-61N/62N/63N用替刃 226
435 下段・右 オープン工業 クリアカルトン 左上　キャッチコピー 千種類のカードが付属 4種類のカードが付属 227

438
上段・右 クルーズ コインアップ 表組上　環境情報 「GPNエコ商品ねっと掲載」マーク　記載 「GPNエコ商品ねっと掲載」マークなし 228
下段・左 アイリスオーヤマ 手提げ金庫　A7 写真横　寸法 85（45）mm 80（45）mm 229

439 下段 コクヨ 手提げ金庫（テンキー付き） 表外 「シリンダー錠」マーク　なし 「シリンダー錠」マーク　記載 230

441 上段 コクヨ 手提げ金庫<ダイヤル錠・ブザー付き>
キャッチコピー 

（ページ最上部、左上、右説明イ
ラスト内）

盗難防止 盗難予防 231

443 下段・左 キングジム 通帳&カード収納ケース 写真横　説明文 通帳12枚 通帳12冊 232

461

上段・左 アイリスオーヤマ カラーボックス 発注単位 1個 1台 233

上段・右 アイリスオーヤマ カラーバスケット
写真横　寸法

①サイズ表記なし   
②幅380×奥行260×高さ260mm

①（上部）幅380mm×奥行260mm    
②（下部）幅320×奥行230mm×高さ260mm

234

表組内　サイズ W320×D260×H260mm W320×D230mm（底面寸法） 235

下段・右
サンコープラス
チック

コンテナーエース 表組内　サイズ ③W576（440）×D382（300）×H342（275）mm ③W576（440）×D383（300）×H342（275）mm 236

463 上段・右 アイリスオーヤマ 小物キャビネット 表組上　寸法

●引出内寸法/①小:W80×D195×H39mm・大
浅:W280×D195×H39mm・大深:W280×D195×
H82mm、②小:W100×D200×H50mm・大:210×
D200×H50mm、③W88×D192×39mm、④W62×
D106×H39mm

●引出内寸法/①小:W85×D192×H37mm・大
浅:W279×D192×H37mm・大深:W279×D192×
H81mm、②小:W107×D206×H52.4mm・大:W218.6
×D206.9×H52.3mm、③W86×D190×38mm、④
W62×D106×H40mm

237

465 上段 デスクマット デスクマット一覧表 欄外 ※印の説明なし 「※下敷きの厚さは1.5mm」　記載 238
470 上段 コクヨ 吊り下げ名札セット（ソフトケース）<アイドプラス> 表組上　仕様 ●材質/フック:POM ●材質/フック:再生POM 239

471 下段・右 コクヨ
吊り下げ名札セット（カードプロテクトタイプ）<
アイドプラス>

表組上　環境情報 「GPNエコ商品ねっと掲載」マークなし 「GPNエコ商品ねっと掲載」マーク　記載 240

472 下段・右 コクヨ 吊り下げ名札セット（PETケース）<アイドプラス>
表組上　仕様　 タイプ/名刺・IDカード用 タイプ/名刺用 241
品名上　仕様マーク 名刺・IDカード用 名刺用 242

474 中段・左 コクヨ IDカードホルダー<IDeo HUBSTYLE>  右上　説明文 ※IDカード（54×86×厚み約0.8mmまで）専用です。 ※IDカード（54×86×厚み約0.8mm）専用です。 243

476 下段・左 コクヨ
名札ケース<アイドプラス>（カードプロテクトタ
イプ）

表組上　環境情報 「GPNエコ商品ねっと掲載」マークなし 「GPNエコ商品ねっと掲載」マーク　記載 244

477
上段・左 コクヨ

名札ケース（防水タイプ　特大サイズ・チャック
付き）

表組上　環境情報 「GPNエコ商品ねっと掲載」マークなし 「GPNエコ商品ねっと掲載」マーク　記載 245

上段・右 コクヨ 名札ケース（防水タイプ　・チャック付き） 表組上　環境情報 「GPNエコ商品ねっと掲載」マークなし 「GPNエコ商品ねっと掲載」マーク　記載 246
3段め・右 コクヨ 名札ケース<アイドプラス>（IDカード用・ハードケース） 品名上　仕様マーク スライド窓タテ型のマーク　記載 スライド窓ヨコ型のマーク　記載 247

481

上段・左 コクヨ
タッグ名札<強力イタメンクリップ>（防水ケース・
特大サイズ）

表組上　環境情報 「GPNエコ商品ねっと掲載」マークなし 「GPNエコ商品ねっと掲載」マーク　記載 248

上段・右 コクヨ
タッグ名札<強力イタメンクリップ>（防水ケー
ス）

表組上　環境情報 「GPNエコ商品ねっと掲載」マークなし 「GPNエコ商品ねっと掲載」マーク　記載 249

2段目 コクヨ タッグ名札<強力イタメンクリップ> 表組上　環境情報 「GPNエコ商品ねっと掲載」マークなし 「GPNエコ商品ねっと掲載」マーク　記載 250

484
下段・左 アルテ ニューエコのりパネ 表組上　環境情報 「はく離紙は再生紙100%」　記載 「はく離紙は再生紙100%」　削除 251
下段・右 アルテ ハイパープロタックSブラック 表組上　仕様 ●発砲スチロール板 ●発泡スチロール板 252

488
3段め・右 光 スチールイーゼル

表組上　寸法 ●折りたたみ時寸法/W500×D30×H1070mm ●折りたたみ時寸法/W520×D30×H1100mm 253
表組内　サイズ ①W500×D600×H1070mm ①W520×D615×H1100mm 254

