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A4-LFDC-B ファイルボックス－ＦＳ〈Ｄタイプ〉（替背紙式） なし

B4-LFH-Y ファイルボックス－ＦＳ〈Ｈタイプ〉 あり B4-LFFN-Y

本体価格：¥1,210→¥630、外寸法：高さ292×幅384×背幅102mm→高さ290×幅384×背幅102mm、

材質：発泡R-PP→色厚板紙（古紙パルプ配合）、フタなし→フタ付き、エコマーク認定：なし→あり、包装単位：

5/30→5/50　※B4-LFH-Yは在庫がなくなり次第、廃番となります。

B4-OGN 貸し出しガイド なし

B4A4-OC 持ち出しカード なし

BA-BCG34HH4R ニッケル水素充電池〈サイクルエナジーシルバー〉充電器セット なし

BA-CR1616-ECO リチウムコイン電池 なし

BA-LR1120-ECO アルカリボタン電池 なし

BA-NH-AAA-2BKB ニッケル水素充電池〈サイクルエナジーゴールド〉 なし

BA-NH-AAA-4BKB ニッケル水素充電池〈サイクルエナジーゴールド〉 なし

BA-PR41-6D 補聴器用空気電池 なし

BA-PR44-6D 補聴器用空気電池 なし

BA-PR48-6D 補聴器用空気電池 なし

BA-SR43-ECO 酸化銀電池 なし

BA-SR626-ECO 酸化銀電池 なし

BA-SR1120-ECO 酸化銀電池 なし

BA-SR1130-ECO 酸化銀電池 なし

C-48NW ファイリングアクセサリー（見出し用品） なし

DG-S2 デジカメスタンド〈キレイに撮り隊〉 なし

DN-T61 ペーパーカッター（ロータリー式・４０枚切り・チタン加工刃） なし

DN-T62 ペーパーカッター（ロータリー式・４０枚切り・チタン加工刃） なし

DN-T63 ペーパーカッター（ロータリー式・４０枚切り・チタン加工刃） なし

DRK-PD2 足踏式消毒液スタンド〈防災の達人〉 あり DRK-PD1 外寸法：W300×D346×H850mm→W300×D346×H1000mm

DRK-RC19W レスキューキャビネット用　底板 なし

EAM-PD61P マウスパッド〈プロフェッショナルモデル〉 あり EAM-PD61B・D・LG 製品色：ラズベリーピンク→青・黒・ライトグリーン

EAS-CL-AE5 エアダスター（不燃性・詰替式） なし

EAS-CL-K1G クリーニングクロス あり EAS-CL-K1B 製品色：緑→青

EAS-CL-K1M クリーニングクロス あり EAS-CL-K1B 製品色：グレー→青

EAS-CL-K2G クリーニングクロス あり EAS-CL-K2B 製品色：緑→青　※EAS-CL-K2Gは在庫がなくなり次第、廃番となります。

EAS-CL-K2M クリーニングクロス あり EAS-CL-K2B 製品色：グレー→青

EAS-DSC1009NS デスクシェルフ〈ＲＥＳＰＡＣＥ－Ｃ〉（ウイング棚板） あり EAS-DSC1009NM 棚板色：木目柄→ライトグレー

EAS-DSC6051NS キーボードスライダー〈ＲＥＳＰＡＣＥ－Ｃ〉 あり EAS-DSC6051NM 棚板色：木目柄→ライトグレー　※EAS-DSC6051NSは在庫がなくなり次第、廃番となります。

EAS-DSC6079S キーボードスライダー〈ＲＥＳＰＡＣＥ－Ｃ〉（トレー付き） あり EAS-DSC6079M 棚板色：木目柄→ライトグレー

EAS-DSC8033NS デスクシェルフ〈ＲＥＳＰＡＣＥ－Ｃ〉（サイド棚板付き） あり EAS-DSC8033NM 棚板色：木目柄→ライトグレー　※EAS-DSC8033NSは在庫がなくなり次第、廃番となります。

EAS-L8 パソコンロックキット あり EAS-L5N
本体価格：¥3,750→¥3,250、ワイヤー径：6.0mm→3.5mm　※EAS-L8は在庫がなくなり次第、廃番となりま

す。

EAS-L103N パソコンロックキット（ディスプレイポート対応　鍵式） なし

EAS-TS14 耐震ゲルベース なし

EBR-N1612NB データバインダーＲ（バースト用） あり EBW-Z1612

本体価格：¥810→¥2,700、外寸法：高さ221×幅342×背幅36mm→高さ229×幅353×背幅52mm、表

紙：色厚板紙（古紙パルプ配合）→背部/布、扉/クロス貼り（芯材：古紙パルプ配合）・ふち金付き、収容枚数：

170枚→350枚、付属品：なし→山なし仕切カード2枚、背紙なし→替背紙式、エコマーク認定：あり→なし、包装単

位：4→10

EC-83513S 企業向けフォーム なし

EDB-A243 フロッピーディスクポケット あり EDB-A343 穴数：2穴→2・4・30穴

EDC-CAU1-10D ソフトＣＤ／ＤＶＤケース〈Ｍｅｄｉａ　ｄｅｓｉｇｎ〉 あり EDC-CAU1-50D
本体価格：¥660→¥2,590、入り数：10枚→50枚、包装単位：20/80→20　※EDC-CAU1-10Dは在庫がな

くなり次第、廃番となります。

EDC-CAU1-10W ソフトＣＤ／ＤＶＤケース〈Ｍｅｄｉａ　ｄｅｓｉｇｎ〉 あり EDC-CAU1-50W
本体価格：¥660→¥2,590、入り数：10枚→50枚、包装単位：20/80→20　※EDC-CAU1-10Wは在庫がな

くなり次第、廃番となります。

EFA-711EN データファイルＡ あり EBT-1411
外寸法：タテ180×ヨコ295mm→高さ186×幅307×背幅44mm、収容枚数：1,000枚→280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

EFA-810EN データファイルＡ あり EFA-110SN 本体価格：¥720→¥850、外寸法：タテ205×ヨコ269mm→タテ281×ヨコ270mm

EOS-B10 ウェディングペーパーアイテム　テンプレート集〈寿名人〉 なし

EVF-CLPR12N ＯＡフィルター（のぞき見防止タイプ）（光沢タイプ） なし

EVF-CLPR14N ＯＡフィルター（のぞき見防止タイプ）（光沢タイプ） なし

EVF-CLPR15WN ＯＡフィルター（のぞき見防止タイプ）（光沢タイプ） なし

EVF-ELPR12WN ＯＡフィルター（のぞき見防止タイプ）（エコノミータイプ） あり EVF-CLPR12WN
本体価格：¥8,500→¥12,000、エコノミータイプ→光沢タイプ、反射率：3.5%→1.1%、可視光線透過率：80%

