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A4-OGN 貸し出しガイド なし
A5E-FFN-M ファイルフォルダー なし
B4-IFF-B 個別フォルダー（カラー・Ｆタイプ） あり B4-IFB 227 製品色：薄青（インターグレイシリーズ）→青
B4-IFF-M 個別フォルダー（カラー・Ｆタイプ） あり B4-IFM 227 製品色：薄グレー（インターグレイシリーズ）→グレー
B4-IFF-P 個別フォルダー（カラー・Ｆタイプ） あり B4-IFP 227 製品色：薄ピンク（インターグレイシリーズ）→ピンク
B4-IFF-Y 個別フォルダー（カラー・Ｆタイプ） あり B4-IFY 227 製品色：薄黄（インターグレイシリーズ）→黄
B4-SFT ファイルボックス－ＦＳ〈Ｔタイプ〉 あり B4-SFT-B 220 本体価格：¥340→¥390、製品色：クラフト色→青
B5-2F-1B １／２カットフォルダー（カラー） なし
B5-2F-1G １／２カットフォルダー（カラー） なし
B5-2F-1M １／２カットフォルダー（カラー） なし
B5-2F-1P １／２カットフォルダー（カラー） なし
B5-2F-1Y １／２カットフォルダー（カラー） なし
B5-2F-2B １／２カットフォルダー（カラー） なし
B5-2F-2G １／２カットフォルダー（カラー） なし
B5-2F-2M １／２カットフォルダー（カラー） なし
B5-2F-2P １／２カットフォルダー（カラー） なし
B5-2F-2Y １／２カットフォルダー（カラー） なし
CB-B11G 手提げ金庫（ダイヤル錠・ブザー付き） あり CB-11G 608 本体価格：¥18,000→¥15,000、警報ブザー付き→なし
CB-B11M 手提げ金庫（ダイヤル錠・ブザー付き） あり CB-11M 608 本体価格：¥18,000→¥15,000、警報ブザー付き→なし
CB-B12G 手提げ金庫（ダイヤル錠・ブザー付き） あり CB-12G 608 本体価格：¥16,000→¥12,000、警報ブザー付き→なし
CB-B12M 手提げ金庫（ダイヤル錠・ブザー付き） あり CB-12M 608 本体価格：¥16,000→¥12,000、警報ブザー付き→なし
CLA-T5A-B クレールフォンテーヌ〈Ｔｒｉｃｏｔａｇｅ〉ツインリングノート なし
CLA-T5A-G クレールフォンテーヌ〈Ｔｒｉｃｏｔａｇｅ〉ツインリングノート なし
CLA-T5A-P クレールフォンテーヌ〈Ｔｒｉｃｏｔａｇｅ〉ツインリングノート なし
CLA-T105A-B クレールフォンテーヌ〈Ｔｒｉｃｏｔａｇｅ〉ツインリングノート なし
DN-700A ペーパーカッター用替刃 なし
DN-700B ペーパーカッター用替刃 なし
DRK-FB10D 転倒防止ベルト（大型テレビスタンド用） なし
DRK-FB21D 転倒防止ベルト（シュレッダー用） なし
DRK-KG1 アロマで除菌 なし

DRP-TP2 長尺トイレットペーパー（１０個入り） あり DRP-TP3 399

本体価格：¥2,800→¥2,700、205m巻き10個入り→200m巻き

６個入り、ケース外寸法：W280×D317×H260mm→W139×

D317×H260mm、単品外寸法：幅110×芯径38mm→幅107×

芯径37mm、質量：4.5kg→2.3kg

DRP-VV1 備蓄ボックス（Ｓタイプ） あり DRP-VV3 402
本体価格：¥600→¥700、耐荷重：約3kgf→約16kgf、包装単

位：10→20

DRP-VV2 備蓄ボックス（Ｌタイプ） あり DRP-VV4 402
本体価格：¥1,000→¥1,100、耐荷重：約7kgf→約20kgf、包装

単位：10→20

DT-UN40B スタッキングトレー〈ＵＮＩＦＥＥＬ〉 あり DT-40NB 607

外寸法：W270×D333×H70mm→W249×D329×H68mm、

内寸法：W243×D316×H58mm→W233×D327×H60mm、

別売専用スペーサー：あり→なし、エコマーク認定：なし→あり

DT-UN40D スタッキングトレー〈ＵＮＩＦＥＥＬ〉 あり DT-40ND 607

外寸法：W270×D333×H70mm→W249×D329×H68mm、

内寸法：W243×D316×H58mm→W233×D327×H60mm、

別売専用スペーサー：あり→なし、エコマーク認定：なし→あり

DT-UN40M スタッキングトレー〈ＵＮＩＦＥＥＬ〉 あり DT-40NM 607

外寸法：W270×D333×H70mm→W249×D329×H68mm、

内寸法：W243×D316×H58mm→W233×D327×H60mm、

別売専用スペーサー：あり→なし、エコマーク認定：なし→あり
EAM-PD15B マウスパッド（薄型） なし
EAM-PD50V マウスパッド〈コロレー〉 あり EAM-PD50P 277 製品色：パープル→ピンク
EAM-PD50YR マウスパッド〈コロレー〉 あり EAM-PD50P 277 製品色：オレンジ→ピンク
EAM-PD60B マウスパッド〈プロフェッショナルモデル〉 なし
EAM-PD60D マウスパッド〈プロフェッショナルモデル〉 なし
EAM-PD60DM マウスパッド〈プロフェッショナルモデル〉 なし
EAM-PD60LB マウスパッド〈プロフェッショナルモデル〉 なし
EAM-PD60LG マウスパッド〈プロフェッショナルモデル〉 なし
EAM-PD60P マウスパッド〈プロフェッショナルモデル〉 なし
EAM-PD61D マウスパッド〈プロフェッショナルモデル〉 なし
EAM-PD101G マウスパッド（ハードタイプ） あり EAM-PD101B 277 製品色：緑→青
EAM-PD101P マウスパッド（ハードタイプ） あり EAM-PD101B 277 製品色：ピンク→青
EAS-CL-K1B クリーニングクロス なし
EAS-CL-K2B クリーニングクロス なし
EAS-CL-RAE5 エアダスター（不燃性・詰替式）用詰替用ボンベ なし

EAS-L41-80 パソコンロックキット（マスターキー付き８０個セット） あり EAS-L41 273
本体価格：¥362,000→¥4,200、マスターキー付き80個セット→単

品（マスターキー付きセットは別途対応）、包装単位：1→40
EAS-LDA15NC 液晶ディスプレイアーム なし
EAS-PCS1 ノートＰＣキャビネット用オプションシェルフ なし

EC-S5151 企業向けフォーム（低白色再生紙） あり EC-5151 358

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
EDB-A343 フロッピーディスクポケット なし

EDC-CMT1-50D ＣＤ／ＤＶＤ用ソフトケース〈ＭＥＤＩＡ　ＰＡＳＳ〉高透明・１枚収容 あり EDC-CME1-50D 286
本体価格：¥3,470→¥3,030、外寸法：W143×D126mm→

W141×D130mm、高透明タイプ→普通PPシートタイプ

EDC-CMT1-50W ＣＤ／ＤＶＤ用ソフトケース〈ＭＥＤＩＡ　ＰＡＳＳ〉高透明・１枚収容 あり EDC-CME1-50W 286
本体価格：¥3,470→¥3,030、外寸法：W143×D126mm→

W141×D130mm、高透明タイプ→普通PPシートタイプ

ELA-GU93N レーザーポインター〈ＧＲＥＥＮ〉（ＵＤシリーズ） あり ELP-G10 500

本体価格：¥24,000→¥19,800、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166.2mm、質量（電池含む）：約72g→約58g、保管用ソ

フトケース・ストラップ付属→なし
EPD-PB3 ＯＡツールケース なし
EVF-HLPR13HDW ＯＡフィルター（のぞき見防止タイプ）（ハイグレードタイプ）（ＨＤ対応） なし
EVF-HLPR15HDW ＯＡフィルター（のぞき見防止タイプ）（ハイグレードタイプ）（ＨＤ対応） なし

EVF-LPR17N ＯＡフィルター（のぞき見防止タイプ）（スタンダードタイプ） あり EVF-CLPR17N 276
タイプ：スタンダードタイプ→光沢タイプ、反射率：1.3%→1.1%、可視

