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A4-FBX6 文書保存箱（閲覧用） なし

A4LF-BX-M 文書保存箱（ファイルボックス－ＦＳ用） なし

B4-LFH-P ファイルボックス－ＦＳ〈Ｈタイプ〉 あり B4-LFFN-P 205

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→あり、エコマーク認定：なし→あり、包装単位：5/30→

5/50

C-RT630B チューブファイル〈エコツインＲ〉用替背見出し紙（カラータイプ） なし

C-RT630C チューブファイル〈エコツインＲ〉用替背見出し紙（カラータイプ） なし

C-RT630D チューブファイル〈エコツインＲ〉用替背見出し紙（カラータイプ） なし

C-RT630G チューブファイル〈エコツインＲ〉用替背見出し紙（カラータイプ） なし

C-RT630R チューブファイル〈エコツインＲ〉用替背見出し紙（カラータイプ） なし

C-RT650B チューブファイル〈エコツインＲ〉用替背見出し紙（カラータイプ） なし

C-RT650C チューブファイル〈エコツインＲ〉用替背見出し紙（カラータイプ） なし

C-RT650D チューブファイル〈エコツインＲ〉用替背見出し紙（カラータイプ） なし

C-RT650G チューブファイル〈エコツインＲ〉用替背見出し紙（カラータイプ） なし

C-RT650R チューブファイル〈エコツインＲ〉用替背見出し紙（カラータイプ） なし

C-RT650Y チューブファイル〈エコツインＲ〉用替背見出し紙（カラータイプ） なし

C-RT680B チューブファイル〈エコツインＲ〉用替背見出し紙（カラータイプ） なし

C-RT680C チューブファイル〈エコツインＲ〉用替背見出し紙（カラータイプ） なし

C-RT680D チューブファイル〈エコツインＲ〉用替背見出し紙（カラータイプ） なし

C-RT680G チューブファイル〈エコツインＲ〉用替背見出し紙（カラータイプ） なし

C-RT680R チューブファイル〈エコツインＲ〉用替背見出し紙（カラータイプ） なし

C-RT680Y チューブファイル〈エコツインＲ〉用替背見出し紙（カラータイプ） なし

DG-B1 デジカメスタジオ〈キレイに撮り隊〉 なし

DG-B2 デジカメスタジオ〈キレイに撮り隊〉 なし

DRK-HS11D 非常持出しバッグ（ソフトタイプ・日本防炎協会認定品） なし

DRK-HS21D 非常持出しバッグ（ソフトラージタイプ・日本防炎協会認定品） なし

DRK-NB21S フリース毛布（２ＷＡＹタイプ・日本防炎協会認定品） なし

DRK-NH1S 不織布ブランケット なし

DRK-SC20D 非常用品セット（車載タイプ） なし

DRP-HM2G Ｔシャツ〈ＰＡＲＴＳ－ＦＩＴ〉（Ｆサイズ・グレー・５０枚入り） なし

EAS-DSF6003NM デスクシェルフ〈ＲＥＳＰＡＣＥ－Ｆ〉 なし

EAS-L101N パソコンロックキット（ネジ付きコネクタ対応　ダイヤル式） なし

EAS-LDAA15 液晶ディスプレイアームＶＥＳＡ１００　アタッチメント金具 なし

EBR-410 デュアルピッチバインダーＤＲ（バースト用） なし

ELA-MRU41 プレゼンテーションマウス〈ＲＥＤ〉（ＵＤシリーズ） なし

ELA-P1N ＰＣプレゼンポインター〈エアビーム〉 なし

ELA-P2N ＰＣプレゼンポインター〈エアビーム・マウス〉 なし

ELA-R130 レーザーポインター　ｆｏｒ　ＰＣ〈ＲＥＤ〉（エコノミータイプ） あり ELP-R30N 468

本体価格：¥8,000→¥14,800、照射サイズズーム機能：なし→あり、本体寸

法：W18×D160×H18mm→軸径φ14×長さ176mm、受信器寸法：

W15×D19×H6mm→W16.3×D42.8×H9.5mm、材質：本体・受信器

/ABS→本体/アルミ合金、先端部・受信器/ABS、ボタン/ラバー、本体質量（電

池含む）：約50g→約60g、受信器質量：約2g→約5g、電池寿命（アルカ

リ乾電池使用時）：連続使用約15時間→連続使用約24時間、通信ID設

定：65000ID→65535ID、受信可能距離（半径）：約20m→約30m、

保管用ソフトケース：なし→あり※ただし、本体後部の受信器収納スペースはなし

ELA-R200N ＬＥＤライト＆レーザーポインター〈ＴｏｕｇｈＢｏｄｙ〉 なし

ELA-TP1N ツインプレゼンポインター〈二灯流〉 なし

ELP-G20 レーザーポインター〈ＧＲＥＥＮ〉（ペンタイプ・形状変更） あり ELP-G25 467

本体価格：¥35,000→¥25,000、照射形状切替：あり→なし、照射サイズ

ズーム機能：なし→あり、本体寸法：軸径φ13×長さ172.5mm→軸径φ13

×長さ170mm、材質：本体/真ちゅう→本体・キャップ部/アルミ合金、質量（電

池含む）：約82g→約64g、保管用ソフトケース・ストラップ：あり→なし、包装

単位：15→20

EVF-CLPR12WN ＯＡフィルター（のぞき見防止タイプ）（光沢タイプ） なし

EVF-CLPR13WN ＯＡフィルター（のぞき見防止タイプ）（光沢タイプ） なし

EVF-CLPR17N ＯＡフィルター（のぞき見防止タイプ）（光沢タイプ） なし

EVF-HLPR17N 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

F-VBF122-2 ペンケース〈シーツー〉（トレータイプ） あり F-VBF122-1 539 製品色：ライトグレー×ピンク→ネイビー×アクアブルー

F-VBF122-3 ペンケース〈シーツー〉（トレータイプ） あり F-VBF122-1 539 製品色：カーキ×イエロー→ネイビー×アクアブルー

F-VBF132-2 ペンケース〈ネオクリッツミニ〉 あり F-VBF180-3 536

本体価格：¥1,000→¥1,300、外寸法：W67×D50×H165mm→W85×

D50×H195mm、材質（表材・内装）：ナイロン→ポリエステル、製品色：エメ

ラルドグリーン・ネイビーブルー×ブラウン→ブルー×ネイビー

F-VBF170-3 ペンケース〈ウィズプラス〉 あり F-VBF170-4 537 製品色：レッド→ブラウン（ブラック、ネイビーもあり）

F-VBF185-3 ペンケース〈ネオクリッツ　マルクル〉 あり F-VBF185-2 537 製品色：ピンク→ウォームグレー（ブルーもあり）

F-WBF115D ペンケース〈ＷｉＬＬ　ＳＴＡＴＩＯＮＥＲＹ　ＡＣＴＩＣ〉 あり F-WBF115B 540 製品色：黒→青

F-WBF115YR ペンケース〈ＷｉＬＬ　ＳＴＡＴＩＯＮＥＲＹ　ＡＣＴＩＣ〉 あり F-WBF115B 540 製品色：オレンジ→青

F-WBF116D ペンケースミニ〈ＷｉＬＬ　ＳＴＡＴＩＯＮＥＲＹ　ＡＣＴＩＣ〉 あり F-WBF116B 540 製品色：黒→青

F-WBF116YR ペンケースミニ〈ＷｉＬＬ　ＳＴＡＴＩＯＮＥＲＹ　ＡＣＴＩＣ〉 あり F-WBF116B 540 製品色：オレンジ→青

F-WPM104-1 蛍光マーカー〈ＷｉＬＬ　ＳＴＡＴＩＯＮＥＲＹ　ＡＣＴＩＣ〉 なし

F-WPM104-2 蛍光マーカー〈ＷｉＬＬ　ＳＴＡＴＩＯＮＥＲＹ　ＡＣＴＩＣ〉 なし

F-WPM104-3 蛍光マーカー〈ＷｉＬＬ　ＳＴＡＴＩＯＮＥＲＹ　ＡＣＴＩＣ〉 なし

F-WPM104SET 蛍光マーカー〈ＷｉＬＬ　ＳＴＡＴＩＯＮＥＲＹ　ＡＣＴＩＣ〉 なし

FAX-139 ホームＦＡＸ用普通紙 あり KB-139N 292

本体価格：¥310→¥390、紙質：中性紙（認証なし）→FSC®認証パルプ

使用（FSCミックス）、GPNエコ商品ねっと：非掲載→掲載、包装単位：5/20

→20

GY-GCB100B 手動鉛筆削り器〈まなびすと〉 なし

GY-GCB100P 手動鉛筆削り器〈まなびすと〉 なし

IS-E21 電子チェックライター あり IS-E20 339
本体価格：¥30,700→¥23,700、仕様：コードレスタイプ（充電式・ACアダプ

ター付属）→コード式

IS-E22 電子チェックライター なし

IS-E301 インクリボン（電子チェックライター用） なし

J-SK-SENKA15KN オフィスシュレッダー〈Ｓｈｒｅｄ　Ｇｅａｒ〉 なし

J-SK-SENKA25K オフィスシュレッダー〈Ｓｈｒｅｄ　Ｇｅａｒ〉 なし
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KB-KC34NB ＰＰＣカラー用紙（共用紙） あり KB-C34B 293
本体価格：¥2,780→¥3,050、紙質：中性紙（認証なし）→FSC®認証パ

ルプ使用（FSCミックス）、GPNエコ商品ねっと：非掲載→掲載

KB-KC34NP ＰＰＣカラー用紙（共用紙） あり KB-C34P 293
本体価格：¥2,780→¥3,050、紙質：中性紙（認証なし）→FSC®認証パ

ルプ使用（FSCミックス）、GPNエコ商品ねっと：非掲載→掲載

KB-KC34NY ＰＰＣカラー用紙（共用紙） あり KB-C34Y 293
本体価格：¥2,780→¥3,050、紙質：中性紙（認証なし）→FSC®認証パ

ルプ使用（FSCミックス）、GPNエコ商品ねっと：非掲載→掲載

KB-KC35NB ＰＰＣカラー用紙（共用紙） あり KB-C35B 293
本体価格：¥1,450→¥1,550、紙質：中性紙（認証なし）→FSC®認証パ

ルプ使用（FSCミックス）、GPNエコ商品ねっと：非掲載→掲載

KB-KC35NG ＰＰＣカラー用紙（共用紙） あり KB-C35G 293
本体価格：¥1,450→¥1,550、紙質：中性紙（認証なし）→FSC®認証パ

ルプ使用（FSCミックス）、GPNエコ商品ねっと：非掲載→掲載

KB-KC35NP ＰＰＣカラー用紙（共用紙） あり KB-C35P 293
本体価格：¥1,450→¥1,550、紙質：中性紙（認証なし）→FSC®認証パ

ルプ使用（FSCミックス）、GPNエコ商品ねっと：非掲載→掲載

KB-KC35NY ＰＰＣカラー用紙（共用紙） あり KB-C35Y 293
本体価格：¥1,450→¥1,550、紙質：中性紙（認証なし）→FSC®認証パ

ルプ使用（FSCミックス）、GPNエコ商品ねっと：非掲載→掲載

KB-KC39NB ＰＰＣカラー用紙（共用紙） あり KB-C39B 293
本体価格：¥1,870→¥2,030、紙質：中性紙（認証なし）→FSC®認証パ

ルプ使用（FSCミックス）、GPNエコ商品ねっと：非掲載→掲載

KB-KC39NG ＰＰＣカラー用紙（共用紙） あり KB-C39G 293
本体価格：¥1,870→¥2,030、紙質：中性紙（認証なし）→FSC®認証パ

ルプ使用（FSCミックス）、GPNエコ商品ねっと：非掲載→掲載

KB-KC39NP ＰＰＣカラー用紙（共用紙） あり KB-C39P 293
本体価格：¥1,870→¥2,030、紙質：中性紙（認証なし）→FSC®認証パ

ルプ使用（FSCミックス）、GPNエコ商品ねっと：非掲載→掲載

KB-KC39NY ＰＰＣカラー用紙（共用紙） あり KB-C39Y 293
本体価格：¥1,870→¥2,030、紙質：中性紙（認証なし）→FSC®認証パ

ルプ使用（FSCミックス）、GPNエコ商品ねっと：非掲載→掲載

KB-KC139NB ＰＰＣカラー用紙（共用紙） あり KB-C139NB 293
本体価格：¥490→¥540、紙質：中性紙（認証なし）→FSC®認証パルプ

使用（FSCミックス）、GPNエコ商品ねっと：非掲載→掲載

KB-KC139NG ＰＰＣカラー用紙（共用紙） あり KB-C139NG 293
本体価格：¥490→¥540、紙質：中性紙（認証なし）→FSC®認証パルプ

使用（FSCミックス）、GPNエコ商品ねっと：非掲載→掲載

KB-KC139NP ＰＰＣカラー用紙（共用紙） あり KB-C139NP 293
本体価格：¥490→¥540、紙質：中性紙（認証なし）→FSC®認証パルプ

使用（FSCミックス）、GPNエコ商品ねっと：非掲載→掲載

KB-KC139NY ＰＰＣカラー用紙（共用紙） あり KB-C139NY 293
本体価格：¥490→¥540、紙質：中性紙（認証なし）→FSC®認証パルプ

使用（FSCミックス）、GPNエコ商品ねっと：非掲載→掲載

KFB-UTL32 ＵＳＢメモリーボックス〈ＫＥＹＳＹＳ〉（キーボックス兼用） なし

KJ-8666 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

KJ-A10A4-20 インクジェットプリンタ用プロフェッショナルフィルム（超高光沢） なし

KJ-VHA10W インクジェットプリンタ用名刺用紙（クリアカット）（両面印刷用・マット紙） あり KJ-VH10W 276

本体価格：¥730→¥680、仕様：厚口→通常、紙厚（名刺本体厚）：

210g/㎡・0.24mm→186g/㎡・0.22mm、総厚：291.4g/㎡・0.33mm

→267.4g/㎡・0.31mm

KM-KP-40 テーブルトップ４０型スクリーン なし

L-FBK2-B ボックスシール（活用表示） あり L-FBK-B 226 色合い違い、包装単位：10/300→1

L-FBK2-D ボックスシール（活用表示） なし

L-FBK2-G ボックスシール（活用表示） なし

L-FBK2-R ボックスシール（活用表示） あり L-FBK-R 226 色合い違い、包装単位：10/300→1

L-FBK2-Y ボックスシール（活用表示） あり L-FBK-Y 226 色合い違い、包装単位：10/300→1

L-FBL2-0 ボックスシール（カラー分類表示） あり L-FBL-0 226 色合い違い、包装単位：10/300→1

L-FBL2-1 ボックスシール（カラー分類表示） あり L-FBL-1 226 色合い違い、包装単位：10/300→1

L-FBL2-4 ボックスシール（カラー分類表示） あり L-FBL-4 226 色合い違い、包装単位：10/300→1

L-FBL2-5 ボックスシール（カラー分類表示） あり L-FBL-5 226 色合い違い、包装単位：10/300→1

L-FBL2-6 ボックスシール（カラー分類表示） あり L-FBL-6 226 色合い違い、包装単位：10/300→1

L-FBL2-8 ボックスシール（カラー分類表示） あり L-FBL-8 226 色合い違い、包装単位：10/300→1

L-FBL2-9 ボックスシール（カラー分類表示） あり L-FBL-9 226 色合い違い、包装単位：10/300→1

PK-M100C シャープペンシル・ボールペンセット〈ミストラル〉 なし

PK-M150LM シャープペンシル・ボールペンセット〈ミストラル〉 なし

PM-L103-5S 詰替式蛍光マーカー〈ピタッシュアルファ〉 なし

PM-L103B 詰替式蛍光マーカー〈ピタッシュアルファ〉 なし

PM-L103G 詰替式蛍光マーカー〈ピタッシュアルファ〉 なし

PM-L103P 詰替式蛍光マーカー〈ピタッシュアルファ〉 なし

PM-L103Y 詰替式蛍光マーカー〈ピタッシュアルファ〉 なし

PM-L103YR 詰替式蛍光マーカー〈ピタッシュアルファ〉 なし

PN-25 多穴パンチ（バインダー・データバインダー用） なし

PN-26 多穴パンチ（バインダー・データバインダー用） なし

PR-E101T 選べるボールペン〈エラベルノ〉ボディ なし

PR-E101TM 選べるボールペン〈エラベルノ〉ボディ なし

PR-E102T 選べるボールペン〈エラベルノ〉ボディ なし

PR-E102TM 選べるボールペン〈エラベルノ〉ボディ なし

PR-E103T 選べるボールペン〈エラベルノ〉ボディ なし

PR-E103TM 選べるボールペン〈エラベルノ〉ボディ なし

PR-M100C ボールペン〈ミストラル〉 なし

PR-M150LM ボールペン〈ミストラル〉 なし

PS-CR101-1P 鉛筆シャープ〈キャンパスジュニアペンシル〉（赤芯・吊り下げパック） あり PS-PER113-1P 503

外寸法：軸径φ9×長さ139mm→軸径φ9×長さ145mm、袋外寸法：ヨコ

40×タテ197mm→ヨコ25×タテ200mm、材質：軸/ABS・エラストマー、ノック

部/R-ABS・POM→軸・ペン先/PC

PS-FP100LB-1P 鉛筆シャープ（フローズンカラー・吊り下げパック） あり PS-PE109W-1P 503

外寸法：軸径φ10×長さ139mm→軸径φ9×長さ145mm、袋外寸法：ヨコ

40×タテ197mm→ヨコ25×タテ200mm、材質：軸/PP・エラストマー、ノック部

/R-ABS・POM→軸・ペン先/PC、製品色：ライトブルー→白

PS-FP100P-1P 鉛筆シャープ（フローズンカラー・吊り下げパック） あり PS-PE109W-1P 503

外寸法：軸径φ10×長さ139mm→軸径φ9×長さ145mm、袋外寸法：ヨコ

40×タテ197mm→ヨコ25×タテ200mm、材質：軸/PP・エラストマー、ノック部

/R-ABS・POM→軸・ペン先/PC、製品色：ピンク→白
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PS-FP100Y-1P 鉛筆シャープ（フローズンカラー・吊り下げパック） あり PS-PE109W-1P 503