→90%

EVF-ELPR13WN ＯＡフィルター（のぞき見防止タイプ）（エコノミータイプ） あり EVF-CLPR13WN
本体価格：¥9,000→¥14,000、エコノミータイプ→光沢タイプ、反射率：3.5%→1.1%、可視光線透過率：80%

→90%　※EVF-ELPR13WNは在庫がなくなり次第、廃番となります。

EVF-ELPR14 ＯＡフィルター（のぞき見防止タイプ）（エコノミータイプ） なし

EVF-ELPR15WN ＯＡフィルター（のぞき見防止タイプ）（エコノミータイプ） なし

EVF-ELPR17 ＯＡフィルター（のぞき見防止タイプ）（エコノミータイプ） あり EVF-CLPR17N
本体価格：¥12,000→¥18,000、エコノミータイプ→光沢タイプ、反射率：3.5%→1.1%、可視光線透過率：

80%→90%

EVF-HCLPR7W ＯＡフィルター（のぞき見防止タイプ）（ＵＭＰＣ・ハイグレード光沢タイプ） なし

EVF-HCLPR8W ＯＡフィルター（のぞき見防止タイプ）（ＵＭＰＣ・ハイグレード光沢タイプ） なし

EVF-HCLPR10W ＯＡフィルター（のぞき見防止タイプ）（ＵＭＰＣ・ハイグレード光沢タイプ） なし

EVF-HLPR12N ＯＡフィルター（のぞき見防止タイプ）（ハイグレードタイプ） なし

EVF-HLPR15N ＯＡフィルター（のぞき見防止タイプ）（ハイグレードタイプ） なし

EVF-LPR12N ＯＡフィルター（のぞき見防止タイプ）（スタンダードタイプ） なし

EVF-LPR14N ＯＡフィルター（のぞき見防止タイプ）（スタンダードタイプ） なし

EVF-LPR15N ＯＡフィルター（のぞき見防止タイプ）（スタンダードタイプ） なし

F-VBF130-1 ペンケース〈ネオクリッツ〉 あり F-VBF180-2
本体価格：¥1,100→¥1,300、表材・内装：ナイロン→ポリエステル、製品色：ダークブルー×ライトブルー→ネイビー

×ブルー

F-VBF130-2 ペンケース〈ネオクリッツ〉 あり F-VBF180-1 本体価格：¥1,100→¥1,300、表材・内装：ナイロン→ポリエステル、製品色：グレー×オレンジ→ブラック×ブラック

F-VBF130-3 ペンケース〈ネオクリッツ〉 あり F-VBF180-1
本体価格：¥1,100→¥1,300、表材・内装：ナイロン→ポリエステル、製品色：ダークグリーン×イエロー→ブラック×ブ

ラック

F-VBF130-4 ペンケース〈ネオクリッツ〉 あり F-VBF180-1
本体価格：¥1,100→¥1,300、表材・内装：ナイロン→ポリエステル、製品色：ダークグレー×ピンク→ブラック×ブラッ

ク

F-VBF130-5 ペンケース〈ネオクリッツ〉 あり F-VBF180-1
本体価格：¥1,100→¥1,300、表材・内装：ナイロン→ポリエステル、製品色：ダークグリーン×ライトグリーン→ブラッ

ク×ブラック

F-VBF130-6 ペンケース〈ネオクリッツ〉 あり F-VBF180-1 本体価格：¥1,100→¥1,300、表材・内装：ナイロン→ポリエステル、製品色：ブラック×レッド→ブラック×ブラック
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F-VBF130-7 ペンケース〈ネオクリッツ〉 あり F-VBF180-3
本体価格：¥1,100→¥1,300、表材：ナイロン→ポリエステル、製品色：ブルー×ネイビーブルー（ドット柄）→ブルー

×ネイビー

F-VBF130-8 ペンケース〈ネオクリッツ〉 あり F-VBF180-4
本体価格：¥1,100→¥1,300、表材：ナイロン→ポリエステル、製品色：ピンク×ブラウン（ドット柄）→ピンク×ブラウ

ン

F-VBF131-1 ペンケース〈ネオクリッツ〉 あり F-VBF180-5
本体価格：¥1,100→¥1,300、表材：ナイロン→ポリエステル、製品色：ピンク（ドット柄）×ピンク（ラメ）→ピンク

（ドット柄）×ピンク

F-VBF131-2 ペンケース〈ネオクリッツ〉 あり F-VBF180-6
本体価格：¥1,100→¥1,300、表材・内装：ナイロン→ポリエステル、製品色：ネイビーブルー（ストライプ柄）×ブ

ルー→ネイビー（ドット柄）×ネイビー

F-VBF131-3 ペンケース〈ネオクリッツ〉 あり F-VBF180-6
本体価格：¥1,100→¥1,300、表材・内装：ナイロン→ポリエステル、製品色：ホワイト（格子柄)×ピンク→ネイビー

（ドット柄）×ネイビー

F-VKN128LG 意匠ノート〈グラシュー〉 あり F-VKN128B 表紙色：アップルグリーン→ブルー

F-VKR111DB ツインリングノート〈レペテ〉 あり F-VKR111LB 表紙色：ダークブルー→ライトブルー

F-VKR111YR ツインリングノート〈レペテ〉 あり F-VKR111P 表紙色：オレンジ→ピンク

F-VPR105YR ボールペン〈コロレー〉 あり F-VPR105P 製品色：オレンジ→ピンク

F-VPS103V-1P シャープペンシル〈コロレー〉 あり F-VPS103V 吊り下げ袋入り→吊り下げ袋なし、包装単位：5/1000→10/1000

F-VPX101 消しゴム〈レペテ〉 なし

F-WBB103B カッター〈ＷｉＬＬ　ＳＴＡＴＩＯＮＥＲＹ　ＡＣＴＩＣ〉 なし

F-WBB103YR カッター〈ＷｉＬＬ　ＳＴＡＴＩＯＮＥＲＹ　ＡＣＴＩＣ〉 なし

F-WFB125B ファイルボックス－ＦＳ〈ＷｉＬＬ　ＳＴＡＴＩＯＮＥＲＹ　ＡＣＴＩＣ〉 なし

F-WFB125YR ファイルボックス－ＦＳ〈ＷｉＬＬ　ＳＴＡＴＩＯＮＥＲＹ　ＡＣＴＩＣ〉 なし

F-WKM100Y キャリーメモ〈ＷｉＬＬ　ＳＴＡＴＩＯＮＥＲＹ　ＡＣＴＩＣ〉 なし

F-WPR100B ボールペン〈ＷｉＬＬ　ＳＴＡＴＩＯＮＥＲＹ　ＡＣＴＩＣ〉 あり F-VPR105B ラバーグリップ：透明青→不透明ブルー（色合いが異なります）、包装単位：10/1000→5/1000