下段・右 光 イーゼル白木タイプ
表組上　寸法 ●折りたたみ時寸法/W580×D40×H1200mm ●折りたたみ時寸法/W590×D40×H1250mm 255
表組内　サイズ ①W580×D770×H1200mm ①W590×D650×H1250mm 256

489 3段め・左 光 ミニイーゼル 表組内　サイズ ①W220×D240×H305mm ①W220×D220×H320mm 257

492

② 中段・左 クルーズ アクリルフレーム　ビスタイプ

表組内　タイトル 参考価格（税抜価格） メーカー希望小売価格（税抜価格） 258

表組内　価格（金額）
①1,220円　②1,570円　③2,130円　④2,660円　 
⑤4,150円

①1,200円　②1,600円　③2,100円　④2,600円　 
⑤4,100円

259

表組下　価格説明 「●メーカー希望小売価格/オープン」　記載 「●メーカー希望小売価格/オープン」　削除 260

下段・左 クルーズ サインホルダー 表組内　サイズ
⑧幅127×底面45×高さ91mm 
⑨幅152×底面40×高さ105mm 
⑪幅298×底面65×高さ208mm

⑧幅129×底面38×高さ91mm 
⑨幅151×底面43×高さ110mm 
⑪幅298×底面65×高さ211mm

261

498 下段・左 コクヨ ホワイトボード<ピタボ>（吸着シートタイプ） 表組上　仕様 裏面:発泡性アクリル+保護フィルム 裏面:発泡性アクリル樹脂+保護フィルム 262
500 中段・左 コクヨ ホワイトボード用イレーザー<ヨクキエール> 表組上　環境情報 ●①②は替え生地取替式 ●①②は替え生地詰替式 263
505 下段・右 コクヨ 強力マグネットバー<クリヤー> 表組上　仕様（幅） 幅/21mm 幅/①〜③21mm、④〜⑨21.5mm 264
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508 上段 iimo マグネットクリップ 入り数マーク ③④「6個入り」、①②「10個入り」 ③④「10個入り」、①②「6個入り」 265
511 上段 住友スリーエム スコッチ　掲示用タブ 写真横　商品番号 ⑩ ⑨ 266
526 上段・右 シャチハタ Xスタンパーネーム11 表組上　環境情報 葉っぱマークなし 葉っぱマーク掲載 267
534 5段め コクヨ（セカンド） スティックのり<なめらかプリット>（吊り下げパック） 表組上　環境情報 「GPNエコ商品ねっと掲載」マークなし 「GPNエコ商品ねっと掲載」マーク　記載 268

537
4段め・左 コクヨ（セカンド） タックタイトル　　タ-70-5、タ-70-15 表組内　サイズ 43×12mm 43×120mm 269
3段め・右 コクヨ（セカンド） タックタイトル（樹脂ラベル）　タ-S70-134W 表組内　寸法 12×146mm 20×146mm 270

538 6段め・左 コクヨ（セカンド）
高級ハサミ　フッ素コート　 
ハサ-F32B, ハサ-F32D

表組内　寸法 刃渡り60mm刃 刃渡り70mm刃 271

540 6段め・右 コクヨ（セカンド） オールプラスチックタイプ用仕切板 発注単位 1台 1枚 272
541 上段・右 コクヨ（セカンド） タッグ名札　ナフ-160 表組内　仕様 チェック付 チャック付 273
544 2段め・左 コクヨ（セカンド） アイクリップ（ベーシックセット200） 品名 アイクリップ（ベーシックセット200） アイクリップ（ベーシックセット220） 274

547
2段め・左 コクヨ キャンパスノート 写真横　商品番号 上段左　② 上段左　① 275
2段め・右 コクヨ キャンパスノート 写真横　商品番号 上から3つめ:⑤、上から4つめ:⑦ 上から3つめ:⑦、上から4つめ:⑤ 276

559 2段め・右 コクヨ ヨシノート（ReEDEN）　5冊パック 表組上　環境説明 ●中紙/古紙パルプ配合 ●中紙/ヨシパルプ配合 277

564 上段 コクヨ フィラーノート（スパイラルとじ）
罫内容図面上　説明文 ●罫内容（①〜⑥はマージン罫入り） ●罫内容（①③〜⑤⑦⑧はマージン罫入り） 278
表組上　仕様 ●①〜⑦はマージン罫入り ●①③〜⑤⑦⑧はマージン罫入り 279

566 中段・左 コクヨ キャンパスツインリングノート（ドット入り罫線） 表組内　サイズ ①②:セミB5、③④:A5、⑤:A4 ①②:6号（セミB5）、③④:3号（A5）、⑤:1号（A4） 280
569 下段 コクヨ キャンパス　ダイアリー（フリータイプ） 表組上　仕様 フリー月間予定表（見開き1ヶ月・ブロック式）:48ページ フリー月間予定表（見開き1ヶ月・ブロック式）:28ページ 281