外寸法：軸径φ10×長さ139mm→軸径φ9×長さ145mm、袋外寸法：ヨコ

40×タテ197mm→ヨコ25×タテ200mm、材質：軸/PP・エラストマー、ノック部

/R-ABS・POM→軸・ペン先/PC、製品色：黄→白

PS-FP101B-1P 鉛筆シャープ（フローズンカラー・吊り下げパック） あり PS-PE113W-1P 503

外寸法：軸径φ10×長さ139mm→軸径φ9×長さ145mm、袋外寸法：ヨコ

40×タテ197mm→ヨコ25×タテ200mm、材質：軸/PP・エラストマー、ノック部

/R-ABS・POM→軸・ペン先/PC、製品色：青→白

PS-FP101YG-1P 鉛筆シャープ（フローズンカラー・吊り下げパック） あり PS-PE113W-1P 503

外寸法：軸径φ10×長さ139mm→軸径φ9×長さ145mm、袋外寸法：ヨコ

40×タテ197mm→ヨコ25×タテ200mm、材質：軸/PP・エラストマー、ノック部

/R-ABS・POM→軸・ペン先/PC、製品色：黄緑→白

PS-FP101YR-1P 鉛筆シャープ（フローズンカラー・吊り下げパック） あり PS-PE113W-1P 503

外寸法：軸径φ10×長さ139mm→軸径φ9×長さ145mm、袋外寸法：ヨコ

40×タテ197mm→ヨコ25×タテ200mm、材質：軸/PP・エラストマー、ノック部

/R-ABS・POM→軸・ペン先/PC、製品色：オレンジ→白

PS-FP102CB-1P 鉛筆シャープ（フローズンカラー・吊り下げパック） あり PS-PE107W-1P 503

外寸法：軸径φ10×長さ139mm→軸径φ9×長さ145mm、袋外寸法：ヨコ

40×タテ197mm→ヨコ25×タテ200mm、材質：軸/PP・エラストマー、ノック部

/R-ABS・POM→軸・ペン先/PC、製品色：コバルトブルー→白

PS-FP102DM-1P 鉛筆シャープ（フローズンカラー・吊り下げパック） あり PS-PE107W-1P 503

外寸法：軸径φ10×長さ139mm→軸径φ9×長さ145mm、袋外寸法：ヨコ

40×タテ197mm→ヨコ25×タテ200mm、材質：軸/PP・エラストマー、ノック部

/R-ABS・POM→軸・ペン先/PC、製品色：ダークグレー→白

PS-FP102RP-1P 鉛筆シャープ（フローズンカラー・吊り下げパック） あり PS-PE107W-1P 503

外寸法：軸径φ10×長さ139mm→軸径φ9×長さ145mm、袋外寸法：ヨコ

40×タテ197mm→ヨコ25×タテ200mm、材質：軸/PP・エラストマー、ノック部

/R-ABS・POM→軸・ペン先/PC、製品色：チェリーピンク→白

PS-M100C シャープペンシル〈ミストラル〉 なし

PS-M150LM シャープペンシル〈ミストラル〉 なし

PS-PT110LB-1P 鉛筆シャープ（キャンディカラー・吊り下げパック） あり PS-PE109W-1P 503

外寸法：軸径φ9×長さ139mm→軸径φ9×長さ145mm、袋外寸法：ヨコ

40×タテ197mm→ヨコ25×タテ200mm、材質：軸/ABS、ノック部/R-ABS・

POM→軸・ペン先/PC、製品色：ライトブルー→白

PS-PT110P-1P 鉛筆シャープ（キャンディカラー・吊り下げパック） あり PS-PE109W-1P 503

外寸法：軸径φ9×長さ139mm→軸径φ9×長さ145mm、袋外寸法：ヨコ

40×タテ197mm→ヨコ25×タテ200mm、材質：軸/ABS、ノック部/R-ABS・

POM→軸・ペン先/PC、製品色：ピンク→白

PS-PT110YG-1P 鉛筆シャープ（キャンディカラー・吊り下げパック） あり PS-PE109W-1P 503

外寸法：軸径φ9×長さ139mm→軸径φ9×長さ145mm、袋外寸法：ヨコ

40×タテ197mm→ヨコ25×タテ200mm、材質：軸/ABS、ノック部/R-ABS・

POM→軸・ペン先/PC、製品色：黄緑→白

PS-PT111B-1P 鉛筆シャープ（キャンディカラー・吊り下げパック） あり PS-PE113W-1P 503

外寸法：軸径φ9×長さ139mm→軸径φ9×長さ145mm、袋外寸法：ヨコ

40×タテ197mm→ヨコ25×タテ200mm、材質：軸/ABS、ノック部/R-ABS・

POM→軸・ペン先/PC、製品色：青→白

PS-PT111R-1P 鉛筆シャープ（キャンディカラー・吊り下げパック） あり PS-PE113W-1P 503

外寸法：軸径φ9×長さ139mm→軸径φ9×長さ145mm、袋外寸法：ヨコ

40×タテ197mm→ヨコ25×タテ200mm、材質：軸/ABS、ノック部/R-ABS・

POM→軸・ペン先/PC、製品色：赤→白

PS-PT111Y-1P 鉛筆シャープ（キャンディカラー・吊り下げパック） あり PS-PE113W-1P 503

外寸法：軸径φ9×長さ139mm→軸径φ9×長さ145mm、袋外寸法：ヨコ

40×タテ197mm→ヨコ25×タテ200mm、材質：軸/ABS、ノック部/R-ABS・

POM→軸・ペン先/PC、製品色：黄→白

PS-PT112BG-1P 鉛筆シャープ（キャンディカラー・吊り下げパック） あり PS-PE107W-1P 503

外寸法：軸径φ9×長さ139mm→軸径φ9×長さ145mm、袋外寸法：ヨコ

40×タテ197mm→ヨコ25×タテ200mm、材質：軸/ABS、ノック部/R-ABS・

POM→軸・ペン先/PC、製品色：ブルーグリーン→白

PS-PT112DM-1P 鉛筆シャープ（キャンディカラー・吊り下げパック） あり PS-PE107W-1P 503

外寸法：軸径φ9×長さ139mm→軸径φ9×長さ145mm、袋外寸法：ヨコ

40×タテ197mm→ヨコ25×タテ200mm、材質：軸/ABS、ノック部/R-ABS・

POM→軸・ペン先/PC、製品色：ダークグレー→白

PS-PT112VP-1P 鉛筆シャープ（キャンディカラー・吊り下げパック） あり PS-PE107W-1P 503

外寸法：軸径φ9×長さ139mm→軸径φ9×長さ145mm、袋外寸法：ヨコ

40×タテ197mm→ヨコ25×タテ200mm、材質：軸/ABS、ノック部/R-ABS・

POM→軸・ペン先/PC、製品色：ローズピンク→白

PS-SMP100DB 鉛筆シャープ（マークシート最適セット） なし

PS-SMP101D 鉛筆シャープ（マークシート最適セット） なし

PSR-C2B7 キャンパス　シャープ替芯 あり PSR-2B07-1P 509

外寸法：W18×D8×H78mm→W9×D9×H77mm、吊り下げ：不可→

可、材質：ケース透明部/R-PS→キャップ/ABS、ケース/PS、入り数：40本→

30本

PSR-C2B7-1P キャンパス　シャープ替芯（吊り下げパック） あり PSR-2B07-1P 509

外寸法：W18×D8×H78mm→W9×D9×H77mm、袋外寸法：ヨコ40×

タテ140mm→ヨコ25×タテ140mm、材質：ケース透明部/R-PS→キャップ

/ABS、ケース/PS、入り数：40本→30本

PSR-C2B9N キャンパス　シャープ替芯 あり PSR-2B09-1P 509

外寸法：W18×D8×H78mm→W9×D9×H77mm、吊り下げ：不可→

可、材質：ケース透明部/R-PS→キャップ/ABS、ケース/PS、入り数：36本→

25本

PSR-C2B9N-1P キャンパス　シャープ替芯（吊り下げパック） あり PSR-2B09-1P 509

外寸法：W18×D8×H78mm→W9×D9×H77mm、袋外寸法：ヨコ40×

タテ140mm→ヨコ25×タテ140mm、材質：ケース透明部/R-PS→キャップ

/ABS、ケース/PS、入り数：36本→25本

PSR-C2B13N キャンパス　シャープ替芯 あり PSR-2B13-1P 509

外寸法：W18×D8×H78mm→W9×D9×H77mm、吊り下げ：不可→

可、材質：ケース透明部/R-PS→キャップ/ABS、ケース/PS、入り数：16本→

10本

PSR-C2B13N-1P キャンパス　シャープ替芯（吊り下げパック） あり PSR-2B13-1P 509

外寸法：W18×D8×H78mm→W9×D9×H77mm、袋外寸法：ヨコ40×

タテ140mm→ヨコ25×タテ140mm、材質：ケース透明部/R-PS→キャップ

/ABS、ケース/PS、入り数：16本→10本
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PSR-CB7 キャンパス　シャープ替芯 あり PSR-B07-1P 509

外寸法：W18×D8×H78mm→W9×D9×H77mm、吊り下げ：不可→

可、材質：ケース透明部/R-PS→キャップ/ABS、ケース/PS、入り数：40本→

30本

PSR-CB7-1P キャンパス　シャープ替芯（吊り下げパック） あり PSR-B07-1P 509

外寸法：W18×D8×H78mm→W9×D9×H77mm、袋外寸法：ヨコ40×

タテ140mm→ヨコ25×タテ140mm、材質：ケース透明部/R-PS→キャップ

/ABS、ケース/PS、入り数：40本→30本

PSR-CB9N キャンパス　シャープ替芯 あり PSR-B09-1P 509

外寸法：W18×D8×H78mm→W9×D9×H77mm、吊り下げ：不可→

可、材質：ケース透明部/R-PS→キャップ/ABS、ケース/PS、入り数：36本→

25本

PSR-CB9N-1P キャンパス　シャープ替芯（吊り下げパック） あり PSR-B09-1P 509

外寸法：W18×D8×H78mm→W9×D9×H77mm、袋外寸法：ヨコ40×

タテ140mm→ヨコ25×タテ140mm、材質：ケース透明部/R-PS→キャップ

/ABS、ケース/PS、入り数：36本→25本

PSR-CB13N キャンパス　シャープ替芯 あり PSR-B13-1P 509

外寸法：W18×D8×H78mm→W9×D9×H77mm、吊り下げ：不可→

可、材質：ケース透明部/R-PS→キャップ/ABS、ケース/PS、入り数：16本→

10本

PSR-CB13N-1P キャンパス　シャープ替芯（吊り下げパック） あり PSR-B13-1P 509

外寸法：W18×D8×H78mm→W9×D9×H77mm、袋外寸法：ヨコ40×

タテ140mm→ヨコ25×タテ140mm、材質：ケース透明部/R-PS→キャップ

/ABS、ケース/PS、入り数：16本→10本

PSR-CHB7 キャンパス　シャープ替芯 あり PSR-HB07-1P 509

外寸法：W18×D8×H78mm→W9×D9×H77mm、吊り下げ：不可→

可、材質：ケース透明部/R-PS→キャップ/ABS、ケース/PS、入り数：40本→

30本

PSR-CHB7-1P キャンパス　シャープ替芯（吊り下げパック） あり PSR-HB07-1P 509

外寸法：W18×D8×H78mm→W9×D9×H77mm、袋外寸法：ヨコ40×

タテ140mm→ヨコ25×タテ140mm、材質：ケース透明部/R-PS→キャップ

/ABS、ケース/PS、入り数：40本→30本

PSR-CHB9 キャンパス　シャープ替芯 あり PSR-HB09-1P 509

外寸法：W18×D8×H78mm→W9×D9×H77mm、吊り下げ：不可→

可、材質：ケース透明部/R-PS→キャップ/ABS、ケース/PS、入り数：36本→

25本

PSR-CHB9-1P キャンパス　シャープ替芯（吊り下げパック） あり PSR-HB09-1P 509

外寸法：W18×D8×H78mm→W9×D9×H77mm、袋外寸法：ヨコ40×

タテ140mm→ヨコ25×タテ140mm、材質：ケース透明部/R-PS→キャップ

/ABS、ケース/PS、入り数：36本→25本

PSR-CHB13 キャンパス　シャープ替芯 あり PSR-HB13-1P 509

外寸法：W18×D8×H78mm→W9×D9×H77mm、吊り下げ：不可→

可、材質：ケース透明部/R-PS→キャップ/ABS、ケース/PS、入り数：16本→

10本

PSR-CHB13-1P キャンパス　シャープ替芯（吊り下げパック） あり PSR-HB13-1P 509

外寸法：W18×D8×H78mm→W9×D9×H77mm、袋外寸法：ヨコ40×

タテ140mm→ヨコ25×タテ140mm、材質：ケース透明部/R-PS→キャップ

/ABS、ケース/PS、入り数：16本→10本

PSR-CR13N-1P キャンパス　シャープ替芯（吊り下げパック） あり PSR-RE13-1P 509

外寸法：W18×D8×H78mm→W9×D9×H77mm、袋外寸法：ヨコ37×

タテ140mm→ヨコ25×タテ140mm、材質：ケース透明部/R-PS→キャップ

/ABS、ケース/PS、入り数：8本→5本

PSR-P2B5 シャープ替芯 あり PSR-2B05-1P 509 外寸法：軸径φ12×長さ73mm→W9×D9×H77mm、吊り下げ：不可→

PSR-PB5 シャープ替芯 あり PSR-B05-1P 509 外寸法：軸径φ12×長さ73mm→W9×D9×H77mm、吊り下げ：不可→

PSR-PH5 シャープ替芯 なし

PSR-PHB5 シャープ替芯 あり PSR-HB05-1P 509 外寸法：軸径φ12×長さ73mm→W9×D9×H77mm、吊り下げ：不可→

RC-FAX-1N 普通紙ＦＡＸ用インクリボン（Ｃタイプ） なし

RC-FAX-1N-2P 普通紙ＦＡＸ用インクリボン（Ｃタイプ） なし

RC-FAX-PA1 普通紙ＦＡＸ用インクリボン（パナソニック用） なし

RC-FAX-SH1 普通紙ＦＡＸ用インクリボン（シャープ用） なし

RC-FAX-SH1-2P 普通紙ＦＡＸ用インクリボン（シャープ用） なし

SL-33 ステープル（針） なし

SL-34 ステープル（針） なし

SL-55 電動フラットクリンチステープラー（ＳＬ－ＥＦ５５）専用ステープル（針） なし

SLN-MSP110D 針なしステープラー〈ハリナックス〉（２穴タイプ） あり SLN-MS112D 409

本体価格：¥6,000→¥3,300、外寸法：W139×D181×H210mm→

W84×D155×H155mm（ロック時95mm）、とじ部：2カ所→1カ所、とじ枚

数（コピー用紙（PPC用紙））：約10枚→約12枚、とじ穴寸法：6×15mm

→5.5×10.5mm、とじ穴奥行き：13mm→8.5mm・13mm（2段階）、材

質：ハンドルカバー・フロントカバー・トップカバー・サイドゲージ・サイドカバー・ベース

/R-ABS、とじ穴位置確認ゲージ/PC、ダスターケース/PP→ハンドルカバー・ベース・

トップカバー・サイドゲージ/R-ABS、本体/スチール、刃/ステンレス、ユニバーサルデ

ザイン仕様：あり→なし、包装単位：12→20

T-MC1 端が折れるテープカッター〈ＴＵＭＡＭ　ｄｅ　ＨＡＬ〉（つまんではる） なし

T-SM200NG テープカッター〈カルカット〉（ハンディタイプ・大巻き） あり T-SM200NW 386 製品色：緑→白

T-SM200NP テープカッター〈カルカット〉（ハンディタイプ・大巻き） あり T-SM200NW 386 製品色：ピンク→白

T-SM300-1G テープカッター〈カルカット〉（ハンディタイプ・マスキングテープ用） あり T-SM300-1W 386 製品色：グリーン→ホワイト

T-SM300-1Y テープカッター〈カルカット〉（ハンディタイプ・マスキングテープ用） あり T-SM300-1W 386 製品色：イエロー→ホワイト

T-SM300G テープカッター〈カルカット〉（ハンディタイプ・小巻き） あり T-SM300NW 386 製品色：緑→白

TW-40 修正液 なし

TW-45 修正液 なし

TW-61N 修正ペン（スーパーキャップ加圧方式） あり TW-60N 528
本体価格：¥320→¥350、容量：2.3㎖→2.8㎖、筆記距離：150m→

120m、仕様：φ0.7mmボールペンチップ→φ1.0mmボールペンチップ

TW-140 修正液 なし

TW-411 ホワイトボード用クリーナー（ミストタイプ） あり TW-400 442

本体価格：¥530→¥740、噴射方式：ミストタイプ（LPGガスなし）→スプレー

タイプ（LPGガスあり）、容量：60㎖→180㎖、帯電防止剤配合：あり→なし、

吊り下げ：可→不可、包装単位：20/160→6/48

V-85B ファイリングアクセサリー（見出し用品） なし

V-85W ファイリングアクセサリー（見出し用品） なし
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V-85Y ファイリングアクセサリー（見出し用品） なし