F-WPR100B-1P ボールペン〈ＷｉＬＬ　ＳＴＡＴＩＯＮＥＲＹ　ＡＣＴＩＣ〉 あり F-VPR105B ラバーグリップ：透明青→不透明ブルー（色合いが異なります）、吊り下げ袋入り→吊り下げ袋なし

F-WPR100P ボールペン〈ＷｉＬＬ　ＳＴＡＴＩＯＮＥＲＹ　ＡＣＴＩＣ〉 あり F-VPR105P
ラバーグリップ：透明ピンク→不透明ピンク（色合いが異なります）、包装単位：10/1000→5/1000　※F-

WPR100Pは在庫がなくなり次第、廃番となります。

F-WPR100YR ボールペン〈ＷｉＬＬ　ＳＴＡＴＩＯＮＥＲＹ　ＡＣＴＩＣ〉 あり F-VPR105P ラバーグリップ：透明オレンジ→不透明ピンク、包装単位：10/1000→5/1000

F-WPR100YR-1P ボールペン〈ＷｉＬＬ　ＳＴＡＴＩＯＮＥＲＹ　ＡＣＴＩＣ〉 あり F-VPR105P
ラバーグリップ：透明オレンジ→不透明ピンク、吊り下げ袋入り→吊り下げ袋なし　※F-WPR100YR-1Pは在庫がなくな

り次第、廃番となります。

F-WPR110B ボールペン〈ＷｉＬＬ　ＳＴＡＴＩＯＮＥＲＹ　ＡＣＴＩＣ〉（三角グリップ） あり PR-100D

グリップ形状：三角→丸、製品色：青→黒、外寸法：軸径φ13×長さ141mm→軸径φ11×長さ146mm、グリッ

プ材質：エラストマー→再生エラストマー、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　※F-WPR110Bは在庫がなくなり次第、廃番となります。

F-WPR110D ボールペン〈ＷｉＬＬ　ＳＴＡＴＩＯＮＥＲＹ　ＡＣＴＩＣ〉（三角グリップ） あり PR-100D

グリップ形状：三角→丸、外寸法：軸径φ13×長さ141mm→軸径φ11×長さ146mm、グリップ材質：エラストマー

→再生エラストマー、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

F-WPR110W ボールペン〈ＷｉＬＬ　ＳＴＡＴＩＯＮＥＲＹ　ＡＣＴＩＣ〉（三角グリップ） あり PR-100D

グリップ形状：三角→丸、製品色：オフホワイト→黒、外寸法：軸径φ13×長さ141mm→軸径φ11×長さ

146mm、グリップ材質：エラストマー→再生エラストマー、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　※F-WPR110Wは在庫がなくなり次第、廃番となります。

F-WPR110YR ボールペン〈ＷｉＬＬ　ＳＴＡＴＩＯＮＥＲＹ　ＡＣＴＩＣ〉（三角グリップ） あり PR-100D

グリップ形状：三角→丸、製品色：オレンジ→黒、外寸法：軸径φ13×長さ141mm→軸径φ11×長さ146mm、

グリップ材質：エラストマー→再生エラストマー、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　※F-WPR110YRは在庫がなくなり次第、廃番となります。

F-WPS100V シャープペンシル〈ＷｉＬＬ　ＳＴＡＴＩＯＮＥＲＹ　ＡＣＴＩＣ〉 あり F-WPS100P 製品色：紫→ピンク　※F-WPS100Vは在庫がなくなり次第、廃番となります。

F-WPS112B シャープペンシル〈ＷｉＬＬ　ＳＴＡＴＩＯＮＥＲＹ　ＡＣＴＩＣ〉（三角グリップ） あり PS-100B

グリップ形状：三角→丸、消しゴム：18mm→12mm、外寸法：軸径φ13×長さ146mm→軸径φ11×長さ

146mm、グリップ材質：エラストマー→再生エラストマー、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

F-WPS112YR シャープペンシル〈ＷｉＬＬ　ＳＴＡＴＩＯＮＥＲＹ　ＡＣＴＩＣ〉（三角グリップ） あり PS-100D

グリップ形状：三角→丸、製品色：オレンジ→黒、消しゴム：18mm→12mm、外寸法：軸径φ13×長さ146mm

→軸径φ11×長さ146mm、グリップ材質：エラストマー→再生エラストマー、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　※F-WPS112YRは在庫がなくなり次第、廃番となります。

FAX-1010 ホームＦＡＸ用感熱紙 なし

H-58S ファイリングアクセサリー（見出し用品） あり H-58B・G・P・W 製品色：茶→青・緑・桃・白

H-58Y ファイリングアクセサリー（見出し用品） あり H-58B・G・P・W 製品色：黄→青・緑・桃・白

KB-A541 ＰＰＣ用　紙ラベル（共用タイプ） あり KB-A141 本体価格：¥910→¥7,060、枚数：10枚→100枚、包装単位：50→10

KJ-B230-1 インクジェットプリンタ用　席札〈ことぶきスタイル〉 なし

KJ-T1693NB インクジェットプリンタ用タックインデックス あり KJ-T693NB
本体価格：¥1,100→¥770、枚数：5枚→10枚、透明保護フィルム：付属→なし　※透明保護フィルムは別途

KPC-GF6065（本体価格：¥360、18面×8枚）を必要数お求めいただくことになります。

KJ-T1693NR インクジェットプリンタ用タックインデックス あり KJ-T693NR
本体価格：¥1,100→¥770、枚数：5枚→10枚、透明保護フィルム：付属→なし　※透明保護フィルムは別途

KPC-GF6065（本体価格：¥360、18面×8枚）を必要数お求めいただくことになります。

KJ-VSA10LB インクジェットプリンタ用名刺用紙（マイクロミシン）（両面印刷用・マット紙） あり KJ-VHA10LB 本体価格：¥630→¥730、切り離し方法：マイクロミシン→クリアカット

KLM-F6090-20N パウチフィルム（１００μｍ・２０枚入り） あり MSP-F6090N 本体価格：オープンプライス→¥2,000、枚数：20枚→100枚、包装単位：5/300→60

KLM-F6095-20N パウチフィルム（１００μｍ・２０枚入り） あり MSP-F6095N 本体価格：オープンプライス→¥2,000、枚数：20枚→100枚、包装単位：5/300→60

KLM-F70100-20N パウチフィルム（１００μｍ・２０枚入り） あり MSP-F70100N 本体価格：オープンプライス→¥2,000、枚数：20枚→100枚、包装単位：5/300→60