581 2段め・右 エヒメ紙工 紙テープ 表組上　サイズ ●サイズ/幅18mm×約30m
●サイズ/①〜④⑦幅18mm×約30m、 
⑤⑥幅18mm×約24m

282

582 上段
キングコーポ
レーション

色画用紙 写真横　商品番号
左から2列め、上から3段め:⑤ 
左から3列め、上から4段め:⑪

左から2列め、上から3段め:⑪ 
左から3列め、上から4段め:⑤

283

592 下段
キングコーポ
レーション

裏地紋入り窓明封筒 写真下　商品番号 ② ③ 284

597 下段・右 オキナ ビニールバッグ
表組上　サイズ ●サイズ/①〜④290×381+44mm ●サイズ/①〜④290×381+45mm 285
写真横　寸法線 ②マチ44mm ②マチ45mm 286

600 上段・左 住友スリーエム ポスト・イット　強粘着ノート 品名上　枚数マーク 「90枚×5冊」マーク　なし 「90枚×5冊」マーク　記載 287

608
〜

610
＊ – コクヨ

タックメモ
P.608  メ-3001, メ-2001N, メ-3002,  

メ-2002N, メ-2022N-Y 
P.609  メ-3003, メ-3013, メ-2003,  

メ-2013N, メ-3004, メ-3014,  
メ-2004N, メ-2014N

P.610   メ-3005, メ-3015, メ-2005N,  
メ-2015N

商品写真 288

641 下段・右 コクヨ（セカンド）
ツインリングノート<インスピラシオン>　 
ス-TV91B-DB, ス-TV91B-LS,  
ス-TV91B-R, ス-TV91B-D

表組内　仕様 罫幅7mm 罫幅6mm 289

647 2段め・右 コクヨ（セカンド） メモ（無地）　メ-3N 表組内　仕様 A6　110枚 A6　112枚 290

648
2段め・左 コクヨ（セカンド） 情報カード　シカ-13B 表組内　仕様 中横罫（罫幅8.5mm） 中横罫（罫幅6mm） 291
3段め・右 コクヨ（セカンド） キャンパス単語帳（スパイラルとじ）　タン-40B 表組内　寸法 別寸174×75mm 別寸172×75mm 292

649
4段め・右 コクヨ（セカンド） お会計票　5冊パック　テ-280×5 表組内　寸法 188×88mm 188×91mm 293
5段め・右 コクヨ（セカンド） お会計票  テ-255N 表組内　仕様 1カーボン複写 ノーカーボン複写 294

650
3段め・左 コクヨ（セカンド） BC複写領収書 表組上　画像 295

上段・右 コクヨ（セカンド） 出勤簿 環境マーク 「G法適合」「GPN掲載」の下に記載なし
「エコマーク」「G法適合」「GPN掲載」の下に「シン-151N
除く」を記載

296

693
中段 ぺんてる 蛍光ハンディラインS 環境マーク 「GPNエコ商品ねっと掲載」①〜⑤のみ 「GPNエコ商品ねっと掲載」 297
中段・右 ぺんてる データチェッカー 環境マーク 「GPNエコ商品ねっと掲載」①〜⑤のみ 「GPNエコ商品ねっと掲載」 298

702
中段 ぺんてる ハンディ　Pentel PEN 環境マーク 「GPNエコ商品ねっと掲載」①〜⑥のみ 「GPNエコ商品ねっと掲載」 299
中段 ぺんてる ハンディS　Pentel PEN 環境マーク 「GPNエコ商品ねっと掲載」①〜③のみ 「GPNエコ商品ねっと掲載」 300

705 3段め・右 サクラクレパス マイネームボールペン極細 拡大写真　説明 細字 極細 301

708
中段 ぺんてる ハンディホワイトボードマーカー 環境マーク 「GPNエコ商品ねっと掲載」①〜⑥のみ 「GPNエコ商品ねっと掲載」 302
中段 ぺんてる ホワイトボードマーカータフ用補充インク 環境マーク なし 「環境マーク」「GPNエコ商品ねっと掲載」 303

710 下段 コクヨ
ホワイトボード用マーカー<ヨクミエール> 

（直液カートリッジ式）
環境マーク 「GPNエコ商品ねっと掲載」本体のみ 「GPNエコ商品ねっと掲載」本体・カートリッジ 304
線幅イラスト（一番下）　説明 線幅6.8mm 線幅6.4mm〜6.8mm 305

713 ① 上段 iimo 修正テープ　EM-STDM5X5
表組内　 
参考価格（税抜価格）

675円 657円 306

715

中段 ぺんてる 修正テープカートリッジタイプ（詰替用カートリッジ） 環境マーク なし 「環境マーク」「GPNエコ商品ねっと掲載」 307
中段 ぺんてる ノック式修正テープ（詰替用カートリッジ） 環境マーク 「環境マーク」 「環境マーク」「GPNエコ商品ねっと掲載」 308

中段 ぺんてる
ノック式修正テープカチット（詰替用カート
リッジ）

環境マーク なし 「環境マーク」「GPNエコ商品ねっと掲載」 309

中段 ぺんてる 20m修正テープ 環境マーク 「GPNエコ商品ねっと掲載」①〜③のみ 「GPNエコ商品ねっと掲載」 310

721 上段 コクヨ プラスチック消しゴム<リサーレ> 表組上　仕様 ●材質/本体:PVC
●材質/本体:PVC（①〜③⑥⑦）、スチレン系エラストマー
樹脂（④⑤）

311

724
2段め・左 コクヨ（セカンド）

ホワイトボード用マーカー<ヨクミエール> 
（直液カートリッジ式・吊り下げパック）

環境マーク 「G法適合」 「エコマーク」「G法適合」「GPN掲載」 312

3段め・右 コクヨ（セカンド） 消しゴム<リサーレ> 環境マーク 「G法適合」 「G法適合」「GPN掲載」 313
726 中段・右 キリン アルカリイオンの水 「硬度」マーク 硬度58 硬度59 314
726・
728

