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A4-LFDC-G あり A4-LFDC-B 製品色：緑→青

A4-LFDC-Y あり A4-LFDC-M 製品色：黄→グレー

A4-SFJ-B あり A4-SFFN-B 色厚板紙：ミックスペーパー配合→ミックスペーパー配合なし

A4-SFJ-G あり A4-SFFN-G 色厚板紙：ミックスペーパー配合→ミックスペーパー配合なし

A4-SFJ-M あり A4-SFFN-M 色厚板紙：ミックスペーパー配合→ミックスペーパー配合なし

A4-SFJ-P あり A4-SFFN-P 色厚板紙：ミックスペーパー配合→ミックスペーパー配合なし

A4-SFJ-Y あり A4-SFFN-Y 色厚板紙：ミックスペーパー配合→ミックスペーパー配合なし

DN-61N あり DN-T61

刃：標準刃→チタン加工刃、本体色（樹脂部分）：青→紺、本体色（天板部分）：ウォームグレー→シルバー、付属品/丸刃：2個→1個、材質/スライダー・

紙当て・マグネット定規：ABS→R-ABS、グリーン購入法：非適合→適合、GPNエコ商品ねっと：非掲載→掲載

DN-62N あり DN-T62

刃：標準刃→チタン加工刃、本体色（樹脂部分）：青→紺、本体色（天板部分）：ウォームグレー→シルバー、付属品/丸刃：2個→1個、材質/スライダー・

紙当て・マグネット定規：ABS→R-ABS、グリーン購入法：非適合→適合、GPNエコ商品ねっと：非掲載→掲載

DN-63N あり DN-T63

刃：標準刃→チタン加工刃、本体色（樹脂部分）：青→紺、本体色（天板部分）：ウォームグレー→シルバー、付属品/丸刃：2個→1個、材質/スライダー・

紙当て・マグネット定規：ABS→R-ABS、グリーン購入法：非適合→適合、GPNエコ商品ねっと：非掲載→掲載

DN-71 あり DN-T71

刃：標準刃→チタン加工刃、本体色（樹脂部分）：青→紺、本体色（天板部分）：ウォームグレー→シルバー、材質/レール：R-ABS→ABS、刃の交換：刃

に触れる→刃に触れずに交換可能

DN-72 あり DN-T72

刃：標準刃→チタン加工刃、本体色（樹脂部分）：青→紺、本体色（天板部分）：ウォームグレー→シルバー、材質/レール：R-ABS→ABS、刃の交換：刃

に触れる→刃に触れずに交換可能

DN-73 あり DN-T73

刃：標準刃→チタン加工刃、本体色（樹脂部分）：青→紺、本体色（天板部分）：ウォームグレー→シルバー、材質/レール：R-ABS→ABS、刃の交換：刃

に触れる→刃に触れずに交換可能

DRK-SS3ND なし

DRK-WB1T なし

EAS-SC232 あり EAS-SC201 本体価格：¥2,000→¥1,500、寸法：タテ700×ヨコ700mm→タテ1,000×ヨコ1,000mm、色：白（半透明）→青、材質：オレフィン系樹脂→ポリエステル

