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BS-92M あり BS-90M 本体価格：¥1,100→¥750、奥行き寸法：350mm→241mm、滑り止めシート：あり→なし

DRK-NW1 あり DRK-NW2 ブランド名：いのちの水→富士山麓の保存水

EAS-CL-40 あり EAS-CL-25
本体価格：¥900→¥1,000、ミストタイプ100㎖→ボトル入りウエットティッシュタイプ60枚、エコマーク認定：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、包装単位：10/80→12

F-VBF121-1 あり F-VBF130-1 本体価格：¥850→¥1,100、ファスナー：片開きファスナー→両開きファスナー

F-VBF121-2 あり F-VBF130-2 本体価格：¥850→¥1,100、ファスナー：片開きファスナー→両開きファスナー

F-VBF121-3 あり F-VBF130-3 本体価格：¥850→¥1,100、ファスナー：片開きファスナー→両開きファスナー

F-VBF121-4 あり F-VBF130-4 本体価格：¥850→¥1,100、ファスナー：片開きファスナー→両開きファスナー

F-VBF121-5 あり F-VBF130-5 本体価格：¥850→¥1,100、ファスナー：片開きファスナー→両開きファスナー

F-VBF121-6 あり F-VBF130-6 本体価格：¥850→¥1,100、ファスナー：片開きファスナー→両開きファスナー

F-VBF121-7 あり F-VBF130-7 本体価格：¥850→¥1,100、ファスナー：片開きファスナー→両開きファスナー

F-VBF121-8 あり F-VBF130-8 本体価格：¥850→¥1,100、ファスナー：片開きファスナー→両開きファスナー

KCT-BA900 あり KCT-BA904

本体価格：¥22,000→¥29,800、ピース数：440ピース→500ピース〈詳細〉アイクリップ（340個→400個）：　赤・黄・緑・青×各34個→×各40個　ピンク・オ
レンジ・ライトブルー・ライトグリーン×各42個→　×各40個　ラベンダー・白×各18個→×各40個L字パーツ（総数変更なし）：　赤・黄・緑・青×各4個→
×各5個　ピンク・オレンジ・ライトブルー・ライトグリーン×各6個→　×各5個目玉パーツ：変更なしタイヤパーツ：旧デザイン→KCT-BA903と同じデザイ
ンに変更あそび方ガイド1枚→あそび方カード9枚+取扱説明書1枚

KCT-BA902 あり KCT-BA903
本体価格：¥9,500→¥14,800ピース数：180ピース→220ピース〈詳細〉アイクリップ（128個→160個）：　赤・黄・緑・青・ピンク・オレンジ・　ライトブルー・ライ
トグリーン×各16個→×各20個L字パーツ（12個→20個）：　赤・黄・緑・青×各3個→×各5個目玉パーツ・タイヤパーツ：変更なし

KH-1 あり KH-KS1 本体価格：¥1,700→¥2,200、本体色：カーキ色→ライトグレー色、付属品：キープレート→キーホルダー型名札

KJ-D22A3-10 なし

KJ-D22H-20 なし

KJ-D222L-20 なし

KJ-FG10 なし

KJ-FM10 なし

KJ-G6025 なし

KJ-G6105 なし

KJ-G6415 なし

KJ-G6515 なし

KJ-G6525 なし

KJ-G6535 なし

KJ-G6545 なし

KJ-GCS415 あり KJ-GCS410 本体価格：¥4,200→¥1,000、枚数：50枚→10枚、吊り下げ：不可→可、包装単位：20→50

KJ-VHA15W あり KJ-VHA10W 本体価格：¥5,800→¥730、枚数：100枚→10枚、吊り下げ：不可→可、包装単位：10→50

KJ-VHG10 なし

KJ-VSG10 なし

KLM-WU324 あり KLM-NWU324
外観：上面のカバー色がグレーになり、グレーとベージュのツートンカラーとなる。仕様：マイコンを追加するなど、制御機能を強化。立ち上げ時間：約90
秒→約100秒

KPS-M35X なし

PK-M150DM あり PK-M150LM 製品色：グレークリア→パールクリア

PN-82NB あり PN-G25B
最大穿孔能力：PPC用紙約23枚→約25枚、外寸法：W124×D122×H122（ロック時57）mm→W130×D120×H126（ロック時60）mm※PN-82NBは在庫が
なくなり次第、廃番となります。