下段・左 キリン ボルヴィック キャッチコピー ゆっくりロ過された ゆっくりろ過された 315

737 上段・左 大塚製薬 ポカリスエット500ml×24本 メーカー希望小売価格 3,311円 3,360円 316
738 3段め・右 カゴメ 野菜生活100 キャッチコピー 野菜50%+果汁50% 野菜+果汁=100% 317

753 上段 片岡物産 トワイニング　ティーバッグ
「入り数」マーク 「50バッグ入り」マーク下に説明　なし 「50バッグ入り」マーク横に「①〜③」　記載 318
「入り数」マーク 「40バッグ入り」マーク　なし 「40バッグ入り」マーク、その横に「④」　記載 319

759 下段 キューリグ K-CUP パック 商品番号　違い

●入数/②ベーシックロースト 8g×12個、③イタリアン
ロースト 7.5g×12個、④有機栽培珈琲 8g×12個、⑤炭
焼珈琲 7g×12個、⑥キリマンジァロAA 8g×12個、⑦リ
プトンイエローラベル 3.5g×12個、⑧ブルーマウンテン
ブレンド 8g×12個、⑧モカブレンド 8g×12個、⑩大和
園ジャスミン茶 4g×12個、⑪大和園玉露入り緑茶 3g×
12個

●入数/②ベーシックロースト 8g×12個、③イタリアン
ロースト 7.5g×12個、④炭焼珈琲 7g×12個、⑤キリマ
ンジァロAA 8g×12個、⑥有機栽培珈琲 8g×12個、⑦
モカブレンド 8g×12個、⑧大和園玉露入り緑茶 3g×12
個、⑨リプトンイエローラベル 3.5g×12個、⑩大和園ジャ
スミン茶 4g×12個、⑪ブルーマウンテンブレンド 8g×
12個

320

785 上段・中 サンナップ ペーパーボウル 表組上　仕様 ●材質/③バージンパルプ100% ●材質/バージンパルプ100% 321
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786 上段 山秀 ブルーターフ高台兼用碗皿 表組上　寸法
●サイズ/カップ:口径96×H62mm、ソーサー:直径152
×H20mm

●サイズ/カップ:口径98×H62mm、ソーサー:直径150
×H20mm

322

787 下段・右 デュラレックス ピカルディー　容量250ml 表組内　寸法 ②口径86×H90mm ②口径87×H90mm 323

790
3段め・中 ドリテック デジタルスケール 表組上　仕様 「●JIS規格品」　掲載 「●JIS規格品」　削除 324
3段め・右 ドリテック アナログスケール 表組上　仕様 「●JIS規格品」　掲載 「●JIS規格品」　削除 325

795 2段め・右 シャボン玉石けん シャボン玉キッチン 商品名横　帯色 グレー色 緑色 326
806 上段・右 ライオン トップ 表組上　仕様 ●けい光剤無配合 ●蛍光増白剤配合 327
809 上段・右 ライオン 香りとデオドラントのソフラン 表組（⑦〜⑨）　帯色 グレー色 緑色 328

819 2段め・左 花王 シャンプー・リンス

画像横　商品番号 右から2つめ:①、いちばん右:② 右から2つめ:③、いちばん右:④ 329
表組タイトル 吊称 仕様 330

表組内　仕様
①本体、②詰替用、 
③本体、④詰替用

①シャンプー本体、②シャンプー詰替用、 
③リンス本体、④リンス詰替用

331

821 中段・右 大王製紙
エリエール除菌できるアルコールタオル　 
ウィルス除去用

表組上　寸法
●サイズ/ボトル:①②直径118×H177mm、 
③④直径200×H195mm

●サイズ/ボトル:①直径118×H177mm、 
③直径200×H195mm

332

842 ② 2段め・左 花王 リセッシュ除菌EX 表組下 「メーカー希望小売価格/オープン」　記載無し 「メーカー希望小売価格/オープン」　記載 333
846 上段・右 ニトムズ オフィスコロコロ　多用途フロア用320m 表組上　仕様 「●②40m巻」　記載 「●②40m巻」　削除 334
847 3段め・左 ニトムズ オフィスコロコロ　フロアクリン240 表組上　寸法 ●サイズ/全長630〜990mm ●サイズ/全長650〜1010mm 335
849 中段・左 テラモト MMチリトリ 表組上　寸法 ●サイズ/①W305×D354×H545mm ●サイズ/①W308×D354×H508mm 336

850 下段・左 ワールドクラフト デッキブラシ
表組上　寸法 ●サイズ/②W290×D85×H1115mm ●サイズ/②W260×D85×H1290mm 337
画像寸法 ②290mm ②260mm 338

853 上段・中 コクヨ オフィスクリーナー 表組上　材質 ●材質/不織布（レーヨン） ●材質/キュプラ（合成洗剤含む） 339
861 下段・左 新輝合成 エコペール角型 表組上　寸法 ④W375×D525×H110mm ④W375×D525×H115mm 340

863

中段・左 セキスイ ニューエコダスター45L 表組上　寸法 ●サイズ/①W340×D475×H570mm ●サイズ/①W340×D445×H570mm 341
中段・中 セキスイ ニューエコダスター60L 表組上　寸法 ●サイズ/⑤W370×D510×H620mm ●サイズ/⑤W370×D480×H620mm 342