KPC-EF651-20 プリンタを選ばない　はかどりラベル（用途別レイアウト） あり KPC-E1651-20 枚数：20枚→22枚

KPC-EF651-100 プリンタを選ばない　はかどりラベル（用途別レイアウト） あり KPC-E1651-100 同等品

KPC-HE1021-100 貼ってはがせる　はかどりラベル（各社共通レイアウト） あり KPC-HE1021-20 本体価格：¥5,000→¥1,200、枚数：100枚→20枚、包装単位：10→50

KPC-T105-20 カラーレーザー＆インクジェット用偽造予防チケット あり KPC-T108-20 面数：5面→8面、1片の大きさ：57×210mm→52.5×148.5mm

KPS-MX100S デスクサイドマルチシュレッダー〈Ｓｉｌｅｎｔ－Ｄｕｏ〉 あり KPS-MX100D 製品色：ビターブラウン→アーバンブラック

KPS-X20R デスクトップシュレッダー＜Ｓ-ｆｌｏａｔ＞ なし

KPS-X20S デスクトップシュレッダー＜Ｓ-ｆｌｏａｔ＞ なし

KPS-X20W デスクトップシュレッダー＜Ｓ-ｆｌｏａｔ＞ なし

KPS-X80LS デスクサイドシュレッダー〈ＲＥＬＩＳＨ〉 あり KPS-X80S 製品色：アッシュラテ→ビターブラウン

KPS-X80YG デスクサイドシュレッダー〈ＲＥＬＩＳＨ〉 あり KPS-X80W 製品色：スプラウトグリーン→スノーホワイト

KPS-X120D デスクサイドシュレッダー〈Ｓ－ｔｒａｙ〉 あり KPS-X120W 製品色：アーバンブラック→ノーブルホワイト

KPS-X120S デスクサイドシュレッダー〈Ｓ－ｔｒａｙ〉 あり KPS-X120W 製品色：ビターブラウン→ノーブルホワイト

KPSL-R836A ヨシルーズリーフ〈ＲｅＥＤＥＮ〉（リエデン） なし

KPSL-R836B ヨシルーズリーフ〈ＲｅＥＤＥＮ〉（リエデン） なし

KPSN-R3AX5 ヨシノート〈ＲｅＥＤＥＮ〉（リエデン）５冊パック あり KPSN-R3A 本体価格：¥800→¥160、冊数：5冊→1冊、包装単位：30→20/180

KPSN-R3BX5 ヨシノート〈ＲｅＥＤＥＮ〉（リエデン）５冊パック あり KPSN-R3B 本体価格：¥800→¥160、冊数：5冊→1冊、包装単位：30→20/180

LBP-FH311 カラーレーザー＆カラーコピー用はがきサイズカード（セミ光沢紙） あり LBP-FH315 本体価格：¥600→¥4,800、枚数：10枚→100枚、包装単位：50→10

LBP-KFG1110 カラーレーザー＆カラーコピー用紙（かんたん光沢紙） あり LBP-KFH1110
本体価格：¥1,180→¥870、紙質：光沢紙→セミ光沢紙、紙厚：84.9g/㎡・0.07mm→90g/㎡・0.08mm、

白色度：82%程度（ISO）→88%程度（ISO）
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LBP-KFG1115 カラーレーザー＆カラーコピー用紙（かんたん光沢紙） あり LBP-KFH1115
本体価格：¥2,570→¥2,050、紙質：光沢紙→セミ光沢紙、紙厚：84.9g/㎡・0.07mm→90g/㎡・

0.08mm、白色度：82%程度（ISO）→88%程度（ISO）

LC-UN104M レターケース〈ＵＮＩＦＥＥＬ〉（不透明引き出しタイプ） あり LC-UNT104M 引き出し色：ライトグレー→透明、引き出し材質：R-PS-HI→R-PS

LC-UN106M レターケース〈ＵＮＩＦＥＥＬ〉（不透明引き出しタイプ） あり LC-UNT106M 引き出し色：ライトグレー→透明、引き出し材質：R-PS-HI→R-PS

LC-UN202M レターケース〈ＵＮＩＦＥＥＬ〉（不透明引き出しタイプ） あり LC-UNT202M 引き出し色：ライトグレー→透明、引き出し材質：R-PS-HI→R-PS

LC-UN203M レターケース〈ＵＮＩＦＥＥＬ〉（不透明引き出しタイプ） あり LC-UNT203M 引き出し色：ライトグレー→透明、引き出し材質：R-PS-HI→R-PS

LC-UN605M レターケース〈ＵＮＩＦＥＥＬ〉（不透明引き出しタイプ） あり LC-UNT605M 引き出し色：ライトグレー→透明、引き出し材質：R-PS-HI→R-PS

NM-PK2D タッグクリップ〈ＩＤｅｏ〉 あり ナフ-P2N

本体価格：¥650→¥170、材質：クリップ/POM、ベルト/牛革→クリップ/R-POM、ベルト/R-PE（クリップ形状・色、

ベルト色が異なります）、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　※NM-PK2Dは在

庫がなくなり次第、廃番となります。

NM-PK2W タッグクリップ〈ＩＤｅｏ〉 あり ナフ-P2N

本体価格：¥650→¥170、材質：クリップ/POM、ベルト/牛革→クリップ/R-POM、ベルト/R-PE（クリップ形状・色、

ベルト色が異なります）、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　※NM-PK2Wは在

庫がなくなり次第、廃番となります。

NS-TBR2C インクリボンカセット（樹脂用） なし

PM-B502B-1P 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） あり PM-B502B 吊り下げ袋入り→吊り下げ袋なし　※PM-B502B-1Pは在庫がなくなり次第、廃番となります。

PM-B502D-1P 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） あり PM-B502D 吊り下げ袋入り→吊り下げ袋なし　※PM-B502D-1Pは在庫がなくなり次第、廃番となります。

PM-B502R-1P 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） あり PM-B502R 吊り下げ袋入り→吊り下げ袋なし　※PM-B502R-1Pは在庫がなくなり次第、廃番となります。

PM-L104Y 蛍光ＯＡマーカー〈プリフィクス　クロススリー〉 あり PM-L102Y

本体価格：¥160→¥80、外寸法：軸径φ18×長さ121mm→軸径φ11×長さ138mm、本体軸色：透明→

黒、クリップなし→クリップあり、筆記線幅：約3.5mm→約4.0mm、エコマーク認定：なし→あり、包装単位：

10/600→10/1000

PRR-SH7D ボールペン替芯（油性インク） なし

PRR-SH7R ボールペン替芯（油性インク） なし

PRR-SJ10D ボールペン替芯（油性インク） なし

PRR-SZ7B ボールペン替芯（油性インク） なし

PRR-SZ7D ボールペン替芯（油性インク） なし

PRR-SZ7R ボールペン替芯（油性インク） なし

RA-1N 黒板ふき なし

RA-2N 黒板ふき なし

RC-FAX-12 普通紙ＦＡＸ用インクリボン（Ｓタイプ） あり RC-FAX-12-2P
本体価格：¥1,540→¥2,970、入り数：1本→2本、包装単位：50→25　※RC-FAX-12は在庫がなくなり次第、