EAS-WR6DM なし

EBT-1208 なし

ELA-G600N あり ELA-R200N

緑色レーザー光→赤色レーザー光、レーザーボタン：緑→赤、質量（電池含む）：約180g→約175g、ビーム到達距離（夜間使用時）：約200m→約50m、

電池寿命（レーザーのみ連続使用）：約5.5時間→約16時間、包装単位：15→36

EPD-PB4 なし

F-VFH105DB あり F-VFH104DB 本体価格：¥170→¥230、サイズ：A5→A4

F-VFH105G あり F-VFH104G 本体価格：¥170→¥230、サイズ：A5→A4

F-VFH105LB あり F-VFH104LB 本体価格：¥170→¥230、サイズ：A5→A4

F-VFH105P あり F-VFH104P 本体価格：¥170→¥230、サイズ：A5→A4

F-VFH105YR あり F-VFH104YR 本体価格：¥170→¥230、サイズ：A5→A4

F-WKB114 あり ﾉ-936BN 本体価格：¥250→¥200、表紙デザイン（色）：WiLL（シルバー）→Campus（青）、包装単位：5/80→5/60

F-WKN123D あり F-WKN123B 表紙色：黒→青

F-WKN123W あり F-WKN123YR 表紙色：オフホワイト→オレンジ

F-WKR131B あり F-WKR130B 本体価格：¥270→¥290、サイズ：A5→セミB5、枚数：50枚→40枚、包装単位：5/100→5/80

F-WKR131D あり F-WKR130D 本体価格：¥270→¥290、サイズ：A5→セミB5、枚数：50枚→40枚、包装単位：5/100→5/80

F-WKR131W あり F-WKR130W 本体価格：¥270→¥290、サイズ：A5→セミB5、枚数：50枚→40枚、包装単位：5/100→5/80

F-WKR131YR あり F-WKR130YR 本体価格：¥270→¥290、サイズ：A5→セミB5、枚数：50枚→40枚、包装単位：5/100→5/80

GY-GEA100P なし

IP-521B あり IP-522B 本体価格：¥650→¥850、種類：小形（1号）→中形（2号）、外寸法：W85×D62×H16mm→W111×D77×H16mm、盤面寸法：65×40mm→90×55mm

KB-4TN あり KB-24

本体価格：¥2,500→¥2,440、紙厚：75g/㎡・0.10mm→70g/㎡・0.09mm、白色度：80％程度→85％程度、適合機種：モノクロコピー→モノクロコピー・モノク

ロレーザー・モノクロインクジェット・熱転写（リボン必要）

KB-5TN あり KB-25

本体価格：¥1,260→¥1,230、紙厚：75g/㎡・0.10mm→70g/㎡・0.09mm、白色度：80％程度→85％程度、適合機種：モノクロコピー→モノクロコピー・モノク

ロレーザー・モノクロインクジェット・熱転写（リボン必要）

KB-8TN あり KB-28

本体価格：¥3,280→¥3,200、紙厚：75g/㎡・0.10mm→70g/㎡・0.09mm、白色度：80％程度→85％程度、適合機種：モノクロコピー→モノクロコピー・モノク

ロレーザー・モノクロインクジェット・熱転写（リボン必要）

KB-9TN あり KB-29

本体価格：¥1,640→¥1,600、紙厚：75g/㎡・0.10mm→70g/㎡・0.09mm、白色度：80％程度→85％程度、適合機種：モノクロコピー→モノクロコピー・モノク

ロレーザー・モノクロインクジェット・熱転写（リボン必要）

KCT-AB100 なし

KCT-AB101 なし

KCT-AB102 なし

KCT-AB103 なし

KCT-AB104 なし

KCT-AB105 なし

KCT-AB106 なし

KCT-BA105-1 なし

KCT-BA105-2 なし

KCT-BA105-3 なし

KCT-BA105-4 なし

KCT-BA106-1 なし

KCT-BA106-2 なし

KCT-BA107 なし

KCT-BA203 なし

KCT-BA302 なし

KCT-BB100B なし

KCT-BB100D なし

KCT-BB100G なし

KCT-BB100R なし

KCT-BB101B なし

KCT-BB101D なし

KCT-BB101G なし

KCT-BB101R なし

KJ-2630B あり KJ-2630 本体価格：¥320→¥280、製品色：ブルー→ホワイト

KJ-2630G あり KJ-2630 本体価格：¥320→¥280、製品色：グリーン→ホワイト

KJ-6105 あり KJ-G6105

本体価格：¥360→¥470、紙質：マット紙→光沢紙、対応インク：顔料・染料→染料、紙厚：ラベル本体0.13mm（総厚150g/㎡・0.19mm）→ラベル本体

0.11mm（総厚169g/㎡・0.20mm）、白色度：95%程度→97%程度

KJ-6625 なし

KJ-6635 なし

KJ-D22A4-10 あり KJ-D12A4-20 両面印刷用紙→片面印刷用紙、枚数：10枚→20枚、紙厚：258g/㎡・0.25mm→260g/㎡・0.27mm、白色度：91%程度→98%程度、包装単位：40→20