下段・左 セキスイ 透明エコダスター#45 表組上　寸法 ●サイズ/W320×D376×H570mm
●サイズ/①＋②〜⑤:W336×D403×H765mm、 
①+⑥:W336×D403×H666mm

343

865 上段 新輝合成 ダストBOX 表組上　寸法 ●サイズ/①W325×D310×H410mm ●サイズ/①W325×D310×H425mm 344

869 ＊ 上段・右 金鳥 業務用虫コナーズ

写真横　商品番号 左上写真:①、左下写真:① 左上写真:②、左下写真:② 345

表組上　仕様

●有効成分/①ビレスロイド系（シタルトリン）、②ビレス
ロイド系（メトクルトリン）　●用途/①ユスリカ、チョウバ
エの忌避、②ユスリカ、ガ、ヨコバイ、羽アリ、ダンゴムシ、
クモ、ムカデ、ゲジゲジ、カメムシなどの忌避

●有効成分/①ビレスロイド系（シフルトリン）、②ビレス
ロイド系（メトフルトリン）　●用途/①ユスリカ、ガ、ヨコ
バイ、羽アリ、アリ、ダンゴムシ、クモ、ムカデ、ゲジゲジ、
カメムシなどの忌避、②ユスリカ、チョウバエの忌避

346

表組内　発注単位 1パック（6本入） 1パック（6枚入） 347
873 3段め・右 ワールドクラフト ジャンプ傘60cm/65cm 表組上　仕様 ●色/①エンボス白、②エンボス半透明 ●色/①エンボス白、②半透明 348

879
上段 クルーズ カタログケース　CR77002

表組内　収容厚 40mm 35mm 349
表組内　外寸法 W244×D143×H257mm W235×D143×H257mm 350

下段・左 クルーズ カタログケース　ブラウン 写真横　寸法線 幅244mm、奥行149mm 幅235mm、奥行143mm 351
886 中段・左 ソニック テンキー式　キーボックス 表組上　仕様 ●付属品/キーホルダー 青・赤・緑・黄・水色 各8個 ●付属品/キーホルダー 青・緑・黄・水色 各8個、赤16個 352

890 下段・右 デビカ 呼子笛
表組　タイトル（①） サイズ（） サイズ 353
表組内　サイズ ①17×28×20mm、②17×28×20mm ①17×44×20mm、②17×44×20mm 354

891
上段・右 コクヨ 救急用セット<防災の達人>（多人数タイプ） 表組内　サイズ ①W385×D120×H300mm ①W365×D120×H300mm 355
中段・中 コクヨ セーフティハット<防災の達人> 表組上　仕様 ●材質/表地・シロコ:綿100% ●材質/表地・シコロ:綿100% 356
中段・右 コクヨ セーフティハットG<防災の達人> 表組上　仕様 ●材質/表地・シロコ:ナイロン35%・綿65% ●材質/表地・シコロ:ナイロン35%・綿65% 357

892 下段・左 コクヨ（防災） 非常持ち出しバッグ<防災の達人> 表組上　材質 ②③④本体:ナイロン 本体:②ナイロン、③④PET 358

893
上段・左 コクヨ 非常用品セット<防災の達人>　緊急参集セット 写真横　説明文 中身が選べる3タイプ 中身が選べる2タイプ 359
上段・右 コクヨ 非常用品セット<防災の達人>（帰宅支援タイプ） 写真横　説明文 中身が選べる3タイプ 中身が選べる5タイプ 360

894

2段め・左 コクヨ LEDポールパーティション 表組上　仕様 ヘッドカバー・キャスター:TRE ヘッドカバー:TPE、キャスター:TPE・PP 361

3段め・左 （NB）（防災） 真空パック毛布　カネカロン 表組上　サイズ ●サイズ/真空パックの状態:800×550mm
●サイズ/真空パックの状態:W530×D720×厚さ
30mm

362

＊ 下段 コクヨ
フリース毛布<防災の達人>　 
DRK-NB11S, DRK-NB21S

品名
フリース毛布<防災の達人> 

（日本防災協会認定品）
フリース毛布<防災の達人> 

（日本防炎協会認定品）
363

表組上　仕様 ●日本防災協会認定品 ●日本防炎協会認定品 364

895

上段 コクヨ 非常用トイレ<防災の達人> 表組上　仕様（質量） 「③（未）kg」　記載 「③（未）kg」　削除 365
2段め・右 コクヨ ダストキャリー/トイレダスト回収バッグ 表組内　仕様 ②トレイダスト回収バッグ ②トイレダスト回収バッグ 366
4段め・左 コクヨ マスクケース<防災の達人> 表組上　仕様 混合後:二酸化炭素 混合後:二酸化塩素 367
4段め・右 コクヨ マスクケース<防災の達人>（コンパクトタイプ） 表組上　仕様 混合後:二酸化炭素 混合後:二酸化塩素 368

896 ＊
上段・右 FDK なんでもライト 表組上　仕様 「●付属品/（未）」　記載 「●付属品/（未）」　削除 369
2段め・左 FDK 充電式LEDライト 表組上　仕様 「●付属品/（未）」　記載 「●付属品/（未）」　削除 370

905 2段め・中 パナソニック 卓上IH調理器 表組上　仕様 ●質量/5kg　　●消費電力/75〜1000W ●質量/約2.5kg　　●消費電力/75W相当〜1400W 371