PN-83NB あり PN-G37B 外寸法：W124×D175×H161（ロック時71）mm→W130×D150×H160（ロック時66）mm※PN-83NBは在庫がなくなり次第、廃番となります。

PN-92NB あり PN-G25B
本体価格：¥1,050→¥1,150、最大穿孔能力：PPC用紙約23枚→約25枚、外寸法：W124×D122×H127（ロック時52）mm→W130×D120×H126（ロック時
60）mm　※PN-92NBは在庫がなくなり次第、廃番となります。

PN-92NDM あり PN-G25D
本体価格：¥1,050→¥1,150、最大穿孔能力：PPC用紙約23枚→約25枚、外寸法：W124×D122×H127（ロック時52）mm→W130×D120×H126（ロック時
60）mm、製品色：ダークグレー→黒※PN-92NDMは在庫がなくなり次第、廃番となります。

PN-93NB あり PN-G52B
本体価格：¥1,850→¥2,200、最大穿孔能力：PPC用紙約45枚→約52枚、外寸法：W124×D175×H182（ロック時69）mm→W130×D175×H200（ロック時
78）mm、包装単位：20→10※PN-93NBは在庫がなくなり次第、廃番となります。

PN-93NDM あり PN-G52B
本体価格：¥1,850→¥2,200、最大穿孔能力：PPC用紙約45枚→約52枚、外寸法：W124×D175×H182（ロック時69）mm→W130×D175×H200（ロック時
78）mm、製品色：ダークグレー→青、包装単位：20→10※PN-93NDMは在庫がなくなり次第、廃番となります。

PR-50D あり PR-100D
本体価格：¥80→¥100、外寸法：軸径φ 9.5×長さ148mm→軸径φ 11×長さ146mm、材質：軸/R-PC、ノックキャップ・先端/R-POM、クリップ/R-ABS→
軸/R-PMMA、ノックボタン/R-ABS、グリップ/再生エラストマー、エラストマーグリップ：なし→あり

PR-50R あり PR-100R
本体価格：¥80→¥100、外寸法：軸径φ 9.5×長さ148mm→軸径φ 11×長さ146mm、材質：軸/R-PC、ノックキャップ・先端/R-POM、クリップ/R-ABS→
軸/R-PMMA、ノックボタン/R-ABS、グリップ/再生エラストマー、エラストマーグリップ：なし→あり

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×
H60mm、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×H60mm、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×H60mm

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×H60mm

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×H60mm

SL-MF55B あり SL-MF55-02B とじ枚数：約20～28枚程度（2枚から）→約20～32枚程度（2枚から）

SL-MF55P あり SL-MF55-02P とじ枚数：約20～28枚程度（2枚から）→約20～32枚程度（2枚から）

SL-MF55YG あり SL-MF55-02YG とじ枚数：約20～28枚程度（2枚から）→約20～32枚程度（2枚から）

T-DSB110-10B なし

VF-80 あり VF-1420N 本体価格：¥4,000→¥4,500、台紙貼りタイプ→台紙なしタイプ、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

ｼｷ-TS70 あり ｼｷ-P20
本体価格：¥220→¥180、製品本体：紙製（見出し部分ラミネート加工）→PP製（インデックスは上質紙）、見出し高さ：10mm→12mm、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

ｽ-GDC8A なし

ｽ-TGC8A あり ｽ-TGC5A 本体価格：¥630→¥500、枚数：80枚→50枚、包装単位：5/30→5/40

ｽ-TGC8U あり ｽ-TGC5A 本体価格：¥630→¥500、枚数：80枚→50枚、罫内容：太横罫→普通横罫、行数：25行→29行、包装単位：5/30→5/40