KJ-D22A4-20 あり KJ-D12A4-20 両面印刷用紙→片面印刷用紙、紙厚：258g/㎡・0.25mm→260g/㎡・0.27mm、白色度：91%程度→98%程度

KJ-VH15LB あり KJ-VH10LB 本体価格：¥5,400→¥680、枚数：100枚→10枚、吊り下げ：なし→あり、包装単位：10→50

KJ-VH15LY あり KJ-VH10LY 本体価格：¥5,400→¥680、枚数：100枚→10枚、吊り下げ：なし→あり、包装単位：10→50

KJ-VH15W あり KJ-VH10W 本体価格：¥5,400→¥680、枚数：100枚→10枚、吊り下げ：なし→あり、包装単位：10→50

KJ-VHA15LB あり KJ-VHA15W 用紙色：クールホワイト→ナチュラルホワイト、白色度：90%程度→88%程度

KPC-E80181N なし

KPC-E80182N なし

NS-CA2N-1 あり NS-CA2

本体価格：¥99,800→¥89,800、同梱アプリケーション：文書管理ソフトウェア〈さくっとファイリング〉・名刺管理ソフトウェア〈Presto! BizCard〉・瞬簡PDF

Plus・エコぷりんと2 インク＆ペーパーセーバー・（体験版）はがき さくっとファイリング・（体験版）Presto! Forms→文書管理ソフトウェア〈さくっとファイリン

グ〉

NS-TBL10R なし

NS-TBL11R なし

NS-TBL12R なし

NS-TBL22R なし

NS-TBL70D なし

NS-TBL70R なし

PCF-1206 なし
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PCF-1301 あり PCF-1304 刷色：1色（紫）→3色（紫・緑・青）

PCF-1302 あり PCF-1304 刷色：1色（緑）→3色（紫・緑・青）

PCF-1303 あり PCF-1304 刷色：1色（青）→3色（紫・緑・青）

PCF-1306 なし

PR-10D なし

PR-10R なし

PR-90NB-3 なし

PR-90ND-3 なし

PR-90NP-3 なし

PR-90NT-3 なし

PR-90NW-3 なし

SL-M11T あり SL-M11B 本体価格：¥370→¥350、製品色：透明→青、グリーン購入法：非適合→適合、GPNエコ商品ねっと：非掲載→掲載、包装単位：10/100→10/200

SL-M11TB あり SL-M11B 本体価格：¥370→¥350、製品色：透明ブルー→青、グリーン購入法：非適合→適合、GPNエコ商品ねっと：非掲載→掲載、包装単位：10/100→10/200

SL-M11TR あり SL-M11R 本体価格：¥370→¥350、製品色：透明レッド→赤、グリーン購入法：非適合→適合、GPNエコ商品ねっと：非掲載→掲載、包装単位：10/100→10/200

SL-M13B あり SL-M11B 本体価格：¥500→¥350、100pcs.装填式→50pcs.装填式、外寸法：W20×D114×H50mm→W20×D93×H37mm、包装単位：10/100→10/200

SL-M13R あり SL-M11R 本体価格：¥500→¥350、100pcs.装填式→50pcs.装填式、外寸法：W20×D114×H50mm→W20×D93×H37mm、包装単位：10/100→10/200

SL-M71NB あり SL-M72B

本体価格：¥350→¥400、50pcs.装填式→100pcs.装填式、色：上カバー/青＋下カバー/グレー→青、外寸法：W29.5×D100×H55mm→W32×D102×

H47mm、カバー材質：R-ABS→R-PC

SL-M71NDM あり SL-M72B

本体価格：¥350→¥400、50pcs.装填式→100pcs.装填式、色：上カバー/ダークグレー＋下カバー/グレー→青、外寸法：W29.5×D100×H55mm→W32

×D102×H47mm、カバー材質：R-ABS→R-PC

SL-M71NT あり SL-M72W 本体価格：¥350→¥400、50pcs.装填式→100pcs.装填式、色：透明→白、外寸法：W29.5×D100×H55mm→W32×D102×H47mm