光線透過率：80%→90%
F-VBF114B ペンケース〈コロレー〉 なし
F-VBF114G ペンケース〈コロレー〉 なし
F-VBF114P ペンケース〈コロレー〉 なし
F-VBF118B ペンケース〈グラシュー〉 なし
F-VBF118LG ペンケース〈グラシュー〉 なし
F-VBF118P ペンケース〈グラシュー〉 なし
F-VBF118S ペンケース〈グラシュー〉 なし
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F-VBF118YR ペンケース〈グラシュー〉 なし
F-VBF123-1 ペンケース〈Ｄ－ｐｒｏｊｅｃｔ〉（ボックスタイプ） なし
F-VBF123-2 ペンケース〈Ｄ－ｐｒｏｊｅｃｔ〉（ボックスタイプ） なし
F-VKB101DB バインダーノート〈レペテ〉（スリムタイプ） なし
F-VKB101P バインダーノート〈レペテ〉（スリムタイプ） なし
F-VKN122NP 意匠ノート〈コロレー〉 なし
F-VKN122NYR 意匠ノート〈コロレー〉 なし
F-VKR111LB ツインリングノート〈レペテ〉 なし
F-VKR111P ツインリングノート〈レペテ〉 なし
F-VPR105G ボールペン〈コロレー〉 あり F-VPR105B 563 製品色：グリーン→ブルー
F-VPR105P ボールペン〈コロレー〉 あり F-VPR105B 563 製品色：ピンク→ブルー
F-VPR105V ボールペン〈コロレー〉 あり F-VPR105B 563 製品色：パープル→ブルー
F-WPS100B-1P シャープペンシル〈ＷｉＬＬ　ＳＴＡＴＩＯＮＥＲＹ　ＡＣＴＩＣ〉 あり F-VPS103B-1P 571 製品色：青〈WiLL STATIONERY ACTIC〉→ブルー〈コロレー〉
F-WPS100D シャープペンシル〈ＷｉＬＬ　ＳＴＡＴＩＯＮＥＲＹ　ＡＣＴＩＣ〉 あり F-VPS103B 571 製品色：黒〈WiLL STATIONERY ACTIC〉→ブルー〈コロレー〉
F-WPS100G シャープペンシル〈ＷｉＬＬ　ＳＴＡＴＩＯＮＥＲＹ　ＡＣＴＩＣ〉 あり F-VPS103G 571 製品色：緑〈WiLL STATIONERY ACTIC〉→グリーン〈コロレー〉
F-WPS100P シャープペンシル〈ＷｉＬＬ　ＳＴＡＴＩＯＮＥＲＹ　ＡＣＴＩＣ〉 あり F-VPS103P 571 製品色：ピンク〈WiLL STATIONERY ACTIC〉→ピンク〈コロレー〉
F-WPS100YR シャープペンシル〈ＷｉＬＬ　ＳＴＡＴＩＯＮＥＲＹ　ＡＣＴＩＣ〉 あり F-VPS103YR 571 製品色：オレンジ〈WiLL STATIONERY ACTIC〉→オレンジ〈コロ
F-WPS100YR-1P シャープペンシル〈ＷｉＬＬ　ＳＴＡＴＩＯＮＥＲＹ　ＡＣＴＩＣ〉 あり F-VPS103P-1P 571 製品色：オレンジ〈WiLL STATIONERY ACTIC〉→ピンク〈コロレー〉
F-WPW107 消しゴム〈ＷｉＬＬ　ＳＴＡＴＩＯＮＥＲＹ　ＡＣＴＩＣ〉 なし
GY-YAC100-1 〈ひらめきッズ〉工作いろがようしセット なし
GY-YAC100-2 〈ひらめきッズ〉工作いろがようしセット なし
HG-C100B-D 装丁ノート〈ＲＥＣＯＲＤ　ＢＯＯＫ　Ｃｅｎｔｕｒｙ　Ｅｄｉｔｉｏｎ〉 なし
HG-C100B-M 装丁ノート〈ＲＥＣＯＲＤ　ＢＯＯＫ　Ｃｅｎｔｕｒｙ　Ｅｄｉｔｉｏｎ〉 なし
IS-F70B セキュリティスタンプ〈かくしタローフラット〉 なし
IS-R10W セキュリティローラースタンプ〈かくしタロー○〉 なし
IS-R25D セキュリティローラースタンプ〈かくしタロー○〉 なし
J-SM-150W 紙コップ あり J-SM-150F 371 本体価格：¥25,200→¥23,600、コップ色：ホワイト→フラワー
J-SM-K150FTN 紙コップ あり J-SM-150F 371 本体価格：¥25,000→¥23,600、コップ色：緑･紫→フラワー
J-SM-K205FTN 紙コップ あり J-SM-205F 371 コップ色：緑･紫→フラワー
KB-4329 ＫＢ用紙（ロール） なし
KB-4359 ＫＢ用紙（ロール） なし
KB-4388 ＫＢ用紙（ロール） なし
KB-C34S ＰＰＣカラー用紙（共用紙）（ＦＳＣ○認証） あり KB-C134NS 319 本体価格：¥3,050→¥800、枚数：500枚→100枚、包装単位：

KB-KC34NG ＰＰＣカラー用紙（共用紙） あり KB-C134NG 319

本体価格：¥2,780→¥800、枚数：500枚→100枚、FSC(R)認

証パルプ使用（FSCミックス）へ変更（色が若干異なる）、GPNエコ商

品ねっと：非掲載→掲載、包装単位：5→20

KB-RP39H1K レセプト用紙（再生紙）無地 あり KB-RP39H1 320

本体価格：¥1,600→¥1,240、再生紙・白色度70%程度（ISO）

→普通紙・白色度80%程度（ISO）、グリーン購入法：適合→非適

合

KB-W115B ＰＰＣ用和紙（柄入り） なし
KB-W115P ＰＰＣ用和紙（柄入り） なし
KB-W214 ＰＰＣ用和紙 なし
KJ-B110-2 インクジェットプリンタ用　招待状セット〈ことぶきスタイル〉 なし
KJ-B110-5 インクジェットプリンタ用　招待状セット〈ことぶきスタイル〉 なし
KJ-B110-6 インクジェットプリンタ用　招待状セット〈ことぶきスタイル〉 なし
KJ-B120-2 インクジェットプリンタ用　席次表セット〈ことぶきスタイル〉 なし
KJ-B120-5 インクジェットプリンタ用　席次表セット〈ことぶきスタイル〉 なし
KJ-B120-6 インクジェットプリンタ用　席次表セット〈ことぶきスタイル〉 なし
KJ-B130-2 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-B130-5 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-B130-6 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-B210-1 インクジェットプリンタ用　招待状セット〈ことぶきスタイル〉 なし
KJ-B210-2 インクジェットプリンタ用　招待状セット〈ことぶきスタイル〉 なし
KJ-B210-3 インクジェットプリンタ用　招待状セット〈ことぶきスタイル〉 なし
KJ-B210-4 インクジェットプリンタ用　招待状セット〈ことぶきスタイル〉 なし
KJ-B210-5 インクジェットプリンタ用　招待状セット〈ことぶきスタイル〉 なし
KJ-B220-1 インクジェットプリンタ用　席次表セット〈ことぶきスタイル〉 なし
KJ-B220-2 インクジェットプリンタ用　席次表セット〈ことぶきスタイル〉 なし
KJ-B220-3 インクジェットプリンタ用　席次表セット〈ことぶきスタイル〉 なし
KJ-B220-4 インクジェットプリンタ用　席次表セット〈ことぶきスタイル〉 なし
KJ-B220-5 インクジェットプリンタ用　席次表セット〈ことぶきスタイル〉 なし
KJ-B230-2 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-B230-3 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-B230-4 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-B230-5 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-BM10 インクジェットプリンタ用　席次表中紙〈ことぶきスタイル〉 なし
KJ-D13H-20 インクジェットプリンタ用紙〈写真用紙　印画紙原紙〉（高光沢・薄手） なし
KJ-D13L-60 インクジェットプリンタ用紙〈写真用紙　印画紙原紙〉（高光沢・薄手） あり KJ-D13L-120 296 枚数：60枚→120枚、包装単位：40→20
KJ-D132L-20 インクジェットプリンタ用紙〈写真用紙　印画紙原紙〉（高光沢・薄手） なし

KJ-G2635 インクジェットプリンタ用はがき用紙（光沢紙） あり KJ-GP2635N 304

本体価格：¥820→¥900、インク対応：染料→染料顔料共用、紙

厚：180g/㎡・0.21mm→192g/㎡・0.24mm、白色度：86%程

度（ISO）→98%程度（ISO）、包装単位：60→40

KJ-VE120LY
インクジェットプリンタ用名刺用紙（両面印刷用・普通紙）・（両面印刷用・マッ

ト紙）
なし

KJ-VSA10LY 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） なし
KLM-NWU324 ラミネーター〈ジェットラミα〉 なし

KPC-E101-250 プリンタを選ばない　はかどりラベル（ノーカットタイプ） あり

KPC-E101-20

KPC-E101-100

KPC-E101-500N

330 枚数違い

KPC-E1242-250 プリンタを選ばない　はかどりラベル（各社共通レイアウト） あり

KPC-E1242-20N

KPC-E1242-100N

KPC-E1242-500N

328 枚数違い

KPS-X80D デスクサイドシュレッダー〈ＲＥＬＩＳＨ〉 なし
KPS-X80S デスクサイドシュレッダー〈ＲＥＬＩＳＨ〉 なし
KPS-X80W デスクサイドシュレッダー〈ＲＥＬＩＳＨ〉 なし

KPS-X430 オフィスシュレッダー あり MS-V2310CL 366

本体価格：¥188,000→¥259,000、最大細断枚数：約18枚→約

15/13枚（50Hz/60Hz）、細断寸法：4×38mm→2.3×18mm

など異なります。スペックをご確認ください。
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KPS-X710 オフィスシュレッダー あり J-SK-SENKA15KN 365

