
2017年11月1日現在

生産終了品番 品名

代わりの

おすすめ

品番有・無

代わりのおすすめ品番 掲載ページ 生産終了品とおすすめ品との相違点

ﾌ-RK100M レポートファイル〈オール紙〉（５冊入り） なし

ﾌ-E621B チューブファイル〈エコ〉（Ｓ型） あり ﾌ-E641B 102
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 チューブファイル〈エコ〉（Ｓ型） あり ﾌ-E641C 102
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-745NM Ｔファイル（ＰＰフィルム貼り） あり ﾌ-740NM 108
本体価格：\1,050→\980、収容寸法：40mm→30mm、収容枚数：400枚→300枚、外寸法：高さ

307×幅237×背幅59mm→高さ307×幅237×背幅48mm、包装単位：4/16→4/20

ﾌ-518B レターファイル（色厚板紙） あり ﾌ-555B 140
本体価格：\240→\370、サイズ：B6-E→A4-E、収容寸法：25mm→12mm、収容枚数：250枚→

120枚、外寸法：高さ138×幅199×背幅32mm→高さ220×幅314×背幅20mm

ﾌ-556B レターファイル（色厚板紙） あり ﾌ-559B 140
本体価格：\350→\490、サイズ：B5-E→B4-E、外寸法：高さ192×幅274×背幅20mm→高さ267

×幅381×背幅20mm、包装単位：10/60→10/30

ﾌ-SC300BG 学習用レバーファイル あり ﾌ-SC300B 145 表紙色：青緑→青

ﾌ-SC300Y 学習用レバーファイル あり ﾌ-SC300B 145 表紙色：黄→青

ﾌ-SC300YG 学習用レバーファイル あり ﾌ-SC300B 145 表紙色：黄緑→青

ﾌ-SC301BG 学習用レバーファイル あり ﾌ-SC301B 145 表紙色：青緑→青

ﾌ-SC301Y 学習用レバーファイル あり ﾌ-SC301B 145 表紙色：黄→青

ﾌ-SC301YG 学習用レバーファイル あり ﾌ-SC301B 145 表紙色：黄緑→青

ﾌ-5701Y ホルダーブック（ポケット：２） あり ﾌｰ5701P 168 製品色：黄→ピンク

ﾌ-PT90NT ガバットファイル〈ｄｅｓｉｇｎ－ｓｅｌｅｃｔ〉 あり ﾌ-PT90NB 178 表紙色：透明→青

ﾗ-EC560B クリヤーブック（エコロジー・固定式） あり ﾗｰB20B 197
本体価格：\770→\510、外寸法：高さ312×幅239×背幅17mm→高さ307×幅232×背幅17mm、

中紙：なし→あり、エコマーク認定：あり→なし、包装単位：10/20→10/30

ﾗ-EC560DM クリヤーブック（エコロジー・固定式） あり ﾗｰB20D 197

本体価格：\770→\510、外寸法：高さ312×幅239×背幅17mm→高さ307×幅232×背幅17mm、

中紙：なし→あり、表紙色：ダークグレー→黒、エコマーク認定：あり→なし、包装単位：10/20→

10/30

ﾗ-EC560G クリヤーブック（エコロジー・固定式） あり ﾗｰB20G 197
本体価格：\770→\510、外寸法：高さ312×幅239×背幅17mm→高さ307×幅232×背幅17mm、

中紙：なし→あり、エコマーク認定：あり→なし、包装単位：10/20→10/30

ﾗ-EC560R クリヤーブック（エコロジー・固定式） あり ﾗｰB20R 197
本体価格：\770→\510、外寸法：高さ312×幅239×背幅17mm→高さ307×幅232×背幅17mm、

中紙：なし→あり、エコマーク認定：あり→なし、包装単位：10/20→10/30

ﾗ-EC560Y クリヤーブック（エコロジー・固定式） あり ﾗｰB20Y 197
本体価格：\770→\510、外寸法：高さ312×幅239×背幅17mm→高さ307×幅232×背幅17mm、

中紙：なし→あり、エコマーク認定：あり→なし、包装単位：10/20→10/30

ﾗ-EC570B クリヤーブック（エコロジー・固定式） あり ﾗｰB40B 197
本体価格：\1,270→\880、外寸法：高さ312×幅239×背幅27mm→高さ307×幅232×背幅

27mm、中紙：なし→あり、エコマーク認定：あり→なし

ﾗ-EC570DM クリヤーブック（エコロジー・固定式） あり ﾗｰB40D 197
本体価格：\1,270→\880、外寸法：高さ312×幅239×背幅27mm→高さ307×幅232×背幅

27mm、中紙：なし→あり、表紙色：ダークグレー→黒、エコマーク認定：あり→なし

ﾗ-EC570G クリヤーブック（エコロジー・固定式） あり ﾗｰB40G 197
本体価格：\1,270→\880、外寸法：高さ312×幅239×背幅27mm→高さ307×幅232×背幅

27mm、中紙：なし→あり、エコマーク認定：あり→なし

ﾗ-EC570R クリヤーブック（エコロジー・固定式） あり ﾗｰB40R 197
本体価格：\1,270→\880、外寸法：高さ312×幅239×背幅27mm→高さ307×幅232×背幅

27mm、中紙：なし→あり、エコマーク認定：あり→なし

ﾗ-EC570Y クリヤーブック（エコロジー・固定式） あり ﾗｰB40Y 197
本体価格：\1,270→\880、外寸法：高さ312×幅239×背幅27mm→高さ307×幅232×背幅

27mm、中紙：なし→あり、エコマーク認定：あり→なし

ﾗ-EC720B クリヤーブック（エコロジー・替紙式） あり ﾗ-720B 203

本体価格：\1,540→\1,650、外寸法：高さ312×幅261×背幅27mm→高さ312×幅263×背幅

27mm、付属ポケット枚数：17枚→12枚+インデックスポケット5枚、中紙：なし→あり、プロテク

ター：あり→なし、エコマーク認定：あり→なし　背紙のデザインも変更となります。

ﾗ-EC720DM クリヤーブック（エコロジー・替紙式） あり ﾗ-720DM 203

本体価格：\1,540→\1,650、外寸法：高さ312×幅261×背幅27mm→高さ312×幅263×背幅

27mm、付属ポケット枚数：17枚→12枚+インデックスポケット5枚、中紙：なし→あり、プロテク

ター：あり→なし、エコマーク認定：あり→なし　背紙のデザインも変更となります。

ﾗ-EC720G クリヤーブック（エコロジー・替紙式） あり ﾗ-720G 203

本体価格：\1,540→\1,650、外寸法：高さ312×幅261×背幅27mm→高さ312×幅263×背幅

27mm、付属ポケット枚数：17枚→12枚+インデックスポケット5枚、中紙：なし→あり、プロテク

ター：あり→なし、エコマーク認定：あり→なし　背紙のデザインも変更となります。

ﾗ-EC720R クリヤーブック（エコロジー・替紙式） あり ﾗ-720R 203

本体価格：\1,540→\1,650、外寸法：高さ312×幅261×背幅27mm→高さ312×幅263×背幅

27mm、付属ポケット枚数：17枚→12枚+インデックスポケット5枚、中紙：なし→あり、プロテク

ター：あり→なし、エコマーク認定：あり→なし　背紙のデザインも変更となります。

ﾗ-EC720Y クリヤーブック（エコロジー・替紙式） あり ﾗ-720Y 203

本体価格：\1,540→\1,650、外寸法：高さ312×幅261×背幅27mm→高さ312×幅263×背幅

27mm、付属ポケット枚数：17枚→12枚+インデックスポケット5枚、中紙：なし→あり、プロテク

ター：あり→なし、エコマーク認定：あり→なし　背紙のデザインも変更となります。

ﾗ-894N インデックスポケット（５色５山） なし

ﾗ-YT510B 取扱説明書ファイル〈かたづけファイル〉 あり ﾗ-YT520B 216
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 取扱説明書ファイル〈かたづけファイル〉 あり ﾗ-YT520M 216
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 取扱説明書ファイル〈かたづけファイル〉 あり ﾗ-YT520P 216
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