廃番となります。

TW-E114T 修正テープ〈ケシピタ○〉白色度７０％再生紙用 あり TW-E116T テープ幅：4.2mm→6mm

ア-226 ネガアルバム替台紙 あり ア-228 6段ネガポケット→7段ネガポケット

ア-227N ネガアルバム替台紙 あり ア-228 台紙枚数：ネガポケット台紙5枚+コンタクト台紙5枚→ネガポケット台紙10枚（コンタクト台紙なし）

ア-229 ネガアルバム替台紙 あり ア-228
6段ネガポケット→7段ネガポケット、台紙枚数：ネガポケット台紙5枚+コンタクト台紙5枚→ネガポケット台紙10枚（コ

ンタクト台紙なし）

ア-895 ジョイナー○アルバム替台紙 あり ア-898
本体価格：¥860→¥720、婚礼用（ユリの花イラスト入り）カラーフリー台紙→一般フリー台紙（つなぎテープにおしゃ

れなデザイン入り）、包装単位：10/20→20/40

ア-899 ジョイナー○アルバム替台紙 なし

ア-LB30N-6 ジョイナー○アルバム〈誕生用〉（ビスタイプ） あり ア-LB43N-2

本体価格：¥3,600→¥4,800、表紙の絵柄違い、布表紙→ジャガード織クロス表紙、付属台紙：フリー台紙（スリ

ム）8枚→カラーフリー台紙（スリム）10枚、写真台紙：なし→1枚　※ア-LB30N-6は在庫がなくなり次第、廃番とな

ります。

ア-LW34N-3 ジョイナー○アルバム〈婚礼用〉（ビスタイプ） あり ア-LW51-6

本体価格：¥3,600→¥6,000、表紙の絵柄違い、付属台紙：フリー台紙（スリム）8枚→カラーフリー台紙（スリ

ム）10枚、写真台紙：なし→1枚、タイトルカード：なし→付属　※ア-LW34N-3は在庫がなくなり次第、廃番となりま

す。

ア-M321 フォトファイル（四ツ切サイズ）替台紙 なし

ア-M322 フォトファイル（四ツ切サイズ）替台紙 なし

ア-M323 フォトファイル（四ツ切サイズ）替台紙 なし

ア-M327 フォトファイル（四ツ切サイズ）替台紙 なし

ア-M328 フォトファイル（四ツ切サイズ）替台紙 なし

イレ-66NDM リサイクルボックス〈デスクサイドタイプ〉２種分別タイプ あり イレ-61NDM
本体価格：¥3,250→¥2,200、2種分別タイプ→1種分別タイプ、外寸法：W319×D107×H230mm→W332

×D79×H230mm　※イレ-66NDMは在庫がなくなり次第、廃番となります。

イレ-66NM リサイクルボックス〈デスクサイドタイプ〉２種分別タイプ あり イレ-61NM
本体価格：¥3,250→¥2,200、2種分別タイプ→1種分別タイプ、外寸法：W319×D107×H230mm→W332

×D79×H230mm

カハ-A4T10D ビジネスバッグ（高級手提げ） なし

カハ-B4T5D ビジネスバッグ（高級手提げ） なし

カハ-B4T7D ビジネスバッグ（高級手提げ） あり カハ-B4T4D
本体価格：¥11,700→¥18,200、外寸法：W420×D150×H320mm→W480×D160×H345mm、内寸

法：W385×H250mm→W460×H270mm、質量：約1090g→約1920g、包装単位：10→5

クケ-5316P ソフトクリヤーケース〈クリヤー＆カラー〉（チャック付き・マチなし・軟質） あり クケ-5316LB・T ウラ面色：ピンク→ライトブルー・透明

クリ-JB34-1 ダブルクリップ〈Ｓｃｅｌ－ｂｏ〉（業務パック） あり クリ-JB34MX 白地・文字印刷あり(3種アソート）→カラーアソート　※クリ-JB34-1は在庫がなくなり次第、廃番となります。

クリ-JB35-1 ダブルクリップ〈Ｓｃｅｌ－ｂｏ〉（業務パック） あり クリ-JB35MX 白地・文字印刷あり(3種アソート）→カラーアソート　※クリ-JB35-1は在庫がなくなり次第、廃番となります。

ス-PV10A-G プラスチックスパイラルノート あり ス-PV10A-B 表紙色：グリーン→ブルー

ス-PV10A-YR プラスチックスパイラルノート あり ス-PV10A-P 表紙色：オレンジ→ピンク

ス-PV11A-G プラスチックスパイラルノート あり ス-PV11A-B 表紙色：グリーン→ブルー

ス-PV11A-YR プラスチックスパイラルノート あり ス-PV11A-P 表紙色：オレンジ→ピンク

ス-TGC5A ツインリングノート〈Ｃａｍｐｕｓ　ｈｉｇｈ　ｇｒａｄｅ〉（ＣＹＯ－ＢＯ　ＰＡＰＥＲ） なし

ス-TGC5B ツインリングノート〈Ｃａｍｐｕｓ　ｈｉｇｈ　ｇｒａｄｅ〉（ＣＹＯ－ＢＯ　ＰＡＰＥＲ） なし

ス-TS27AT-LM キャンパス　ツインリングノート〈ｓｉｍｐｌｅ　ｔｏｎｅ〉（ドット入り罫線） あり ス-TS27AT-LB 表紙色：ライトグレー→ライトブルー

ス-TS47AT-LM キャンパス　ツインリングノート〈ｓｉｍｐｌｅ　ｔｏｎｅ〉（ドット入り罫線） あり ス-TS47AT-LB 表紙色：ライトグレー→ライトブルー

ス-TV2P-G ツインリングノート〈カラー〉（スリムＢ５サイズ） あり ス-TV2P-LB 表紙色：緑→水色

ス-TV2P-P ツインリングノート〈カラー〉（スリムＢ５サイズ） あり ス-TV2P-LB 表紙色：ピンク→水色

ス-TV91S-D ツインリングノート〈インスピラシオン〉 あり ス-TV91B-R 表紙色：黒→赤、罫内容：5mm方眼罫→中横罫

スイ-172-1 家計簿（カバー付き） あり スイ-182-1
本体価格：¥880→¥1,050、サイズ：A5（タテ210×ヨコ148mm）→B5（タテ257×ヨコ182mm）、包装単