ｾ-F87NB あり ｾ-F7NB
本体価格：¥1,950→¥1,700、材質：PVC貼りボード（芯材：古紙パルプ配合）→色厚板紙（古紙パルプ配合）、替背紙式→替背紙なし、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-F88NB あり ｾ-F8NB
本体価格：¥1,300→¥1,200、材質：PVC貼りボード（芯材：古紙パルプ配合）→色厚板紙（古紙パルプ配合）、外寸法：高さ317×幅230×背幅28mm→高
さ315×幅230×背幅28mm、替背紙式→替背紙なし、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-FH87NB あり ｾ-F7NB
材質：PVC貼りボード（芯材：古紙パルプ配合）→色厚板紙（古紙パルプ配合）、外寸法：高さ440×幅315×背幅16mm→高さ440×幅315×背幅28mm、
収容枚数：トレーシングペーパー50～70枚・青焼き30枚→トレーシングペーパー130～150枚・青焼き80枚、替背紙式→替背紙なし、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-FT87NB あり ｾ-F7NB
本体価格：¥2,050→¥1,700、材質：PVC貼りボード（芯材：古紙パルプ配合）→色厚板紙（古紙パルプ配合）、外寸法：高さ440×幅315×背幅40mm→高
さ440×幅315×背幅28mm、収容枚数：トレーシングペーパー190～210枚・青焼き130枚→トレーシングペーパー130～150枚・青焼き80枚、替背紙式→
替背紙なし、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-FT88NB あり ｾ-F8NB
本体価格：¥1,500→¥1,200、材質：PVC貼りボード（芯材：古紙パルプ配合）→色厚板紙（古紙パルプ配合）、外寸法：高さ317×幅230×背幅40mm→高
さ315×幅230×背幅28mm、収容枚数：トレーシングペーパー190～210枚・青焼き130枚→トレーシングペーパー130～150枚・青焼き80枚、替背紙式→
替背紙なし、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-RD1Y なし

ﾀ-PW660 なし

ﾉ-885 なし

ﾉ-GG6A あり ﾉ-GG3A 本体価格：¥280→¥170、枚数：60枚→30枚、包装単位：5/60→5/180

ﾉ-GG6B あり ﾉ-GG3B 本体価格：¥280→¥170、枚数：60枚→30枚、包装単位：5/60→5/180

ﾉ-GG220PA なし
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ﾉ-GG220PB なし

ﾋ-GG380 あり HG-L100T-B
本体価格：¥350→¥500、サイズ：色紙判→A5、タテ230×ヨコ177mm→タテ210×ヨコ148mm、枚数：80枚→30枚、行数：15行→11行、中紙：MIOペー
パー60g/㎡→帳簿用紙100g/㎡、表紙：コート紙（特殊加工）→特殊紙、表紙色：パールベージュ→水色、包装単位：5/60→5/100

ﾋ-GG381 あり HG-L100Y-D
本体価格：¥350→¥500、サイズ：色紙判→A5、タテ230×ヨコ177mm→タテ210×ヨコ148mm、枚数：80枚→30枚、行数：21行→16行、中紙：MIOペー
パー60g/㎡→帳簿用紙100g/㎡、表紙：コート紙（特殊加工）→特殊紙、表紙色：パールベージュ→墨色、包装単位：5/60→5/100

ﾌ-880NB なし

ﾌ-GC750B なし

ﾌ-GC750DM なし

ﾌ-GC750G なし

ﾌ-GC750R なし

ﾌ-GC750T あり ﾌ-GM750-1T 本体価格：¥690→¥600、タイトルエリア部分：ホルダーの内側にある→ホルダーの外側にある

ﾌ-TJ90NB なし

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※フ-UT650NCは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※フ-UT650NDBは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※フ-UT680NCは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※フ-UT680NDBは在庫がなくなり次第、廃番となります。

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※フ-UT6100Cは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※フ-UT6100DBは在庫がなくなり次第、廃番となります。

ﾌｸ-215BX5 あり ﾌｸ-225D
本体価格：¥5,700→¥900、入り数：5個→1個、外寸法：W55×D37×H90mm→W58×D38×H105mm、材質：本体/R-ABS、フック/スチール丸棒、ヨーク
/鉄（ニッケルメッキ）→本体/ABS・POM、フック/スチール丸棒、ヨーク/スチール、マグネット/フェライト磁石、製品色：青→黒、包装単位：20→5/60※フ
ク-215BX5は在庫がなくなり次第、廃番となります。