株式会社サカエブランド商品、本体価格：¥198,000→¥288,000、

最大細断枚数：約18枚→約15/13枚（50Hz/60Hz）、細断寸

法：4×38mm→2×15mmなど異なります。スペックをご確認ください。

KPS-X711 オフィスシュレッダー あり J-SK-SENKA15KN 365

株式会社サカエブランド商品、本体価格：¥248,000→¥288,000、

最大細断枚数：約12枚→約15/13枚（50Hz/60Hz）など異なりま

す。スペックをご確認ください。

KPS-X712 オフィスシュレッダー あり J-SK-SENKA25K 365

株式会社サカエブランド商品、本体価格：¥288,000→¥448,000、

最大細断枚数：約25枚→約25/22枚（50Hz/60Hz）、細断寸

法：4×34mm→2.5×30mmなど異なります。スペックをご確認くださ

い。
NM-R1W リール〈ＩＤｅｏ　ＨＵＢＳＴＹＬＥ〉 あり NM-R1D 512 本体色：白→黒
NM-R390LS ＩＤカードホルダー〈ＩＤｅｏ　ＳＭＯＯＴＨＳＴＹＬＥ〉 あり NM-R390W 513 本体色：ベージュ→白
NST-CAS-NA5 デジタルノート〈ＣａｍｉＡｐｐ　Ｓ〉ノートブックタイプ なし
NST-CAS-P5 デジタルノート〈ＣａｍｉＡｐｐ　Ｓ〉メモパッドタイプ なし
NST-CAS-PA5 デジタルノート〈ＣａｍｉＡｐｐ　Ｓ〉メモパッドタイプ なし
PK-501B トリプルペン〈フィットカーブＦ３〉 なし
PK-UN3000B トリプルペン〈ＵＮＩＦＥＥＬ〉 なし
PK-UN3000C トリプルペン〈ＵＮＩＦＥＥＬ〉 なし
PK-UN3000D トリプルペン〈ＵＮＩＦＥＥＬ〉 なし
PM-B151B 詰替式ホワイトボード用マーカー〈インクガイイ〉 なし
PM-B151D 詰替式ホワイトボード用マーカー〈インクガイイ〉 なし
PM-B151G 詰替式ホワイトボード用マーカー〈インクガイイ〉 なし
PM-B151R 詰替式ホワイトボード用マーカー〈インクガイイ〉 なし
PM-N120D なまえマーカー なし
PMR-B3B 詰替式ホワイトボード用マーカー〈インクガイイ〉詰替インク なし
PMR-B3D 詰替式ホワイトボード用マーカー〈インクガイイ〉詰替インク なし
PMR-B3G 詰替式ホワイトボード用マーカー〈インクガイイ〉詰替インク なし
PMR-B3R 詰替式ホワイトボード用マーカー〈インクガイイ〉詰替インク なし
PMR-B4 詰替式ホワイトボード用マーカー〈インクガイイ〉替えペン先 なし
PR-300B ボールペン〈フィットカーブ〉 なし
PR-300TB ボールペン〈フィットカーブ〉 なし
PR-300TP ボールペン〈フィットカーブ〉 なし
PS-300TB シャープペンシル〈フィットカーブ〉 あり PS-300B 571 製品色：透明ブルー→青
PS-300TP シャープペンシル〈フィットカーブ〉 あり PS-300B 571 製品色：透明ピンク→青

RA-41 めくれるホワイトボード用イレーザー〈はカドりメクリーナ〉 あり RA-31 491

本体価格：¥420→¥530、使いきりタイプ→シートつめ替え式、形状：

アイロン型→長方形、外寸法：W143×D53×H40mm→W158×

D60×H67mm、材質：本体/EVA→本体/R-PP、ベース部/R-PP・

EVA、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
RC-FAX-12-2P 普通紙ＦＡＸ用インクリボン（Ｓタイプ） なし
RC-FAX-NE1 普通紙ＦＡＸ用インクリボン（ＮＥＣ用） あり RC-FAX-NE1-2P 382 本体価格：¥1,160→¥2,200、入り数：1本→2本
RC-FAX-PA1-2P 普通紙ＦＡＸ用インクリボン（パナソニック用） あり RC-FAX-PA1 382 本体価格：¥2,090→¥1,100、入り数：2本→1本
TW-114T 修正テープ〈ケシピタ○〉 あり TW-114 586 製品本体色：透明→不透明（白）
TW-116T 修正テープ〈ケシピタ○〉 あり TW-116 586 製品本体色：透明→不透明（白）

TW-134N 修正テープ〈ケシピコ〉 あり TW-M144N 584

本体価格：¥350→¥380、使いきりタイプ→詰め替えタイプ、材質：

ケース･キャップ･リール/R-PS→ケース/R-PS、キャップ/R-PP、テープコア

/R-PC、巻き取りリール/ポリ乳酸

TW-135N 修正テープ〈ケシピコ〉 あり TW-M145N 584

本体価格：¥350→¥380、使いきりタイプ→詰め替えタイプ、材質：

ケース･キャップ･リール/R-PS→ケース/R-PS、キャップ/R-PP、テープコア

/R-PC、巻き取りリール/ポリ乳酸

TW-136N 修正テープ〈ケシピコ〉 あり TW-M146N 584

本体価格：¥350→¥380、使いきりタイプ→詰め替えタイプ、材質：

ケース･キャップ･リール/R-PS→ケース/R-PS、キャップ/R-PP、テープコア

/R-PC、巻き取りリール/ポリ乳酸

TW-421 ホワイトボード用クリーナー・詰め替え用（ウェットシートタイプ） なし

TW-S40 修正液 あり TW-40 586
本体価格：¥600→¥400、仕様：修正液・うすめ液セット→修正液

単品　※うすめ液単品はTW-140（本体価格：¥200）

TZ-CSS5N コンパスセット なし
TZ-CSS6N コンパスセット なし
TZ-CSS7N コンパスセット なし

TZ-RC30 方眼カッター定規（透明） あり CL-RC30 562

本体価格：¥2,200→¥800、外寸法：320×50mm→320×

45mm、材質：PMMA→R-PET、包装単位：10/100→10/200、

ユニバーサルデザイン仕様：なし→あり
TZ-RC50 方眼カッター定規（透明） なし

TZ-RG30N 方眼直線定規（再生ＰＥＴ樹脂製） あり CL-RG30 562

本体価格：¥350→¥300、材質：R-PET（透明スモークグレー）→

R-PET、厚み：2.5mm→3mm、ユニバーサルデザイン仕様：なし→

あり、エコマーク認定：あり→なし、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、包装単位：10/300→10/200

ｱ-124D フリーアルバム なし
ｱ-124R フリーアルバム なし
ｱ-124W フリーアルバム なし
ｱ-134NB フリーアルバム なし
ｱ-134NR フリーアルバム なし
ｱ-134NW フリーアルバム なし
ｱ-137NB フリーアルバム なし
ｱ-137NR フリーアルバム なし
ｱ-137NW フリーアルバム なし
ｱ-154NB フリーアルバム（黒フリー台紙） なし
ｱ-154ND フリーアルバム（黒フリー台紙） なし
ｱ-234NG 工事用アルバム（スライドとじ具タイプ） なし
ｱ-257N 工事用アルバム（ひもとじタイプ・Ａ４サイズ）セット品 なし
ｱ-262 工事用アルバム（ひもとじタイプ）製本セット なし
ｱ-267 工事用アルバム（ひもとじタイプ・Ａ４サイズ）セット品 なし
ｱ-276 工事用アルバム（ひもとじタイプ・Ａ４サイズ）セット品 なし
ｱ-279 工事用アルバム（ひもとじタイプ・Ａ４サイズ）セット品 なし
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ｱ-280 工事用アルバム（ひもとじタイプ・Ａ４サイズ）セット品 なし
ｱ-291N 工事用アルバム（ひもとじタイプ・Ａ４サイズ）セット品 なし
ｱ-296N 工事用アルバム（ひもとじタイプ・Ａ４サイズ）セット品 なし
ｱ-297N 工事用アルバム（ひもとじタイプ・Ａ４サイズ）セット品 なし
ｱ-501LG メタリックアルバム（ブックタイプ） なし
ｱ-501W メタリックアルバム（ブックタイプ） なし
ｱ-521LB メタリックアルバム（ブックタイプ） なし
ｱ-521LP メタリックアルバム（ブックタイプ） なし
ｱ-521P メタリックアルバム（ブックタイプ） なし
ｱ-521W メタリックアルバム（ブックタイプ） なし
ｱ-L003B 徳用ジョイナー○アルバム（ビスタイプ）（決定版） なし
ｱ-L003R 徳用ジョイナー○アルバム（ビスタイプ）（決定版） なし
ｱ-L003W 徳用ジョイナー○アルバム（ビスタイプ）（決定版） なし
ｱ-L02R ジョイナー○アルバム〈一般用〉（ビスタイプ） なし
ｱ-L02W ジョイナー○アルバム〈一般用〉（ビスタイプ） なし
ｱ-L38B ジョイナー○アルバム〈一般用〉（ビスタイプ） なし
ｱ-LB43N-1 ジョイナー○アルバム〈誕生用〉（ビスタイプ） なし
ｱ-LB52N-9 ジョイナー○アルバム〈誕生用〉（ビスタイプ） なし
ｱ-LB52N-10 ジョイナー○アルバム〈誕生用〉（ビスタイプ） なし
ｱ-LB53-6 ジョイナー○アルバム〈誕生用〉（ビスタイプ） なし
ｱ-LW51-6 ジョイナー○アルバム〈婚礼用〉（ビスタイプ） なし
ｱ-M912 フォトファイル（Ａ４サイズ） なし