909
4段め 東芝ライテック Hfユーライン　昼白色 メーカー品番 ⑮FHP32N GUーTS、⑯FHP45N GUーTS ⑮FHP32EN GUーTS、⑯FHP45EN GUーTS 372

下段 パナソニック ツイン3蛍光灯 メーカー品番
㉙FHT24EXN  ㉚FHT24EXL  ㉛FHT32EXN、 
㉜FHT32EXL  ㉝FHT42EXN  ㉞FHT42EXL

㉙FHT24EXーN  ㉚FHT24EXーL  ㉛FHT32EXーN 
㉜FHT32EXーL  ㉝FHT42EXーN  ㉞FHT42EXーL

373

917 中段・左 ツインバード工業 LEDデスクライト 表組上　仕様 ●全光束/約380lm ●全光束/約500lm 374

918 下段・右 パナソニック アルカリ乾電池

右上　仕様表記 「10年保存可能」　の下に記載なし 「10年保存可能」　の下に「③④除く」　記載 375
表組上　仕様 ●使用推奨期限/10年 ●使用推奨期限/①②⑤〜⑩10年、③④2年 376

環境マーク
「ECO（葉っぱ）」 
「グリーン購入法適合」 
「GPNエコ商品ねっと掲載」

「ECO（葉っぱ）」　③④除く 
「グリーン購入法適合」　③④除く 
「GPNエコ商品ねっと掲載」　③④除く

377

920 中段・左 パナソニック エネループ　お手軽モデル 表組内　仕様
③充電器+充電池単3形×4本付 
④充電器+充電池単4形×4本付

③充電器+充電池単3形×2本付 
④充電器+充電池単4形×2本付

378

927 下段・右 コクヨ 色紙額縁 写真横　商品番号 写真横に商品番号、説明　なし 左:①（春慶調）、右:②（黒金） 379

928 上段 コクヨ 賞状額縁（アルミ）
写真横　画像番号 左:⑨、上段右:④、下段左:⑦ 左:④、上段右:⑤、下段左:⑨ 380
表組内　質量 ⑬750g ⑬790g 381

930
3段め・左 サンナップ 証書ホルダー キャッチコピー 【布張りタイプ】 【布貼りタイプ】 382
3段め・右 コクヨ 賞状ホルダー 表組上　仕様 ●ポケット/A310枚 ●ポケット/A3　10枚 383

938 下段・右 テラオカ 再生PET布テープ（ノンパッケージ）　No.168 品名 再生PET布テープ（ノンパッケージ）　No.168 再生PET布テープ（ノンパッケージ）　No.168NP 384

972
上段 フロンティア

OPP（テープ付）透明袋　 
アルミはくり紙付きタイプ

「入り数」マーク 「100枚入り」マーク下に説明　なし 「100枚入り」マーク下に「①〜⑨⑪⑫」　記載 385
「入り数」マーク 「50枚入り」マーク　なし 「50枚入り」マーク、その下に「⑩」　記載 386

下段 オルディ OPP袋 「入り数」マーク 「100枚入り」マーク下に説明なし 「100枚入り」マーク下に「①〜⑬⑮〜㉖」記載 387
975 4段め・左 ニチバン 開封紙テープ 「発注単位説明」マーク ※品番・注文コード・参考価格は、 ※品番・注文コード・メーカー希望小売価格は、 388
986 上段・左 セキスイ 折りたたみコンテナ（ブルー） 表組上　仕様（質量） ④400g ④3,400g 389
990 上段・左 ナンシン 樹脂運搬車（サイレントマスター） 表組上　仕様 ●取っ手穴/③床面2箇所 ●取っ手穴/②床面2箇所 390
1007 ＊ 下段 収納家具　地震対策メニュー　 対象商品一覧表 「書類整理庫　P.1110」　掲載 「書類整理庫　P.1110」　削除 391
1017 中段・左 コクヨ バリシア 材質（追記） − 背フレーム:強化ナイロン 392

1035
上段 コクヨ isスタンダードテーブル 図面 下段右端　図面（奥行 600）　掲載 下段右端　図面（奥行 600）　削除 393
中段・右 コクヨ iS脇デスク　A4タイプ 写真横　仕様 ①3段C3・D700 ①3段A4・D700 394
下段 コクヨ is片袖デスク 表組下　引出有効内寸法 下段（A4） 下段（A4L） 395

1036 下段・左 コクヨ is　ワゴン、脇デスク 写真横　寸法
①幅395mm×奥行600mm×高さ610mm 
②幅395mm×奥行600mm×高さ610mm

①幅395mm×奥行575mm×高さ610mm 
②幅395mm×奥行575mm×高さ610mm

396

1041
上段 コクヨ

ワークヴィスタ　大型テーブル（1人当たり
W1000/W1200）

表組下　材質 コードダクト/スチール・焼付塗装 幕板・コードダクト/スチール・焼付塗装 397

3段め・左 コクヨ ワークヴィスタ　エンドパネル 表組下　仕様 取付金具/スチール・ABS 取付金具/スチール 398
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1042
中段 コクヨ