SL-M71NTB あり SL-M72B 本体価格：¥350→¥400、50pcs.装填式→100pcs.装填式、色：透明ブルー→青、外寸法：W29.5×D100×H55mm→W32×D102×H47mm

SL-M71NTR あり SL-M72P 本体価格：¥350→¥400、50pcs.装填式→100pcs.装填式、色：透明レッド→ピンク、外寸法：W29.5×D100×H55mm→W32×D102×H47mm

SL-M73NB あり SL-M71NB

本体価格：¥500→¥350、100pcs.装填式→50pcs.装填式、外寸法：W29.5×D120×H58mm→W29.5×D100×H55mm※在庫がなくなり次第、廃番となり

ます。

SL-M73NDM あり SL-M71NDM

本体価格：¥500→¥350、100pcs.装填式→50pcs.装填式、外寸法：W29.5×D120×H58mm→W29.5×D100×H55mm※在庫がなくなり次第、廃番となり

ます。

TZ-4023 なし

ｱ-234NS あり ｱ-234NB 表紙色：茶→青

ｱ-252 なし

ｱ-500D あり ｱ-501B

本体価格：¥3,530→¥2,750、寸法：ジャケットサイズ（台紙寸法：タテ323×ヨコ288mm）→Lサイズ（台紙寸法：タテ321×ヨコ284mm）、台紙：黒フリー台紙

→カラーメタリック台紙、サックケース：あり→なし、ネガポケット・タイトルカード：あり→なし、製品色：黒→青、包装単位：15→10

ｱ-501CB あり ｱ-501B 製品色：コバルトブルー→青

ｱ-501R あり ｱ-501B 製品色：赤→青

ｱ-510D あり ｱ-511B

本体価格：¥3,000→¥2,000、寸法：マガジンサイズ（台紙寸法：タテ297×ヨコ235mm）→A4サイズ（台紙寸法：タテ297×ヨコ210mm）、台紙：黒フリー台紙

→カラーメタリック台紙、サックケース：あり→なし、ネガポケット・タイトルカード：あり→なし、製品色：黒→青、包装単位：15→10

ｱ-511CB あり ｱ-511B 製品色：コバルトブルー→青

ｱ-521CB あり ｱ-521B 製品色：コバルトブルー→青

ｱ-521G あり ｱ-521B 製品色：緑→青

ｱ-521M あり ｱ-521B 製品色：グレー→青

ｱ-521R あり ｱ-521B 製品色：赤→青

ｴ-T50B なし

ｴ-T51B なし

ｴ-T52B なし

ｴ-T53B なし

ｴ-T54B あり ｴ-34N 本体価格：¥980→¥550、紙厚：特厚口→厚口、紙色：クリーム→ホワイト、包装単位：5/20→5/30

ｴ-T56B あり ｴ-36N 本体価格：¥1,500→¥770、紙厚：特厚口→厚口、紙色：クリーム→ホワイト、包装単位：5/20→5/30

ｴ-T58B あり ｴ-38N 本体価格：¥1,840→¥1,040、紙厚：特厚口→厚口、紙色：クリーム→ホワイト

ｺﾋ-111N あり ｼﾖ-20

本体価格：¥400→¥250、PPC用原稿用紙→集計用紙の類似品（枠付き・罫線入り）、紙厚：75g/㎡→50g/㎡、罫線印刷色：黒→濃青、行数：37行（罫幅

7mm）→40行（罫幅6.5mm）、目盛り：25目盛り→20目盛り、枠外空白部分の幅：上24mm・下13.5mm・左20mm・右15mm→上30mm・下8mm・左6.5mm・右

6.5mm、タイトル記入部下線：なし→あり、包装単位：5/40→10/100

ｼﾝ-200N なし

ｽ-GDC8B あり ｽ-GDC8A 罫内容：中横罫→普通横罫、行数：34行→29行、表紙色：青→赤

ｽ-TV80A-B あり ｽ-T208B-B 表紙デザイン：tile×tile→クリスタルマインド、リング色：白→青、罫内容：普通横罫→中横罫、行数：31行→34行、包装単位：5/60→10/60