ｱ-NP511N-1 ポシェットアルバム〈カラフルシリーズ〉 あり ｱ-NP1535-1〜3 776

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-NP520-1 ポシェットアルバム〈カラフルシリーズ〉 あり ｱ-NP1535-1〜3 776

本体価格：¥1,230→オープンプライス、3段薄型→3段厚型、台紙枚

数：26枚→60枚、写真収容枚数（1冊）：E・Lサイズ156枚、ポス

トカードサイズ・パノラマサイズなら52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156×

厚み23mm→タテ292×ヨコ160.5×厚み46.5mm、表紙デザイン違

い、包装単位：6/36→5/20

ｱ-NP520-2 ポシェットアルバム〈カラフルシリーズ〉 あり ｱ-NP1535-1〜3 776

本体価格：¥1,230→オープンプライス、3段薄型→3段厚型、台紙枚

数：26枚→60枚、写真収容枚数（1冊）：E・Lサイズ156枚、ポス

トカードサイズ・パノラマサイズなら52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156×

厚み23mm→タテ292×ヨコ160.5×厚み46.5mm、表紙デザイン違

い、包装単位：6/36→5/20

ｱ-NP520-3 ポシェットアルバム〈カラフルシリーズ〉 あり ｱ-NP1535-1〜3 776

本体価格：¥1,230→オープンプライス、3段薄型→3段厚型、台紙枚

数：26枚→60枚、写真収容枚数（1冊）：E・Lサイズ156枚、ポス

トカードサイズ・パノラマサイズなら52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156×

厚み23mm→タテ292×ヨコ160.5×厚み46.5mm、表紙デザイン違

い、包装単位：6/36→5/20

ｱ-NP520-4 ポシェットアルバム〈カラフルシリーズ〉 あり ｱ-NP1535-1〜3 776

本体価格：¥1,230→オープンプライス、3段薄型→3段厚型、台紙枚

数：26枚→60枚、写真収容枚数（1冊）：E・Lサイズ156枚、ポス

トカードサイズ・パノラマサイズなら52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156×

厚み23mm→タテ292×ヨコ160.5×厚み46.5mm、表紙デザイン違

い、包装単位：6/36→5/20

ｱ-NP530-2 ポシェットアルバム〈カラフルシリーズ〉 あり ｱ-NP1535-1〜3 776

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-NP911NLG ポシェットアルバム〈黒台紙〉 あり ｱ-NP911NB 775 表紙色：黄緑→青
ｲﾚ-65DM リサイクルボックス〈デスクサイドタイプ〉１種分別タイプ（薄型タイプ） あり ｲﾚ-65M 375 製品色：ダークグレー→ウォームグレー
ｴﾃ-103-B10 らくがき帳 あり ｴﾃ-103-A10 745 表紙デザイン違い
ｶﾊ-ACE205D ビジネスバッグ〈ＰＲＯＮＡＲＤ　Ｋ－ｓｔｙｌｅ〉（手提げタイプ出張用） なし

ｶﾊ-BR11B バッグインバッグ〈Ｂｉｚｒａｃｋ〉（Ａ４・Ｂ５・Ａ４タテ） あり ｶﾊ-BR31B 621

外寸法：W355×D35×H245mm→W360×D45×H250mm、

内寸法：W350×D25×H235mm→W345×D30×H230mm

（メインポケット）、質量：約250g→約270g、表材・内装：ナイロン

→ポリエステル、内側仕様：フォルダー付き→仕切り付き、ポケット数：6

→11、包装単位：10/60→10/40

ｶﾊ-BR11D バッグインバッグ〈Ｂｉｚｒａｃｋ〉（Ａ４・Ｂ５・Ａ４タテ） あり ｶﾊ-BR31D 621

外寸法：W355×D35×H245mm→W360×D45×H250mm、

内寸法：W350×D25×H235mm→W345×D30×H230mm

（メインポケット）、質量：約250g→約270g、表材・内装：ナイロン

→ポリエステル、内側仕様：フォルダー付き→仕切り付き、ポケット数：6

→11、包装単位：10/60→10/40

ｶﾊ-BR11G バッグインバッグ〈Ｂｉｚｒａｃｋ〉（Ａ４・Ｂ５・Ａ４タテ） あり ｶﾊ-BR31D 621

外寸法：W355×D35×H245mm→W360×D45×H250mm、

内寸法：W350×D25×H235mm→W345×D30×H230mm

（メインポケット）、質量：約250g→約270g、製品色：カーキ→ブ

ラック、表材・内装：ナイロン→ポリエステル、内側仕様：フォルダー付き

→仕切り付き、ポケット数：6→11、包装単位：10/60→10/40

ｶﾊ-BR11S バッグインバッグ〈Ｂｉｚｒａｃｋ〉（Ａ４・Ｂ５・Ａ４タテ） あり ｶﾊ-BR31S 621

外寸法：W355×D35×H245mm→W360×D45×H250mm、

内寸法：W350×D25×H235mm→W345×D30×H230mm

（メインポケット）、質量：約250g→約270g、製品色：ベージュ→ブ

ラウン、表材・内装：ナイロン→ポリエステル、内側仕様：フォルダー付き

→仕切り付き、ポケット数：6→11、包装単位：10/60→10/40

ｶﾊ-BR12B バッグインバッグ〈Ｂｉｚｒａｃｋ〉（Ａ４・Ｂ５・Ａ４タテ） なし
ｶﾊ-BR12D バッグインバッグ〈Ｂｉｚｒａｃｋ〉（Ａ４・Ｂ５・Ａ４タテ） なし
ｶﾊ-BR12G バッグインバッグ〈Ｂｉｚｒａｃｋ〉（Ａ４・Ｂ５・Ａ４タテ） なし
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ｶﾊ-BR12R バッグインバッグ〈Ｂｉｚｒａｃｋ〉（Ａ４・Ｂ５・Ａ４タテ） なし
ｶﾊ-BR12S バッグインバッグ〈Ｂｉｚｒａｃｋ〉（Ａ４・Ｂ５・Ａ４タテ） なし
ｶﾊ-BR21D バッグインバッグ〈Ｂｉｚｒａｃｋ〉（Ａ５） なし
ｶﾊ-BR21LB バッグインバッグ〈Ｂｉｚｒａｃｋ〉（Ａ５） なし
ｶﾊ-BR21M バッグインバッグ〈Ｂｉｚｒａｃｋ〉（Ａ５） なし
ｶﾊ-BR21P バッグインバッグ〈Ｂｉｚｒａｃｋ〉（Ａ５） なし
ｶﾊ-BR22B バッグインバッグ〈Ｂｉｚｒａｃｋ〉（２ウェイポーチ） なし
ｶﾊ-BR22D バッグインバッグ〈Ｂｉｚｒａｃｋ〉（２ウェイポーチ） なし
ｶﾊ-BR22LB バッグインバッグ〈Ｂｉｚｒａｃｋ〉（２ウェイポーチ） なし
ｶﾊ-BR22LG バッグインバッグ〈Ｂｉｚｒａｃｋ〉（２ウェイポーチ） なし
ｶﾊ-BR22M バッグインバッグ〈Ｂｉｚｒａｃｋ〉（２ウェイポーチ） なし
ｶﾊ-BR22P バッグインバッグ〈Ｂｉｚｒａｃｋ〉（２ウェイポーチ） なし
ｶﾊ-BR22YR バッグインバッグ〈Ｂｉｚｒａｃｋ〉（２ウェイポーチ） なし
ｶﾊ-BR23LB バッグインバッグ〈Ｂｉｚｒａｃｋ〉（Ａ４・Ｂ５・Ａ４タテ） なし
ｶﾋ-PC13 画鋲〈ピコラ〉 あり ｶﾋ-PC11 472 製品色：クリア色 青→青系ミックス
ｶﾋ-PC14 画鋲〈ピコラ〉 あり ｶﾋ-PC11 472 製品色：クリア色 青緑→青系ミックス
ｶﾋ-PC15 画鋲〈ピコラ〉 あり ｶﾋ-PC11 472 製品色：クリア色 黄緑→青系ミックス
ｶﾋ-PC16 画鋲〈ピコラ〉 あり ｶﾋ-PC12 472 製品色：クリア色 黄→赤系ミックス
ｶﾋ-PC17 画鋲〈ピコラ〉 あり ｶﾋ-PC12 472 製品色：クリア色 オレンジ→赤系ミックス
ｶﾋ-PC18 画鋲〈ピコラ〉 あり ｶﾋ-PC12 472 製品色：クリア色 赤→赤系ミックス
ｶﾋ-PC32 画鋲〈ピコラ〉 あり ｶﾋ-PC30 472 製品色：赤系ミックス→透明
ｶﾋ-PC33 画鋲〈ピコラ〉 あり ｶﾋ-PC31 472 製品色：クリア色 青→青系ミックス
ｶﾋ-PC51 画鋲〈ピコラ〉 あり ｶﾋ-PC50 472 製品色：青系ミックス→透明
ｶﾋ-PC52 画鋲〈ピコラ〉 あり ｶﾋ-PC50 472 製品色：赤系ミックス→透明