BS+　片袖デスク/両袖デスク/スタンダード
テーブル

表組下　材質 天板（表面）メラミン化粧版（芯材）/スチール、脚/スチール 天板（表面）メラミン化粧版、幕板・脚/スチール、焼付塗装 399

下段・左 コクヨ BS+ 脇デスク  SD-BSN47EA2F11N
表組下　 
引出有効内寸法（mm）

②上段（A4）:幅318奥行540高さ265 ②上段（B4）:幅318奥行540高さ292 400

1044 下段・右 コクヨ EK　ワゴン　SD-EK46C3F11N3
表組下 
引出有効内寸法（mm）

中段（B5）:幅318 奥行435 高さ162　　 
下段（B4）:幅318 奥行540 高さ265

中段（B6）:幅318 奥行435 高さ162　　 
下段（A4）:幅318 奥行540 高さ265

401

1045

上段 コクヨ SR　片袖デスク/両袖デスク 表組下　材質 天板（表面）/メラミン化粧版 天板（表面）/メラミン化粧版（シボつき） 402

中段・左 コクヨ SR　スタンダードテーブル
表組下　材質 天板（表面）/メラミン化粧版 天板（表面）/メラミン化粧版（シボつき） 403

表組下　付属品
ペントレー（1個）、中段引出し用仕切板（1枚）、 
下段引出し用仕切板（1枚）

ペントレー（1個） 404

1046
中段・左 コクヨ GXワゴン  SD-GX46M3SAWNN 商品写真 405

下段 コクヨ ワゴン　オプション 表組下　仕様 ※①②はGTワゴンT3スリム、T3ショートには取付不可。
※①②はiS、BS+、AXワゴンおよびGTワゴンT3スリム、 
T3ショートには取付不可。

406

1047
上段 コクヨ パソコンデスク<コアピット> 表組下　機能 ①②前キャスターストッパー付 前キャスターストッパー付 407

中段 サンワサプライ パソコンラック
表組下　下肢空間寸法 幅550 幅540 408
表組下　質量 9.2 9.8 409

1050 下段 コクヨ エアフォート 表組下　材質 本体:強化ナイロン 背フレーム/強化ナイロン、PP 410

1053
上段 コクヨ ウィザード2　ローバック 表組下　仕様 ■質量（kg）:①〜⑧12.7⑨〜⑯14.2 ■質量（kg）:①〜⑧14.2⑨〜⑯12.7 411
下段 コクヨ ウィザード2　ハイバック 表組下　仕様 ■質量（kg）:①〜⑧12.8⑨〜⑯14.3 ■質量（kg）:①〜⑧14.3⑨〜⑯12.8 412

1054
上段 コクヨ フォスターエトス 表組下　材質（追記） − 脚/強化ナイロン 413
下段 コクヨ バリシア 表組下　材質（追記） − 背フレーム/強化ナイロン　 414

① 下段 コクヨ バリシア　CR-G1051 F6G9B6-WN 表組内　参考売価（税抜価格） ¥41,020 ¥44,480 415
1057 上段・中段 コクヨ イーザ　背・座同色/背･座別色 表組下　材質 背/（中身）ウレタンフォーム 背/（中身）ポリウレタンフォーム 416
1058 下段 コクヨ メディックスチェアー2 表組下　材質 背/（張り地）ポリエステル（中身）モールドウレタン 背/ポリプロピレン 417

1063
下段・左・中 コクヨ プロッティ　回転脚タイプ/キャスタータイプ 表組下　材質

背／（張り地）ポリエステル、座／（張り地）ポリエステル 
（中身）ウレタンフォーム

背・座/ポリプロピレン 418

下段・右 コクヨ プロッティ　4本脚タイプ 表組下　材質 背・座/（張り地）ポリプロピレン/（中身）ウレタンフォーム 背・座/ポリプロピレン 419
1067 下段 コクヨ 会議用スタッキングチェアーCK-890 表組下　材質 背/（中身）ウレタンフォーム、座/（中身）ウレタンフォーム 背・座/ポリプロピレン・スラブポリウレタン 420

1069 下段・左 コクヨ チェアーポーター30脚収容
表組下　材質 本体/①②スチール③粉体塗装 本体/スチール、粉体塗装 421
表組下　外寸法 幅①665②605③603 幅①665②③605 422

1070
上段 コクヨ ジュート　塗装4本脚 表組下　材質 脚/スチール（粉体塗装） 脚/スチール（焼付塗装） 423
下段 コクヨ ジュート　塗装T字脚 表組下　材質 支柱/スチール（粉体塗装） 支柱/スチール（焼付塗装） 424

1071

上段・左 コクヨ ジュート　塗装単柱脚 表組下　材質 支柱/スチール（粉体塗装） 支柱/スチール（焼付塗装） 425
上段・右 コクヨ ジュート　塗装4本脚 表組下　材質 脚/スチール（粉体塗装） 脚/スチール（焼付塗装） 426
中段 コクヨ ジュート　ポリッシュT字脚 表組下　材質 支柱/スチール（粉体塗装） 支柱/スチール（焼付塗装） 427

＊ 下段 コクヨ
ジュート　 
手元電源コンセント・モニターハンガー・コードホルダー

グリーン購入法適合商品 「グリーン購入法適合商品（⑤⑥除く）」　記載 「グリーン購入法適合商品（⑤⑥除く）」　削除 428

1083 上段・左 コクヨ ミーティング用ボード 写真横　寸法 （高さ）1600mm （高さ）1660mm 429

1092 上段 コクヨ PUアルファ　全面クロススクリーン
写真（⑯）上　寸法 幅900mm 幅1230mm 430
表組内　仕様 ⑦⑧⑨:1連 W900、⑯⑰⑱:1連 W900 ⑦⑧⑨:1連 W1230、⑯⑰⑱:1連 W1230 431