ｽ-TV80A-P あり ｽ-T208B-P 表紙デザイン：tile×tile→クリスタルマインド、リング色：白→ピンク、罫内容：普通横罫→中横罫、行数：31行→34行、包装単位：5/60→10/60

ｽ-TV90A-D なし

ｽ-TV90A-DB なし

ｽ-TV90A-LB なし

ｽ-TV90A-LS なし

ｽ-TV90S-D なし

ｾ-F37NDM あり ｾ-F37NB 表紙色：ダークグレー→青

ｾ-F38NDM あり ｾ-F38NB 表紙色：ダークグレー→青

ｾ-F87NDM あり ｾ-F87NB 表紙色：ダークグレー→青

ｾ-FC86B あり ｾ-FC6B

本体価格：¥3,000→¥2,700、替背紙式→替背紙なし、材質：PVC貼りボード→色厚板紙、グリーン購入法：非適合→適合、GPNエコ商品ねっと：非掲載

→掲載

ｾ-FTC86NB あり ｾ-FC6B

本体価格：¥3,200→¥2,700、外寸法：高さ622×幅442×背幅40mm→高さ622×幅442×背幅28mm、収容枚数（トレーシングペーパー）：190〜210枚→

130〜150枚、収容枚数（青焼き）：130枚→80枚、替背紙式→替背紙なし、材質：PVC貼りボード→色厚板紙、グリーン購入法：非適合→適合、GPNエコ

商品ねっと：非掲載→掲載

ｾ-R132NDM あり ｾ-R132 本体価格：¥860→¥640、製品色：ダークグレー→クラフト色、材質：色厚板紙→クラフトボール、エコマーク認定：なし→あり

ｾ-R134NDM あり ｾ-R134 本体価格：¥1,050→¥860、製品色：ダークグレー→クラフト色、材質：色厚板紙→クラフトボール、エコマーク認定：なし→あり