B4-LFH-Y ファイルボックス－ＦＳ〈Ｈタイプ〉 あり B4-LFFN-Y 220

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

A4-LFDC-B ファイルボックス－ＦＳ〈Ｄタイプ〉（替背紙式） なし

B5-LFT-G ファイルボックス－ＦＳ〈Ｔタイプ〉 あり B5-LFBN-G 220
本体価格：\280→\410、材質：段ボール（古紙パルプ配合）→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：10/50→5/50

B5-LFT-M ファイルボックス－ＦＳ〈Ｔタイプ〉 あり B5-LFBN-M 220
本体価格：\280→\410、材質：段ボール（古紙パルプ配合）→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：10/50→5/50

B5-LFT-P ファイルボックス－ＦＳ〈Ｔタイプ〉 あり B5-LFBN-P 220
本体価格：\280→\410、材質：段ボール（古紙パルプ配合）→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：10/50→5/50

B5-LFT-Y ファイルボックス－ＦＳ〈Ｔタイプ〉 あり B5-LFBN-Y 220
本体価格：\280→\410、材質：段ボール（古紙パルプ配合）→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：10/50→5/50

B4-SFT-G ファイルボックス－ＦＳ〈Ｔタイプ〉 あり B4-LFD-G 221
本体価格：\390→\410、外寸法：高さ292×幅384×背幅75mm→高さ292×幅384×背幅

102mm、製品色：色目違い（インターグレイ色に）、包装単位：10/50→5/50

B4-SFT-M ファイルボックス－ＦＳ〈Ｔタイプ〉 あり B4-LFD-M 221
本体価格：\390→\410、外寸法：高さ292×幅384×背幅75mm→高さ292×幅384×背幅

102mm、製品色：色目違い（インターグレイ色に）、包装単位：10/50→5/50

B4-SFT-P ファイルボックス－ＦＳ〈Ｔタイプ〉 あり B4-LFD-P 221
本体価格：\390→\410、外寸法：高さ292×幅384×背幅75mm→高さ292×幅384×背幅

102mm、製品色：色目違い（インターグレイ色に）、包装単位：10/50→5/50

B4-SFT-Y ファイルボックス－ＦＳ〈Ｔタイプ〉 あり B4-LFD-Y 221
本体価格：\390→\410、外寸法：高さ292×幅384×背幅75mm→高さ292×幅384×背幅

102mm、製品色：色目違い（インターグレイ色に）、包装単位：10/50→5/50

ﾌ-SB9822M ストックボックス（フタ付き） あり ﾌ-SB982M 226

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-SB9832M ストックボックス（フタ付き） なし

ﾌ-SB983M ストックボックス（フタ付き） なし

B4-5F-1N １／５カットフォルダー なし

B4-5F-2N １／５カットフォルダー なし

B4-5F-3N １／５カットフォルダー なし

B4-5F-4N １／５カットフォルダー なし

B4-5F-5N １／５カットフォルダー なし

B4-OGN 貸し出しガイド なし

B4A4-OC 持ち出しカード なし

ECF-1N データファスナー あり FA-2N 238 本体価格：\1,250→\1,400、足長さ：30mm→35mm、足ピッチ：88.9mm→80mm

ﾌ-5920B ケースファイル〈スタイラップ〉（セポッケ） あり ﾌ-5920DM 248 製品色：青→ダークグレー（不透明）

ﾌ-5920T ケースファイル〈スタイラップ〉（セポッケ） あり ﾌ-5920DM 248 製品色：透明→ダークグレー（不透明）

ﾊｾ-120G キャンパス　ポストカードホルダー（替紙式） あり ﾊｾｰ120B 255 表紙色：緑→青

ﾊｾ-120R キャンパス　ポストカードホルダー（替紙式） あり ﾊｾｰ120B 255 表紙色：赤→青

EF-515ENB データファイルＦ（バースト用） なし

EF-551ENB データファイルＦ（バースト用） なし

ｾ-RB2 図面筒保管ケース あり ｾｰRC2 271
本体価格：\8,700→\19,300、ケースのみ→ケース＋角筒（セ-R132）16本のセット品になりま

す。

EAS-L8 パソコンロックキット あり EAS-L5N 276 本体価格：\3,750→\3,250、ワイヤー径：6.0mm→3.5mm

EAS-L102N パソコンロックキット（シリアルポート対応　鍵式） あり EAS-L101N 277 本体価格：\4,750→\3,700、鍵式→ダイヤル式、サイズ：φ5mm×1.7m→φ4mm×1.9m

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
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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-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 279
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-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-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

EAM-PD61B マウスパッド〈プロフェッショナルモデル〉 あり EAM-PD61D 280 製品色：青→黒

EAM-PD61LG マウスパッド〈プロフェッショナルモデル〉 あり EAM-PD61D 280 製品色：ライトグリーン→黒

EAS-DSC8033NS デスクシェルフ〈ＲＥＳＰＡＣＥ－Ｃ〉（サイド棚板付き） あり EAS-DSC8033NM 282 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 286 棚板色：木目柄→ライトグレー

EAS-PC10 ノートＰＣキャビネット（キャスタータイプ） なし

EPD-PBL1 専用ワイヤー〈ノートパソコンボックスＧシリーズ〉 なし

EDC-CAU1-10D ソフトＣＤ／ＤＶＤケース〈Ｍｅｄｉａ　ｄｅｓｉｇｎ〉 あり EDC-CME1-10D 292
本体価格：\660→\680、外寸法：W125×D125mm→W141×D130mm、高透明タイプ→普通PP

シートタイプ、包装単位：20/80→10/80

EDC-CAU1-50D ソフトＣＤ／ＤＶＤケース〈Ｍｅｄｉａ　ｄｅｓｉｇｎ〉 あり EDC-CME1-50D 292
本体価格：\2,590→\3,030、外寸法：W125×D125mm→W141×D130mm、高透明タイプ→普通

PPシートタイプ

EDC-CAU1-10W ソフトＣＤ／ＤＶＤケース〈Ｍｅｄｉａ　ｄｅｓｉｇｎ〉 あり EDC-CME1-10W 292
本体価格：\660→\680、外寸法：W125×D125mm→W141×D130mm、高透明タイプ→普通PP

シートタイプ、包装単位：20/80→10/80

EDC-CAU1-50W ソフトＣＤ／ＤＶＤケース〈Ｍｅｄｉａ　ｄｅｓｉｇｎ〉 あり EDC-CME1-50W 292
本体価格：\2,590→\3,030、外寸法：W125×D125mm→W141×D130mm、高透明タイプ→普通