ﾌｸ-215NB あり ﾌｸ-225D
本体価格：¥1,200→¥900、外寸法：W55×D37×H90mm→W58×D38×H105mm、材質：本体/R-ABS、フック/スチール丸棒、ヨーク/鉄（ニッケルメッ
キ）→本体/ABS・POM、フック/スチール丸棒、ヨーク/スチール、マグネット/フェライト磁石、製品色：青→黒、包装単位：5/100→5/60※フク-215NBは
在庫がなくなり次第、廃番となります。

ﾌｸ-215NW あり ﾌｸ-225W
本体価格：¥1,200→¥900、外寸法：W55×D37×H90mm→W58×D38×H105mm、材質：本体/R-ABS、フック/スチール丸棒、ヨーク/鉄（ニッケルメッ
キ）→本体/ABS・POM、フック/スチール丸棒、ヨーク/スチール、マグネット/フェライト磁石、包装単位：5/100→5/60※フク-215NWは在庫がなくなり次
第、廃番となります。

ﾌｸ-215NY あり ﾌｸ-225YR
本体価格：¥1,200→¥900、外寸法：W55×D37×H90mm→W58×D38×H105mm、材質：本体/R-ABS、フック/スチール丸棒、ヨーク/鉄（ニッケルメッ
キ）→本体/ABS・POM、フック/スチール丸棒、ヨーク/スチール、マグネット/フェライト磁石、製品色：白/黄→オレンジ、包装単位：5/100→5/60※フク-
215NYは在庫がなくなり次第、廃番となります。

ﾌｸ-215WX5 あり ﾌｸ-225W
本体価格：¥5,700→¥900、入り数：5個→1個、外寸法：W55×D37×H90mm→W58×D38×H105mm、材質：本体/R-ABS、フック/スチール丸棒、ヨーク
/鉄（ニッケルメッキ）→本体/ABS・POM、フック/スチール丸棒、ヨーク/スチール、マグネット/フェライト磁石、包装単位：20→5/60※フク-215WX5は在
庫がなくなり次第、廃番となります。

ﾌｸ-217BX3 あり ﾌｸ-227D
本体価格：¥5,400→¥1,200、入り数：3個→1個、外寸法：W69×D46×H114mm→W68×D47×H122mm、最大保持荷重：117.6N（約12kgf）→98N（約
10kgf）、材質：本体/R-ABS、フック/スチール丸棒、ヨーク/鉄（ニッケルメッキ）→本体/ABS・POM、フック/スチール丸棒、ヨーク/スチール、マグネット/
フェライト磁石、製品色：青→黒、包装単位：20→5/60※フク-217BX3は在庫がなくなり次第、廃番となります。

ﾌｸ-217NB あり ﾌｸ-227D
本体価格：¥1,900→¥1,200、外寸法：W69×D46×H114mm→W68×D47×H122mm、最大保持荷重：117.6N（約12kgf）→98N（約10kgf）、材質：本体/R-
ABS、フック/スチール丸棒、ヨーク/鉄（ニッケルメッキ）→本体/ABS・POM、フック/スチール丸棒、ヨーク/スチール、マグネット/フェライト磁石、製品
色：青→黒、包装単位：5/100→5/60※フク-217NBは在庫がなくなり次第、廃番となります。

ﾒ-L2005-Y あり ﾒ-L1005-Y 本体価格：¥1,840→¥290、枚数：100枚×20個→100枚×3個、包装単位：48→10/480

ﾒ-L2006-Y あり ﾒ-L1006-Y 本体価格：¥1,660→¥280、枚数：100枚×25個→100枚×4個、包装単位：48→10/480

ﾗ-YR100B あり ﾗ-YR510B
本体価格：¥500→¥650、外寸法：高さ311×幅255×背幅5mm→高さ311×幅256×背幅26mm、表紙：PP→R-PP、表紙ポケットあり→表紙ポケットな
し、領収書ポケット→ポケット、ポケット数：12→24、ポケットラベル付き→タイトル用ラベル・インデックス用ラベル付き、背紙なし→替背紙式、表紙色：透
明青→不透明青、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：10/40→8/24