ｾ-RC12 なし

ｾ-RC2NDM あり ｾ-RC2 本体価格：¥20,000→¥16,600、セット品番：セ-R132NDM→セ-R132

ｾ-RC4NDM あり ｾ-RC4 本体価格：¥25,200→¥21,700、セット品番：セ-R134NDM→セ-R134

ﾁ-213 あり ﾁ-113 本体価格：¥2,350→¥1,400、頁数：200頁→100頁

ﾅﾌ-295B なし

ﾅﾌ-295YR なし

ﾅﾌ-R180NB あり ﾅﾌ-R280B

本体価格：¥550→¥470、ケース：ソフトケース（チャック付き）→ハードケース、適用カード寸法：56×91mm→54×86mm、リールクリップ：あり→なし、吊

り下げひもの幅：10mm→8mm、長さ調節パーツ・フックパーツの形状変更、フック：PC→POM、調節パーツ・事故防止パーツ：R-POM→PP、包装単位：

5/240→10/240

ﾅﾌ-T191B なし

ﾉ-GC5A あり ﾉ-GC3A 本体価格：¥260→¥180、枚数：50枚→30枚、包装単位：5/60→5/90

ﾉ-GC5U あり ﾉ-GC3A 本体価格：¥260→¥180、罫内容：太横罫→普通横罫、枚数：50枚→30枚、表紙色：青→赤、包装単位：5/60→5/90

ﾉ-GG12A あり ﾉ-GG6A 本体価格：¥460→¥280、枚数：120枚→60枚

ﾉ-GG12B あり ﾉ-GG6B 本体価格：¥460→¥280、枚数：120枚→60枚

ﾉ-GG223AX3 なし

ﾉ-GG223BX3 なし

ﾉ-V70B-DB あり F-VKN128B 表紙デザイン：zakkairo→グラシュー、表紙色：紺→ブルー、包装単位：5/180→5/120

ﾉ-V70B-G あり F-VKN128LG 表紙デザイン：zakkairo→グラシュー、表紙色：緑→アップルグリーン、包装単位：5/180→5/120

ﾉ-V70B-LB あり F-VKN128B 表紙デザイン：zakkairo→グラシュー、表紙色：水色→ブルー、包装単位：5/180→5/120

ﾉ-V70B-P あり F-VKN128P 表紙デザイン：zakkairo→グラシュー、表紙色：ピンク→ローズピンク、包装単位：5/180→5/120

ﾉ-V70B-YR あり F-VKN128YR 表紙デザイン：zakkairo→グラシュー、表紙色：オレンジ→ブラッドオレンジ、包装単位：5/180→5/120

ﾉ-V80B-B あり F-VKN128B 表紙デザイン：tile×tile→グラシュー、表紙色：青→ブルー、包装単位：5/180→5/120

ﾉ-V80B-P あり F-VKN128P 表紙デザイン：tile×tile→グラシュー、表紙色：ピンク→ローズピンク、包装単位：5/180→5/120

ﾉ-V80B-YR あり F-VKN128YR 表紙デザイン：tile×tile→グラシュー、表紙色：オレンジ→ブラッドオレンジ、包装単位：5/180→5/120

ﾌ-EDH420B なし

ﾌ-TC754-1 あり ﾌ-TC754-0 製品色：スモーク→クリヤー
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ﾌ-TC754-2 あり ﾌ-TC754-0 製品色：スカイブルー→クリヤー

ﾌ-TC754-3 あり ﾌ-TC754-0 製品色：エメラルドグリーン→クリヤー

ﾌ-TC754-4 あり ﾌ-TC754-0 製品色：ライトバイオレット→クリヤー

ﾌ-TC754-5 あり ﾌ-TC754-0 製品色：ラベンダー→クリヤー

ﾌ-TC754-6 あり ﾌ-TC754-0 製品色：ライトピンク→クリヤー

ﾌ-TC754-7 あり ﾌ-TC754-0 製品色：レモンイエロー→クリヤー

ﾌ-TC754-8 あり ﾌ-TC754-0 製品色：ライトグリーン→クリヤー

ﾌ-TC754-9 あり ﾌ-TC754-0 製品色：セピア→クリヤー

ﾌ-UT6100C あり ﾌ-UT16100C

外寸法：高さ307×幅260×背幅112mm→高さ307×幅258×背幅115mm、表紙：R-PP→PPフィルム貼り、取っ手：R-PP→PP、表紙ロック機能：あり→な

し、取っ手：表紙と一体→表紙と別パーツ※在庫がなくなり次第、廃番となります。

ﾌ-UT6100DB あり ﾌ-UT16100B

外寸法：高さ307×幅260×背幅112mm→高さ307×幅258×背幅115mm、色：紺→青、表紙：R-PP→PPフィルム貼り、取っ手：R-PP→PP、表紙ロック

機能：あり→なし、取っ手：表紙と一体→表紙と別パーツ※在庫がなくなり次第、廃番となります。

ﾌ-UT630C なし

ﾌ-UT630DB なし

ﾌ-UT640C なし

ﾌ-UT640DB なし

ﾌ-UT650NC あり ﾌ-UT1650C

外寸法：高さ307×幅260×背幅62mm→高さ307×幅258×背幅65mm、表紙：R-PP→PPフィルム貼り、取っ手：R-PP→PP、表紙ロック機能：あり→な

し、取っ手：表紙と一体→表紙と別パーツ※在庫がなくなり次第、廃番となります。

ﾌ-UT650NDB あり ﾌ-UT1650B

外寸法：高さ307×幅260×背幅62mm→高さ307×幅258×背幅65mm、色：紺→青、表紙：R-PP→PPフィルム貼り、取っ手：R-PP→PP、表紙ロック機

能：あり→なし、取っ手：表紙と一体→表紙と別パーツ※在庫がなくなり次第、廃番となります。

ﾌ-UT660C なし

ﾌ-UT660DB なし

ﾌ-UT680NC あり ﾌ-UT1680C

外寸法：高さ307×幅260×背幅92mm→高さ307×幅258×背幅95mm、表紙：R-PP→PPフィルム貼り、取っ手：R-PP→PP、表紙ロック機能：あり→な

し、取っ手：表紙と一体→表紙と別パーツ※在庫がなくなり次第、廃番となります。

ﾌ-UT680NDB あり ﾌ-UT1680B

外寸法：高さ307×幅260×背幅92mm→高さ307×幅258×背幅95mm、色：紺→青、表紙：R-PP→PPフィルム貼り、取っ手：R-PP→PP、表紙ロック機