PPシートタイプ

EDL-103 フロッピーディスクラベル（はがせるタイプ） なし

KJ-WS120-1 インクジェットプリンタ用紙　和紙（封筒付き） あり KJ-W120-1 314
本体価格：\530→\400、枚数：8枚（封筒4枚）→10枚（封筒なし　※市販品を別途お求めくださ

い）

KJ-WS120-2 インクジェットプリンタ用紙　和紙（封筒付き） あり KJ-W120-2 314
本体価格：\530→\400、枚数：8枚（封筒4枚）→10枚（封筒なし　※市販品を別途お求めくださ

い）

KJ-WS120-3 インクジェットプリンタ用紙　和紙（封筒付き） あり KJ-W120-3 314
本体価格：\530→\400、枚数：8枚（封筒4枚）→10枚（封筒なし　※市販品を別途お求めくださ

い）

KJ-WS120-4 インクジェットプリンタ用紙　和紙（封筒付き） あり KJ-W120-4 314
本体価格：\530→\400、枚数：8枚（封筒4枚）→10枚（封筒なし　※市販品を別途お求めくださ

い）

KJ-WS120-5 インクジェットプリンタ用紙　和紙（封筒付き） あり KJ-W120-5 314
本体価格：\530→\400、枚数：8枚（封筒4枚）→10枚（封筒なし　※市販品を別途お求めくださ

い）

EAS-CL-P1N クリーニングペーパー あり EAS-CL-S1 316

本体価格：\550→\1,070、材質・仕様：上質紙・片面微粘着コート→PETフィルム・両面シリコン

コート、枚数：3枚→2枚、紙厚：119g/㎡・0.13mm→144g/㎡・0.10mm、A4機器用→A4・A3機

器用

LBP-VP10N カラーレーザー＆カラーコピー用名刺カード（写真用紙） なし

KB-234N ＫＢ用紙（共用紙）（少枚数）（ＦＳＣ○認証） あり KB-34N 325 本体価格：\1,250→\2,450、枚数：250枚→500枚、包装単位：10→5

KB-235N ＫＢ用紙（共用紙）（少枚数）（ＦＳＣ○認証） あり KB-35N 325 本体価格：\630→\1,250、枚数：250枚→500枚、包装単位：10→5

KB-FL54 カラープリンタ用紙 あり KB-F254N 326
本体価格：\2,270→\1,580、枚数：500枚→250枚、紙厚：70g/㎡・0.10mm→81.4g/㎡・

0.10mm、白色度：80%程度（ISO）→82%程度（ISO）、包装単位：5→10

KB-FL55 カラープリンタ用紙 あり KB-F255N 326
本体価格：\1,130→\880、枚数：500枚→250枚、紙厚：70g/㎡・0.10mm→81.4g/㎡・

0.10mm、白色度：80%程度（ISO）→82%程度（ISO）、包装単位：5→10

KB-FL58K カラープリンタ用紙 あり KB-28 325 本体価格：\2,960→\3,400、古紙パルプ配合・白色度79%程度（ISO）→白色度85%程度（ISO）

KB-FL59K カラープリンタ用紙 あり KB-29 325 本体価格：\1,460→\1,700、古紙パルプ配合・白色度79%程度（ISO）→白色度85%程度（ISO）

KJ-8671 インクジェットプリンタ用　紙ラベル（スペシャルラベル） なし

EC-S51513S 企業向けフォーム（低白色再生紙） あり EC-51513S 366
低白色再生紙（古紙パルプ配合）・白色度70%程度（ISO）→白色度83%程度（ISO）、グリーン購

入法：適合→非適合、GPNエコ商品ねっと：掲載→非掲載

KPS-X120W デスクサイドシュレッダー〈Ｓ－ｔｒａｙ〉 なし

KPS-X151W シュレッダー〈Ｓ－ｔｒａｙ　ｔｗｉｎ〉（ゴミ箱兼用タイプ） なし

MS-V1220CN コクヨ　ＭＳシュレッダー なし

NS-CA2 Ａ３ドキュメントスキャナ〈Ｃａｍｉｎａｃｓ　Ｗ〉 なし

NST-CAS-N5 デジタルノート〈ＣａｍｉＡｐｐ　Ｓ〉ノートブックタイプ なし

ｵｸ-10 オフィスクリーナー（泡タイプ） なし

ｵｸ-11 オフィスクリーナー（泡タイプ） なし

EAS-CL-K2G クリーニングクロス あり EAS-CL-K2B 383 製品色：緑→青

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 385
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

MSP-15F267375N パウチフィルム（１５０μｍ・１００枚入り） あり KLM-15F267375-20N 389 本体価格：\20,000→\4,400、枚数：100枚→20枚、包装単位：5→5/25

KLM-F97134-20N パウチフィルム（１００μｍ・２０枚入り） あり MSP-F97134N 388 本体価格：オープンプライス→\3,500、枚数：20枚→100枚、包装単位：5/150→10

KLM-F138192-20N パウチフィルム（１００μｍ・２０枚入り） あり MSP-F138192N 388 本体価格：オープンプライス→\5,000、枚数：20枚→100枚、包装単位：5/25→5

KLM-ARP330 ラミネーター あり KLM-NWU324 389
本体価格：\47,100→\19,800、ローラー数：4本→2本、その他ウォームアップタイムやラミネート

速度など異なります。スペックをご確認ください。

RC-FAX-12 普通紙ＦＡＸ用インクリボン（Ｓタイプ） なし

DRK-EFT1 折りたたみ布担架 あり DRP-RR2 402 ケースなし→ケースあり（W68×D317×H260mm）、包装単位：30→8

DRC-NB12SX10 フリース毛布（１０枚入り） あり DRP-BB1 403 ケースデザイン変更、ケース外寸法：W430×D317×H260mm→W421×D317×H260mm

DRC-NB22SX10 フリース毛布（２ＷＡＹタイプ・１０枚入り） あり DRP-BB2 403 ケースデザイン変更、ケース外寸法：W430×D317×H260mm→W421×D317×H260mm

DRK-NP1 ＬＥＤポール なし

DRK-NPA1 ＬＥＤポール用ベース なし

DRK-MC2NB マスクケース〈防災の達人〉（コンパクトタイプ） なし

DRK-MC2NP マスクケース〈防災の達人〉（コンパクトタイプ） なし

DRK-MC2NW マスクケース〈防災の達人〉（コンパクトタイプ） なし

DRK-MC1W マスクケース〈防災の達人〉 なし

DRC-QL30 救急用品セット（３０人タイプ） あり DRP-RR1N 406
ケースデザイン変更、ケース外寸法：W210×D317×H260mm→W209×D317×H260mm、セット

内容変更：手指消毒液→除菌ウェットティッシュ

DRC-NT2 袋式トイレ１００回分（１０枚重ね１０袋入り） あり DRP-TT1 408 ケースデザイン変更、ケース外寸法：W115×D317×H260mm→W139×D317×H260mm

DRC-NT30 袋式トイレ３０回分（１０枚重ね３袋入り） あり DRP-TT2 408 ケースデザイン変更、ケース外寸法：W52×D317×H260mm→W68×D317×H260mm

DRC-NTA11 トイレセット なし

DRK-NTB1 トイレダスト回収バッグ あり DRP-TP1 409 ケースなし→ケースあり（W68×D317×H260mm）、包装単位：20→8

DRC-TRP10 長尺トイレットペーパー（１０ロール入り） あり DRP-TP2 409 ケースデザイン変更、ケース外寸法：W287×D317×H237mm→W280×D317×H260mm