ｸｹ-6336B ソフトクリヤーケース（再生オレフィンタイプ・マチ付き） あり ｸｹ-336B 614

材質：本体/再生オレフィン系樹脂、チャック/R-PP→PVC-P、シート

厚：t0.25mm→t0.3mm、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

ｸｹ-6339B ソフトクリヤーケース（再生オレフィンタイプ・マチ付き） あり ｸｹ-339B 614

材質：本体/再生オレフィン系樹脂、チャック/R-PP→PVC-P、シート

厚：t0.25mm→t0.3mm、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

ｸﾘ-25 山型クリップ あり ｸﾘ-24 468
本体価格：¥120→¥160、種類：小→中、口幅寸法：75mm→

107mm、とじ枚数：約150枚→約250枚

ｸﾘ-43 バチ型クリップ あり ｸﾘ-44 468

本体価格：¥50→¥40、種類：大→小、口幅寸法：34mm→

25mm、とじ枚数：約200枚→約150枚、包装単位：30/900→

60/1800
ｸﾘ-114-3N ラクリップ あり ｸﾘ-114-1N 468 製品色：黄・紫→緑・白
ｸﾘ-134-1N ラクリップ（コンパクト） あり ｸﾘ-134-2N 468 製品色：緑・白→赤・青
ｸﾘ-134-3N ラクリップ（コンパクト） あり ｸﾘ-134-2N 468 製品色：黄・紫→赤・青

ｸﾘ-PC5 クリップ〈ピコラ〉 あり ｸﾘ-7N 470

本体価格：¥180→¥120、入り数：39g（約160本）→50g（約

208本）、包装：プラケース（吊り下げ可能）→袋入り（吊り下げ不

可）、包装単位：5/100→10/200

ｸﾘ-PC20 クリップ〈ピコラ〉 あり ｸﾘ-17B 467
本体価格：¥230→¥200、入り数：7個→10個、包装：プラケース

→スライドパック、包装単位：5/100→20/200

ｸﾘ-PC34 クリップ〈ピコラ〉 あり ｸﾘ-36B 467
本体価格：¥230→¥150、包装：プラケース→スライドパック、包装単

位：5/100→10/400

ｸﾘ-PC60 クリップ〈ピコラ〉 あり ｸﾘ-73 468

本体価格：¥230→¥290、入り数：4個→6個、色：青系ミックス→

青・緑・紫・赤・白・黄各１個、包装：プラケース→スライドパック、クリップ

部材質：R-PP→PP、包装単位：5/100→10/200

ｸﾘ-PC61 クリップ〈ピコラ〉 あり ｸﾘ-73 468

本体価格：¥230→¥290、入り数：4個→6個、色：赤系ミックス→

青・緑・紫・赤・白・黄各１個、包装：プラケース→スライドパック、クリップ

部材質：R-PP→PP、包装単位：5/100→10/200
ｹｼ-HU600P 消しゴム〈カドケシスティック〉（本体） あり ｹｼ-HU600W 589 製品色：ピンク→ホワイト
ｼﾝ-SK70 就活戦略ノート なし

ｽ-850B 英習帳（プラスチックスパイラル） あり ｽ-S800 712

本体価格：¥310→¥300、プラスチックスパイラルリング→ソフトリング、

中紙寸法：タテ250×ヨコ179mm→タテ252×ヨコ179mm、枚数：

50枚→40枚

ｽ-PV10A-B プラスチックスパイラルノート なし
ｽ-PV10A-P プラスチックスパイラルノート なし
ｽ-PV11A-P プラスチックスパイラルノート なし
ｽ-PV16A-YR プラスチックスパイラルノート なし

ｽ-TCA90BN ツインリングノート〈ＣａｍｉＡｐｐ〉 あり ｽ-TCA92BN 707

本体価格：¥460→¥330、外寸法：タテ261×ヨコ193mm→タテ

158×ヨコ123mm、中紙寸法：タテ252×ヨコ175mm→タテ148×ヨ

コ105mm、行数：36行→21行、包装単位：5/60→5/180

ｽ-TCA91BN ツインリングノート〈ＣａｍｉＡｐｐ〉 あり ｽ-TCA92BN 707

本体価格：¥410→¥330、外寸法：タテ220×ヨコ164mm→タテ

158×ヨコ123mm、中紙寸法：タテ210×ヨコ147mm→タテ148×ヨ

コ105mm、行数：29行→21行、包装単位：5/80→5/180

ｽ-TCA91SN ツインリングノート〈ＣａｍｉＡｐｐ〉 あり ｽ-TCA92BN 707

本体価格：¥410→¥330、外寸法：タテ220×ヨコ164mm→タテ

158×ヨコ123mm、中紙寸法：タテ210×ヨコ147mm→タテ148×ヨ

コ105mm、罫内容：5mm方眼罫→中横罫21行、包装単位：

5/80→5/180
ｽ-TCA92SN ツインリングノート〈ＣａｍｉＡｐｐ〉 あり ｽ-TCA92BN 707 罫内容：5mm方眼罫→中横罫21行

ｽ-TCA93SN ツインリングノート〈ＣａｍｉＡｐｐ〉 あり ｽ-TCA92BN 707

本体価格：¥880→¥330、外寸法：タテ230×ヨコ309mm→タテ

158×ヨコ123mm、中紙寸法：タテ210×ヨコ297mm→タテ148×ヨ

コ105mm、罫内容：5mm方眼罫（センター罫入り）→中横罫21

行、包装単位：5/40→5/180
ｽ-TS27AT-DB キャンパス　ツインリングノート〈ｓｉｍｐｌｅ　ｔｏｎｅ〉（ドット入り罫線） なし
ｽ-TS27AT-LB キャンパス　ツインリングノート〈ｓｉｍｐｌｅ　ｔｏｎｅ〉（ドット入り罫線） なし
ｽ-TS27AT-LG キャンパス　ツインリングノート〈ｓｉｍｐｌｅ　ｔｏｎｅ〉（ドット入り罫線） なし
ｽ-TS27AT-P キャンパス　ツインリングノート〈ｓｉｍｐｌｅ　ｔｏｎｅ〉（ドット入り罫線） なし
ｽ-TS27AT-YR キャンパス　ツインリングノート〈ｓｉｍｐｌｅ　ｔｏｎｅ〉（ドット入り罫線） なし
ｽ-TS37AT-DB キャンパス　ツインリングノート〈ｓｉｍｐｌｅ　ｔｏｎｅ〉（ドット入り罫線） なし
ｽ-TS37AT-LB キャンパス　ツインリングノート〈ｓｉｍｐｌｅ　ｔｏｎｅ〉（ドット入り罫線） なし
ｽ-TS37AT-LG キャンパス　ツインリングノート〈ｓｉｍｐｌｅ　ｔｏｎｅ〉（ドット入り罫線） なし
ｽ-TS37AT-LM キャンパス　ツインリングノート〈ｓｉｍｐｌｅ　ｔｏｎｅ〉（ドット入り罫線） なし
ｽ-TS37AT-P キャンパス　ツインリングノート〈ｓｉｍｐｌｅ　ｔｏｎｅ〉（ドット入り罫線） なし
ｽ-TS37AT-YR キャンパス　ツインリングノート〈ｓｉｍｐｌｅ　ｔｏｎｅ〉（ドット入り罫線） なし
ｽ-TS47AT-LB キャンパス　ツインリングノート〈ｓｉｍｐｌｅ　ｔｏｎｅ〉（ドット入り罫線） なし
ｽ-TS47AT-LG キャンパス　ツインリングノート〈ｓｉｍｐｌｅ　ｔｏｎｅ〉（ドット入り罫線） なし
ｽ-TS47AT-P キャンパス　ツインリングノート〈ｓｉｍｐｌｅ　ｔｏｎｅ〉（ドット入り罫線） なし
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ｽ-TS47AT-YR キャンパス　ツインリングノート〈ｓｉｍｐｌｅ　ｔｏｎｅ〉（ドット入り罫線） なし
ｽ-TSK3PB スケジュール＆ノート〈就活スタイル〉（スリムＢ５サイズ） なし
ｽ-TUN5P-5 ツインリングノート〈ＵＮＩＦＥＥＬ〉 なし
ｽ-TV2P-LB ツインリングノート〈カラー〉（スリムＢ５サイズ） なし

ｽ-TV3AT ツインリングノート（ルートマップ柄）（ドット入り罫線） あり ｽ-T115ATN 673
表紙：ルートマップ柄（表･裏/板紙）→キャンパス（表/透明PP、裏/

板紙）、中紙：上質紙→上質紙（森林認証紙）

ｽ-TV3BT ツインリングノート（ルートマップ柄）（ドット入り罫線） あり ｽ-T115BTN 673
表紙：ルートマップ柄（表･裏/板紙）→キャンパス（表/透明PP、裏/

板紙）、中紙：上質紙→上質紙（森林認証紙）

ｽ-TV31AN-V ツインリングノート〈コロレー〉 あり ｽ-TV31AN-B 703 表紙色：パープル→ブルー
ｽｲ-4-1 おこづかい帳 あり ｽｲ-4-2 746 表紙柄：うさぎ→ライオン、中紙刷色：ピンク→水色

ｽｲ-10 金銭出納帳 あり ｽｲ-11 746
本体価格：¥140→¥220、枚数：34枚→44枚、表紙デザイン違い、

包装単位：20/240→20/200

ｽｲ-132 家計簿 あり ｽｲ-122 746
本体価格：¥720→¥550、サイズ：B5サイズ（タテ257×ヨコ

182mm）→A5サイズ（タテ210×ヨコ148mm）、表紙色：赤→青

ｽｲ-T201 家計簿（ツインリングとじ） あり ｽｲ-T200B 746

本体価格：¥720→¥940、サイズ：タテ210×ヨコ145mm→タテ

210×ヨコ151mm、枚数：56枚→64枚、表紙色・柄違い、クリヤーポ

ケット：1枚→2枚

ｾ-PIP33N インクジェットプロッター用紙　上質紙 あり ｾ-PIR43 633

本体価格：¥4,500→¥3,750、紙質：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：68g/㎡・0.09mm→81g/㎡・0.10mm、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-PIP34N インクジェットプロッター用紙　上質紙 あり ｾ-PIR44 633