位：5/50→5/40

セ-PIT32N インクジェットプロッター用紙　高級ナチュラルトレーシングペーパー なし

セ-PIT34N インクジェットプロッター用紙　高級ナチュラルトレーシングペーパー なし

タ-240 プリットグルー なし

タ-310 プリットスティックのり なし

タ-310-1P プリットスティックのり（吊り下げパック） なし

タ-310-5P プリットスティックのり（吊り下げパック） なし

タ-315 プリットスティックのり なし

タ-315-1P プリットスティックのり（吊り下げパック） なし

タ-315-3P プリットスティックのり（吊り下げパック） なし

タ-320 プリットスティックのり なし
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タ-320-1P プリットスティックのり（吊り下げパック） なし

タ-320-3P プリットスティックのり（吊り下げパック） なし

タ-430NTR プリットミニローラー あり タ-D910-07B

本体価格：¥300→¥210、テープ長さ：8.5m→10m、テープ幅：8.4mm→7mm、のり面：ベタ面→ドットタイプ

（ACID FREE）、本体色：赤→青、仕様：キャップなし→フルカバーキャップ付き、ケース材質：R-ABS→R-PS、エコ

マーク認定：なし→あり、包装単位：10/200→20/400

タ-650N プリット接着剤 なし

タ-660N プリット接着剤 なし

タ-823 プリットグルー なし

タ-825 プリットグルー なし

タ-846 プリットグルー なし

タ-CL310 カラープリットスティックのり なし

タ-CL310-1P カラープリットスティックのり（吊り下げパック） なし

タ-CL315 カラープリットスティックのり なし

タ-CL315-1P カラープリットスティックのり（吊り下げパック） なし

タ-CL320 カラープリットスティックのり なし

タ-CL320-1P カラープリットスティックのり（吊り下げパック） なし

タ-D450-08N テープのり〈ドットライナージュニア〉（つめ替え用テープ） あり タ-D4500-08 本体価格：¥200→¥210、テープ長さ：8m→11m　※リフィルは互換性あり

タ-D455-08N テープのり〈ドットライナーキュート〉（つめ替え用テープ・ハート柄） あり タ-D4550-08 本体価格：¥200→¥220、テープ長さ：8m→11m　※リフィルは互換性あり

タ-D456-08N テープのり〈ドットライナーキュート〉（つめ替え用テープ・スター柄） あり タ-D4560-08 本体価格：¥200→¥220、テープ長さ：8m→11m　※リフィルは互換性あり

タ-D475-07 テープのり〈ドットライナープチ〉（ハート柄） あり タ-D915-07 本体価格：¥200→¥220、テープ長さ：8.5m→10m、仕様：キャップ→フルカバーキャップ

タ-D476-07 テープのり〈ドットライナープチ〉（スター柄） あり タ-D916-07 本体価格：¥200→¥220、テープ長さ：8.5m→10m、仕様：キャップ→フルカバーキャップ

タ-DM450-08N テープのり〈ドットライナージュニア〉（本体） あり タ-DM4500-08B 本体価格：¥270→¥290、テープ長さ：8m→11m　※リフィルは互換性あり

タ-DM455-08N テープのり〈ドットライナーキュート〉（本体・ハート柄） あり タ-DM4550-08 本体価格：¥270→¥300、テープ長さ：8m→11m　※リフィルは互換性あり

タ-DM456-08N テープのり〈ドットライナーキュート〉（本体・スター柄） あり タ-DM4560-08 本体価格：¥270→¥300、テープ長さ：8m→11m　※リフィルは互換性あり

タ-L310 スティックのり〈なめらかプリット〉 なし

タ-L310-1P スティックのり〈なめらかプリット〉（吊り下げパック） なし

タ-L310-5P スティックのり〈なめらかプリット〉（吊り下げパック） なし

タ-L315 スティックのり〈なめらかプリット〉 なし

タ-L315-1P スティックのり〈なめらかプリット〉（吊り下げパック） なし

タ-L315-3P スティックのり〈なめらかプリット〉（吊り下げパック） なし

タ-L320 スティックのり〈なめらかプリット〉 なし

タ-L320-1P スティックのり〈なめらかプリット〉（吊り下げパック） なし

タ-M315 プリットスティックのり　つめ替えタイプ なし

タ-P1 ビニールパッチホルダー〈ワンパッチ〉用替えパッチ なし

タ-P2 ビニールパッチホルダー〈ワンパッチ〉用替えパッチ なし

タ-PW310N パワープリットスティックのり なし

タ-PW310N-1P パワープリットスティックのり（吊り下げパック） なし

タ-PW315N パワープリットスティックのり なし

タ-PW315N-1P パワープリットスティックのり（吊り下げパック） なし

タ-R315 プリットスティックのり　つめ替えタイプ なし

タ-R315-1P プリットスティックのり　つめ替え用リフィル なし

タ-S70-25T タックタイトル（樹脂ラベル） あり タ-S70-25W ラベル色：透明→白

タ-S70-121T タックタイトル（樹脂ラベル） あり タ-S70-121W ラベル色：透明→白

タ-S315 プリットスティックのり　つめ替えタイプセット なし

ナフ-E90B 吊り下げ名札(イベント用・バイオマスマーク) あり ナフ-90

本体価格：¥3,900→¥660、入り数：50個→10個、ケース材質：ポリ乳酸・PP（バイオマスマーク認定）→R-PP、

吊り下げひも：R-PET(青)約100cm→PET（白）約90cm、中紙：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：40→10/240

ナフ-E90D 吊り下げ名札(イベント用・バイオマスマーク) あり ナフ-90

本体価格：¥3,900→¥660、入り数：50個→10個、ケース材質：ポリ乳酸・PP（バイオマスマーク認定）→R-PP、

吊り下げひも：R-PET(黒)約100cm→PET（白）約90cm、中紙：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：40→10/240

ナフ-E90G 吊り下げ名札(イベント用・バイオマスマーク) あり ナフ-90

本体価格：¥3,900→¥660、入り数：50個→10個、ケース材質：ポリ乳酸・PP（バイオマスマーク認定）→R-PP、

吊り下げひも：R-PET(緑)約100cm→PET（白）約90cm、中紙：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：40→10/240

ナフ-E90R 吊り下げ名札(イベント用・バイオマスマーク) あり ナフ-90

本体価格：¥3,900→¥660、入り数：50個→10個、ケース材質：ポリ乳酸・PP（バイオマスマーク認定）→R-PP、

吊り下げひも：R-PET(赤)約100cm→PET（白）約90cm、中紙：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：40→10/240

ナフ-E90Y 吊り下げ名札(イベント用・バイオマスマーク) あり ナフ-90

本体価格：¥3,900→¥660、入り数：50個→10個、ケース材質：ポリ乳酸・PP（バイオマスマーク認定）→R-PP、

吊り下げひも：R-PET(黄)約100cm→PET（白）約90cm、中紙：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：40→10/240