ﾗ-YR100G あり ﾗ-YR510B
本体価格：¥500→¥650、外寸法：高さ311×幅255×背幅5mm→高さ311×幅256×背幅26mm、表紙：PP→R-PP、表紙ポケットあり→表紙ポケットな
し、領収書ポケット→ポケット、ポケット数：12→24、ポケットラベル付き→タイトル用ラベル・インデックス用ラベル付き、背紙なし→替背紙式、表紙色：透
明緑→不透明青、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：10/40→8/24

ﾗ-YR100P あり ﾗ-YR510P
本体価格：¥500→¥650、外寸法：高さ311×幅255×背幅5mm→高さ311×幅256×背幅26mm、表紙：PP→R-PP、表紙ポケットあり→表紙ポケットな
し、領収書ポケット→ポケット、ポケット数：12→24、ポケットラベル付き→タイトル用ラベル・インデックス用ラベル付き、背紙なし→替背紙式、表紙色：透
明ピンク→不透明ピンク、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：10/40→8/24

ﾗ-YR100T あり ﾗ-YR510M
本体価格：¥500→¥650、外寸法：高さ311×幅255×背幅5mm→高さ311×幅256×背幅26mm、表紙：PP→R-PP、表紙ポケットあり→表紙ポケットな
し、領収書ポケット→ポケット、ポケット数：12→24、ポケットラベル付き→タイトル用ラベル・インデックス用ラベル付き、背紙なし→替背紙式、表紙色：透
明→不透明グレー、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：10/40→8/24

ﾗ-YR100Y あり ﾗ-YR510B
本体価格：¥500→¥650、外寸法：高さ311×幅255×背幅5mm→高さ311×幅256×背幅26mm、表紙：PP→R-PP、表紙ポケットあり→表紙ポケットな
し、領収書ポケット→ポケット、ポケット数：12→24、ポケットラベル付き→タイトル用ラベル・インデックス用ラベル付き、背紙なし→替背紙式、表紙色：透
明黄→不透明青、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：10/40→8/24

ﾗ-YR121B あり ﾗ-YR510B

本体価格：¥350→¥650、外寸法：高さ230×幅145×背幅5mm→高さ311×幅256×背幅26mm、ポケット内寸法：タテ216×ヨコ115mm（ミニポケット：タテ
55×ヨコ91mm）→タテ133×ヨコ225mm、表紙：PP→R-PP、表紙ポケットあり→表紙ポケットなし、領収書ポケット→ポケット、ポケット数：6→24、ポケット
ラベル付き→タイトル用ラベル・インデックス用ラベル付き、背紙なし→替背紙式、表紙色：透明青→不透明青、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：10/40→8/24

ﾗ-YR121G あり ﾗ-YR510B

本体価格：¥350→¥650、外寸法：高さ230×幅145×背幅5mm→高さ311×幅256×背幅26mm、ポケット内寸法：タテ216×ヨコ115mm（ミニポケット：タテ
55×ヨコ91mm）→タテ133×ヨコ225mm、表紙：PP→R-PP、表紙ポケットあり→表紙ポケットなし、領収書ポケット→ポケット、ポケット数：6→24、ポケット
ラベル付き→タイトル用ラベル・インデックス用ラベル付き、背紙なし→替背紙式、表紙色：透明緑→不透明青、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：10/40→8/24

ﾗ-YR121P あり ﾗ-YR510P

本体価格：¥350→¥650、外寸法：高さ230×幅145×背幅5mm→高さ311×幅256×背幅26mm、ポケット内寸法：タテ216×ヨコ115mm（ミニポケット：タテ
55×ヨコ91mm）→タテ133×ヨコ225mm、表紙：PP→R-PP、表紙ポケットあり→表紙ポケットなし、領収書ポケット→ポケット、ポケット数：6→24、ポケット
ラベル付き→タイトル用ラベル・インデックス用ラベル付き、背紙なし→替背紙式、表紙色：透明ピンク→不透明ピンク、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：10/40→8/24