DRC-FD11 アルファ化米（五目ご飯・２０袋入り） あり DRP-FMR2 410
本体価格：\7,000→\10,400、ケースデザイン変更、ケース外寸法：W162×D317×H260mm→

W280×D317×H260mm、入り数：20袋→30袋、質量：2.5kg→3.7kg

DRC-ND4 個人備蓄セット あり DRP-PP2 411 ケースデザイン変更、ケース外寸法：W75×D317×H220mm→W68×D317×H260mm

DRC-BS2L 備蓄ボックス（Ｌサイズ・２個入り） あり DRP-VV2 411
本体価格：\1,800→\1,000、ケースデザイン変更、ケース外寸法：W270×D317×H260mm→

W280×D317×H260mm、入り数：2個→1個

DRC-BS2S 備蓄ボックス（Ｓサイズ・４個入り） あり DRP-VV1 411
本体価格：\2,000→\600、ケースデザイン変更、ケース外寸法：W90×D317×H260mm→W139

×D317×H260mm、入り数：4個→1個、包装単位：5→10

DRK-EB11NCG エレベーター用防災キャビネット あり DRK-EC1CS 412

デザイン変更、外寸法：W321×D164×H699mm→W270×D161×H700mm、総質量：8.8kg→

8.0kg、本体質量：7.0kg→5.8kg、製品色：シャンパンゴールド→シャンパンシルバー、セット内容

変更：多機能ラジオライト→手回し充電ライト、簡易トイレ（大3枚・小3枚）→袋式トイレ（自立タ

イプ）×10、セット内容追加：ポンチョ、プラスチック扇子×2、ポケットティッシュ×5

DRK-EB10CG エレベーター用防災キャビネット なし

DRK-EB20CG エレベーター用防災キャビネット　フラットタイプ あり DRK-EC2CS 413

デザイン変更、外寸法：W550×D80×H603mm→W550×D80×H600mm、総質量：10.6kg→

10.5kg、本体質量：8.8kg→8.3kg、製品色：シャンパンゴールド→シャンパンシルバー、セット内

容変更：多機能ラジオライト→手回し充電ライト、簡易トイレ（大3枚・小3枚）→袋式トイレ（自立

タイプ）×10、セット内容追加：ポンチョ、プラスチック扇子×2、ポケットティッシュ×5

DRK-EB19CG エレベーター用防災キャビネット用　底板（Ｌ・Ｓタイプ共用） なし

EAS-TS18N 耐震ベルト なし

EAS-TS12 耐震ゲルベース なし

EAS-TS12T 耐震ゲルベース なし

EAS-TS13 耐震ゲルベース なし

ﾊｻ-P250B ハサミ〈エアロフィットサクサ〉（グルーレス刃） あり ﾊｻ-P280B 422
本体価格：\400→\450、外寸法：全長175×幅76mm→全長174×幅75mm、刃渡り寸法：70mm

→65mm、板厚：1.8mm→1.5mm

ﾊｻ-P250P ハサミ〈エアロフィットサクサ〉（グルーレス刃） あり ﾊｻ-P280Y 422
本体価格：\400→\450、製品色：ピンク→黄、外寸法：全長175×幅76mm→全長174×幅

75mm、刃渡り寸法：70mm→65mm、板厚：1.8mm→1.5mm

ﾊｻ-P250R ハサミ〈エアロフィットサクサ〉（グルーレス刃） あり ﾊｻ-P280R 422
本体価格：\400→\450、外寸法：全長175×幅76mm→全長174×幅75mm、刃渡り寸法：70mm

→65mm、板厚：1.8mm→1.5mm

ﾊｻ-P250W ハサミ〈エアロフィットサクサ〉（グルーレス刃） あり ﾊｻ-P280W 422
本体価格：\400→\450、外寸法：全長175×幅76mm→全長174×幅75mm、刃渡り寸法：70mm

→65mm、板厚：1.8mm→1.5mm

ﾊｻ-P250YG ハサミ〈エアロフィットサクサ〉（グルーレス刃） あり ﾊｻ-P280G 422
本体価格：\400→\450、製品色：黄緑→緑、外寸法：全長175×幅76mm→全長174×幅75mm、

刃渡り寸法：70mm→65mm、板厚：1.8mm→1.5mm

2 



生産終了品番 品名

代わりの

おすすめ

品番有・無

代わりのおすすめ品番 掲載ページ 生産終了品とおすすめ品との相違点

ﾊｻ-P260B ハサミ〈エアロフィットサクサ〉（グルーレス刃） あり ﾊｻ-P280B 422
本体価格：\400→\450、ハンドル形状変更、外寸法：全長181×幅76mm→全長174×幅75mm、

刃渡り寸法：70mm→65mm、板厚：1.8mm→1.5mm

ﾊｻ-P260W ハサミ〈エアロフィットサクサ〉（グルーレス刃） あり ﾊｻ-P280W 422
本体価格：\400→\450、ハンドル形状変更、外寸法：全長181×幅76mm→全長174×幅75mm、