ナフ-FWL1B ネックストラップ（２ＷＡＹタイプ）〈アイドプラスウィズファイテン〉 あり ナフ-FL1B 仕様：φ6mm×長さ約85cm→φ5mm×長さ約90cm、機能：2WAYタイプ→シングルタイプ

ナフ-FWR180W ネックストラップ名札（２ＷＡＹタイプ）〈アイドプラスウィズファイテン〉 あり ナフ-FR180D
仕様：φ6mm×長さ約85cm→φ5mm×長さ約90cm、機能：2WAYタイプ→シングルタイプ、ネックストラップ色：

ベージュ→黒

ナフ-S280G 吊り下げ名札セット（ハードケース）〈アイドプラス〉 あり ナフ-S280B ひも色：緑→青　※ナフ-S280Gは在庫がなくなり次第、廃番となります。

ナフ-S280Y 吊り下げ名札セット（ハードケース）〈アイドプラス〉 あり ナフ-S280B ひも色：黄→青　※ナフ-S280Yは在庫がなくなり次第、廃番となります。

ノ-20A-G キャンパスノート（カラーペーパー）（普通横罫） あり ノ-20A-B 表紙・中紙色：緑→青

ノ-20A-P キャンパスノート（カラーペーパー）（普通横罫） あり ノ-20A-Y 表紙・中紙色：ピンク→クリーム

ノ-53BN キャンパスノート（厚口） あり ノ-53AN 表紙色：ブルー→ピンク、罫内容：中横罫→普通横罫

ノ-93B ノートブック（事務用） あり ノ-93A 罫内容：中横罫→普通横罫

ノ-95B ノートブック（事務用） あり ノ-95A 罫内容：中横罫→普通横罫

ノ-A827S キャンパス　ルーズリーフ〈Ｃａｍｐｕｓ　ｈｉｇｈ　ｇｒａｄｅ〉（ＣＹＯ－ＢＯ　ＰＡＰＥＲ） あり ノ-A816B 本体価格：¥510→¥420、罫内容：5mm方眼罫→中横罫

ノ-A827W キャンパス　ルーズリーフ〈Ｃａｍｐｕｓ　ｈｉｇｈ　ｇｒａｄｅ〉（ＣＹＯ－ＢＯ　ＰＡＰＥＲ） あり ノ-827W 本体価格：¥510→¥310、紙厚100g/㎡→75g/㎡、包装単位：5/40→5/60

ノ-A836AH キャンパス　ルーズリーフ〈Ｃａｍｐｕｓ　ｈｉｇｈ　ｇｒａｄｅ〉（ＣＹＯ－ＢＯ　ＰＡＰＥＲ） あり ノ-A836BH 罫内容：普通横罫→中横罫

ノ-BU17B-C 文庫本ノート あり ノ-BU17B-B 表紙色：シルバー→ブルー

ノ-BU17W-D 文庫本ノート あり ノ-BU47S-DB 表紙色：ブラック→ダークブルー、罫内容：無地→5mm方眼罫

ノ-BU47B-LB 文庫本ノート あり ノ-BU17B-B 表紙色：ライトブルー→ブルー

ノ-GG6PA キャンパスノート〈Ｃａｍｐｕｓ　ｈｉｇｈ　ｇｒａｄｅ〉（ＭＩＯ　ＰＡＰＥＲ） あり ノ-GG3A
本体価格：¥270→¥180、サイズ：スリムB5（タテ252×ヨコ146mm）→セミB5（タテ252×ヨコ179mm）、枚

数：60枚→30枚、表紙の特殊加工：あり→なし、包装単位：5/60→5/180

ノ-GG6PB キャンパスノート〈Ｃａｍｐｕｓ　ｈｉｇｈ　ｇｒａｄｅ〉（ＭＩＯ　ＰＡＰＥＲ） あり ノ-GG3B
本体価格：¥270→¥180、サイズ：スリムB5（タテ252×ヨコ146mm）→セミB5（タテ252×ヨコ179mm）、枚

数：60枚→30枚、表紙の特殊加工：あり→なし、包装単位：5/60→5/180

ノ-GT3A キャンパスノート〈Ｃａｍｐｕｓ　ｈｉｇｈ　ｇｒａｄｅ〉（ＰＥＴ表紙） なし

ノ-GT3BN キャンパスノート〈Ｃａｍｐｕｓ　ｈｉｇｈ　ｇｒａｄｅ〉（ＰＥＴ表紙） なし
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ノ-H4PAN キャンパスノート（スリムＢ５サイズ）（裏厚表紙） あり ノ-H4PBN 表紙色：ブラウン→ブラック、罫内容：普通横罫→中横罫

ノ-H806A キャンパス　ルーズリーフ（さらさら筆記タイプ） あり ノ-H806B 罫内容：普通横罫→中横罫

ノ-R108UN-M キャンパスノート〈ｐａｒａｃｕｒｕｎｏ〉（パラクルノ） あり ノ-R108AN-P 表紙色：グレー→ピンク、罫内容：太横罫→普通横罫

ノ-RD227B 意匠ノート〈ｐａｒａｃｕｒｕｎｏ〉（パラクルノ） なし

ノ-SP102 スポーツダイアリー（Ａ５サイズ） なし

ノ-SP292 スポーツダイアリー（ポケットサイズ） なし

ノ-V50B-1 意匠ノート（クリヤー表紙） なし

ノ-V50B-3 意匠ノート（クリヤー表紙） なし

ノ-V50B-4 意匠ノート（クリヤー表紙） なし

ハ-320 バインダーＭＰ（背メタル） あり ハ-20NM

本体価格：¥3,700→¥2,800、外寸法：高さ280×幅225×背幅45mm→高さ282×幅225×背幅52mm、表

紙：背部/オレフィン鋼板、扉/PVC貼り（芯材：古紙パルプ配合）・ふち金付き→PP貼り（芯材：古紙パルプ配

合）・ふち金付き

ハサ-160D ハサミ〈テピタ〉（左右非対称タイプ） なし

ハサ-F170YR ハサミ〈テピタ〉（オープンハンドル） なし

ヒン-PC10 安全ピン〈ピコラ〉 なし

ヒン-PC11 安全ピン〈ピコラ〉 なし

フ-5701YG ホルダーブック（ポケット：２） あり フ-5701DB 製品色：黄緑→ダークブルー

フ-CF10G フラットファイル－ＦＳ あり フ-CF10B 表紙色：緑→青

フ-CF10R フラットファイル－ＦＳ あり フ-CF10B 表紙色：赤→青

フ-CP10-1B フラットファイル〈ｄｅｓｉｇｎ－ｓｅｌｅｃｔ〉（スタンダード） あり フ-CP10-2B 表紙色：青（ソフトカラー）→青（ハードカラー）

フ-CP10-1M フラットファイル〈ｄｅｓｉｇｎ－ｓｅｌｅｃｔ〉（スタンダード） あり フ-CP10-2DM 表紙色：グレー（ソフトカラー）→ダークグレー（ハードカラー）