ﾗ-YR121T あり ﾗ-YR510M

本体価格：¥350→¥650、外寸法：高さ230×幅145×背幅5mm→高さ311×幅256×背幅26mm、ポケット内寸法：タテ216×ヨコ115mm（ミニポケット：タテ
55×ヨコ91mm）→タテ133×ヨコ225mm、表紙：PP→R-PP、表紙ポケットあり→表紙ポケットなし、領収書ポケット→ポケット、ポケット数：6→24、ポケット
ラベル付き→タイトル用ラベル・インデックス用ラベル付き、背紙なし→替背紙式、表紙色：透明→不透明グレー、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：10/40→8/24

ﾗ-YR121Y あり ﾗ-YR510B

本体価格：¥350→¥650、外寸法：高さ230×幅145×背幅5mm→高さ311×幅256×背幅26mm、ポケット内寸法：タテ216×ヨコ115mm（ミニポケット：タテ
55×ヨコ91mm）→タテ133×ヨコ225mm、表紙：PP→R-PP、表紙ポケットあり→表紙ポケットなし、領収書ポケット→ポケット、ポケット数：6→24、ポケット
ラベル付き→タイトル用ラベル・インデックス用ラベル付き、背紙なし→替背紙式、表紙色：透明黄→不透明青、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：10/40→8/24

ﾗ-YR122B あり ﾗ-YR510B

本体価格：¥450→¥650、外寸法：高さ235×幅240×背幅5mm→高さ311×幅256×背幅26mm、ポケット内寸法：タテ99×ヨコ213mm→タテ133×ヨコ
225mm、表紙：PP→R-PP、表紙ポケットあり→表紙ポケットなし、領収書ポケット→ポケット、ポケット数：12→24、ポケットラベル付き→タイトル用ラベ
ル・インデックス用ラベル付き、背紙なし→替背紙式、表紙色：透明青→不透明青、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：10/40→8/24
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ﾗ-YR122G あり ﾗ-YR510B

本体価格：¥450→¥650、外寸法：高さ235×幅240×背幅5mm→高さ311×幅256×背幅26mm、ポケット内寸法：タテ99×ヨコ213mm→タテ133×ヨコ
225mm、表紙：PP→R-PP、表紙ポケットあり→表紙ポケットなし、領収書ポケット→ポケット、ポケット数：12→24、ポケットラベル付き→タイトル用ラベ
ル・インデックス用ラベル付き、背紙なし→替背紙式、表紙色：透明緑→不透明青、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：10/40→8/24

ﾗ-YR122P あり ﾗ-YR510P

本体価格：¥450→¥650、外寸法：高さ235×幅240×背幅5mm→高さ311×幅256×背幅26mm、ポケット内寸法：タテ99×ヨコ213mm→タテ133×ヨコ
225mm、表紙：PP→R-PP、表紙ポケットあり→表紙ポケットなし、領収書ポケット→ポケット、ポケット数：12→24、ポケットラベル付き→タイトル用ラベ
ル・インデックス用ラベル付き、背紙なし→替背紙式、表紙色：透明ピンク→不透明ピンク、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：10/40→8/24

ﾗ-YR122T あり ﾗ-YR510M

本体価格：¥450→¥650、外寸法：高さ235×幅240×背幅5mm→高さ311×幅256×背幅26mm、ポケット内寸法：タテ99×ヨコ213mm→タテ133×ヨコ
225mm、表紙：PP→R-PP、表紙ポケットあり→表紙ポケットなし、領収書ポケット→ポケット、ポケット数：12→24、ポケットラベル付き→タイトル用ラベ
ル・インデックス用ラベル付き、背紙なし→替背紙式、表紙色：透明→不透明グレー、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：10/40→8/24

ﾗ-YR122Y あり ﾗ-YR510B

本体価格：¥450→¥650、外寸法：高さ235×幅240×背幅5mm→高さ311×幅256×背幅26mm、ポケット内寸法：タテ99×ヨコ213mm→タテ133×ヨコ
225mm、表紙：PP→R-PP、表紙ポケットあり→表紙ポケットなし、領収書ポケット→ポケット、ポケット数：12→24、ポケットラベル付き→タイトル用ラベ
ル・インデックス用ラベル付き、背紙なし→替背紙式、表紙色：透明黄→不透明青、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：10/40→8/24

ﾗ-YR221B なし

ﾗ-YR221G なし

ﾗ-YR221P なし

ﾗ-YR221T なし

ﾗ-YR221Y なし
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