刃渡り寸法：70mm→65mm、板厚：1.8mm→1.5mm

ﾊｻ-PL250B ハサミ〈エアロフィットサクサ〉（グルーレス刃）（左手用） なし

ﾊｻ-PF210B ハサミ〈エアロフィット〉（ワイドハンドル・スーパーグルーレス刃） なし

ﾊｻ-PF210LM ハサミ〈エアロフィット〉（ワイドハンドル・スーパーグルーレス刃） なし

ﾊｻ-PF220B
ハサミ〈エアロフィット〉（ウェーブハンドル・スーパーグルーレス

刃）
なし

ﾊｻ-PF220LM
ハサミ〈エアロフィット〉（ウェーブハンドル・スーパーグルーレス

刃）
なし

ﾊｻ-P210NB ハサミ〈エアロフィット〉（ワイドハンドル・グルーレス刃） なし

ﾊｻ-P210NLM ハサミ〈エアロフィット〉（ワイドハンドル・グルーレス刃） なし

ﾊｻ-P210NYG ハサミ〈エアロフィット〉（ワイドハンドル・グルーレス刃） なし

ﾊｻ-210NB ハサミ〈エアロフィット〉（ワイドハンドル） なし

ﾊｻ-210NW ハサミ〈エアロフィット〉（ワイドハンドル） なし

ﾊｻ-211NB ハサミ〈エアロフィット〉（ワイドハンドル） なし

ﾊｻ-211NW ハサミ〈エアロフィット〉（ワイドハンドル） なし

ﾊｻ-P220NB ハサミ〈エアロフィット〉（ウェーブハンドル・グルーレス刃） なし

ﾊｻ-P220NP ハサミ〈エアロフィット〉（ウェーブハンドル・グルーレス刃） なし

ﾊｻ-P220NLM ハサミ〈エアロフィット〉（ウェーブハンドル・グルーレス刃） なし

ﾊｻ-220NW2 ハサミ〈エアロフィット〉（ウェーブハンドル） なし

ﾊｻ-221NLB ハサミ〈エアロフィット〉（ウェーブハンドル） なし

ﾊｻ-P200NP ハサミ〈エアロフィット〉（スリムハンドル・グルーレス刃） なし

ﾊｻ-P200NYG ハサミ〈エアロフィット〉（スリムハンドル・グルーレス刃） なし

ﾊｻ-P200NYR ハサミ〈エアロフィット〉（スリムハンドル・グルーレス刃） なし

ﾊｻ-200NB ハサミ〈エアロフィット〉（スリムハンドル） なし

ﾊｻ-200NP ハサミ〈エアロフィット〉（スリムハンドル） なし

ﾊｻ-F170YR ハサミ〈テピタ〉（オープンハンドル） なし

T-M12ND テープカッター あり T-M12NB 449 製品色：黒→青

T-M12NR テープカッター あり T-M12NB 449 製品色：赤→青

T-M12NY テープカッター あり T-M12NB 449 製品色：黄→青

SL-M136 ステープラー あり SL-M200 456 製品色：青→黒

SL-M134 ステープラー あり SL-M210 456 製品色：青→黒

SL-M137 ステープラー あり SL-M220 456

本体価格：\11,000→\20,000、外寸法：W100×D397×H280mm→W87×D392×H267mm、と

じ枚数：23/13号針：PPC用紙約70〜100枚程度、23/17号針：PPC用紙約100〜140枚程度、23/20

号針：PPC用紙約140〜170枚程度、23/24号針：PPC用紙約170〜210枚程度→23/13号針：PPC用

紙約50〜100枚程度、23/17号針：PPC用紙約100〜150枚程度、23/20号針：PPC用紙約150〜195

枚程度、23/24号針：PPC用紙約195〜240枚程度、製品色：青→黒
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

ｸﾘ-JB34MX ダブルクリップ〈Ｓｃｅｌ－ｂｏ〉（業務パック） あり ｸﾘ-JB34D 472 本体価格：\2,640→\2,400、色：カラーアソート→黒（シルバーもあります）

ｸﾘ-JB35MX ダブルクリップ〈Ｓｃｅｌ－ｂｏ〉（業務パック） あり ｸﾘ-JB35D 472 本体価格：\2,240→\2,000、色：カラーアソート→黒（シルバーもあります）

ｸﾘ-JB34-1 ダブルクリップ〈Ｓｃｅｌ－ｂｏ〉（業務パック） あり ｸﾘ-JB34D 472 本体価格：\2,640→\2,400、白地・文字印刷あり（3種アソート）→黒（シルバーもあります）

ｸﾘ-JB35-1 ダブルクリップ〈Ｓｃｅｌ－ｂｏ〉（業務パック） あり ｸﾘ-JB35D 472 本体価格：\2,240→\2,000、白地・文字印刷あり（3種アソート）→黒（シルバーもあります）

ｸﾘ-J34BMX ダブルクリップ〈Ｓｃｅｌ－ｂｏ〉（個箱タイプ） あり ｸﾘ-J34D 473 本体価格：\330→\300、色：青系ミックス→黒（シルバーもあります）

ｸﾘ-J34GMX ダブルクリップ〈Ｓｃｅｌ－ｂｏ〉（個箱タイプ） あり ｸﾘ-J34D 473 本体価格：\330→\300、色：緑系ミックス→黒（シルバーもあります）

ｸﾘ-J34RMX ダブルクリップ〈Ｓｃｅｌ－ｂｏ〉（個箱タイプ） あり ｸﾘ-J34D 473 本体価格：\330→\300、色：赤系ミックス→黒（シルバーもあります）

ｸﾘ-J35BMX ダブルクリップ〈Ｓｃｅｌ－ｂｏ〉（個箱タイプ） あり ｸﾘ-J35D 473 本体価格：\280→\250、色：青系ミックス→黒（シルバーもあります）

ｸﾘ-J35GMX ダブルクリップ〈Ｓｃｅｌ－ｂｏ〉（個箱タイプ） あり ｸﾘ-J35D 473 本体価格：\280→\250、色：緑系ミックス→黒（シルバーもあります）

ｸﾘ-J35RMX ダブルクリップ〈Ｓｃｅｌ－ｂｏ〉（個箱タイプ） あり ｸﾘ-J35D 473 本体価格：\280→\250、色：赤系ミックス→黒（シルバーもあります）

ｸﾘ-J34-1 ダブルクリップ〈Ｓｃｅｌ－ｂｏ〉（個箱タイプ） あり ｸﾘ-J34D 473 本体価格：\330→\300、白地・文字印刷あり（3種アソート）→黒（シルバーもあります）

ｸﾘ-J35-1 ダブルクリップ〈Ｓｃｅｌ－ｂｏ〉（個箱タイプ） あり ｸﾘ-J35D 473 本体価格：\280→\250、白地・文字印刷あり（3種アソート）→黒（シルバーもあります）

ｸﾘ-74 ペンマグクリップ なし

ｸﾘ-74-2 ペンマグクリップ なし

ｸﾘ-6 ゼムクリップ（プラケース入り） あり ｸﾘ-7N 476
本体価格：\140→\120、プラケース入り→袋入り、入り数：35g（約145本）→50g（約208本）、

包装単位：20/300→10/200

ﾘﾝ-PC2 カードリング〈ピコラ〉 あり ﾘﾝ-B102 477
本体価格：\230→\210、〈ピコラ〉ケース入り→パック入り、入り数：8個→10個、包装単位：

5/100→10/300

ﾘﾝ-PC3 カードリング〈ピコラ〉 あり ﾘﾝ-B103 477
本体価格：\230→\210、〈ピコラ〉ケース入り→パック入り、入り数：9個→11個、包装単位：

5/100→10/300

ﾘﾝ-PC4 カードリング〈ピコラ〉 あり ﾘﾝ-B104 477
本体価格：\230→\210、〈ピコラ〉ケース入り→パック入り、入り数：10個→12個、包装単位：

5/100→10/300

ｶﾋ-10NB プラスチック画鋲 あり ｶﾋ-10NT 479 製品色：青→透明

ｶﾋ-10NY プラスチック画鋲 あり ｶﾋ-10NT 479 製品色：黄→透明

ﾋﾝ-1 ピン針 なし

ｸﾘ-T63B マグネットクリップ（クリヤー） なし

ｸﾘ-T63G マグネットクリップ（クリヤー） なし

ｸﾘ-T63P マグネットクリップ（クリヤー） なし

ｸﾘ-T63T マグネットクリップ（クリヤー） なし

ELA-GU92N レーザーポインター〈ＧＲＥＥＮ〉（ＵＤシリーズ） あり ELP-G20 509
本体価格：\34,000→\35,000、素材：樹脂→金属、形状：リモコン型→ペン型、本体寸法：W26×

D124×H23.5mm→軸径φ13×長さ172.5mm、質量（電池含む）：約74g→約82g

NM-PK2D タッグクリップ〈ＩＤｅｏ〉 あり ﾅﾌ-P2N 531

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 タッグクリップ〈ＩＤｅｏ〉 あり ﾅﾌ-P2N 531