本体価格：¥3,200→¥2,780、紙質：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：68g/㎡・0.09mm→81g/㎡・0.10mm、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-RB4 図面筒保管ケース なし
ﾀ-25B タックインデックス（紙ラベル） あり ﾀ-20B 540 記載面のデザイン違い、シートNo.：HM→ＤＺ
ﾀ-25R タックインデックス（紙ラベル） あり ﾀ-20R 540 記載面のデザイン違い、シートNo.：HM→ＤＺ
ﾀ-27R タックインデックス（紙ラベル） あり ﾀ-27B 540 枠色：赤→青
ﾀ-40-2 タックインデックス（カラー） あり ﾀ-40 540 12色詰め合わせ→6色詰め合わせ、包装単位：20/240→20/480
ﾀ-41-2 タックインデックス（カラー） あり ﾀ-41 540 12色詰め合わせ→6色詰め合わせ、包装単位：20/240→20/480
ﾀ-42-2 タックインデックス（カラー） あり ﾀ-42 540 12色詰め合わせ→6色詰め合わせ、包装単位：20/240→20/480
ﾀ-70-9 タックタイトル あり ﾀ-70-19 546 枠色：赤→青

ﾀ-E70-24N タックタイトル（再生紙・リサイクル可能） あり ﾀ-70-24 544

ラベル：再生紙（古紙パルプ配合）→普通紙、エコマーク認定：あり

→なし、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
ﾀ-S70-26T タックタイトル（樹脂ラベル） あり ﾀ-S70-26W 547 ラベル色：透明→白
ﾃﾌ-20 ペーパーバッグ なし

ﾅﾌ-FL1B ネックストラップ（シングルタイプ）〈アイドプラスウィズファイテン〉 あり ﾅﾌ-L7-1 519

本体価格：オープン→¥420、ひも形状：丸ひも（φ5mm）→平ひも

（幅11mm）、ひも色：青→グレー＋青、材質：ネックストラップ/PA・

エラストマー・チタン、フック/PC、ロックカバー/R-POM、マツバパーツ

/POM、リング･平ナスカン/スチール→ひも/SP、フック/R-POM、調節パー

ツ・接合パーツ/PP、マツバパーツ/POM、リング･平ナスカン/スチール

（ニッケルメッキ）、包装単位：20→10/300

ﾅﾌ-FL1D ネックストラップ（シングルタイプ）〈アイドプラスウィズファイテン〉 あり ﾅﾌ-L7-1 519

本体価格：オープン→¥420、ひも形状：丸ひも（φ5mm）→平ひも

（幅11mm）、ひも色：黒→グレー＋青、材質：ネックストラップ/PA・

エラストマー・チタン、フック/PC、ロックカバー/R-POM、マツバパーツ

/POM、リング･平ナスカン/スチール→ひも/SP、フック/R-POM、調節パー

ツ・接合パーツ/PP、マツバパーツ/POM、リング･平ナスカン/スチール

（ニッケルメッキ）、包装単位：20→10/300
ﾅﾌ-L7-3 多機能吊り下げひも〈アイドプラス〉 あり ﾅﾌ-L7-2 519 ひも色：黄→赤
ﾅﾌ-SD180-10G 吊り下げ名札セット（２ＷＡＹタイプ・ソフトケース・チャック式）〈アイドプラス〉 あり ﾅﾌ-SD180-10B 518 ひも色：緑→青
ﾅﾌ-SD180-10Y 吊り下げ名札セット（２ＷＡＹタイプ・ソフトケース・チャック式）〈アイドプラス〉 あり ﾅﾌ-SD180-10R 518 ひも色：黄→赤
ﾅﾌ-SD180G 吊り下げ名札セット（２ＷＡＹタイプ・ソフトケース・チャック式）〈アイドプラス〉 あり ﾅﾌ-SD180B 518 ひも色：緑→青
ﾅﾌ-SD180Y 吊り下げ名札セット（２ＷＡＹタイプ・ソフトケース・チャック式）〈アイドプラス〉 あり ﾅﾌ-SD180R 518 ひも色：黄→赤
ﾉ-3PBN-W キャンパスノート（スリムＢ５サイズ） あり ﾉ-3PBN-B 678 表紙色：オフホワイト→青
ﾉ-3PWN キャンパスノート（スリムＢ５サイズ）（特殊罫） なし
ﾉ-54UN キャンパスノート（厚口） なし

ﾉ-653A-1 カバーノート〈ＳＹＳＴＥＭＩＣ〉（システミック）（２冊収容タイプ） あり ﾉ-V683B-D 689

本体価格：¥1,600→¥2,200、カバー寸法：274×190mm→276

×205mm、セットノート：意匠ノート・無線とじ→エッジタイトル・ツインリ

ングとじ、罫内容：普通横罫30行→中横罫（エッジタイトル罫入り）

35行、表紙：ポリエステルカバー→ポリエステル・合成皮革カバー、表紙

色：グレー×黒→黒（紺、グレー、茶もあり）

ﾉ-653A-2 カバーノート〈ＳＹＳＴＥＭＩＣ〉（システミック）（２冊収容タイプ） あり ﾉ-V683B-D 689

本体価格：¥1,600→¥2,200、カバー寸法：274×190mm→276

×205mm、セットノート：意匠ノート・無線とじ→エッジタイトル・ツインリ

ングとじ、罫内容：普通横罫30行→中横罫（エッジタイトル罫入り）

35行、表紙：ポリエステルカバー→ポリエステル・合成皮革カバー、表紙

色：赤×グレー→黒（紺、グレー、茶もあり）

ﾉ-653A-4 カバーノート〈ＳＹＳＴＥＭＩＣ〉（システミック）（２冊収容タイプ） あり ﾉ-V683B-D 689

本体価格：¥1,600→¥2,200、カバー寸法：274×190mm→276

×205mm、セットノート：意匠ノート・無線とじ→エッジタイトル・ツインリ

ングとじ、罫内容：普通横罫30行→中横罫（エッジタイトル罫入り）

35行、表紙：ポリエステルカバー→ポリエステル・合成皮革カバー、表紙

色：ベージュ×紺→黒（紺、グレー、茶もあり）

ﾉ-655A-1 カバーノート〈ＳＹＳＴＥＭＩＣ〉（システミック）（２冊収容タイプ） あり ﾉ-V685B-D 689

本体価格：¥1,400→¥2,000、カバー寸法：232×160mm→232

×175mm、セットノート：意匠ノート・無線とじ→エッジタイトル・ツインリ

ングとじ、罫内容：普通横罫24行→中横罫（エッジタイトル罫入り）

28行、枚数：40枚→50枚、表紙：ポリエステルカバー→ポリエステル・

合成皮革カバー、表紙色：グレー×黒→黒（紺、グレー、茶もあり）

ﾉ-A837W
キャンパス　ルーズリーフ〈Ｃａｍｐｕｓ　ｈｉｇｈ　ｇｒａｄｅ〉（ＣＹＯ－

ＢＯ　ＰＡＰＥＲ）
なし

ﾉ-BU47S-DB 文庫本ノート なし
ﾉ-CA836A ルーズリーフ〈ＣａｍｉＡｐｐ〉 なし
ﾉ-CA836B ルーズリーフ〈ＣａｍｉＡｐｐ〉 なし
ﾉ-E836AN キャンパス　再生紙ルーズリーフ なし
ﾉ-E836BN キャンパス　再生紙ルーズリーフ なし
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ﾉ-GG3B
キャンパスノート〈Ｃａｍｐｕｓ　ｈｉｇｈ　ｇｒａｄｅ〉（ＭＩＯ　ＰＡＰＥ

Ｒ）
あり ﾉ-GG3A 680 罫内容：中横罫35行→普通横罫30行

ﾉ-GG108B
キャンパスノート〈Ｃａｍｐｕｓ　ｈｉｇｈ　ｇｒａｄｅ〉（ＭＩＯ　ＰＡＰＥ

Ｒ）
あり ﾉ-GG108A 680 罫内容：中横罫28行→普通横罫24行

ﾉ-H4PBN キャンパスノート（スリムＢ５サイズ）（裏厚表紙） なし
ﾉ-R8AN-YR キャンパスノート〈ｐａｒａｃｕｒｕｎｏ〉（パラクルノ） あり ﾉ-R8BN-LB 679 罫内容：普通横罫30行→中横罫35行、表紙色：オレンジ→水色
ﾊｻ-3B ハサミ なし
ﾊｻ-3D ハサミ なし

ﾊｻ-250B ハサミ〈エアロフィットサクサ〉 あり ﾊｻ-280B 412

本体価格：¥300→¥350、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、ユニバーサルデザイン仕様：あり→なし

ﾊｻ-250P ハサミ〈エアロフィットサクサ〉 あり ﾊｻ-280P 412

本体価格：¥300→¥350、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、ユニバーサルデザイン仕様：あり→なし