ｱ-881 德用ジョイナー○アルバム替台紙（エコノミー） なし

ｱ-B10N ジョイナー○アルバム用ビス なし

ｳ-1 複写簿（カーボン紙必要） あり ｳ-301 574

本体価格：¥400→¥480、カーボン紙必要タイプ→ノーカーボン紙タイプ、軽減

税率非対応→軽減税率対応、組数：50組→40組、包装単位：10/100→

10/40
ｴﾃ-103-A10 らくがき帳 なし

ｶﾊ-ACE203D ビジネスバッグ〈ＰＲＯＮＡＲＤ　Ｋ－ｓｔｙｌｅ〉（手提げタイプ通勤用） なし

ｶﾊ-ACE204D ビジネスバッグ〈ＰＲＯＮＡＲＤ　Ｋ－ｓｔｙｌｅ〉（３ＷＡＹタイプ） なし

ｶﾊ-ACE206D ビジネスバッグ〈ＰＲＯＮＡＲＤ　Ｋ－ｓｔｙｌｅ〉（手提げタイプ出張用） なし

ｸｹ-104 ソフトクリヤーケースＣ（チャック付き）Ｓ型（軟質） あり ｸｹ-304W 550

外寸法：292×395mm→290×395mm、シート厚：t0.4mm→

t0.3mm、見出しポケット：なし→あり、チャック色：透明→白（青、緑、赤、黄

もあり）

ｸｹ-3305NB カラーソフトクリヤーケースＣ（チャック付き）Ｓ型（軟質） あり ｸｹ-6305B 549

本体価格：¥370→¥310、ケース内寸法：200×282mm→200×

280mm、シート厚：t0.25mm→t0.3mm、材質：オレフィン系樹脂→本体/

再生オレフィン系樹脂、チャック/R-PP、見出しポケット：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

ｸｹ-3305NR カラーソフトクリヤーケースＣ（チャック付き）Ｓ型（軟質） あり ｸｹ-6305B 549

本体価格：¥370→¥310、ケース内寸法：200×282mm→200×

280mm、シート厚：t0.25mm→t0.3mm、材質：オレフィン系樹脂→本体/

再生オレフィン系樹脂、チャック/R-PP、見出しポケット：なし→あり、チャック色：

赤→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

ｸｹ-3305NW カラーソフトクリヤーケースＣ（チャック付き）Ｓ型（軟質） あり ｸｹ-6305B 549

本体価格：¥370→¥310、ケース内寸法：200×282mm→200×

280mm、シート厚：t0.25mm→t0.3mm、材質：オレフィン系樹脂→本体/

再生オレフィン系樹脂、チャック/R-PP、見出しポケット：なし→あり、チャック色：

白→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

ｸﾘ-24 山型クリップ あり ｸﾘ-23 420
本体価格：¥180→¥250、種類：中→大、口幅寸法：107mm→

147mm、とじ枚数：約250枚→約300枚、包装単位：20/400→10/200

ｸﾘ-44 バチ型クリップ なし

ｸﾘ-834 ダブルクリップ（スライドパック入り） あり ｸﾘ-34B 419 本体価格：¥270→¥170、本体色：5色→単色（黒）

ｸﾘ-835N ダブルクリップ（スライドパック入り） あり ｸﾘ-35B 419 本体価格：¥270→¥170、本体色：5色→単色（黒）

ｹｼ-60N プラスチック消しゴム〈リサーレ〉（まとまるタイプ） なし

ｹｼ-70N プラスチック消しゴム〈リサーレ〉（軽く消せるタイプ） なし

ｹｼ-HU600B 消しゴム〈カドケシスティック〉（本体） なし

ｹｼ-HU600LG 消しゴム〈カドケシスティック〉（本体） なし

ｹｼ-HU600W 消しゴム〈カドケシスティック〉（本体） なし

ｹｽ-5075DM ペンケース〈プチクリッツ〉（スタンドタイプ） なし

ｹｽ-5075G ペンケース〈プチクリッツ〉（スタンドタイプ） なし

ｹｽ-5090DM ペンケース〈クリッツ〉（スタンドタイプ） なし

ｹｽ-5090G ペンケース〈クリッツ〉（スタンドタイプ） なし

ｽ-105BN キャンパス　スパイラルノート あり ｽ-T130B-R 640

本体価格：¥150→¥260、枚数：30枚→50枚、中紙：上質紙（森林認証

紙）→上質紙、表紙：板紙→色厚板紙（古紙パルプ配合）、表紙色：緑→

白、製本様式：スパイラルとじ→ツインリングとじ

ｽ-T841N 英習帳（ツインリングとじ） あり ｽ-T831 644

本体価格：¥210→¥260、枚数：36枚→40枚、中紙：上質紙（古紙パル

プ配合）→上質紙、裏表紙：板紙→PP、表紙デザイン違い、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：5/80→5/60

ｽ-TS47AT-DB 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-T148A-B 639

本体価格：¥360→¥210、枚数：70枚→50枚、中紙：上質紙→上質紙

（古紙パルプ配合）、中紙紙厚：70g/㎡→75g/㎡、表紙：表/合紙、裏/板

紙→表裏とも色厚板紙（古紙パルプ配合）、罫内容：普通横罫（ドット入り）

→普通横罫、カットオフ：あり→なし、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：5/90

→5/180

ｽ-TV30AN-G ツインリングノート〈コロレー〉 あり ｽ-TV30AN-B 640 表紙色：グリーン→ブルー

ｽ-TV30AN-V ツインリングノート〈コロレー〉 あり ｽ-TV30AN-P 640 表紙色：パープル→ピンク

ｾﾎ-CA4YR 製本カバー〈１９５〉（５冊入り） あり ｾﾎ-CA4D 136 製本テープ色：オレンジ→黒（青、紺、緑もあり）

ﾀ-D910-07NB テープのり〈ドットライナープチプラス〉 あり ﾀ-D920-06LB 378 テープ幅：7mm→6mm、製品色：青→水色

ﾀ-D910-07NP テープのり〈ドットライナープチプラス〉 あり ﾀ-D920-06P 378 テープ幅：7mm→6mm

ﾀ-D910-07NX3 テープのり〈ドットライナープチプラス〉（３個パック） あり ﾀ-D920-06X3 378 テープ幅：7mm→6mm

ﾀ-D915-07 テープのり〈ドットライナープチプラス〉（ハート柄） あり ﾀ-D927-06-1 378
本体価格：¥220→¥190、テープ長さ：10m→8m、テープ幅：7mm→

6mm、のりパターン：ハートドット柄→大型ハート柄

ﾀ-D916-07 テープのり〈ドットライナープチプラス〉（スター柄） なし

ﾀ-D4500-08X3 テープのり〈ドットライナーコンパクト〉（つめ替え用テープ３個パック） なし

ﾀ-D4560-08 テープのり〈ドットライナーコンパクト〉（つめ替え用テープ・スター柄） なし

ﾀ-DM4500-08M テープのり〈ドットライナーコンパクト〉（本体） あり ﾀ-DM4500-08NB 376 製品色：グレー→青

ﾀ-DM4500-08S テープのり〈ドットライナーコンパクト〉（本体） あり ﾀ-DM4500-08NB 376 製品色：セピア→青

ﾀ-DM4520-08P テープのり〈ドットライナーコンパクト〉（本体・プリント用） あり ﾀ-DM4520-08NB 377 製品色：ピンク→青

ﾀ-DM4560-08 テープのり〈ドットライナーコンパクト〉（本体・スター柄） あり ﾀ-DM4550-08N 376 のりパターン：スター柄→ハート柄、製品色：オレンジ→ピンク

ﾀ-K500 瞬間接着剤〈レッドテック〉 あり ﾀ-G500 381 本体価格：¥450→¥470、本体形状違い（中身・容量は同等）

ﾀ-PC121M タックインデックス〈パソプリ〉（保護フィルムー体型） あり ﾀ-PC121B 478 枠色：グレー→青（赤もあり）

ﾃ-6 伝票（仮受け・仮払い消費税額表示入り）・仕切書 なし

ﾄﾚ-W10D デスクトレー なし

ﾄﾚ-W10S デスクトレー なし

ﾄﾚ-W20D デスクトレー なし

ﾄﾚ-W20S デスクトレー なし

ﾄﾚ-W30D デスクトレー なし

ﾄﾚ-W30S デスクトレー なし

ﾅﾌ-6 Ｕ型名札（安全ピン） あり ﾅﾌ-5 459 本体価格：¥120→¥130、仕様：安全ピン型→安全ピン・クリップ両用型
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ﾅﾌ-21N 名刺型名札（安全ピン） あり ﾅﾌ-20 458
本体価格：¥90→¥120、仕様：安全ピン型→安全ピン・クリップ両用型、包装

単位：50/1200→50/300

ﾅﾌ-26N 名刺型名札（安全ピン） あり ﾅﾌ-25 458
本体価格：¥80→¥110、仕様：安全ピン型→安全ピン・クリップ両用型、包装

単位：50/1200→50/300

ﾅﾌ-30 ミーティング型名札 なし

ﾅﾌ-FR180D ネックストラップ名札（シングルタイプ）〈アイドプラスウィズファイテン〉 なし

ﾅﾌ-FR180R ネックストラップ名札（シングルタイプ）〈アイドプラスウィズファイテン〉 なし

ﾉ-20A-B キャンパスノート（カラーペーパー）（普通横罫） なし

ﾉ-20A-Y キャンパスノート（カラーペーパー）（普通横罫） なし

ﾉ-653A-3 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 626

本体価格：¥1,680→¥2,310、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×茶→黒（紺もあ

り）

ﾉ-655A-4 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 626

本体価格：¥1,470→¥2,100、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：ベー

ジュ×紺→黒（紺、グレー、茶もあり）

ﾉ-659B-2 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 626

本体価格：¥1,260→¥2,100、サイズ：5号（A6）→3号（A5）、ノート

（中紙）寸法：タテ148×ヨコ105mm→タテ210×ヨコ148mm、カバー寸

法：170×117mm→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：中横罫21行→中横罫（エッジタイトル

罫入り）28行、枚数：48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：赤×グレー→黒（紺、グレー、茶もあり）、包装単

位：5/80→5/30

ﾉ-910A キャンパス　リーフノート（カットオフ） あり ﾉ-936AT-P 661

本体価格：¥270→¥290、罫内容：普通横罫→普通横罫（ドット入り）、中

紙寸法：タテ257×ヨコ191mm（カット後サイズはタテ257×ヨコ182mm）→

タテ257×ヨコ182mm、カットオフタイプ→はぎ取りタイプ、製本様式：スパイラルと

じ→はぎ取り式

ﾉ-910B キャンパス　リーフノート（カットオフ） あり ﾉ-936BT-LB 661

本体価格：¥270→¥290、罫内容：中横罫→中横罫（ドット入り）、中紙寸

法：タテ257×ヨコ191mm（カット後サイズはタテ257×ヨコ182mm）→タテ

257×ヨコ182mm、カットオフタイプ→はぎ取りタイプ、製本様式：スパイラルとじ

→はぎ取り式

ﾉ-936AN キャンパス　リーフノート（はぎ取りタイプ） あり ﾉ-936AT-P 661
本体価格：¥230→¥290、クロス：樹脂クロス→紙クロス、罫内容：普通横罫

→普通横罫（ドット入り）

ﾉ-936BN キャンパス　リーフノート（はぎ取りタイプ） あり ﾉ-936BT-LB 661
本体価格：¥230→¥290、クロス：樹脂クロス→紙クロス、罫内容：中横罫→

中横罫（ドット入り）

ﾉ-FH204S フィラーノート（はぎ取りタイプ） あり ｽ-15SN 641

本体価格：¥360→¥370、中紙寸法：タテ297×ヨコ210mm→タテ297×ヨ

コ219mm、はぎ取りタイプ→カットオフタイプ、穴数：4穴→2穴、製本様式：は

ぎ取り式→スパイラルとじ

ﾉ-GG3A キャンパスノート〈Ｃａｍｐｕｓ　ｈｉｇｈ　ｇｒａｄｅ〉（ＭＩＯ　ＰＡＰＥＲ） なし

ﾉ-S807W キャンパス　ルーズリーフ（しっかり書ける）（無地） あり ﾉ-807W 657
しっかり書ける→さらさら書ける、紙厚：77g/㎡･0.12mm程度→75g/㎡・

0.10mm程度

ﾉ-V683B-M カバーノート〈ＳＹＳＴＥＭＩＣ〉（システミック）（２冊収容・リングノートタイプ・合皮）あり ﾉ-V683B-D 626 表紙色：グレー→黒

ﾉ-V683B-S カバーノート〈ＳＹＳＴＥＭＩＣ〉（システミック）（２冊収容・リングノートタイプ・合皮）あり ﾉ-V683B-D 626 表紙色：茶→黒

ﾌ-2-4 ソフトカラーファイル あり ﾌ-1-4 123
本体価格：¥100→¥120、サイズ：B5-S→A4-S、外寸法：高さ267×幅

198×背幅18mm→高さ307×幅231×背幅18mm

ﾌ-780G クリヤーホルダー（エコノミータイプ・１０枚パック） あり ﾌ-780 145 製品色：緑→透明

ﾌ-E636C チューブファイル〈エコ〉（Ｅ型） あり ﾌ-E636B 96 表紙色：シルバー→青

ﾌ-E658C チューブファイル〈エコ〉（Ｅ型） あり ﾌ-E658B 96 表紙色：シルバー→青、包装単位：20→2/10

ﾌ-SC191NP 学校プリント用ガバットファイル なし

ﾌ-SP750R プライバシーファイル（ホルダータイプ）（５枚入り） なし

ﾌ-SP960R プライバシーファイル（ケースタイプ）（２冊入り） なし

ﾌ-SPTL434R プライバシーファイル（ロックリングタイプ） なし

ﾌ-U321YG レバーファイル○ＥＺ あり ﾌ-U320YG 131

本体価格：¥400→¥450、サイズ：B5-S→A4-S、外寸法：高さ267×幅

217×背幅21mm→高さ307×幅240×背幅21mm、包装単位：10/100

→10/60

ﾌｸ-PC1 ピンフック〈ピコラ〉 なし

ﾏｸ-40NY カラーマグネット あり ﾏｸ-40NB 428 製品色：黄→青（赤、白もあり）

ﾏｸ-205NY マグネットバー あり ﾏｸ-205NB 429 製品色：黄→青

ﾒ-689B-D カバーメモ〈ＳＹＳＴＥＭＩＣ〉（２冊収容・リングメモタイプ） なし

ﾒ-1004N-B タックメモ（付箋タイプ） あり ﾒ-1014N 694 製品色：青→4色（青、緑、ピンク、黄）ミックス

ﾒ-1004N-G タックメモ（付箋タイプ） あり ﾒ-1014N 694 製品色：緑→4色（青、緑、ピンク、黄）ミックス

ﾒ-1004N-P タックメモ（付箋タイプ） あり ﾒ-1014N 694 製品色：ピンク→4色（青、緑、ピンク、黄）ミックス

ﾒ-1004N-Y タックメモ（付箋タイプ） あり ﾒ-1014N 694 製品色：黄→4色（青、緑、ピンク、黄）ミックス

ﾒ-1005N-B タックメモ（付箋タイプ） あり ﾒ-1015N 694 製品色：青→4色（青、緑、ピンク、黄）ミックス

ﾒ-1005N-G タックメモ（付箋タイプ） あり ﾒ-1015N 694 製品色：緑→4色（青、緑、ピンク、黄）ミックス

ﾒ-1005N-P タックメモ（付箋タイプ） あり ﾒ-1015N 694 製品色：ピンク→4色（青、緑、ピンク、黄）ミックス

ﾒ-1005N-Y タックメモ（付箋タイプ） あり ﾒ-1015N 694 製品色：黄→4色（青、緑、ピンク、黄）ミックス

ﾒ-1006N-1W タックメモ（ノートタイプ） なし

ﾒ-1006N-Y タックメモ（ノートタイプ） なし

ﾒ-1053N-R タックメモ（付箋タイプ） あり ﾒ-2053N-R 694
本体価格：¥280→¥2,430、枚数：100枚×2本入り→100枚×20本入り、