1094
上段・右 コクヨ S370シリーズ　会議用テーブル 表組下　寸法 ■外寸法（mm）:幅1800×奥行850×高さ720

■外寸法（mm）:①〜③幅2400×奥行1200×高さ720、 
④〜⑥幅1800×奥行850×高さ720

432

下段・右 コクヨ S370シリーズ　応接用テーブル 表組下　寸法
■外寸法（mm）:幅①②1200 
③④450×奥行600×高さ450

■外寸法(mm)：幅①〜③1200 
④〜⑥450×奥行600×高さ450

433

1096 上段 コクヨ マノヴィラ　応接会議イス 表組下　材質 本体/木枠　中身（背･座）/ウレタンフォーム 背・座/ポリウレタンフォーム 434
1097 2段め コクヨ オルセー1　応接用センターテーブル 表組下　材質 天板（表面）/ラバーウッド集成材 天板/ラバーウッド集成材、ポリウレタン塗装着色仕上げ 435
1109 全段 コクヨ A4サイズ対応保管庫/保管庫浅型/保管庫深型 表組下　等分布耐荷重 等分布耐荷重 等分布耐荷重（約　kgf） 436
1111 全段 コクヨ イージーラック/ノンボルト中量ラック 表組下　等分布耐荷重 等分布耐荷重（kgf） 等分布耐荷重（約　kgf） 437

1116
上段・左 コクヨ ジュート　正方形天板（4本脚タイプ） 表組下　材質 脚/スチール（粉体塗装） 脚/スチール（焼付塗装） 438
上段・右 
下段

コクヨ
ジュート　正方形天板（単柱脚タイプ）/円形天
板（単柱脚タイプ）

表組下　材質 支柱/スチール（粉体塗装） 支柱/スチール（焼付塗装） 439

1123 3段め・左 コクヨ LD2　エンドパネル（オプション） 表組下　仕様 ■材質:エンドパネル/（表面）オレフィンシート ■材質:エンドパネル/（表面）PVCシート 440
1124 下段 コクヨ 掲示板・ペンホルダー・朱肉セット・連結金具 表組下　仕様（外寸法） ⑤幅20×奥行43×高さ38 ⑤幅40×奥行43×高さ38 441

1125
中段・左 コクヨ 記載台30シリーズ　一般・車椅子共用 表組下　仕様（付属品）

●伝票ケース（A5・B6サイズ共用）4個、カレンダー2個、 
朱肉3個、ブラシ3個付き

●伝票ケース（A5・B6サイズ共用）2個、カレンダー1個、 
朱肉2個、ブラシ2個付き

442

下段・右 コクヨ 掲示板・B5サイズ対応伝票ケース・A4用紙スタンド 表組下　仕様（表示面寸法） 幅①②940×高さ330 幅①②940③710×高さ330 443
1127 上段・中段 コクヨ ロビーチェアー　パーム430シリーズ　<4連/3連> 表組下　材質 本体・脚/スチール 脚/クロムメッキ 444

1129 下段・左 コクヨ 傘立て　フレームタイプ（スチール）
写真横　寸法

①写真横:300mm×870mm×500mm 
②写真横:300mm×450mm×500mm

①写真横:280mm×835mm×500mm 
②写真横:280mm×435mm×500mm

445

表組下　寸法 ■外寸法（mm）:幅①870②450×奥行300×高さ500 ■外寸法（mm）:幅①835②435×奥行280×高さ500 446
1137 上段 コクヨ トランセット　ディスプレイ台 表組下・写真横　外寸法 高さ1770 高さ1768 447
1143 下段・左 コクヨ インフォントiシリーズ　トレー・オープンコンビ 表組下　説明 ●天板奥に配線用の穴が開いています。 ●天板奥と本体下部に配線用の穴が開いています。 448
1146 上段 コクヨ クロススクリーン　キャスター付き 表組下　仕様 ●防炎仕様（ポリエステル） ●クロスは防炎仕様（ポリエステル） 449
1147 下段・右 コクヨ 床頭台 表組下・写真横 幅458mm　奥行408mm　高さ742mm 幅450mm　奥行410mm　高さ740mm 450
1149 上段・左 コクヨ ナース用イス 表組下　仕様（座面寸法） SW420×SD340×SH460〜610 SW420×SD340×SH485〜635 451
1151 中段・左 コクヨ De-mathシリーズ　レントゲンフィルム戸棚 表組下　材質 仕切板/スチール、ポリエステルエボキシ樹脂粉体塗装 仕切板/スチール、焼付塗装 452

1152 上段・右 コクヨ
HE-9シリーズ　ダイニングチェアー 

（PVCレザー）
写真横　寸法 高さ700mm 高さ790mm 453

1153 中段・右 コクヨ
HE-2シリーズ　ダイニングチェアー 

（ポリウレタン系レザー）
表組下　仕様（外寸法） ①②③幅550×奥行510×高さ770（座面高さ420） ①②③幅560×奥行510×高さ770（座面高さ420） 454

1155 中段・右 サンアイ 畳ユニットボックス 表組下（追記） − ※メーカー希望小売価格/オープン 455

■ マークの見かた 
「＊」…「2014年号カタログ　誤表記のお詫びと訂正」（平成26年2月）にて公開済の項目です。 
「①」…カタログのバージョンによっては参考価格・参考売価の表記がない場合があります。 
「②」…カタログのバージョンによっては価格表記の仕方が異なっている場合があります。 
「③」…カタログのバージョンによっては既に修正されている場合があります。