ﾊｻ-250R ハサミ〈エアロフィットサクサ〉 あり ﾊｻ-280G 412

本体価格：¥300→¥350、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、製品色：赤→緑、ユニバーサルデザイン仕様：あり→なし

ﾊｻ-250W ハサミ〈エアロフィットサクサ〉 あり ﾊｻ-280W 412

本体価格：¥300→¥350、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、ユニバーサルデザイン仕様：あり→なし

ﾊｻ-250YG ハサミ〈エアロフィットサクサ〉 あり ﾊｻ-280Y 412

本体価格：¥300→¥350、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、製品色：黄緑→黄、ユニバーサルデザイン仕様：あり→な

し

ﾊｻ-251B ハサミ〈エアロフィットサクサ〉（ロング刃） なし

ﾊｻ-260B ハサミ〈エアロフィットサクサ〉 あり ﾊｻ-280B 412

本体価格：¥300→¥350、左右非対称ハンドル→左右対称ハンド

ル、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、ユニバーサルデ

ザイン仕様：あり→なし

ﾊｻ-260W ハサミ〈エアロフィットサクサ〉 あり ﾊｻ-280W 412

本体価格：¥300→¥350、左右非対称ハンドル→左右対称ハンド

ル、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、ユニバーサルデ

ザイン仕様：あり→なし
ﾊｻ-261B ハサミ〈エアロフィットサクサ〉（ロング刃） なし

ﾊｻ-PF250W ハサミ〈エアロフィットサクサ〉（スーパーグルーレス刃） あり ﾊｻ-PF280W 413

本体価格：¥500→¥700、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、ユニバーサルデザイン仕様：あり→なし

ﾊｻ-PF260W ハサミ〈エアロフィットサクサ〉（スーパーグルーレス刃） あり ﾊｻ-PF280W 413

本体価格：¥500→¥700、左右非対称ハンドル→左右対称ハンド

ル、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、ユニバーサルデ

ザイン仕様：あり→なし

ﾊｻ-PT250DB ハサミ〈エアロフィットサクサ〉（チタン・グルーレス刃） あり ﾊｻ-PT280DB 413

本体価格：¥700→¥900、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、ユニバーサルデザイン仕様：あり→なし

ﾊｻ-PT250DM ハサミ〈エアロフィットサクサ〉（チタン・グルーレス刃） あり ﾊｻ-PT280YG 413

本体価格：¥700→¥900、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、製品色：ダークグレー→黄緑、ユニバーサルデザイン仕様：

あり→なし

ﾊｻ-PT260DB ハサミ〈エアロフィットサクサ〉（チタン・グルーレス刃） あり ﾊｻ-PT280DB 413

本体価格：¥700→¥900、左右非対称ハンドル→左右対称ハンド

ル、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、ユニバーサルデ

ザイン仕様：あり→なし
ﾋ-320 決定版便箋 なし
ﾋ-330 決定版便箋 なし

ﾋﾝ-106 割鋲（真ちゅう） あり ﾋﾝ-104 474
本体価格：¥550→¥490、サイズ：6号→4号、足長さ：約19mm

→約13mm

ﾌ-730NM Ｔファイル（ＰＰフィルム貼り） あり ﾌ-720NB 104

本体価格：¥900→¥850、外寸法：高さ307×幅237×背幅

38mm→高さ307×幅234×背幅33mm、表紙：PPフィルム貼り

（芯材：古紙パルプ配合）→R-PP、表紙色：グレー→青

ﾌ-740NM Ｔファイル（ＰＰフィルム貼り） あり ﾌ-720NB 104

本体価格：¥980→¥850、収容寸法：30mm→20mm、収容枚

数：300枚→200枚、外寸法：高さ307×幅237×背幅48mm→

高さ307×幅234×背幅33mm、表紙：PPフィルム貼り（芯材：古

紙パルプ配合）→R-PP、表紙色：グレー→青、包装単位：4/20→

10/30

ﾌ-760RX3 レールクリヤーホルダー（３冊パック） あり ﾌ-760NR 150
本体価格：¥360→¥120、入り数：3冊→1冊、吊り下げ：可→不

可、包装単位：10/40→5/20/200
ﾌ-1300G レバーファイル○（Ｍタイプ・Ｚ式） あり ﾌ-1300B 144 表紙色：緑→青
ﾌ-B650M ボックスチューブファイル なし
ﾌ-B5900DB ケースファイル〈スタイラップ〉（薄型バンドタイプ） あり ﾌ-B5900LB 246 製品色：ダークブルー→ライトブルー

ﾌ-F420B リングファイル あり ﾌ-NE420B 118

本体価格：¥580→¥430、適正収容枚数：170枚→180枚、外寸

法：高さ307×幅242×背幅30mm→高さ307×幅256×背幅

27mm、丸型リング→スリムリング、表紙色：青→ターコイズブルー、包

装単位：10/40→30

ﾌ-F420G リングファイル あり ﾌ-NE420G 118

本体価格：¥580→¥430、適正収容枚数：170枚→180枚、外寸

法：高さ307×幅242×背幅30mm→高さ307×幅256×背幅

27mm、丸型リング→スリムリング、表紙色：緑→ライトオリーブ、包装

単位：10/40→30

ﾌ-F420M リングファイル あり ﾌ-NE420D 118

本体価格：¥580→¥430、適正収容枚数：170枚→180枚、外寸

法：高さ307×幅242×背幅30mm→高さ307×幅256×背幅

27mm、丸型リング→スリムリング、表紙色：グレー→ブラック、包装単

位：10/40→30
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ﾌ-F420P リングファイル あり ﾌ-NE420R 118

本体価格：¥580→¥430、適正収容枚数：170枚→180枚、外寸

法：高さ307×幅242×背幅30mm→高さ307×幅256×背幅

27mm、丸型リング→スリムリング、表紙色：ピンク→カーマインレッド、包

装単位：10/40→30

ﾌ-F420Y リングファイル あり ﾌ-NE420W 118

本体価格：¥580→¥430、適正収容枚数：170枚→180枚、外寸

法：高さ307×幅242×背幅30mm→高さ307×幅256×背幅

27mm、丸型リング→スリムリング、表紙色：黄→オフホワイト、包装単

位：10/40→30

ﾌ-F421B リングファイル あり ﾌ-UR421NB 120

本体価格：¥520→¥450、外寸法：高さ267×幅214×背幅

30mm→高さ267×幅225×背幅29mm、替背紙式→背紙付きタイ

プ

ﾌ-FR420B リングファイル あり ﾌ-NE420B 118

本体価格：¥460→¥430、適正収容枚数：170枚→180枚、外寸

法：高さ307×幅242×背幅29mm→高さ307×幅256×背幅

27mm、丸型リング→スリムリング、表紙色：青→ターコイズブルー、背

紙付きタイプ→替背紙式、包装単位：10/20→30

ﾌ-FR420G リングファイル あり ﾌ-NE420G 118

本体価格：¥460→¥430、適正収容枚数：170枚→180枚、外寸

法：高さ307×幅242×背幅29mm→高さ307×幅256×背幅

27mm、丸型リング→スリムリング、表紙色：緑→ライトオリーブ、背紙

付きタイプ→替背紙式、包装単位：10/20→30

ﾌ-FR420P リングファイル あり ﾌ-NE420R 118

本体価格：¥460→¥430、適正収容枚数：170枚→180枚、外寸

法：高さ307×幅242×背幅29mm→高さ307×幅256×背幅

27mm、丸型リング→スリムリング、表紙色：ピンク→カーマインレッド、背

紙付きタイプ→替背紙式、包装単位：10/20→30

ﾌ-FR420Y リングファイル あり ﾌ-NE420W 118

本体価格：¥460→¥430、適正収容枚数：170枚→180枚、外寸

法：高さ307×幅242×背幅29mm→高さ307×幅256×背幅

27mm、丸型リング→スリムリング、表紙色：黄→オフホワイト、背紙付

きタイプ→替背紙式、包装単位：10/20→30

ﾌ-FR430B リングファイル あり ﾌ-NE430B 118

本体価格：¥520→¥480、外寸法：高さ307×幅242×背幅

39mm→高さ307×幅264×背幅33mm、丸型リング→スリムリング、

表紙色：青→ターコイズブルー、背紙付きタイプ→替背紙式、包装単

位：10/20→30

ﾌ-FR430G リングファイル あり ﾌ-NE430G 118

本体価格：¥520→¥480、外寸法：高さ307×幅242×背幅

39mm→高さ307×幅264×背幅33mm、丸型リング→スリムリング、

表紙色：緑→ライトオリーブ、背紙付きタイプ→替背紙式、包装単位：

10/20→30

ﾌ-FR430M リングファイル あり ﾌ-NE430D 118

本体価格：¥520→¥480、外寸法：高さ307×幅242×背幅

39mm→高さ307×幅264×背幅33mm、丸型リング→スリムリング、

表紙色：グレー→ブラック、背紙付きタイプ→替背紙式、包装単位：

10/20→30

ﾌ-FR430P リングファイル あり ﾌ-NE430R 118

本体価格：¥520→¥480、外寸法：高さ307×幅242×背幅

39mm→高さ307×幅264×背幅33mm、丸型リング→スリムリング、

表紙色：ピンク→カーマインレッド、背紙付きタイプ→替背紙式、包装単

位：10/20→30

ﾌ-FR430Y リングファイル あり ﾌ-NE430W 118

本体価格：¥520→¥480、外寸法：高さ307×幅242×背幅

39mm→高さ307×幅264×背幅33mm、丸型リング→スリムリング、

表紙色：黄→オフホワイト、背紙付きタイプ→替背紙式、包装単位：

10/20→30

ﾌ-HP420NB ポップリングファイル〈セパ〉 あり ﾌ-PS410B 126

本体価格：¥510→¥490、適正収容枚数：150枚→100枚、外寸

法：高さ307×幅240×背幅31mm→高さ307×幅243×背幅

21mm、オーバルリング→D型リング、表紙：発泡R-PP→R-PP、表紙

色：青→青（半透明）、ユニバーサルデザイン仕様：あり→なし、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