吊り下げ：可→不可、包装単位：10/480→24

ﾒ-1054N タックメモ（付箋タイプ） なし
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ﾒ-1054N-R タックメモ（付箋タイプ） あり ﾒ-2054N-R 694
本体価格：¥340→¥1,430、枚数：100枚×4本入り→100枚×20本入り、

吊り下げ：可→不可、包装単位：10/480→48

ﾒ-1055N タックメモ（付箋タイプ） なし

ﾒ-1055N-R タックメモ（付箋タイプ） なし

ﾒ-1102N-1Y タックメモ（電話メモ） あり ﾒ-2102N 695
本体価格：¥220→¥1,980、枚数：50枚→50枚×10冊入り、吊り下げ：可

→不可、包装単位：10/500→50

ﾒ-1302-G タックメモ（蛍光色タイプ） なし

ﾒ-1302-P タックメモ（蛍光色タイプ） なし

ﾒ-1302-Y タックメモ（蛍光色タイプ） なし

ﾒ-1302-YR タックメモ（蛍光色タイプ） なし

ﾒ-1314 タックメモ（蛍光色タイプ） なし

ﾒ-1317 タックメモ（蛍光色タイプ） なし

ﾒ-1400N-1 タックメモ（カバー付きタイプ） なし

ﾒ-1400N-2 タックメモ（カバー付きタイプ） なし

ﾒ-2004N-B タックメモ（お徳用・付箋タイプ） あり ﾒ-2014N 694 製品色：青→4色（青、緑、ピンク、黄）ミックス

ﾒ-2004N-P タックメモ（お徳用・付箋タイプ） あり ﾒ-2014N 694 製品色：ピンク→4色（青、緑、ピンク、黄）ミックス

ﾒ-2005N-B タックメモ（お徳用・付箋タイプ） あり ﾒ-2015N 694 製品色：青→4色（青、緑、ピンク、黄）ミックス

ﾒ-2005N-P タックメモ（お徳用・付箋タイプ） あり ﾒ-2015N 694 製品色：ピンク→4色（青、緑、ピンク、黄）ミックス

ﾒ-2020N-B タックメモ（お徳用・ノートタイプ） あり ﾒ-2020N-Y 695 製品色：青→黄

ﾒ-2022N-Y タックメモ（お徳用・ノートタイプ） あり ﾒ-2002N 695
本体価格：¥970→¥2,200、枚数：500枚→100枚×10冊入り、包装単

位：120→24

ﾒ-2054N タックメモ（お徳用・付箋タイプ） なし

ﾒ-2055N タックメモ（お徳用・付箋タイプ） なし

ﾒ-2055N-R タックメモ（お徳用・付箋タイプ） なし

ﾒ-2314 タックメモ（お徳用）（付箋・蛍光色タイプ） なし

ﾒ-2317 タックメモ（お徳用）（付箋・蛍光色タイプ） なし

ﾒ-3314 タックメモ（超徳用）（付箋・蛍光色タイプ） なし

ﾒ-B10N ブロックメモ なし

ﾒ-B70N ブロックメモ なし

ﾒ-C1000-Y タックメモ（３ライン・ノートタイプ） なし

ﾒ-C1001-Y タックメモ（３ライン・ノートタイプ） なし

ﾒ-C1002-Y タックメモ（３ライン・ノートタイプ） なし

ﾒ-D100 タックメモ（手帳差し込みタイプ）（デスクトップタイプ） なし

ﾒ-F11W フリーカットメモ〈ＴｉｄｂｉＴ〉（チビット） なし

ﾒ-F22B フリーカットメモ〈ＴｉｄｂｉＴ〉（チビット） なし

ﾒ-F31W フリーカットメモ〈ＴｉｄｂｉＴ〉（チビット） なし

ﾒ-F32B フリーカットメモ〈ＴｉｄｂｉＴ〉（チビット） なし

ﾒ-J363B ツインリングメモ〈エッジタイトル〉（カットオフ） なし

ﾒ-L1001-W 粘着メモ〈ドットライナー　ラベルメモ〉 なし

ﾒ-L1001-Y 粘着メモ〈ドットライナー　ラベルメモ〉 なし

ﾒ-L1002-W 粘着メモ〈ドットライナー　ラベルメモ〉 なし

ﾒ-L1002-Y 粘着メモ〈ドットライナー　ラベルメモ〉 なし

ﾒ-L1003-W 粘着メモ〈ドットライナー　ラベルメモ〉 なし

ﾒ-L1003-Y 粘着メモ〈ドットライナー　ラベルメモ〉 なし

ﾒ-L1004-W 粘着メモ〈ドットライナー　ラベルメモ〉 なし

ﾒ-L1004-Y 粘着メモ〈ドットライナー　ラベルメモ〉 なし

ﾒ-L1005-W 粘着メモ〈ドットライナー　ラベルメモ〉 なし

ﾒ-L1005-Y 粘着メモ〈ドットライナー　ラベルメモ〉 なし

ﾒ-L1006-W 粘着メモ〈ドットライナー　ラベルメモ〉 なし

ﾒ-L1006-Y 粘着メモ〈ドットライナー　ラベルメモ〉 なし

ﾒ-L2001-Y 粘着メモ〈ドットライナー　ラベルメモ〉（お徳用） なし

ﾒ-L2002-Y 粘着メモ〈ドットライナー　ラベルメモ〉（お徳用） なし

ﾒ-L2003-Y 粘着メモ〈ドットライナー　ラベルメモ〉（お徳用） なし

ﾒ-L2004-Y 粘着メモ〈ドットライナー　ラベルメモ〉（お徳用） なし

ﾒ-NP10 タックメモ（手帳差し込みタイプ）（デスクトップタイプ） なし

ﾒｲ-6DM 名刺ホルダー（固定式） なし

ﾒｲ-320NB 名刺ホルダー（替紙式） あり ﾒｲ-350B 234

本体価格：¥2,360→¥3,350、外寸法：高さ312×幅258×背幅20mm→

高さ312×幅270×背幅33mm、台紙枚数：12枚→28枚、収容数：216名

→504名、最大収容台紙枚数：17枚→33枚

ﾒｲ-320NDM 名刺ホルダー（替紙式） あり ﾒｲ-350DM 234

本体価格：¥2,360→¥3,350、外寸法：高さ312×幅258×背幅20mm→

高さ312×幅270×背幅33mm、台紙枚数：12枚→28枚、収容数：216名

→504名、最大収容台紙枚数：17枚→33枚

ﾒｲ-330B 名刺ホルダー（替紙式） あり ﾒｲ-350B 234

本体価格：¥2,750→¥3,350、外寸法：高さ312×幅263×背幅27mm→

高さ312×幅270×背幅33mm、台紙枚数：17枚→28枚、収容数：306名

→504名、最大収容台紙枚数：27枚→33枚

ﾒｲ-330DM 名刺ホルダー（替紙式） あり ﾒｲ-350DM 234

本体価格：¥2,750→¥3,350、外寸法：高さ312×幅263×背幅27mm→

高さ312×幅270×背幅33mm、台紙枚数：17枚→28枚、収容数：306名

→504名、最大収容台紙枚数：27枚→33枚

ﾒｲ-590 名刺ホルダー替紙 なし

ﾒｲ-NF10B 名刺ファイルα〈ノビータα〉 なし

ﾒｲ-NF10D 名刺ファイルα〈ノビータα〉 なし

ﾒｲ-NF10LG 名刺ファイルα〈ノビータα〉 なし

ﾒｲ-NF10R 名刺ファイルα〈ノビータα〉 なし

ﾒｲ-NF10T 名刺ファイルα〈ノビータα〉 なし

ﾒｲ-NF10YR 名刺ファイルα〈ノビータα〉 なし

ﾒｲ-NT20B 名刺ブックα〈ノビータα〉（追加式） なし

ﾒｲ-NT20D 名刺ブックα〈ノビータα〉（追加式） なし

ﾗ-820G クリヤーブック（固定式・サイドスロー○） あり ﾗ-820B 186 表紙色：緑→青（ダークグレー、赤、黄もあり）

ﾗ-821B クリヤーブック（固定式・サイドスロー○） あり ﾗ-B221B 186

本体価格：¥1,060→¥830、外寸法：高さ272×幅220×背幅18mm→高

さ270×幅205×背幅17mm、中芯：青色→透明、タックインデックス：あり→な

し、表紙ポケット：あり→なし

ﾗ-5002V クリヤーブック〈キャリーオール〉（固定式・背ポケットタイプ） あり ﾗ-5002T 183 表紙色：紫→透明

ﾗ-PT1 ポケットファイル〈スーパークリヤー〉（固定式） なし

ﾗ-T1-2 クリヤーブック〈ウェブレ〉（固定式） なし

ﾗ-T1-4 クリヤーブック〈ウェブレ〉（固定式） なし
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ﾗ-T1-5 クリヤーブック〈ウェブレ〉（固定式） なし

ﾗ-T1-9 クリヤーブック〈ウェブレ〉（固定式） なし

ﾗ-T1-11 クリヤーブック〈ウェブレ〉（固定式） なし

ﾗ-V10P クリヤーブック〈コロレー〉（固定式） なし

ﾙ-5002YR 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-5002P 650 表紙色：オレンジ→ピンク

ﾚ-10C キャンパス　レポートパッド（薄口） あり ﾚ-10B 665 罫内容：細横罫42行→中横罫35行

ﾚ-110C キャンパス　レポートパッド（薄口） あり ﾚ-110B 665 罫内容：細横罫48行→中横罫40行
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A4-IFJ-B 個別フォルダー（ミックスペーパー） あり A4-IFB 231

本体価格：¥90→¥100、材質：色板紙（古紙パルプ配合（ミックスペーパー配

合））→色板紙（古紙パルプ配合）、色合い違い、包装単位：20/200→

10/200

A4-IFJ-G 個別フォルダー（ミックスペーパー） あり A4-IFG 231

本体価格：¥90→¥100、材質：色板紙（古紙パルプ配合（ミックスペーパー配

合））→色板紙（古紙パルプ配合）、色合い違い、包装単位：20/200→

10/200

A4-IFJ-M 個別フォルダー（ミックスペーパー） あり A4-IFM 231

本体価格：¥90→¥100、材質：色板紙（古紙パルプ配合（ミックスペーパー配

合））→色板紙（古紙パルプ配合）、色合い違い、包装単位：20/200→

10/200

A4-IFJ-P 個別フォルダー（ミックスペーパー） あり A4-IFP 231

本体価格：¥90→¥100、材質：色板紙（古紙パルプ配合（ミックスペーパー配

合））→色板紙（古紙パルプ配合）、色合い違い、包装単位：20/200→

10/200

A4-IFJ-Y 個別フォルダー（ミックスペーパー） あり A4-IFY 231

本体価格：¥90→¥100、材質：色板紙（古紙パルプ配合（ミックスペーパー配

合））→色板紙（古紙パルプ配合）、色合い違い、包装単位：20/200→

10/200

A4-LFJ-B ファイルボックス－ＦＳ（ミックスペーパー） あり A4-LFFN-B 222
材質：色厚板紙（古紙パルプ配合（ミックスペーパー配合））→色厚板紙（古

紙パルプ配合）、色合い違い

A4-LFJ-G ファイルボックス－ＦＳ（ミックスペーパー） あり A4-LFFN-G 222
材質：色厚板紙（古紙パルプ配合（ミックスペーパー配合））→色厚板紙（古

紙パルプ配合）、色合い違い

A4-LFJ-M ファイルボックス－ＦＳ（ミックスペーパー） あり A4-LFFN-M 222
材質：色厚板紙（古紙パルプ配合（ミックスペーパー配合））→色厚板紙（古

紙パルプ配合）、色合い違い

A4-LFJ-P ファイルボックス－ＦＳ（ミックスペーパー） あり A4-LFFN-P 222
材質：色厚板紙（古紙パルプ配合（ミックスペーパー配合））→色厚板紙（古

紙パルプ配合）、色合い違い

A4-LFJ-Y ファイルボックス－ＦＳ（ミックスペーパー） あり A4-LFFN-Y 222
材質：色厚板紙（古紙パルプ配合（ミックスペーパー配合））→色厚板紙（古

紙パルプ配合）、色合い違い

A4-RKIF-B ファスナー付きフォルダー〈オール紙〉 あり ﾌ-RK10B 132

本体価格：¥160→¥120、形状：フォルダー→フラットファイル、外寸法：高さ240

（＋山高さ15）×幅311mm→高さ307×幅231×背幅18mm、エコマーク認

定：なし→あり、包装単位：10/200→10/100

B4-IFF-G 個別フォルダー（カラー・Ｆタイプ） あり B4-IFG 231 本体価格：¥120→¥130、製品色：薄緑（インターグレイシリーズ）→緑

B4-LFH-B ファイルボックス－ＦＳ〈Ｈタイプ〉 あり B4-LFFN-B 222

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→あり、エコマーク認定：なし→あり、包装単位：5/30→5/50

B4-LFH-G ファイルボックス－ＦＳ〈Ｈタイプ〉 あり B4-LFFN-G 222

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→あり、エコマーク認定：なし→あり、包装単位：5/30→5/50

B4-LFH-M ファイルボックス－ＦＳ〈Ｈタイプ〉 あり B4-LFFN-M 222

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→あり、エコマーク認定：なし→あり、包装単位：5/30→5/50