能：あり→なし、取っ手：表紙と一体→表紙と別パーツ※在庫がなくなり次第、廃番となります。

ﾒ-P7540 あり ﾒ-P7530 見出し形状：アーチ型→四角、サイズ：タテ17×ヨコ38mm→タテ18×ヨコ38mm

ﾗ-548NB あり ﾗ-T548B

本体価格：¥2,200→¥1,800、外寸法：高さ312×幅457×背幅18mm→高さ308×幅453×背幅17mm、ポケット：通常ポケット・PP→ウエーブカットポケッ

ト・R-PP、背紙デザイン違い、ユニバーサルデザイン仕様：なし→あり、グリーン購入法：非適合→適合、GPNエコ商品ねっと：非掲載→掲載

ﾗ-548NDM あり ﾗ-T548DM

本体価格：¥2,200→¥1,800、外寸法：高さ312×幅457×背幅18mm→高さ308×幅453×背幅17mm、ポケット：通常ポケット・PP→ウエーブカットポケッ

ト・R-PP、背紙デザイン違い、ユニバーサルデザイン仕様：なし→あり、グリーン購入法：非適合→適合、GPNエコ商品ねっと：非掲載→掲載

ﾗ-YT720B あり ﾗ-YT520B

本体価格：¥1,600→¥1,050、形状：替紙式→固定式、外寸法：高さ315×幅293×背幅60mm→高さ311×幅256×背幅65mm、ポケット枚数：10枚→12

枚、ポケット形状違い、グリーン購入法：非適合→適合、GPNエコ商品ねっと：非掲載→掲載、表紙色：ダークブルー→青、包装単位：4/16→5/20

ﾗ-YT720D あり ﾗ-YT520M

本体価格：¥1,600→¥1,050、形状：替紙式→固定式、外寸法：高さ315×幅293×背幅60mm→高さ311×幅256×背幅65mm、ポケット枚数：10枚→12

枚、ポケット形状違い、グリーン購入法：非適合→適合、GPNエコ商品ねっと：非掲載→掲載、表紙色：黒→グレー、包装単位：4/16→5/20

ﾗ-YT720W あり ﾗ-YT520M

本体価格：¥1,600→¥1,050、形状：替紙式→固定式、外寸法：高さ315×幅293×背幅60mm→高さ311×幅256×背幅65mm、ポケット枚数：10枚→12

枚、ポケット形状違い、グリーン購入法：非適合→適合、GPNエコ商品ねっと：非掲載→掲載、表紙色：白→グレー、包装単位：4/16→5/20

ﾗ-YT720YR あり ﾗ-YT520P

本体価格：¥1,600→¥1,050、形状：替紙式→固定式、外寸法：高さ315×幅293×背幅60mm→高さ311×幅256×背幅65mm、ポケット枚数：10枚→12

枚、ポケット形状違い、グリーン購入法：非適合→適合、GPNエコ商品ねっと：非掲載→掲載、表紙色：オレンジ→ピンク、包装単位：4/16→5/20

ﾙ-35NB あり ﾙ-10NB

本体価格：¥840→¥1,260、外寸法：高さ272×幅223×背幅24mm→高さ272×幅216×背幅26mm、表紙色：薄い青→濃い青、表紙材質：R-PP→PVC、

中紙：20枚→30枚、クリヤーポケット：5枚→1枚、ラミネート見出し用紙：なし→5枚、タイトルシール：なし→あり

ﾙ-35NDM あり ﾙ-10ND

本体価格：¥840→¥1,260、外寸法：高さ272×幅223×背幅24mm→高さ272×幅216×背幅26mm、表紙色：ダークグレー→濃い黒、表紙材質：R-PP→

PVC、中紙：20枚→30枚、クリヤーポケット：5枚→1枚、ラミネート見出し用紙：なし→5枚、タイトルシール：なし→あり

ﾜ-60NP あり ﾜ-60NB 製品色：ピンク→青
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