ﾌ-HP420NDM ポップリングファイル〈セパ〉 あり ﾌ-PS410T 126

本体価格：¥510→¥490、適正収容枚数：150枚→100枚、外寸

法：高さ307×幅240×背幅31mm→高さ307×幅243×背幅

21mm、オーバルリング→D型リング、表紙：発泡R-PP→R-PP、表紙

色：ダークグレー→透明、ユニバーサルデザイン仕様：あり→なし、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

ﾌ-HP420NR ポップリングファイル〈セパ〉 あり ﾌ-PS410P 126

本体価格：¥510→¥490、適正収容枚数：150枚→100枚、外寸

法：高さ307×幅240×背幅31mm→高さ307×幅243×背幅

21mm、オーバルリング→D型リング、表紙：発泡R-PP→R-PP、表紙

色：赤→ピンク（半透明）、ユニバーサルデザイン仕様：あり→なし、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

ﾌ-HP420NY ポップリングファイル〈セパ〉 あり ﾌ-PS410Y 126

本体価格：¥510→¥490、適正収容枚数：150枚→100枚、外寸

法：高さ307×幅240×背幅31mm→高さ307×幅243×背幅

21mm、オーバルリング→D型リング、表紙：発泡R-PP→R-PP、表紙

色：黄→黄（半透明）、ユニバーサルデザイン仕様：あり→なし、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

ﾌ-HP430NB ポップリングファイル〈セパ〉 あり ﾌ-PS410B 126

本体価格：¥640→¥490、適正収容枚数：200枚→100枚、外寸

法：高さ307×幅257×背幅38mm→高さ307×幅243×背幅

21mm、オーバルリング→D型リング、表紙：発泡R-PP→R-PP、表紙

色：青→青（半透明）、ユニバーサルデザイン仕様：あり→なし、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、

包装単位：10/40→10/60

ﾌ-HP430NG ポップリングファイル〈セパ〉 あり ﾌ-PS410G 126

本体価格：¥640→¥490、適正収容枚数：200枚→100枚、外寸

法：高さ307×幅257×背幅38mm→高さ307×幅243×背幅

21mm、オーバルリング→D型リング、表紙：発泡R-PP→R-PP、表紙

色：緑→緑（半透明）、ユニバーサルデザイン仕様：あり→なし、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、

包装単位：10/40→10/60
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ﾌ-HP430NY ポップリングファイル〈セパ〉 あり ﾌ-PS410Y 126

本体価格：¥640→¥490、適正収容枚数：200枚→100枚、外寸

法：高さ307×幅257×背幅38mm→高さ307×幅243×背幅

21mm、オーバルリング→D型リング、表紙：発泡R-PP→R-PP、表紙

色：黄→黄（半透明）、ユニバーサルデザイン仕様：あり→なし、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、

包装単位：10/40→10/60

ﾌ-RK100B レポートファイル〈オール紙〉（５冊入り） なし

ﾌ-RK830 保存ファイル〈オール紙〉 あり ﾌ-VM630M 104

本体価格：¥800→¥400、外寸法：高さ307×幅235×背幅

58mm→高さ307×幅240×背幅47mm、表紙色：クラフト色→グ

レー色、とじ具：紙→樹脂、廃棄：分別不要（オール紙）→分別必

要（紙、樹脂）、エコマーク認定：なし→あり、包装単位：20→

20/80

ﾌ-SC300B 学習用レバーファイル あり ﾌ-U330B 142
本体価格：¥480→¥420、替背紙式→背紙付きタイプ、教科名付属

シール：あり→なし

ﾌ-SC300P 学習用レバーファイル あり ﾌ-U330P 142
本体価格：¥480→¥420、替背紙式→背紙付きタイプ、教科名付属

シール：あり→なし

ﾌ-SC301P 学習用レバーファイル あり ﾌ-U331B 142

本体価格：¥460→¥400、替背紙式→背紙付きタイプ、表紙色：ピ

ンク→青、教科名付属シール：あり→なし、包装単位：10/60→

10/100

ﾌ-SK750B 企業別ホルダー〈就活スタイル〉 あり ﾌ-KFE7505T 154

本体価格：¥240→¥750、入り数：1冊→3冊、分類：4ポケット→5

ポケット、サイズ：タテ235×ヨコ310mm→タテ309×ヨコ237mm、見

出しシール・フラップ：付属→なし、シート厚み：200μm→180μm、製

品色：青→透明、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：5/20/200→10/40

ﾌ-SK750R 企業別ホルダー〈就活スタイル〉 あり ﾌ-KFE7505T 154

本体価格：¥240→¥750、入り数：1冊→3冊、分類：4ポケット→5

ポケット、サイズ：タテ235×ヨコ310mm→タテ309×ヨコ237mm、見

出しシール・フラップ：付属→なし、シート厚み：200μm→180μm、製

品色：赤→透明、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：5/20/200→10/40

ﾌ-T760B レールクリヤーホルダーＳＣ なし
ﾌ-TS750B クリヤーホルダー（ストロングタイプ） あり ﾌ-TS750T 161 製品色：青→透明
ﾌ-TS750P クリヤーホルダー（ストロングタイプ） あり ﾌ-TS750T 161 製品色：ピンク→透明
ﾌｸ-4D 粘着フック あり ﾌｸ-4W 475 製品色：黒→白
ﾌｸ-5W 粘着フック なし
ﾌｸ-6NB 粘着フック なし
ﾌｸ-12B 粘着フック あり ﾌｸ-12M 475 製品色：青→ライトグレー
ﾌｸ-13B 粘着フック なし
ﾌｸ-13M 粘着フック なし
ﾌｸ-53W 粘着フック なし
ﾌｸ-54W 粘着フック なし
ﾌｸ-55W 粘着フック なし

ﾌｸ-201B マグネットフック あり ﾌｸ-202M 475

本体価格：¥290→¥400、外寸法：W40×D26×H75mm→

W42×D27×H75mm、目安保持荷重：4.9Ｎ（約500gf）まで→

4.9Ｎ〜9.8N（約500gf〜1kgf）、滑り止め：なし→あり、製品

色：青→ライトグレー

ﾌｸ-201M マグネットフック あり ﾌｸ-202M 475

本体価格：¥290→¥400、外寸法：W40×D26×H75mm→

W42×D27×H75mm、目安保持荷重：4.9Ｎ（約500gf）まで→

4.9Ｎ〜9.8N（約500gf〜1kgf）、滑り止め：なし→あり

ﾌｸ-202B マグネットフック あり ﾌｸ-202M 475 製品色：青→ライトグレー
ﾌｸ-203B マグネットフック あり ﾌｸ-203M 475 製品色：青→ライトグレー
ﾏ-20N カッティングマット（トレース用） なし
ﾏ-22N カッティングマット（トレース用） なし
ﾏ-23N カッティングマット（トレース用） なし
ﾏ-24N カッティングマット（トレース用） なし
ﾏ-53N デスクマット軟質（予定表付き） なし
ﾒｲ-NB355B 名刺ホルダー〈クールフェイス〉（替紙式） なし
ﾒｲ-NB355DM 名刺ホルダー〈クールフェイス〉（替紙式） なし
ﾒｲ-NB395D 名刺ホルダー〈クールフェイス〉替紙 なし

ﾖﾊ-H74NB クリップボードＨ あり ﾖﾊ-H93NB 243
本体価格：¥1,050→¥1,250、サイズ：B4-S（ヨコ390×タテ

307mm）→A3-S（ヨコ443×タテ338mm）

ﾖﾊ-H74NDM クリップボードＨ あり ﾖﾊ-H93NDM 243
本体価格：¥1,050→¥1,250、サイズ：B4-S（ヨコ390×タテ

307mm）→A3-S（ヨコ443×タテ338mm）

ﾙ-11NB ファイルノート（表紙ハードタイプ）（ミドルタイプ） あり ﾙ-11ND 724 表紙色：青→黒
ﾙ-5002T バインダーノート〈キャリーオール〉（背ポケットタイプ）（スリムタイプ） あり ﾙ-5002B 720 表紙色：透明→青
ﾙ-AP727Y スライドバインダー〈アダプト〉（スリムタイプ） あり ﾙ-AP727R 719 とじ具色：黄→赤
ﾙ-P130T 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 718 表紙色：透明→青
ﾙ-P343NP スライドバインダー（ミドルタイプ） あり ﾙ-P343NB 718 表紙色：ピンク→青
ﾙ-P770-3 ポップスリム（スーパースリムタイプ） なし

ﾜ-60NB 電話帳 あり ﾜ-23NB 770
記入欄罫幅：6mm→7.5mm、収容数：352名→286名、表紙デ

ザイン違い
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