B5-4F-1N １／４カットフォルダー あり B5-IFN 231
見出し山：1/4カットフォルダーの1山目→個別フォルダー、包装単位：20/400→

50/400

B5-4F-2N １／４カットフォルダー あり B5-IFN 231
見出し山：1/4カットフォルダーの2山目→個別フォルダー、包装単位：20/400→

50/400

B5-4F-3N １／４カットフォルダー あり B5-IFN 231
見出し山：1/4カットフォルダーの3山目→個別フォルダー、包装単位：20/400→

50/400

B5-4F-4N １／４カットフォルダー あり B5-IFN 231
見出し山：1/4カットフォルダーの4山目→個別フォルダー、包装単位：20/400→

50/400

BA-2CR5-BB リチウム電池 なし

BA-6LR61SG-BHD アルカリ乾電池〈スタミナ〉（ブリスターパック） なし

BA-CR-P2-BB リチウム電池 なし

BA-CR2-BB リチウム電池 なし

BA-CR123A-BB リチウム電池 なし

BA-CR1620-ECO リチウムコイン電池 なし

BA-CR2016-ECO リチウムコイン電池 なし

BA-CR2025-ECO リチウムコイン電池 なし

BA-CR2032-20EC リチウムコイン電池（２０個パック） なし

BA-CR2032-ECO リチウムコイン電池 なし

BA-CR2450B-ECO リチウムコイン電池 なし

BA-LR03SG-2BHD アルカリ乾電池〈スタミナ〉（ブリスターパック） なし

BA-LR03SG-2PD アルカリ乾電池〈スタミナ〉（シュリンクパック） なし

BA-LR03SG-4BD アルカリ乾電池〈スタミナ〉（ブリスターパック） なし

BA-LR03SG-4PD アルカリ乾電池〈スタミナ〉（シュリンクパック） なし

BA-LR03SG-8PD アルカリ乾電池〈スタミナ〉（シュリンクパック） なし

BA-LR03SG-12PD アルカリ乾電池〈スタミナ〉（シュリンクパック） なし

BA-LR03SG-20PD アルカリ乾電池〈スタミナ〉（シュリンクパック） なし

BA-LR03SG40PCW アルカリ乾電池〈アルカリブルー〉（カートンパック） なし

BA-LR03SG40XD アルカリ乾電池〈スタミナ〉（カートンパック） なし

BA-LR03SG100XD アルカリ乾電池〈スタミナ〉（カートンパック） なし

BA-LR1SG-2BHD アルカリ乾電池〈スタミナ〉（ブリスターパック） なし

BA-LR6SG-2BHD アルカリ乾電池〈スタミナ〉（ブリスターパック） なし

BA-LR6SG-2PD アルカリ乾電池〈スタミナ〉（シュリンクパック） なし

BA-LR6SG-4BD アルカリ乾電池〈スタミナ〉（ブリスターパック） なし

BA-LR6SG-4PD アルカリ乾電池〈スタミナ〉（シュリンクパック） なし

BA-LR6SG-8PD アルカリ乾電池〈スタミナ〉（シュリンクパック） なし

BA-LR6SG-12PD アルカリ乾電池〈スタミナ〉（シュリンクパック） なし

BA-LR6SG-20PD アルカリ乾電池〈スタミナ〉（シュリンクパック） なし

BA-LR6SG-40PCW アルカリ乾電池〈アルカリブルー〉（カートンパック） なし

BA-LR6SG40XD アルカリ乾電池〈スタミナ〉（カートンパック） なし

BA-LR6SG100XD アルカリ乾電池〈スタミナ〉（カートンパック） なし

BA-LR14SG-2PD アルカリ乾電池〈スタミナ〉（シュリンクパック） なし

BA-LR14SG-4PD アルカリ乾電池〈スタミナ〉（シュリンクパック） なし

BA-LR14SG10PCW アルカリ乾電池〈アルカリブルー〉（カートンパック） なし

BA-LR14SG10XD アルカリ乾電池〈スタミナ〉（カートンパック） なし

BA-LR20SG-2PD アルカリ乾電池〈スタミナ〉（シュリンクパック） なし

BA-LR20SG-4PD アルカリ乾電池〈スタミナ〉（シュリンクパック） なし

BA-LR20SG10PCW アルカリ乾電池〈アルカリブルー〉（カートンパック） なし

BA-LR20SG10XD アルカリ乾電池〈スタミナ〉（カートンパック） なし

BA-LR41-ECO アルカリボタン電池 なし

BA-LR43-ECO アルカリボタン電池 なし
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BA-LR44-20EC アルカリボタン電池（２０個パック） なし

BA-LR44-ECO アルカリボタン電池 なし

BA-LR1130-ECO アルカリボタン電池 なし

BA-SR41-ECO 酸化銀電池 なし

BA-SR44-10EC 酸化銀電池（１０個パック） なし

BA-SR44-ECO 酸化銀電池 なし

C-F660NB チューブファイル（ＰＰ）用替背見出し紙 なし

C-F660NG チューブファイル（ＰＰ）用替背見出し紙 なし

C-F660NM チューブファイル（ＰＰ）用替背見出し紙 なし

C-F660NP チューブファイル（ＰＰ）用替背見出し紙 なし

C-F660NY チューブファイル（ＰＰ）用替背見出し紙 なし

C-RT630Y チューブファイル〈エコツインＲ〉用替背見出し紙（カラータイプ） なし

CB-T12B 手提げ金庫（テンキー付き） あり CB-T12M 625 製品色：青→ライトグレー

DN-600A ペーパーカッター用替刃 あり DN-TR01A 423
本体価格：¥550→¥750、入り数：2個→1個、製品色：黄色→グレー、刃のチ

タン加工：なし→あり

DN-600B ペーパーカッター用替刃 あり DN-TR01B 423
本体価格：¥550→¥750、入り数：2個→1個、製品色：黄色→グレー、刃のチ

タン加工：なし→あり

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） あり DN-TR401 422

盤面表示違い、外寸法：W353×D640×H95mm→W355×D654×

H93mm、材質：テーブル本体/鋼板、スライダー・紙当て・マグネット定規/R-ABS

→金属部/鋼板・アルミ、樹脂部/R-ABS・POM、消耗品収納スペース（蓋の

色）：青→中身が見える半透明、替刃のミシン目刃（チタン加工刃）：付属→別

売 ※丸刃はセット済み
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） あり DN-TR403 422

盤面表示違い、外寸法：W353×D517×H95mm→W355×D530×

H93mm、質量：2.6kg→2.7kg、材質：テーブル本体/鋼板、スライダー・紙当

て・マグネット定規/R-ABS→金属部/鋼板・アルミ、樹脂部/R-ABS・POM、消耗品

収納スペース（蓋の色）：青→中身が見える半透明、替刃のミシン目刃（チタン加

工刃）：付属→別売 ※丸刃はセット済み

DN-T600A ペーパーカッター用替刃（チタン加工刃） あり DN-TR01A 423 本体価格：¥900→¥750、入り数：2個→1個、製品色：黄色→グレー

DN-T600B ペーパーカッター用替刃（チタン加工刃） あり DN-TR01B 423 本体価格：¥900→¥750、入り数：2個→1個、製品色：黄色→グレー

DRK-ET4N かんたん四ツ折担架 なし

DRK-MCR1N 除菌・香料スティックセット なし

DRK-MCR2N 除菌・香料スティックセット なし

DRK-MCR3N 除菌・香料スティックセット なし

DRK-RB10B レスキューベンチ なし

DRK-RC10CG レスキューキャビネット なし

DRK-RC10NW レスキューキャビネット なし

DRK-RC19NCG レスキューキャビネット用　底板 なし

DRK-RCT10CG レスキューキャビネット なし

DRK-RCT10NW レスキューキャビネット なし

DRK-TB1 ウェットティシュ（１０年保存タイプ） なし

DT-41ND スタッキングトレー あり DT-40ND 622

サイズ：A4・ヨコ→A4・タテ、※ヨコ型とタテ型を組み合わせてのスタッキング不可。外

寸法：W341×D243×H68mm→W249×D329×H68mm、内寸法：

W325×D240×H60mm→W233×D327×H60mm

DT-41NM スタッキングトレー あり DT-40NM 622

サイズ：A4・ヨコ→A4・タテ、※ヨコ型とタテ型を組み合わせてのスタッキング不可。外

寸法：W341×D243×H68mm→W249×D329×H68mm、内寸法：

W325×D240×H60mm→W233×D327×H60mm

DT-45ND スタッキングトレー なし

DT-45NM スタッキングトレー なし

DT-UNP1 スタッキングトレー〈ＵＮＩＦＥＥＬ〉専用スペーサー なし

EAM-PD101B マウスパッド（ハードタイプ） あり EAM-PD40NTB 285

本体価格：¥1,320→¥700、外寸法：W185×D235×H4mm→W150×

D180×H0.5mm、材質：表面/PC、裏面/EVA→表面/R-PET（エンボス印刷

加工）、裏面/R-PET（滑り止め加工）、製品色：青→クリアブルー、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：5/50→

10/100

EAM-PD101M マウスパッド（ハードタイプ） あり EAM-PD40NTM 285

本体価格：¥1,320→¥700、外寸法：W185×D235×H4mm→W150×

D180×H0.5mm、材質：表面/PC、裏面/EVA→表面/R-PET（エンボス印刷

加工）、裏面/R-PET（滑り止め加工）、製品色：グレー→クリアグレー、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：

5/50→10/100

EAM-PD201B マウスパッド（ハードタイプ） あり EAM-PD40NTB 285

本体価格：¥1,000→¥700、外寸法：W150×D185×H4mm→W150×

D180×H0.5mm、材質：表面/PC、裏面/EVA→表面/R-PET（エンボス印刷

加工）、裏面/R-PET（滑り止め加工）、製品色：青→クリアブルー、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：5/50→

10/100

EAM-PD201G マウスパッド（ハードタイプ） あり EAM-PD40NTG 285

本体価格：¥1,000→¥700、外寸法：W150×D185×H4mm→W150×

D180×H0.5mm、材質：表面/PC、裏面/EVA→表面/R-PET（エンボス印刷

加工）、裏面/R-PET（滑り止め加工）、製品色：緑→クリアグリーン、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：5/50

→10/100

EAM-PD201M マウスパッド（ハードタイプ） あり EAM-PD40NTM 285

本体価格：¥1,000→¥700、外寸法：W150×D185×H4mm→W150×

D180×H0.5mm、材質：表面/PC、裏面/EVA→表面/R-PET（エンボス印刷

加工）、裏面/R-PET（滑り止め加工）、製品色：グレー→クリアグレー、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：

5/50→10/100

EAM-PD201P マウスパッド（ハードタイプ） あり EAM-PD40NTB 285

本体価格：¥1,000→¥700、外寸法：W150×D185×H4mm→W150×

D180×H0.5mm、材質：表面/PC、裏面/EVA→表面/R-PET（エンボス印刷

加工）、裏面/R-PET（滑り止め加工）、製品色：ピンク→クリアブルー、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：

5/50→10/100
EAS-DSC1009NM デスクシェルフ〈ＲＥＳＰＡＣＥ－Ｃ〉（ウイング棚板） なし

EAS-DSC6072M デスクシェルフ〈ＲＥＳＰＡＣＥ－Ｃ〉（トレー付き） なし

EAS-DSC6072S デスクシェルフ〈ＲＥＳＰＡＣＥ－Ｃ〉（トレー付き） なし

EAS-DSC6073M デスクシェルフ〈ＲＥＳＰＡＣＥ－Ｃ〉（トレー付き） なし

EAS-DSC6073S デスクシェルフ〈ＲＥＳＰＡＣＥ－Ｃ〉（トレー付き） なし

EAS-DSC8033NM デスクシェルフ〈ＲＥＳＰＡＣＥ－Ｃ〉（サイド棚板付き） なし

EAS-DSC8773M デスクシェルフ〈ＲＥＳＰＡＣＥ－Ｃ〉（トレー付き） なし

EAS-DSC8773S デスクシェルフ〈ＲＥＳＰＡＣＥ－Ｃ〉（トレー付き） なし

EAS-DSC9003NM デスクシェルフ〈ＲＥＳＰＡＣＥ－Ｃ〉 なし

EAS-DSC9003NS デスクシェルフ〈ＲＥＳＰＡＣＥ－Ｃ〉 なし

EAS-DSF6003NC デスクシェルフ〈ＲＥＳＰＡＣＥ－Ｆ〉 なし

EAS-SC201 機器カバー（デスクカバー） なし

EAS-SC202 機器カバー（デスクカバー） なし

EAS-SC203 機器カバー（デスクカバー） なし

EAS-TS10 耐震ゲルベース なし

EAS-TS11 耐震ゲルベース なし
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EAS-TS11T 耐震ゲルベース なし

EBR-N1712NB データバインダーＲ（バースト用） あり EBT-1712 271

本体価格：¥880→¥820、とじ具形状：リング型→直立式（T型）、外寸法：

高さ234×幅342×背幅36mm→高さ224×幅332×背幅44mm、適正収容枚

数：170枚→280枚

EBR-N2014NB データバインダーＲ（バースト用） あり EBW-Z2014 272

本体価格：¥930→¥3,300、とじ具形状：リング型→2段開きリング型、外寸

法：高さ272×幅393×背幅36mm→高さ280×幅404×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、適正収容枚数：170枚→350枚、背紙付きタイプ→替背紙

式、山なし仕切カード：なし→2枚付き、エコマーク認定：あり→なし、とじ具の分別

廃棄：可→不可、包装単位：4→10

ECL-449 ワイヤドットプリンタ用 なし

EDC-CME1-10D ＣＤ／ＤＶＤ用ソフトケース〈ＭＥＤＩＡ　ＰＡＳＳ〉１枚収容 あり EDC-CME1-100D 293
本体価格：¥680→¥5,500、入り数：10枚→100枚、吊り下げ：可→不可、

包装単位：10/80→8

EDC-CME1-10W ＣＤ／ＤＶＤ用ソフトケース〈ＭＥＤＩＡ　ＰＡＳＳ〉１枚収容 あり EDC-CME1-100W 293
本体価格：¥680→¥5,500、入り数：10枚→100枚、吊り下げ：可→不可、

包装単位：10/80→8

EDC-CME1-20D ＣＤ／ＤＶＤ用ソフトケース〈ＭＥＤＩＡ　ＰＡＳＳ〉１枚収容 あり EDC-CME1-100D 293
本体価格：¥1,320→¥5,500、入り数：20枚→100枚、吊り下げ：可→不可、

包装単位：10/40→8

EDC-CME1-20W ＣＤ／ＤＶＤ用ソフトケース〈ＭＥＤＩＡ　ＰＡＳＳ〉１枚収容 あり EDC-CME1-100W 293
本体価格：¥1,320→¥5,500、入り数：20枚→100枚、吊り下げ：可→不可、

包装単位：10/40→8

EDC-CME1-50D ＣＤ／ＤＶＤ用ソフトケース〈ＭＥＤＩＡ　ＰＡＳＳ〉１枚収容 あり EDC-CME1-100D 293
本体価格：¥3,030→¥5,500、入り数：50枚→100枚、吊り下げ：可→不可、

包装単位：20→8

EDC-CME1-50W ＣＤ／ＤＶＤ用ソフトケース〈ＭＥＤＩＡ　ＰＡＳＳ〉１枚収容 あり EDC-CME1-100W 293
本体価格：¥3,030→¥5,500、入り数：50枚→100枚、吊り下げ：可→不可、

包装単位：20→8

EDC-CME2-10D ＣＤ／ＤＶＤ用ソフトケース〈ＭＥＤＩＡ　ＰＡＳＳ〉２枚収容 なし

EDC-CME2-10W ＣＤ／ＤＶＤ用ソフトケース〈ＭＥＤＩＡ　ＰＡＳＳ〉２枚収容 なし

EDC-CML1-10D ＣＤ／ＤＶＤ用ソフトケース〈ＭＥＤＩＡ　ＰＡＳＳ＋〉１枚収容 なし

EDC-CML1-10W ＣＤ／ＤＶＤ用ソフトケース〈ＭＥＤＩＡ　ＰＡＳＳ＋〉１枚収容 なし

EDC-DME1-10D ＣＤ／ＤＶＤ用ソフトケース〈ＭＥＤＩＡ　ＰＡＳＳ〉トールサイズ１枚収容 あり EDC-DME1-100D 293
本体価格：¥880→¥6,930、入り数：10枚→100枚、吊り下げ：可→不可、

包装単位：10/60→6

EDC-DME1-10W ＣＤ／ＤＶＤ用ソフトケース〈ＭＥＤＩＡ　ＰＡＳＳ〉トールサイズ１枚収容 あり EDC-DME1-100W 293
本体価格：¥880→¥6,930、入り数：10枚→100枚、吊り下げ：可→不可、

包装単位：10/60→6

EDC-DME1-20D ＣＤ／ＤＶＤ用ソフトケース〈ＭＥＤＩＡ　ＰＡＳＳ〉トールサイズ１枚収容 あり EDC-DME1-100D 293
本体価格：¥1,710→¥6,930、入り数：20枚→100枚、吊り下げ：可→不可、

包装単位：10/40→6

EDC-DME1-20W ＣＤ／ＤＶＤ用ソフトケース〈ＭＥＤＩＡ　ＰＡＳＳ〉トールサイズ１枚収容 あり EDC-DME1-100W 293
本体価格：¥1,710→¥6,930、入り数：20枚→100枚、吊り下げ：可→不可、

包装単位：10/40→6

EDC-DME1-50D ＣＤ／ＤＶＤ用ソフトケース〈ＭＥＤＩＡ　ＰＡＳＳ〉トールサイズ１枚収容 あり EDC-DME1-100D 293
本体価格：¥3,850→¥6,930、入り数：50枚→100枚、吊り下げ：可→不可、

包装単位：20→6

EDC-DME1-50W ＣＤ／ＤＶＤ用ソフトケース〈ＭＥＤＩＡ　ＰＡＳＳ〉トールサイズ１枚収容 あり EDC-DME1-100W 293
本体価格：¥3,850→¥6,930、入り数：50枚→100枚、吊り下げ：可→不可、