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

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 522 ひも色：緑→青

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 522 ひも色：黄→青

ﾅﾌ-AH1G 腕章 あり ﾅﾌ-AH1Y 533 製品色：緑→黄

ﾅﾌ-40NR ソフト名札（安全ピン・クリップ両用型）〈イタメンクリップ〉 あり ﾅﾌ-40B 534 製品色：赤→青

ﾅﾌ-45R ソフト名札（安全ピン・クリップ両用型）〈イタメンクリップ〉 あり ﾅﾌ-45B 534 製品色：赤→青

KFB-HA4W キーファイルハーフ〈ＫＥＹＳＹＳ〉 あり KFB-HA4T 537 製品色：白→透明

F-WPR100P ボールペン〈ＷｉＬＬ　ＳＴＡＴＩＯＮＥＲＹ　ＡＣＴＩＣ〉 なし

F-WPR100YR-1P ボールペン〈ＷｉＬＬ　ＳＴＡＴＩＯＮＥＲＹ　ＡＣＴＩＣ〉 なし

F-WPR110B
ボールペン〈ＷｉＬＬ　ＳＴＡＴＩＯＮＥＲＹ　ＡＣＴＩＣ〉（三角グ

リップ）
なし

F-WPR110W
ボールペン〈ＷｉＬＬ　ＳＴＡＴＩＯＮＥＲＹ　ＡＣＴＩＣ〉（三角グ

リップ）
なし

F-WPR110YR
ボールペン〈ＷｉＬＬ　ＳＴＡＴＩＯＮＥＲＹ　ＡＣＴＩＣ〉（三角グ

リップ）
なし

PK-501D トリプルペン〈フィットカーブＦ３〉 なし

PRR-SJ10D ボールペン替芯（油性インク） なし

F-WPS112YR
シャープペンシル〈ＷｉＬＬ　ＳＴＡＴＩＯＮＥＲＹ　ＡＣＴＩＣ〉

（三角グリップ）
なし

F-WPS100V シャープペンシル〈ＷｉＬＬ　ＳＴＡＴＩＯＮＥＲＹ　ＡＣＴＩＣ〉 あり F-WPS100B 576 製品色：紫→青

F-VPS103YR-1P シャープペンシル〈コロレー〉 あり F-VPS103YR 577 吊り下げ袋入り→吊り下げ袋なし、包装単位：5/1000→10/1000

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 593 吊り下げ袋入り→吊り下げ袋なし

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 593 吊り下げ袋入り→吊り下げ袋なし

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 593 吊り下げ袋入り→吊り下げ袋なし

ﾏ-52N デスクマット軟質（予定表付き） あり ﾏ-53N 619 本体価格：\1,500→\1,700、外寸法：550×390mm→600×450mm

DT-41NB スタッキングトレー あり DT-41NM 620 製品色：青→ライトグレー

ｶﾊ-A4T10D ビジネスバッグ（高級手提げ） なし

KK-M1D モバイルロックキット なし

ｶﾊ-BR11R バッグインバッグ〈Ｂｉｚｒａｃｋ〉（Ａ４・Ｂ５・Ａ４タテ） あり ｶﾊ-BR11S 632 製品色：ワインレッド→ベージュ

ｶﾊ-BR23B バッグインバッグ〈Ｂｉｚｒａｃｋ〉（Ａ４・Ｂ５・Ａ４タテ） なし
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ｶﾊ-BR23D バッグインバッグ〈Ｂｉｚｒａｃｋ〉（Ａ４・Ｂ５・Ａ４タテ） なし

ｶﾊ-BR21B バッグインバッグ〈Ｂｉｚｒａｃｋ〉（Ａ５） なし

TZ-1552 三角スケール なし

TZ-1561D 三角スケールブラックタイプ（グリップ付き） なし

TZ-1566 三角スケール（水準器付き） なし

ｾ-PIP76 インクジェットプロッター用紙　上質紙 あり ｾ-PIR86 645

本体価格：\4,900→\4,500、上質紙（森林認証紙）→古紙パルプ配合、白色度：93%程度（ISO）

→75%程度（ISO）、紙厚：0.09mm→0.10mm、坪量：78g/㎡→81g/㎡、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-PIP77 インクジェットプロッター用紙　上質紙 あり ｾ-PIR87 645

本体価格：\2,350→\2,140、上質紙（森林認証紙）→古紙パルプ配合、白色度：93%程度（ISO）

→75%程度（ISO）、紙厚：0.09mm→0.10mm、坪量：78g/㎡→81g/㎡、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

ｳｹ-6 領収証 あり ｳｹ-55 660 サイズ：タテ93×ヨコ237mm→タテ84×ヨコ220mm、包装単位：20/80→20/240

ｹｻ-21N 決算用紙 なし

ﾉ-R108BN-YG キャンパスノート〈ｐａｒａｃｕｒｕｎｏ〉（パラクルノ） あり ﾉ-R108AN-P 693 表紙色：黄緑→ピンク、罫内容：中横罫28行→普通横罫24行

ﾉ-630A-B キャンパス　カバー付きノート あり ﾉ-670D 703

本体価格：\1,400→\1,500、表紙色：青→黒、カバー寸法：タテ260×ヨコ189mm→タテ261×ヨ

コ186mm、罫内容：普通横罫29行→太横罫27行、中紙：上質紙→上質紙（クリーム）、表紙：布

+PVCカバー→発泡PVCカバー、枚数：96枚→80枚、包装単位：5/30→5/40

ﾉ-630B-R キャンパス　カバー付きノート あり ﾉ-670D 703

本体価格：\1,400→\1,500、表紙色：赤→黒、カバー寸法：タテ260×ヨコ189mm→タテ261×ヨ

コ186mm、罫内容：中横罫34行→太横罫27行、中紙：上質紙→上質紙（クリーム）、表紙：布

+PVCカバー→発泡PVCカバー、枚数：96枚→80枚、包装単位：5/30→5/40

ﾉ-635A-B キャンパス　カバー付きノート あり ﾉ-675D 703

本体価格：\950→\1,250、表紙色：青→黒、カバー寸法：タテ218×ヨコ161mm→タテ219×ヨコ

153mm、行数：24行→26行、中紙：上質紙→上質紙（クリーム）、表紙：布+PVCカバー→発泡

PVCカバー、枚数：96枚→80枚

ﾉ-635B-R キャンパス　カバー付きノート あり ﾉ-675D 703

本体価格：\950→\1,250、表紙色：赤→黒、カバー寸法：タテ218×ヨコ161mm→タテ219×ヨコ

153mm、罫内容：中横罫28行→普通横罫26行、中紙：上質紙→上質紙（クリーム）、表紙：布

+PVCカバー→発泡PVCカバー、枚数：96枚→80枚

ﾉ-BU47S-P 文庫本ノート あり ﾉ-BU47S-DB 708 表紙色：ピンク→ダークブルー

ﾉ-BU57B 文庫本ノート あり ﾉ-BU17B-B 708 表紙色・柄違い

CLA-4A-B クレールフォンテーヌ〈Ｔｒｉｃｏｔａｇｅ〉くるみ表紙ノート なし

CLA-4A-D クレールフォンテーヌ〈Ｔｒｉｃｏｔａｇｅ〉くるみ表紙ノート なし

CLA-4A-G クレールフォンテーヌ〈Ｔｒｉｃｏｔａｇｅ〉くるみ表紙ノート なし

CLA-4A-P クレールフォンテーヌ〈Ｔｒｉｃｏｔａｇｅ〉くるみ表紙ノート なし

CLA-4A-YR クレールフォンテーヌ〈Ｔｒｉｃｏｔａｇｅ〉くるみ表紙ノート なし

CLA-T5A-D クレールフォンテーヌ〈Ｔｒｉｃｏｔａｇｅ〉ツインリングノート なし

CLA-T5A-YR クレールフォンテーヌ〈Ｔｒｉｃｏｔａｇｅ〉ツインリングノート なし

CLA-T105A-G クレールフォンテーヌ〈Ｔｒｉｃｏｔａｇｅ〉ツインリングノート なし

CLA-T105A-P クレールフォンテーヌ〈Ｔｒｉｃｏｔａｇｅ〉ツインリングノート なし

F-VKN128B 意匠ノート〈グラシュー〉 あり F-VKN122NB 709
表紙：〈グラシュー〉シリーズ（板紙）→〈コロレー〉シリーズ（PET）、罫内容：中横罫36行→普