フ-CP10-1R フラットファイル〈ｄｅｓｉｇｎ－ｓｅｌｅｃｔ〉（スタンダード） あり フ-CP10-2R 表紙色：赤（ソフトカラー）→赤（ハードカラー）

フ-E621B チューブファイル〈エコ〉（Ｓ型） あり フ-E641B
本体価格：¥860→¥970、収容寸法：20mm→40mm、収容枚数：200枚→400枚、外寸法：高さ267×幅

213×背幅35mm→高さ267×幅213×背幅55mm　※フ-E621Bは在庫がなくなり次第、廃番となります。

フ-E621C チューブファイル〈エコ〉（Ｓ型） あり フ-E641C
本体価格：¥860→¥970、収容寸法：20mm→40mm、収容枚数：200枚→400枚、外寸法：高さ267×幅

213×背幅35mm→高さ267×幅213×背幅55mm　※フ-E621Cは在庫がなくなり次第、廃番となります。

フ-PT90NT ガバットファイル〈ｄｅｓｉｇｎ－ｓｅｌｅｃｔ〉 あり フ-PT90NB 表紙色：透明→青　※フ-PT90NTは在庫がなくなり次第、廃番となります。

フ-RK100M レポートファイル〈オール紙〉（５冊入り） あり フ-RK100B 製品色：グレー→青　※フ-RK100Mは在庫がなくなり次第、廃番となります。

フ-RK750B ペーパーホルダー〈オール紙〉（１０枚入り） なし

フ-RK750R ペーパーホルダー〈オール紙〉（１０枚入り） なし

フ-RK750Y ペーパーホルダー〈オール紙〉（１０枚入り） なし

フ-SB983M ストックボックス（フタ付き） なし

フ-SB9822M ストックボックス（フタ付き） あり フ-SB982M

本体価格：¥550→¥790、外寸法：W200×D346×H135mm→W200×D346×H272mm、内寸法：

W183×D325×H125mm→W180×D322×H260mm、耐荷重：約49N（約5kgf）→約98N（約

10kgf）、包装単位：30→20　※フ-SB9822Mは在庫がなくなり次第、廃番となります。

フ-SB9832M ストックボックス（フタ付き） なし

フ-SC191NY 学校プリント用ガバットファイル あり フ-SC191NP 表紙色：黄→ピンク

フ-SC199NY 学校プリント用ガバットファイル あり フ-SC199NP 表紙色：黄→ピンク

フ-SC300BG 学習用レバーファイル あり フ-SC300B 表紙色：青緑→青　※フ-SC300BGは在庫がなくなり次第、廃番となります。

フ-SC300Y 学習用レバーファイル あり フ-SC300B 表紙色：黄→青　※フ-SC300Yは在庫がなくなり次第、廃番となります。

フ-SC300YG 学習用レバーファイル あり フ-SC300B 表紙色：黄緑→青　※フ-SC300YGは在庫がなくなり次第、廃番となります。

フ-SC301BG 学習用レバーファイル あり フ-SC301B 表紙色：青緑→青　※フ-SC301BGは在庫がなくなり次第、廃番となります。

フ-SC301Y 学習用レバーファイル あり フ-SC301B 表紙色：黄→青　※フ-SC301Yは在庫がなくなり次第、廃番となります。

フ-SC301YG 学習用レバーファイル あり フ-SC301B 表紙色：黄緑→青　※フ-SC301YGは在庫がなくなり次第、廃番となります。

フ-T11B フラットファイルＴ なし

フ-T15G フラットファイルＴ あり フ-T15B 表紙色：緑→青

フ-T15M フラットファイルＴ あり フ-T15B 表紙色：グレー→青

フ-T15P フラットファイルＴ あり フ-T15B 表紙色：ピンク→青

フ-T15Y フラットファイルＴ あり フ-T15B 表紙色：黄→青

メ-240-G カラーメモ（無地） あり メ-240-B 中紙色：緑→青

メ-1000-W タックメモ（ノートタイプ） あり メ-1000-Y 製品色：白→黄

メ-TS77BT-LM キャンパス　ツインリングメモ〈ｓｉｍｐｌｅ　ｔｏｎｅ〉（ドット入り罫線） あり メ-TS77BT-LB 表紙色：ライトグレー→ライトブルー

ラ-T881R クリヤーブック（ウェーブカットポケット）用替紙 あり ラ-T881B 中紙色：赤→青

ラ-T888M クリヤーブック（ウェーブカットポケット）用替紙 あり ラ-T888B 中紙色：グレー→青

ラ-YT510B 取扱説明書ファイル〈かたづけファイル〉 あり ラ-YT520B
本体価格：¥750→¥1,210、外寸法：高さ311×幅256×背幅34mm→高さ311×幅256×背幅65mm、収容

冊数：6冊→12冊、包装単位：8/24→5/20　※ラ-YT510Bは在庫がなくなり次第、廃番となります。

ラ-YT510M 取扱説明書ファイル〈かたづけファイル〉 あり ラ-YT520M
本体価格：¥750→¥1,210、外寸法：高さ311×幅256×背幅34mm→高さ311×幅256×背幅65mm、収容

冊数：6冊→12冊、包装単位：8/24→5/20　※ラ-YT510Mは在庫がなくなり次第、廃番となります。

ラ-YT510P 取扱説明書ファイル〈かたづけファイル〉 あり ラ-YT520P
本体価格：¥750→¥1,210、外寸法：高さ311×幅256×背幅34mm→高さ311×幅256×背幅65mm、収容

冊数：6冊→12冊、包装単位：8/24→5/20　※ラ-YT510Pは在庫がなくなり次第、廃番となります。

ル-313YG キャンパス　バインダーノート（ミドルタイプ） あり ル-313YR 表紙色：黄緑→オレンジ

ル-P732YR スライドバインダー（スリムタイプ） あり ル-P732V 表紙色：オレンジ→紫

ル-P738P スライドバインダー〈クリスタルマインド〉（スリムタイプ） あり ル-P738B 表紙色：ピンク→青

レ-C20WN 模造紙 なし

レ-E50B キャンパス　再生紙レポートパッド あり レ-E50A 罫内容：中横罫→普通横罫

レ-UN964 ドラフトペーパー（メッセージ）〈ＵＮＩＦＥＥＬ〉 なし
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