包装単位：20→6

EDC-DME2-10D ＣＤ／ＤＶＤ用ソフトケース〈ＭＥＤＩＡ　ＰＡＳＳ〉トールサイズ２枚収容 なし

EDC-DME2-10W ＣＤ／ＤＶＤ用ソフトケース〈ＭＥＤＩＡ　ＰＡＳＳ〉トールサイズ２枚収容 なし

EDC-DML1-10D ＣＤ／ＤＶＤ用ソフトケース〈ＭＥＤＩＡ　ＰＡＳＳ＋〉トールサイズ１枚収容 なし

EDC-DML1-10W ＣＤ／ＤＶＤ用ソフトケース〈ＭＥＤＩＡ　ＰＡＳＳ＋〉トールサイズ１枚収容 なし

EDF-CF221LP ＣＤ／ＤＶＤファイル あり EDF-CF221LB 294 表紙色：ライトピンク→ライトブルー

EDF-CME10D ＣＤ／ＤＶＤファイル〈ＭＥＤＩＡ　ＰＡＳＳ〉 なし

EDF-CME10T ＣＤ／ＤＶＤファイル〈ＭＥＤＩＡ　ＰＡＳＳ〉 なし

EDF-CMP1-5 ＣＤ／ＤＶＤファイル〈ＭＥＤＩＡ　ＰＡＳＳ〉専用リフィル なし

EDF-CMP2-5 ＣＤ／ＤＶＤファイル〈ＭＥＤＩＡ　ＰＡＳＳ〉専用リフィル なし

EDF-DME10D ＣＤ／ＤＶＤファイル〈ＭＥＤＩＡ　ＰＡＳＳ〉トールサイズ なし

EDF-DME10T ＣＤ／ＤＶＤファイル〈ＭＥＤＩＡ　ＰＡＳＳ〉トールサイズ なし

EDF-DMP1-5 ＣＤ／ＤＶＤファイル〈ＭＥＤＩＡ　ＰＡＳＳ〉トールサイズ専用リフィル なし

EDF-DMP2-5 ＣＤ／ＤＶＤファイル〈ＭＥＤＩＡ　ＰＡＳＳ〉トールサイズ専用リフィル なし

EF-351ENB データファイルＨ なし

EFA-111N データファイルＡ なし

EFA-117SN データファイルＡ なし

EFA-511EN データファイルＡ なし

ELA-RU44 レーザーポインター〈ＲＥＤ〉（ＵＤシリーズ） あり ELA-R41D 504

本体価格：¥16,000→¥13,500、デザイン違い、照射形状切替：可→不可、本

体寸法：W26×D125×H23.5mm→W38×D103×H17mm、受信器寸

法：W17×D49×H10.5mm→W22×D70×H10mm、本体質量（電池含

む）：約73g→約48g、受信器質量：約5g→約10g、受信器材質：PC・ABS

→ABS、通信仕様：16ch・65000ID→31ch・65536ID、付属品：保管用ソフ

トケース・ストラップ→保管用ポーチ、ユニバーサルデザイン仕様：あり→なし、包装単

位：30→40

EVF-HLPR12WN 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-HLPR13WN 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

F-VBF132-1 ペンケース〈ネオクリッツミニ〉 なし

F-VBF132-3 ペンケース〈ネオクリッツミニ〉 なし

F-VBF150-2 ペンケース〈カパット〉 なし

F-VFF107B レバーファイル○〈コロレー〉 あり ﾌ-U320B 144
本体価格：¥490→¥450、外寸法：高さ307×幅246×背幅21mm→高さ

307×幅240×背幅21mm、表紙デザイン違い、包装単位：6/36→10/60

F-VFF107G レバーファイル○〈コロレー〉 あり ﾌ-U320YG 144

本体価格：¥490→¥450、外寸法：高さ307×幅246×背幅21mm→高さ

307×幅240×背幅21mm、表紙デザイン違い、表紙色：グリーン→ライムグリー

ン、包装単位：6/36→10/60

F-VFF107P レバーファイル○〈コロレー〉 あり ﾌ-U320R 144

本体価格：¥490→¥450、外寸法：高さ307×幅246×背幅21mm→高さ

307×幅240×背幅21mm、表紙デザイン違い、表紙色：ピンク→赤、包装単

位：6/36→10/60

F-VFF107V レバーファイル○〈コロレー〉 あり ﾌ-U320B 144

本体価格：¥490→¥450、外寸法：高さ307×幅246×背幅21mm→高さ

307×幅240×背幅21mm、表紙デザイン違い、表紙色：パープル→青、包装単

位：6/36→10/60

F-VFF107YR レバーファイル○〈コロレー〉 あり ﾌ-U320YR 144
本体価格：¥490→¥450、外寸法：高さ307×幅246×背幅21mm→高さ

307×幅240×背幅21mm、表紙デザイン違い、包装単位：6/36→10/60

F-VFH100G イージークリップファイル〈コロレー〉 あり F-VFH100B 149 表紙色：グリーン→ブルー

F-VFH100P イージークリップファイル〈コロレー〉 あり F-VFH100B 149 表紙色：ピンク→ブルー

F-VFH100V イージークリップファイル〈コロレー〉 あり F-VFH100B 149 表紙色：パープル→ブルー

F-VFH100YR イージークリップファイル〈コロレー〉 あり F-VFH100B 149 表紙色：オレンジ→ブルー
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F-VFH104DB ダブルポケットホルダー〈レペテ〉 あり ﾌ-T755B 168

本体価格：¥250→¥160、外寸法：タテ310×ヨコ（222+222）mm→タテ

307×ヨコ（222+222）mm、シート厚み：300μm→200μm、デザイン違い、

製品色：ダークブルー→青、包装単位：5/150→5/50/200

F-VFH104G ダブルポケットホルダー〈レペテ〉 あり ﾌ-T755G 168

本体価格：¥250→¥160、外寸法：タテ310×ヨコ（222+222）mm→タテ

307×ヨコ（222+222）mm、シート厚み：300μm→200μm、デザイン違い、

包装単位：5/150→5/50/200

F-VFH104LB ダブルポケットホルダー〈レペテ〉 あり ﾌ-T755B 168

本体価格：¥250→¥160、外寸法：タテ310×ヨコ（222+222）mm→タテ

307×ヨコ（222+222）mm、シート厚み：300μm→200μm、デザイン違い、

製品色：ライトブルー→青、包装単位：5/150→5/50/200

F-VFH104P ダブルポケットホルダー〈レペテ〉 あり ﾌ-T755P 168

本体価格：¥250→¥160、外寸法：タテ310×ヨコ（222+222）mm→タテ

307×ヨコ（222+222）mm、シート厚み：300μm→200μm、デザイン違い、

包装単位：5/150→5/50/200

F-VFH104YR ダブルポケットホルダー〈レペテ〉 あり ﾌ-T755P 168

本体価格：¥250→¥160、外寸法：タテ310×ヨコ（222+222）mm→タテ

307×ヨコ（222+222）mm、シート厚み：300μm→200μm、デザイン違い、

製品色：オレンジ→ピンク、包装単位：5/150→5/50/200

F-VPS103G-1P シャープペンシル〈コロレー〉 あり F-VPS103B-1P 566 製品色：グリーン→ブルー

F-WPS100B シャープペンシル〈ＷｉＬＬ　ＳＴＡＴＩＯＮＥＲＹ　ＡＣＴＩＣ〉 あり F-VPS103B 566 製品色：青〈WiLL STATIONERY ACTIC〉→ブルー〈コロレー〉

HG-L100EV 封筒〈ＧＩＦＴ　ＬＥＴＴＥＲ　Ｃｅｎｔｕｒｙ　Ｅｄｉｔｉｏｎ〉 なし

HG-L100T-B 便箋〈ＧＩＦＴ　ＬＥＴＴＥＲ　Ｃｅｎｔｕｒｙ　Ｅｄｉｔｉｏｎ〉 なし

HG-L100Y-D 便箋〈ＧＩＦＴ　ＬＥＴＴＥＲ　Ｃｅｎｔｕｒｙ　Ｅｄｉｔｉｏｎ〉 なし

J-HM-10 インサートカップホルダー なし

J-ML-1 マドラー なし

J-W81-200M-2 インサートカップ なし

KB-C209B ＰＰＣカラー用紙（共用紙） あり KB-C39B 325

本体価格：¥1,550→¥2,030、枚数：250枚→500枚、紙厚：76.7g/㎡・

0.09mm→64g/㎡・0.09mm、仕様：認証なし→FSC®認証パルプ使用

（FSCミックス）、GPNエコ商品ねっと：非掲載→掲載、包装単位：10→5

KB-C209NG ＰＰＣカラー用紙（共用紙） あり KB-C39G 325

本体価格：¥1,550→¥2,030、枚数：250枚→500枚、紙厚：76.7g/㎡・

0.09mm→64g/㎡・0.09mm、仕様：認証なし→FSC®認証パルプ使用

（FSCミックス）、GPNエコ商品ねっと：非掲載→掲載、包装単位：10→5

KB-C209NP ＰＰＣカラー用紙（共用紙） あり KB-C39P 325

本体価格：¥1,550→¥2,030、枚数：250枚→500枚、紙厚：76.7g/㎡・

0.09mm→64g/㎡・0.09mm、仕様：認証なし→FSC®認証パルプ使用

（FSCミックス）、GPNエコ商品ねっと：非掲載→掲載、包装単位：10→5

KB-C209NY ＰＰＣカラー用紙（共用紙） あり KB-C39Y 325

本体価格：¥1,550→¥2,030、枚数：250枚→500枚、紙厚：76.7g/㎡・

0.09mm→64g/㎡・0.09mm、仕様：認証なし→FSC®認証パルプ使用

（FSCミックス）、GPNエコ商品ねっと：非掲載→掲載、包装単位：10→5

KB-SS34 ＫＢ用紙（共用紙）（低白色再生紙） あり KB-34N 323

本体価格：¥2,450→¥2,700、紙厚：66g/㎡・0.10mm→64g/㎡・

0.09mm、低白色再生紙（古紙パルプ配合）・白色度68%程度（ISO）→

FSC®認証パルプ使用（FSCミックス）・白色度80%程度（ISO）、エコマーク認

定：あり→なし、グリーン購入法：適合→非適合

KB-SS35 ＫＢ用紙（共用紙）（低白色再生紙） あり KB-35N 323

本体価格：¥1,320→¥1,380、紙厚：66g/㎡・0.10mm→64g/㎡・

0.09mm、低白色再生紙（古紙パルプ配合）・白色度68%程度（ISO）→

FSC®認証パルプ使用（FSCミックス）・白色度80%程度（ISO）、エコマーク認

定：あり→なし、グリーン購入法：適合→非適合

KCT-BA905 アイクリップ（コンテナセットＭ） あり KCT-BA907 772
アイクリップ：104個→80個、目玉パーツ：15個→10個、タイヤパーツ：15個→

10個、あそび方カード9枚→遊び方説明書

KCT-BA906 アイクリップ（コンテナセットＬ） あり KCT-BA908 772 アイクリップ：280個→200個、あそび方カード9枚→遊び方説明書

KH-KS1 キーストッカー〈ＫＥＹＳＹＳ〉 なし

KJ-6045W インクジェットプリンタ用はかどりタックインデックス（強粘着） あり KPC-T691W 352

本体価格：¥360→¥1,210、サイズ：ハガキサイズ→A4サイズ、面数：9面→42

面、枚数：10枚→20枚、インクジェットプリンタ対応→マルチプリンタ対応、タイトルブ

レーン印字：対応→非対応、紙厚：ラベル本体/0.12mm（総厚172g/㎡・

0.18mm）→ラベル本体/0.10mm（総厚132g/㎡・0.15mm）、白色度：

89%程度（ISO）→80%程度（ISO）、包装単位：5/200→5/50※用紙厚

さ132g/㎡以上に対応する機種でお使いください。

KJ-6055W インクジェットプリンタ用はかどりタックインデックス（強粘着） あり KPC-T692W 352

本体価格：¥360→¥1,210、サイズ：ハガキサイズ→A4サイズ、面数：12面→

56面、枚数：10枚→20枚、インクジェットプリンタ対応→マルチプリンタ対応、タイト

ルブレーン印字：対応→非対応、紙厚：ラベル本体/0.12mm（総厚172g/㎡・

0.18mm）→ラベル本体/0.10mm（総厚132g/㎡・0.15mm）、白色度：

89%程度（ISO）→80%程度（ISO）、包装単位：5/200→5/50※用紙厚

さ132g/㎡以上に対応する機種でお使いください。

KJ-6065W インクジェットプリンタ用はかどりタックインデックス（強粘着） あり KPC-T693W 352

本体価格：¥360→¥1,210、サイズ：ハガキサイズ→A4サイズ、面数：16面→

72面、枚数：10枚→20枚、インクジェットプリンタ対応→マルチプリンタ対応、タイト

ルブレーン印字：対応→非対応、紙厚：ラベル本体/0.12mm（総厚172g/㎡・

0.18mm）→ラベル本体/0.10mm（総厚132g/㎡・0.15mm）、白色度：

89%程度（ISO）→80%程度（ISO）、包装単位：5/200→5/50※用紙厚

さ132g/㎡以上に対応する機種でお使いください。

KJ-E80191N インクジェットプリンタ用　紙ラベル〈リラベル〉（はかどりタイプ） あり KPC-E1301-20N 334

本体価格：¥1,420→¥1,050、インクジェットプリンタ対応→マルチプリンタ対応、ラ

ベル：古紙パルプ非配合→古紙パルプ配合、枚数：20枚→22枚、紙厚：ラベル

本体0.12mm（総厚156g/㎡・0.18mm）→ラベル本体0.07mm（総厚

134g/㎡・0.14mm）、白色度：97％程度（ISO）→85%程度（ISO）、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※用紙厚さ

134g/㎡以上に対応する機種でお使いください。前面給排紙タイプのプリンタでは紙

送りができない場合があります。

KJ-E80192N インクジェットプリンタ用　紙ラベル〈リラベル〉（はかどりタイプ） あり KPC-E1301-100N 334

本体価格：¥6,040→¥4,410、インクジェットプリンタ対応→マルチプリンタ対応、ラ

ベル：古紙パルプ非配合→古紙パルプ配合、紙厚：ラベル本体0.12mm（総厚

156g/㎡・0.18mm）→ラベル本体0.07mm（総厚134g/㎡・0.14mm）、

白色度：97％程度（ISO）→85%程度（ISO）、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※用紙厚さ134g/㎡以上に対応する

機種でお使いください。前面給排紙タイプのプリンタでは紙送りができない場合がありま

す。
KJ-E80194N インクジェットプリンタ用　紙ラベル〈リラベル〉（はかどりタイプ） なし

KJ-E80195N インクジェットプリンタ用　紙ラベル〈リラベル〉（はかどりタイプ） なし

KJ-E80857N インクジェットプリンタ用　紙ラベル〈リラベル〉（はかどりタイプ） あり KJ-8161 346

本体価格：¥1,420→¥1,260、1片の大きさ：46.5×63.5mm→46.6×

63.5mm、紙厚：ラベル本体0.12mm（総厚156g/㎡・0.18mm）→ラベル

本体0.12mm（総厚170g/㎡・0.19mm）、白色度：97％程度（ISO）→

90%程度（ISO）
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KJ-E80858N インクジェットプリンタ用　紙ラベル〈リラベル〉（はかどりタイプ） あり KJ-8161-100N 346

本体価格：¥6,040→¥4,940、1片の大きさ：46.5×63.5mm→46.6×

63.5mm、紙厚：ラベル本体0.12mm（総厚156g/㎡・0.18mm）→ラベル

本体0.12mm（総厚172g/㎡・0.18mm）、白色度：97％程度（ISO）→

89%程度（ISO）、GPNエコ商品ねっと：非掲載→掲載

KJ-E80866N インクジェットプリンタ用　紙ラベル〈リラベル〉（はかどりタイプ） あり KJ-8160 346

本体価格：¥1,420→¥1,260、紙厚：ラベル本体0.12mm（総厚156g/㎡・

0.18mm）→ラベル本体0.12mm（総厚170g/㎡・0.19mm）、白色度：

97％程度（ISO）→90%程度（ISO）

KJ-E80867N インクジェットプリンタ用　紙ラベル〈リラベル〉（はかどりタイプ） あり KJ-8160-100N 346

本体価格：¥6,040→¥4,940、紙厚：ラベル本体0.12mm（総厚156g/㎡・

0.18mm）→ラベル本体0.12mm（総厚172g/㎡・0.18mm）、白色度：

97％程度（ISO）→89%程度（ISO）、GPNエコ商品ねっと：非掲載→掲載

KJ-E80911N インクジェットプリンタ用　紙ラベル〈リラベル〉（はかどりタイプ） なし

KJ-E80912N インクジェットプリンタ用　紙ラベル〈リラベル〉（はかどりタイプ） なし

KJ-E80923N インクジェットプリンタ用　紙ラベル〈リラベル〉（はかどりタイプ） あり KJ-E80924N 348 本体価格：¥1,420→¥6,040、枚数：20枚→100枚、包装単位：50→10