通横罫31行

F-VKN128P 意匠ノート〈グラシュー〉 あり F-VKN122NP 709
表紙：〈グラシュー〉シリーズ（板紙）ローズピンク→〈コロレー〉シリーズ（PET）ピンク、罫内

容：中横罫36行→普通横罫31行

F-VKN122NV 意匠ノート〈コロレー〉 あり F-VKN122NB 709 表紙色：パープル→ブルー

ｽ-T110BN-GX3 キャンパス　ツインリングノート（３冊パック） あり ｽ-T110AN-BX3 715 罫内容：中横罫34行→普通横罫29行、表紙色：緑→青

ｽ-TV30AN-YR ツインリングノート〈コロレー〉 あり ｽ-TV30AN-P 717 表紙色：オレンジ→ピンク

ｽ-TV31AN-YR ツインリングノート〈コロレー〉 あり ｽ-TV31AN-P 717 表紙色：オレンジ→ピンク

ｽ-T258Y ツインリングノート（ホルダータイプ） あり ｽ-T258P 717 表紙色：黄→ピンク

ｽ-T258YG ツインリングノート（ホルダータイプ） あり ｽ-T258LB 717 表紙色：黄緑→ライトブルー

ｽ-TV91B-R ツインリングノート〈インスピラシオン〉 あり ｽ-T155BTN 687

本体価格：\310→\210、中紙寸法：タテ148×ヨコ105mm→タテ148×ヨコ114mm、罫内容：中

横罫→中横罫（ドット入り）、中紙：上質紙→上質紙（森林認証紙）、表紙（表）：合紙→透明PP、

表紙色：赤→青

ｽ-105AN キャンパス　スパイラルノート あり ｽ-105BN 719 罫内容：普通横罫25行→中横罫29行、表紙色：青→緑

ｽ-PV11A-B プラスチックスパイラルノート なし

ﾒ-MCA91D メモパッド〈ＣａｍｉＡｐｐ〉 あり ﾒ-MCA90DN 724
本体価格：\390→\610、表紙寸法：タテ148×ヨコ105mm→タテ210×ヨコ148mm、中紙寸法：

タテ134×ヨコ105mm→タテ190×ヨコ148mm、包装単位：5/180→5/80

ﾒ-MCA92DN メモパッド〈ＣａｍｉＡｐｐ〉 あり ﾒ-MCA90DN 724
本体価格：\280→\610、表紙寸法：タテ105×ヨコ74mm→タテ210×ヨコ148mm、中紙寸法：タ

テ95×ヨコ74mm→タテ190×ヨコ148mm、吊り下げ：可→不可、包装単位：5/240→5/80

ｽ-850P 英習帳（プラスチックスパイラル） あり ｽ-850B 728 表紙色：ピンク→ブルー

ﾀﾝ-45P 単語帳（プラスチックスパイラル） あり ﾀﾝ-45B 729 表紙色：ピンク→ブルー

ﾙ-P732G スライドバインダー（スリムタイプ） あり ﾙ-P732B 733 表紙色：緑→青

ﾙ-P338P スライドバインダー〈クリスタルマインド〉（ミドルタイプ） あり ﾙ-P338B 733 表紙色：ピンク→青

ﾙ-P338T スライドバインダー〈クリスタルマインド〉（ミドルタイプ） あり ﾙ-P338B 733 表紙色：透明→青

ﾙ-P130P 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-P130B 733 表紙色：ピンク→青

ﾙ-P770-1 ポップスリム（スーパースリムタイプ） あり ﾙ-P770-3 734 表紙色：クリヤー→スカイブルー

ﾙ-P770-2 ポップスリム（スーパースリムタイプ） あり ﾙ-P770-3 734 表紙色：ライトブルー→スカイブルー

ﾙ-P770-5 ポップスリム（スーパースリムタイプ） あり ﾙ-P770-3 734 表紙色：ラベンダー→スカイブルー

ﾙ-313B キャンパス　バインダーノート（ミドルタイプ） あり ﾙ-311-4 737
本体価格：\880→\890、デザイン違い、表紙：PPフィルム貼り→布貼り、セット内容：中紙10枚→

中紙20枚・インデックス・ラミネート見出し用紙5枚、包装単位：20→10

ﾙ-313LB キャンパス　バインダーノート（ミドルタイプ） あり ﾙ-311-12 737
本体価格：\880→\890、デザイン違い、表紙：PPフィルム貼り→布貼り、セット内容：中紙10枚→

中紙20枚・インデックス・ラミネート見出し用紙5枚、包装単位：20→10

ﾙ-313P キャンパス　バインダーノート（ミドルタイプ） あり ﾙ-311-9 737
本体価格：\880→\890、デザイン違い、表紙：PPフィルム貼り→布貼り、セット内容：中紙10枚→

中紙20枚・インデックス・ラミネート見出し用紙5枚、包装単位：20→10

ﾙ-313YR キャンパス　バインダーノート（ミドルタイプ） あり ﾙ-311-8 737
本体価格：\880→\890、デザイン違い、表紙：PPフィルム貼り→布貼り、セット内容：中紙10枚→

中紙20枚・インデックス・ラミネート見出し用紙5枚、包装単位：20→10

ﾙ-348G バインダーノート〈クリスタルマインド〉（ミドルタイプ） あり ﾙ-348B 736 表紙色：緑→青

ﾙ-348P バインダーノート〈クリスタルマインド〉（ミドルタイプ） あり ﾙ-348B 736 表紙色：ピンク→青

ﾙ-348T バインダーノート〈クリスタルマインド〉（ミドルタイプ） あり ﾙ-348B 736 表紙色：透明→青

ﾉ-H836A キャンパス　ルーズリーフ（さらさら筆記タイプ） あり ﾉ-836AN 739 本体価格：\300→\280、行数：32行→31行、紙厚：70g/㎡→75g/㎡

ﾉ-H836B キャンパス　ルーズリーフ（さらさら筆記タイプ） あり ﾉ-836BN 739 本体価格：\300→\280、行数：37行→36行、紙厚：70g/㎡→75g/㎡

ﾉ-H806B キャンパス　ルーズリーフ（さらさら筆記タイプ） あり ﾉ-807BN 739 本体価格：\270→\250、行数：29行→28行、紙厚：70g/㎡→75g/㎡

ﾉ-H816AE キャンパス　ルーズリーフ（さらさら筆記タイプ） あり ﾉ-816AEN 739 本体価格：\420→\400、行数：36行→35行、紙厚：70g/㎡→75g/㎡

ﾉ-H816BE キャンパス　ルーズリーフ（さらさら筆記タイプ） あり ﾉ-816BEN 739 本体価格：\420→\400、行数：42行→41行、紙厚：70g/㎡→75g/㎡