KJ-E80927N インクジェットプリンタ用　紙ラベル〈リラベル〉（はかどりタイプ） あり KPC-E1181-20N 334

本体価格：¥1,420→¥1,050、インクジェットプリンタ対応→マルチプリンタ対応、ラ

ベル：古紙パルプ非配合→古紙パルプ配合、枚数：20枚→22枚、紙厚：ラベル

本体0.12mm（総厚156g/㎡・0.18mm）→ラベル本体0.07mm（総厚

134g/㎡・0.14mm）、白色度：97％程度（ISO）→85%程度（ISO）、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※用紙厚さ

134g/㎡以上に対応する機種でお使いください。前面給排紙タイプのプリンタでは紙

送りができない場合があります。

KJ-E80928N インクジェットプリンタ用　紙ラベル〈リラベル〉（はかどりタイプ） あり KPC-E1181-100N 334

本体価格：¥6,040→¥4,410、インクジェットプリンタ対応→マルチプリンタ対応、ラ

ベル：古紙パルプ非配合→古紙パルプ配合、紙厚：ラベル本体0.12mm（総厚

156g/㎡・0.18mm）→ラベル本体0.07mm（総厚134g/㎡・0.14mm）、

白色度：97％程度（ISO）→85%程度（ISO）、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※用紙厚さ134g/㎡以上に対応する

機種でお使いください。前面給排紙タイプのプリンタでは紙送りができない場合がありま

す。
KJ-E80931N インクジェットプリンタ用　紙ラベル〈リラベル〉（はかどりタイプ） なし

KJ-E80932N インクジェットプリンタ用　紙ラベル〈リラベル〉（はかどりタイプ） なし

KJ-E80935N インクジェットプリンタ用　紙ラベル〈リラベル〉（はかどりタイプ） あり KJ-E80936N 348 本体価格：¥1,420→¥6,040、枚数：20枚→100枚、包装単位：50→10

KJ-G2630 インクジェットプリンタ用はがき用紙（光沢紙） あり KJ-GP2630N 310

本体価格：¥500→¥550、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：100→80

KJ-VE120W 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-VH10LB インクジェットプリンタ用名刺用紙（クリアカット）（両面印刷用・マット紙） あり KJ-VH10W 308
白色度：90%程度（ISO）→88%程度（ISO）、用紙色：クールホワイト→ナ

チュラルホワイト

KJ-VH10LY インクジェットプリンタ用名刺用紙（クリアカット）（両面印刷用・マット紙） あり KJ-VH10W 308
白色度：78%程度（ISO）→88%程度（ISO）、用紙色：アイボリー→ナチュ

ラルホワイト
KJ-VH120LB 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-VH120LY 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-VH120W 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-VHA10LB インクジェットプリンタ用名刺用紙（クリアカット）（両面印刷用・マット紙） あり KJ-VHA10W 308
白色度：90%程度（ISO）→88%程度（ISO）、用紙色：クールホワイト→ナ

チュラルホワイト

KJ-VHA10LY インクジェットプリンタ用名刺用紙（クリアカット）（両面印刷用・マット紙） あり KJ-VHA10W 308
白色度：78%程度（ISO）→88%程度（ISO）、用紙色：アイボリー→ナチュ

ラルホワイト

KJ-VHA120LB 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-VHA120LY 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-VHA120W 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-VS10LB 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 KPC-VE10W 308

本体価格：¥580→¥430、インクジェットプリンタ専用→マルチプリンタ対応、仕様：

両面マット紙→両面普通紙、紙厚：186g/㎡・0.22mm→186g/㎡・

0.21mm、白色度：90%程度（ISO）→99%程度（ISO）、用紙色：クール

ホワイト→ナチュラルホワイト

KJ-VS10LY 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 KPC-VE10LY 308

本体価格：¥580→¥430、インクジェットプリンタ専用→マルチプリンタ対応、仕様：

両面マット紙→両面普通紙、紙厚：186g/㎡・0.22mm→186g/㎡・

0.20mm、白色度：78%程度（ISO）→76%程度（ISO）

KJ-VS10W 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 KPC-VE10W 308

本体価格：¥580→¥430、インクジェットプリンタ専用→マルチプリンタ対応、仕様：

両面マット紙→両面普通紙、紙厚：186g/㎡・0.22mm→186g/㎡・

0.21mm、白色度：88%程度（ISO）→99%程度（ISO）

KJ-VSA10W 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 KPC-VEA10W 308

本体価格：¥630→¥480、インクジェットプリンタ専用→マルチプリンタ対応、仕様：

両面マット紙・厚口→両面普通紙・厚口、紙厚：210g/㎡・0.24mm→209g/

㎡・0.24mm、白色度：88%程度（ISO）→99%程度（ISO）

KJ-W120-1 インクジェットプリンタ用紙　和紙 あり KJ-W120-4 312 柄：花霞→切紙、紙厚：87.5g/㎡・0.16mm→85g/㎡・0.19mm
KJ-W120-2 インクジェットプリンタ用紙　和紙 あり KJ-W120-4 312 柄：水玉→切紙
KJ-W120-3 インクジェットプリンタ用紙　和紙 あり KJ-W120-4 312 柄：花風→切紙
KPS-M25X マルチシュレッダー なし

KPS-M70X マルチシュレッダー なし

KPS-MX100D デスクサイドマルチシュレッダー〈Ｓｉｌｅｎｔ－Ｄｕｏ〉 なし

KPS-MX100W デスクサイドマルチシュレッダー〈Ｓｉｌｅｎｔ－Ｄｕｏ〉 なし

KPS-MX200 マルチシュレッダー〈Ｓ－ｔｒａｙ〉 なし

KPS-X150 シュレッダー なし

L-FBL2-2 ボックスシール（カラー分類表示） あり L-FBL-2 244 色合い違い、包装単位：10/300→1
L-FBL2-3 ボックスシール（カラー分類表示） あり L-FBL-3 244 色合い違い、包装単位：10/300→1
L-FBL2-7 ボックスシール（カラー分類表示） あり L-FBL-7 244 色合い違い、包装単位：10/300→1
LBP-7664N モノクロレーザー＆モノクロコピー用　紙ラベル（スペシャルラベル） なし

LBP-7666N モノクロレーザー＆モノクロコピー用　紙ラベル（スペシャルラベル） なし

LBP-FG2630 カラーレーザー＆カラーコピー用はがき用紙（光沢紙） あり LBP-FG2635 322 本体価格：¥700→¥1,000、枚数：50枚→100枚、包装単位：80→40

LBP-T2590R カラーレーザー＆カラーコピー用タックインデックス（フィルムラベル） あり LBP-T2590B 354 製品枠色：赤→青

MS-VF31CF コクヨ　ＭＳシュレッダー あり J-SK-SENKA25K 369

本体価格：¥438,000→¥448,000、細断方式：ワンカットクロスタイプ→クロスタ

イプ、定格細断枚数（A4コピー用紙、50Hz/60Hz）：約14/12枚→約15/13

枚、質量：81kg→約84kg、外寸法：W500×D500×H850mm→W500×

D450×H900mm、ゴミ箱容量：76ℓ→80ℓ、ゴミ箱周囲長：1680（420・

420・420・420）mm→1680（440・400・440・400）mm、作動音：約

56dB→約52dB、細断速度（50Hz/60Hz）：約4.0/4.9m/分→約

3.7/4.4m/分、くずならし：ファンプレス機構→サークルプレス式、GPNエコ商品ねっ

と：掲載→非掲載

NM-R295D ＩＤカードホルダー〈ＩＤｅｏ　ＨＵＢＳＴＹＬＥ〉 なし

NM-R295DB ＩＤカードホルダー〈ＩＤｅｏ　ＨＵＢＳＴＹＬＥ〉 なし

NST-CAS-P1 デジタルノート〈ＣａｍｉＡｐｐ　Ｓ〉専用ペン なし

NST-CAS-PR7D デジタルノート〈ＣａｍｉＡｐｐ　Ｓ〉専用ペン替芯 なし
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PN-E235N オートパワーパンチ（穴径／６ｍｍ） あり PN-E300 460

最大穿孔能力：PPC用紙約400枚（35mm）→PPC用紙約300枚

（27mm）、穿孔用紙サイズ：A7～B4→A6～A4長辺、外寸法：W300×

D421×H347mm→W210×D330×H250mm、穿孔奥行き：12mm→

8/12mm、質量：11kg→13.2kg、電源：AC100V・約239/317W

（50/60Hz）→AC100V・400W（50/60Hz）、定格時間：連続使用15分

→30分、千枚通し：あり→なし

PN-E260N オートパワーパンチ（穴径／６ｍｍ） あり PN-E550 460

本体価格：¥190,000→¥158,000、最大穿孔能力：PPC用紙約680枚

（60mm）→PPC用紙約550枚（50mm）、穿孔用紙サイズ：A7～B4→A6

～A4長辺、外寸法：W300×D521×H378mm→W210×D330×

H287mm、穿孔奥行き：12～18mm→8/12mm、質量：18kg→14.1kg、

電源：AC100V・約274/346W（50/60Hz）→AC100V・400W

（50/60Hz）、千枚通し：あり→なし

PN-E335 電動一穴穿孔機（多穴タイプ・２穴タイプ）（穴径／４．５ｍｍ・５．５ｍｍ・６ｍｍ）なし

PN-E336 電動一穴穿孔機（多穴タイプ・２穴タイプ）（穴径／４．５ｍｍ・５．５ｍｍ・６ｍｍ）なし

PN-E350 電動一穴穿孔機（多穴タイプ・２穴タイプ）（穴径／４．５ｍｍ・５．５ｍｍ・６ｍｍ）なし

PN-E351 電動一穴穿孔機（多穴タイプ・２穴タイプ）（穴径／４．５ｍｍ・５．５ｍｍ・６ｍｍ）なし

PRR-EY5B 選べるボールペン〈エラベルノ〉インク（シルキー油性） なし

PRR-EY5D 選べるボールペン〈エラベルノ〉インク（シルキー油性） なし

PRR-EY5R 選べるボールペン〈エラベルノ〉インク（シルキー油性） なし

PRR-EY7B 選べるボールペン〈エラベルノ〉インク（シルキー油性） なし

PRR-EY7D 選べるボールペン〈エラベルノ〉インク（シルキー油性） なし

PRR-EY7R 選べるボールペン〈エラベルノ〉インク（シルキー油性） なし

RC-FAX-NE1-2P 普通紙ＦＡＸ用インクリボン（ＮＥＣ用） なし

SL-C12LM 電動ステープラー（小型コードレス） なし

SL-CF20LM 電動フラットクリンチステープラー（小型コードレス） なし

SL-M41 中とじ用ステープラー なし

T-112 メンディングテープ なし

T-118 メンディングテープ なし

T-124 メンディングテープ なし

T-435NW 製本テープ あり T-435ND･DB 375 製品色：白→黒または紺

T-450NW 製本テープ あり T-450ND･DB 375 製品色：白→黒または紺

T-EM10 電動テープカッター なし

T-EM100N 電動テープカッター なし

T-M15Y テープカッター あり T-M15B 445 製品色：黄→青

TW-114 修正テープ〈ケシピタ○〉 あり TW-M284 584

本体価格：¥530→¥320、仕様：使いきりタイプ→詰め替えタイプ、本体外寸

法：W89×D14×H46mm→W108×D20×H40mm、テープ幅：4.2mm→

4mm

TW-116 修正テープ〈ケシピタ○〉 あり TW-M286 584
本体価格：¥530→¥320、仕様：使いきりタイプ→詰め替えタイプ、本体外寸

法：W89×D14×H46mm→W108×D20×H40mm

TW-E116T 修正テープ〈ケシピタ○〉白色度７０％再生紙用 なし

TY-DSP1 スチレンボード（のり付き）〈ドットライナーキレピタパネル〉 なし

TY-DSP6 スチレンボード（のり付き）〈ドットライナーキレピタパネル〉 なし

TY-DSP11 スチレンボード（のり付き）〈ドットライナーキレピタパネル〉 なし

TY-DSP16 スチレンボード（のり付き）〈ドットライナーキレピタパネル〉 なし

V-85G ファイリングアクセサリー（見出し用品） なし

V-85P ファイリングアクセサリー（見出し用品） なし

ｱ-174N フリーアルバム替台紙 なし

ｱ-194N フリーアルバム替台紙 なし

ｱ-234NB 工事用アルバム（スライドとじ具タイプ） なし

ｱ-259 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-289 工事用アルバム　ネガポケット替台紙 あり ｱ-269 263
収容枚数：ネガスリーブ収容枚数（表のみ）/3本→フィルム収容枚数（表のみ）

/35mmネガフィルム30コマ（24枚撮り1本）

ｱ-891 ジョイナー○アルバム替台紙 あり ｱ-881 263

本体価格：¥1,200→¥970、台紙タイプ：フリー台紙（スリム）→フリー台紙（エ

コノミー）、仕様：白フリー台紙・つなぎテープにおしゃれなデザイン入り→白フリー台

紙

ｱ-897N-B ジョイナー○アルバム替台紙 あり ｱ-881 263

本体価格：¥860→¥970、台紙タイプ：誕生用カラーフリー台紙（スリム）→フ

リー台紙（エコノミー）、仕様：かわいい動物のイラスト入り（台紙色/ブルー）→白

フリー台紙、台紙枚数：6枚→10枚

ｱ-897N-P ジョイナー○アルバム替台紙 あり ｱ-881 263

本体価格：¥860→¥970、台紙タイプ：誕生用カラーフリー台紙（スリム）→フ

リー台紙（エコノミー）、仕様：かわいい動物のイラスト入り（台紙色/ピンク）→白

フリー台紙、台紙枚数：6枚→10枚

ｱ-898 ジョイナー○アルバム替台紙 あり ｱ-881 263

本体価格：¥720→¥970、台紙タイプ：フリー台紙（スリム）→フリー台紙（エコ

ノミー）、仕様：白フリー台紙・つなぎテープにおしゃれなデザイン入り→白フリー台

紙、台紙枚数：6枚→10枚、包装単位：20/40→10/20
ｱ-L02B ジョイナー○アルバム〈一般用〉（ビスタイプ） なし

ｱ-LB43N-2 ジョイナー○アルバム〈誕生用〉（ビスタイプ） なし

ｱ-LB53-5 ジョイナー○アルバム〈誕生用〉（ビスタイプ） なし

ｱ-SL60-3 スリムアルバム あり ｱ-SL60-2 260 表紙色：レモンイエロー→フレッシュグリーン
ｱ-SL60-4 スリムアルバム あり ｱ-SL60-2 260 表紙色：オレンジ→フレッシュグリーン

ｵﾝ-T50 キャンパス　音楽帳（ツインリングとじ・カットオフ） あり ｵﾝ-T42 706

本体価格：¥270→¥320、ツインリングとじ・カットオフ→ツインリングとじ、中紙寸

法：タテ257×ヨコ191mm→タテ252×ヨコ179mm、枚数：五線譜26枚＋横

罫（30行）10枚→五線譜50枚、五線譜印刷面：片面→両面、包装単位：

5/120→5/60

ｶ-231 高級賞状額縁 なし

ｶ-232 高級賞状額縁 なし

ｶ-233 高級賞状額縁 なし

ｶ-517 額縁〈金飾〉（軽量タイプ・スタンド付き） あり ｶ-17N 626

本体価格：¥2,150→¥2,030、フレーム外寸法：410×310mm→411×

311mm、質量：0.4kg→0.9kg、材質：表装材/PETシート（厚み約

0.4mm）・裏板/グリーンダンボール（古紙パルプ配合）→表面/ガラス（厚み

2mm）・裏板/MDF、スタンド用木製棒：あり→なし

ｶ-525 額縁〈金飾〉（軽量タイプ・スタンド付き） あり ｶ-25N 626

本体価格：¥2,430→¥2,150、フレーム外寸法：468×348mm→469×

349mm、質量：0.5kg→1.3kg、材質：表装材/PETシート（厚み約

0.4mm）・裏板/グリーンダンボール（古紙パルプ配合）→表面/ガラス（厚み

2mm）・裏板/MDF、スタンド用木製棒：あり→なし

ｶﾊ-ACE202D ビジネスバッグ〈ＰＲＯＮＡＲＤ　Ｋ－ｓｔｙｌｅ〉（手提げタイプ通勤用） なし

ｶﾊ-ACE207D ビジネスバッグ〈ＰＲＯＮＡＲＤ　Ｋ－ｓｔｙｌｅ〉（キャスタータイプ） なし

ｶﾋ-PC11 画鋲〈ピコラ〉 あり ｶﾋ-PC10 469 色：青系ミックス→透明
ｶﾋ-PC12 画鋲〈ピコラ〉 あり ｶﾋ-PC10 469 色：赤系ミックス→透明
ｶﾋ-PC31 画鋲〈ピコラ〉 あり ｶﾋ-PC30 469 色：青系ミックス→透明
ｸｹ-2964B 事務用連絡ケース〈シャトル○バッグ〉ハードタイプ なし