ﾉ-A816A
キャンパス　ルーズリーフ〈Ｃａｍｐｕｓ　ｈｉｇｈ　ｇｒａｄｅ〉

（ＣＹＯ－ＢＯ　ＰＡＰＥＲ）
あり ﾉ-816AN 739 本体価格：\420→\310、行数：36行→35行、紙厚：100g/㎡→75g/㎡・0.10mm程度

ﾉ-A816B
キャンパス　ルーズリーフ〈Ｃａｍｐｕｓ　ｈｉｇｈ　ｇｒａｄｅ〉

（ＣＹＯ－ＢＯ　ＰＡＰＥＲ）
あり ﾉ-816BN 739 本体価格：\420→\310、行数：42行→41行、紙厚：100g/㎡→75g/㎡・0.10mm程度

ﾉ-V835A ルーズリーフ〈コロレー〉 あり ﾉ-V835B 743 罫内容：普通横罫32行→中横罫37行

ﾉ-V806B ルーズリーフ〈コロレー〉 あり ﾉ-V806A 743 罫内容：中横罫30行→普通横罫26行

ﾚ-410B キャンパス　レポートパッド（薄口・パンチ穴付き） あり ﾚ-450B 749 本体価格：\270→\180、枚数：80枚→50枚、包装単位：10/80→10/120

ｹ-10-6 原稿用紙（バラ） あり ｹ-10-2 754 本体価格：\530→オープンプライス、枚数：100枚→100枚×5束、包装単位：5/40→8

ﾚ-C20WN 模造紙 なし

ｽｲ-12 金銭出納帳 あり ｽｲ-11 756 本体価格：\420→\220、表紙柄違い、枚数：30枚→44枚、包装単位：10/120→20/200

ｽｲ-182-1 家計簿（カバー付き） あり ｽｲ-130 756

本体価格：\1,050→\550、表紙柄違い、サイズ：タテ257×ヨコ182mm→タテ251×ヨコ

179mm、枚数：72枚→64枚、製本様式：糸かがりとじ→無線とじ、PVCカバー付き→なし、包装単

位：5/40→5/60

ﾖﾊ-SK50W ライティングホルダー〈就活スタイル〉 あり ﾖﾊ-SK50DM 761 製品色：白→ダークグレー

ﾋ-322 決定版便箋 なし

ﾒ-J366B ツインリングメモ〈エッジタイトル〉（カットオフ） あり ﾒ-J363B 772
本体価格：\250→\190、サイズ：A6→A7変形、中紙寸法：タテ148×ヨコ105mm→タテ113×ヨ

コ74mm、行数：21行→14行

ﾚ-UN964 ドラフトペーパー（メッセージ）〈ＵＮＩＦＥＥＬ〉 なし

F-VKM127B メモパッド〈コロレー〉 あり ﾒ-240-B 774
本体価格：\130→\120、枚数：100枚→130枚、表紙デザイン違い、紙質：上質紙→色上質紙

（青）、包装単位：5/120→10/60

F-VKM127G メモパッド〈コロレー〉 あり ﾒ-240-Y 774
本体価格：\130→\120、枚数：100枚→130枚、表紙デザイン違い、紙質：上質紙→色上質紙（ク

リーム）、表紙色：グリーン→クリーム、包装単位：5/120→10/60

F-VKM127P メモパッド〈コロレー〉 あり ﾒ-240-P 774
本体価格：\130→\120、枚数：100枚→130枚、表紙デザイン違い、紙質：上質紙→色上質紙（ピ

ンク）、包装単位：5/120→10/60

ﾒ-M4N キャンパス　メモパッド（カットオフ） あり ﾒ-M777S5-D 683

本体価格：\160→\230、サイズ：タテ125×ヨコ84mm→タテ105×ヨコ74mm（表紙）・タテ95

×ヨコ74mm（中紙）、枚数：90枚→70枚、表紙デザイン違い、表紙色：青→黒、表紙：板紙→PP

貼り板紙、紙質：上質紙（薄口）→上質紙（森林認証紙）、紙厚：50g/㎡→70g/㎡
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ｼﾕ-11NB アドレスブック（固定式） あり ｼﾕ-51ND 785

本体価格：\660→\1,200、固定式→替紙式・バインダータイプ、サイズ：B6→A5、収容数：660名

→800名（最大収容数1360名）、表紙：布クロス貼り→PVC、表紙色：青→黒、包装単位：10/80→

10/20

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

ｱ-NP511N-2 ポシェットアルバム〈カラフルシリーズ〉 あり ｱ-NP1535-1〜3 793

本体価格：\1,230→オープンプライス、2段厚型→3段厚型、台紙枚数：40枚→60枚、写真収容枚数

（1冊）：E・Lサイズ160枚、ポストカードサイズ・ハイビジョンサイズなら80枚→E・Lサイズ360

枚、ポストカードサイズ・パノラマサイズなら120枚、ケース外寸法：タテ203×ヨコ156×厚み

33mm→タテ292×ヨコ160.5×厚み46.5mm、表紙デザイン違い、包装単位：5/30→5/20

ｱ-NP530-1 ポシェットアルバム〈カラフルシリーズ〉 あり ｱ-NP1535-1〜3 793

本体価格：\1,870→オープンプライス、台紙枚数：50枚→60枚、写真収容枚数（1冊）：E・Lサイ

ズ300枚、ポストカードサイズ・パノラマサイズなら100枚→E・Lサイズ360枚、ポストカードサイ

ズ・パノラマサイズなら120枚、ケース外寸法：タテ299×ヨコ157×厚み40mm→タテ292×ヨコ

160.5×厚み46.5mm、表紙デザイン違い、包装単位：5/30→5/20

ｱ-NP530-3 ポシェットアルバム〈カラフルシリーズ〉 あり ｱ-NP1535-1〜3 793

本体価格：\1,870→オープンプライス、台紙枚数：50枚→60枚、写真収容枚数（1冊）：E・Lサイ

ズ300枚、ポストカードサイズ・パノラマサイズなら100枚→E・Lサイズ360枚、ポストカードサイ

ズ・パノラマサイズなら120枚、ケース外寸法：タテ299×ヨコ157×厚み40mm→タテ292×ヨコ

160.5×厚み46.5mm、表紙デザイン違い、包装単位：5/30→5/20

ｱ-NP530-4 ポシェットアルバム〈カラフルシリーズ〉 あり ｱ-NP1535-1〜3 793

本体価格：\1,870→オープンプライス、台紙枚数：50枚→60枚、写真収容枚数（1冊）：E・Lサイ

ズ300枚、ポストカードサイズ・パノラマサイズなら100枚→E・Lサイズ360枚、ポストカードサイ

ズ・パノラマサイズなら120枚、ケース外寸法：タテ299×ヨコ157×厚み40mm→タテ292×ヨコ

160.5×厚み46.5mm、表紙デザイン違い、包装単位：5/30→5/20

ｱ-501B メタリックアルバム（ブックタイプ） なし

ｱ-501LB メタリックアルバム（ブックタイプ） なし

ｱ-501LP メタリックアルバム（ブックタイプ） なし

ｱ-501P メタリックアルバム（ブックタイプ） なし

ｱ-511B メタリックアルバム（ブックタイプ） なし

ｱ-511LB メタリックアルバム（ブックタイプ） なし

ｱ-511LG メタリックアルバム（ブックタイプ） なし

ｱ-511LP メタリックアルバム（ブックタイプ） なし

ｱ-511P メタリックアルバム（ブックタイプ） なし

ｱ-511W メタリックアルバム（ブックタイプ） なし

ｱ-521B メタリックアルバム（ブックタイプ） なし

ｱ-521LG メタリックアルバム（ブックタイプ） 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-2 797
本体価格：\3,600→\4,800、表紙デザイン違い、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（ピンク）、写真台紙：なし→1枚

ｱ-LW34N-3 ジョイナー○アルバム〈婚礼用〉（ビスタイプ） なし
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