ｸｹ-2964D 事務用連絡ケース〈シャトル○バッグ〉ハードタイプ なし
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ｸﾘ-61Nﾂﾒ マグネットクリップ あり ｸﾘ-61ND 475

出荷単位：青4個･黒3個・赤3個の10個詰め合わせ（中包装単位で出荷）→

黒1個の単品（青1個･赤1個の単品もあり）※1個当たりの価格に変更はありませ

ん。

ｸﾘ-62Nﾂﾒ マグネットクリップ あり ｸﾘ-62ND 475

出荷単位：青4個･黒3個・赤3個の10個詰め合わせ（中包装単位で出荷）→

黒1個の単品（青1個･赤1個の単品もあり）※1個当たりの価格に変更はありませ

ん。

ｸﾘ-63Nﾂﾒ マグネットクリップ あり ｸﾘ-63ND 475

出荷単位：青4個･黒3個・赤3個の10個詰め合わせ（中包装単位で出荷）→

黒1個の単品（青1個･赤1個の単品もあり）※1個当たりの価格に変更はありませ

ん。

ｸﾘ-64Nﾂﾒ マグネットクリップ あり ｸﾘ-64ND 475

出荷単位：青4個･黒3個・赤3個の10個詰め合わせ（中包装単位で出荷）→

黒1個の単品（青1個･赤1個の単品もあり）※1個当たりの価格に変更はありませ

ん。

ｸﾘ-65Nﾂﾒ マグネットクリップ あり ｸﾘ-65ND 475

出荷単位：青4個･黒3個・赤3個の10個詰め合わせ（中包装単位で出荷）→

黒1個の単品（青1個･赤1個の単品もあり）※1個当たりの価格に変更はありませ

ん。

ｸﾘ-73 ハンギングクリップ なし

ｸﾘ-114-1N ラクリップ なし

ｸﾘ-114-2N ラクリップ なし

ｸﾘ-134-2N ラクリップ（コンパクト） なし

ｸﾘ-M83 ワニクリップ なし

ｸﾘ-M84 ワニクリップ なし

ｸﾘ-M85 ワニクリップ なし

ｹｽ-5075LS ペンケース〈プチクリッツ〉（スタンドタイプ） あり ｹｽ-5075DM 598 製品色：ベージュ→ダークグレー
ｹｽ-5090LS ペンケース〈クリッツ〉（スタンドタイプ） あり ｹｽ-5090DM 598 製品色：ベージュ→ダークグレー
ｼﾕ-51ND アドレスブック（替紙式・バインダータイプ） なし

ｼﾕ-55N アドレスブック（替紙式・バインダータイプ） なし

ｽ-12BN フィラーノート（スパイラルとじ） あり ｽ-10BN 705 罫内容：中横罫→中横罫（マージン罫入り）

ｽ-100AN キャンパス　スパイラルノート あり ｽ-T110AN-B 701
本体価格：¥170→¥210、枚数：30枚→40枚、色合い違い、包装単位：

10/120→10/80

ｽ-100BN キャンパス　スパイラルノート あり ｽ-T110BN-G 701
本体価格：¥170→¥210、枚数：30枚→40枚、色合い違い、包装単位：

10/120→10/80

ｽ-800 キャンパス　英習帳（ツインリングとじ・スパイラルとじ） あり ｽ-T810 708
本体価格：¥170→¥210、枚数：30枚→32枚、製本様式：スパイラルとじ→ツ

インリングとじ、表紙色：赤→青、包装単位：10/80→5/80

ｽ-PV16A-B プラスチックスパイラルノート あり ﾒ-300B 754

本体価格：¥200→¥110、中紙寸法：タテ116×ヨコ74mm→タテ107×ヨコ

77mm、行数：14行→12行、枚数：60枚→50枚、表紙（表）：透明PP→

板紙、表紙デザイン違い、包装単位：5/160→10/240

ｽ-PV16A-G プラスチックスパイラルノート あり ﾒ-300Y 754

本体価格：¥200→¥110、中紙寸法：タテ116×ヨコ74mm→タテ107×ヨコ

77mm、行数：14行→12行、枚数：60枚→50枚、表紙（表）：透明PP→

板紙、表紙デザイン違い、表紙色：グリーン→黄、包装単位：5/160→10/240

ｽ-PV16A-P プラスチックスパイラルノート あり ﾒ-300P 754

本体価格：¥200→¥110、中紙寸法：タテ116×ヨコ74mm→タテ107×ヨコ

77mm、行数：14行→12行、枚数：60枚→50枚、表紙（表）：透明PP→

板紙、表紙デザイン違い、包装単位：5/160→10/240

ｽ-T30A-S キャンパス　ツインリングノート（ワイドタイプ） あり ｽ-T30A-B 703 表紙色：茶→青
ｽ-T30B-G キャンパス　ツインリングノート（ワイドタイプ） あり ｽ-T30A-B 703 表紙色：緑→青、罫内容：中横罫35行→普通横罫30行
ｽ-T30B-R キャンパス　ツインリングノート（ワイドタイプ） あり ｽ-T30A-B 703 表紙色：赤→青、罫内容：中横罫35行→普通横罫30行

ｽ-T138A-B キャンパス　ツインリングノート（色厚表紙） あり ｽ-T148A-B 702

本体価格：¥260→¥210、サイズ：3号（A5）→4号（B6）、中紙寸法：タテ

210×ヨコ148mm→タテ182×ヨコ128mm、行数：25行→22行、包装単位：

5/80→5/180

ｽ-T140A-B キャンパス　ツインリングノート（ミニサイズ） あり ｽ-T150A-B 703
本体価格：¥210→¥180、サイズ：4号（B6）→5号（A6）、中紙寸法：タテ

182×ヨコ128mm→タテ148×ヨコ105mm、行数：22行→17行

ｽ-T140B-R キャンパス　ツインリングノート（ミニサイズ） あり ｽ-T150B-R 703
本体価格：¥210→¥180、サイズ：4号（B6）→5号（A6）、中紙寸法：タテ

182×ヨコ128mm→タテ148×ヨコ105mm、行数：25行→20行

ｽ-TCA92BN ツインリングノート〈ＣａｍｉＡｐｐ〉 なし

ｽ-TJM5B ツインリングノート〈エッジタイトル〉 あり ｽ-TJ4B 691
本体価格：¥420→¥300、枚数：50枚→40枚、PP仕切り：あり→なし、包装

単位：5/60→5/80

ｽ-TV31AN-G ツインリングノート〈コロレー〉 あり ｽ-TV31AN-B 703 表紙色：グリーン→ブルー
ｾ-FF8G 図面個別フォルダー あり ｾ-FF8M 237・275 製品色：緑→グレー
ｾ-PIR43 インクジェットプロッター用紙 なし

ｾ-PIR44 インクジェットプロッター用紙 なし

ｾ-PIR86 インクジェットプロッター用紙 なし

ｾ-PIR87 インクジェットプロッター用紙 なし

ｾ-RC2 図面筒セット（ケース＋角筒） あり ｾ-R132 279
本体価格：¥19,300→¥800、図面筒セット（ケース＋角筒16本）→角筒1本

のみ、包装単位：1→10/50

ｾ-RC4 図面筒セット（ケース＋角筒） あり ｾ-R134 279
本体価格：¥25,200→¥1,070、図面筒セット（ケース＋角筒16本）→角筒1

本のみ、包装単位：1→10

ｾﾎ-CA4M 製本カバー〈１９５〉（５冊入り） あり ｾﾎ-CA4D 149 製本テープ色：グレー→黒
ﾀ-26B タックインデックス（紙ラベル） あり ﾀ-21B 534 本体価格：¥100→¥110、ラベルデザイン違い
ﾀ-26R タックインデックス（紙ラベル） あり ﾀ-21R 534 本体価格：¥100→¥110、ラベルデザイン違い
ﾀ-27B タックインデックス（紙ラベル） あり ﾀ-22B 534 本体価格：¥100→¥110、ラベルデザイン違い、シートNo.：EF→EB
ﾀ-61N クリップテープ なし

ﾀ-70-19 タックタイトル なし

ﾀ-70-134 タックタイトル なし

ﾀ-DS1-1 ドーナツシールスタンプ専用つめ替えシール なし

ﾀ-DS1-2 ドーナツシールスタンプ専用つめ替えシール なし

ﾀ-DS1-3 ドーナツシールスタンプ専用つめ替えシール なし

ﾀ-DS1-4 ドーナツシールスタンプ専用つめ替えシール なし

ﾀ-DSM10-1 ドーナツシールスタンプ なし

ﾀ-DSM10-2 ドーナツシールスタンプ なし

ﾀ-DSM10-3 ドーナツシールスタンプ なし

ﾀ-DSM10-4 ドーナツシールスタンプ なし

ﾀ-E70-22N タックタイトル（再生紙・リサイクル可能） あり ﾀ-70-22 538

本体価格：¥200→¥220、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-K501 瞬間接着剤〈レッドテック〉 あり ﾀ-G501 439 本体価格：¥480→¥500、本体形状違い（中身・容量は同等）
ﾀ-S70-21T タックタイトル（樹脂ラベル） あり ﾀ-S70-21W 541 ラベル色：透明→白
ﾀ-S70-23T タックタイトル（樹脂ラベル） あり ﾀ-S70-23W 541 ラベル色：透明→白

ﾀ-S70-24T タックタイトル（樹脂ラベル） あり ﾀ-70-24 538
本体価格：¥250→¥220、材質：樹脂→紙、入り数：15片（3片×5シート）

→51片（3片×17シート）、シートNo.：AE→CP
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ﾀ-S70-24W タックタイトル（樹脂ラベル） あり ﾀ-70-24 538
本体価格：¥250→¥220、材質：樹脂→紙、入り数：15片（3片×5シート）

→51片（3片×17シート）、シートNo.：AE→CP

ﾀ-S70-25W タックタイトル（樹脂ラベル） あり ﾀ-70-25 538
本体価格：¥400→¥220、材質：樹脂→紙、入り数：20片（4片×5シート）

→34片（2片×17シート）、シートNo.：AF→CQ

ﾀ-S70-60B タックタイトル（樹脂ラベル） あり ﾀ-170-61N 541

本体価格：¥250→¥220、材質：樹脂→紙+フィルム、ラベル寸法：25×

20mm→24×20mm、入り数：80片（16片×5シート）→84片（12片×7

シート）、タイトルブレーン印字：対応→非対応

ﾀ-S70-60R タックタイトル（樹脂ラベル） あり ﾀ-170-60N 541

本体価格：¥250→¥220、材質：樹脂→紙+フィルム、ラベル寸法：25×

20mm→24×20mm、入り数：80片（16片×5シート）→84片（12片×7

シート）、タイトルブレーン印字：対応→非対応

ﾀ-S70-122T タックタイトル（樹脂ラベル） あり ﾀ-S70-122W 541 ラベル色：透明→白
ﾀ-S70-131T タックタイトル（樹脂ラベル） あり ﾀ-S70-131W 541 ラベル色：透明→白
ﾀ-S70-134W タックタイトル（樹脂ラベル） なし

ﾀ-S70-137W タックタイトル（樹脂ラベル） なし

ﾀｲ-G2210 ワープロ用フィルムラベル なし

ﾅﾌ-56 タッグ名札（ソフトケース） なし

ﾅﾌ-90 吊り下げ名札（イベント用） なし

ﾅﾌ-91 吊り下げ名札（イベント用） なし

ﾅﾌ-B168 タッグ名札（防水ソフトケース・密閉チャック式）〈強力イタメンクリップ〉 なし

ﾅﾌ-BC188 防水ソフトケース（密閉チャック式）〈アイドプラス〉 なし

ﾅﾌ-BC188-10 防水ソフトケース（密閉チャック式）〈アイドプラス〉 なし

ﾅﾌ-C50-10N ソフトケース（脱落防止タイプ）〈アイドプラス〉 なし

ﾅﾌ-C51-10N ソフトケース（脱落防止タイプ）〈アイドプラス〉 なし

ﾅﾌ-H100B 番号札（無地） なし

ﾅﾌ-H100R 番号札（無地） なし

ﾅﾌ-H100W 番号札（無地） なし

ﾅﾌ-H100Y 番号札（無地） なし

ﾅﾌ-H110B 番号札（無地） なし

ﾅﾌ-H110BX10 番号札（無地） なし

ﾅﾌ-H110R 番号札（無地） なし

ﾅﾌ-H110RX10 番号札（無地） なし

ﾅﾌ-H110W 番号札（無地） なし

ﾅﾌ-H110Y 番号札（無地） なし

ﾅﾌ-H110YX10 番号札（無地） なし

ﾅﾌ-T180B ネックストラップ名札〈アイドプラス〉 あり ﾅﾌ-S180NB 511 ひも・パーツ仕様違い
ﾅﾌ-T180B-10 ネックストラップ名札〈アイドプラス〉 あり ﾅﾌ-S180-10NB 511 ひも・パーツ仕様違い、包装単位：5/40→42
ﾅﾌ-T180D ネックストラップ名札〈アイドプラス〉 あり ﾅﾌ-S180ND 511 ひも・パーツ仕様違い
ﾅﾌ-T180D-10 ネックストラップ名札〈アイドプラス〉 あり ﾅﾌ-S180-10ND 511 ひも・パーツ仕様違い、包装単位：5/40→42
ﾅﾌ-T180G ネックストラップ名札〈アイドプラス〉 あり ﾅﾌ-S180NG 511 ひも・パーツ仕様違い
ﾅﾌ-T180G-10 ネックストラップ名札〈アイドプラス〉 あり ﾅﾌ-S180-10NG 511 ひも・パーツ仕様違い、包装単位：5/40→42
ﾅﾌ-T180R ネックストラップ名札〈アイドプラス〉 あり ﾅﾌ-S180NR 511 ひも・パーツ仕様違い
ﾅﾌ-T180R-10 ネックストラップ名札〈アイドプラス〉 あり ﾅﾌ-S180-10NR 511 ひも・パーツ仕様違い、包装単位：5/40→42
ﾅﾌ-T180Y ネックストラップ名札〈アイドプラス〉 あり ﾅﾌ-S180NY 511 ひも・パーツ仕様違い
ﾅﾌ-T180Y-10 ネックストラップ名札〈アイドプラス〉 あり ﾅﾌ-S180-10NY 511 ひも・パーツ仕様違い、包装単位：5/40→42
ﾉ-3PSN キャンパスノート（スリムＢ５サイズ）（特殊罫） なし

ﾉ-53AN キャンパスノート（厚口） なし

ﾉ-655A-2 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→¥2,100、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：赤×グレー

→黒（紺、グレー、茶もあり）

ﾉ-655A-3 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→¥2,100、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：ベージュ×

茶→黒（紺、グレー、茶もあり）

ﾉ-659B-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：¥1,200→¥2,100、サイズ：5号（A6）→3号（A5）、ノート（中

紙）寸法：タテ148×ヨコ105mm→タテ210×ヨコ148mm、カバー寸法：170

×117mm→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：中横罫21行→中横罫（エッジタイトル罫入り）28行、枚

数：48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）、包装単位：5/80→5/30

ﾉ-659B-3 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：¥1,260→¥2,100、サイズ：5号（A6）→3号（A5）、ノート（中

紙）寸法：タテ148×ヨコ105mm→タテ210×ヨコ148mm、カバー寸法：170

×117mm→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：中横罫21行→中横罫（エッジタイトル罫入り）28行、枚

数：48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：ベージュ×茶→黒（紺、グレー、茶もあり）、包装単位：5/80→5/30

ﾉ-659B-4 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：¥1,260→¥2,100、サイズ：5号（A6）→3号（A5）、ノート（中

紙）寸法：タテ148×ヨコ105mm→タテ210×ヨコ148mm、カバー寸法：170

×117mm→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：中横罫21行→中横罫（エッジタイトル罫入り）28行、枚

数：48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：ベージュ×紺→黒（紺、グレー、茶もあり）、包装単位：5/80→5/30

ﾉ-835AN キャンパス　ルーズリーフ（さらさら書ける）（普通横罫） あり ﾉ-836AN 719 罫内容：普通横罫（通し罫）33行→普通横罫31行
ﾉ-835BN キャンパス　ルーズリーフ（さらさら書ける）（中横罫） あり ﾉ-836BN 719 罫内容：中横罫（通し罫）38行→中横罫36行
ﾉ-860BN-B キャンパス　ルーズリーフ（カラーリーフ） なし

ﾉ-860BN-G キャンパス　ルーズリーフ（カラーリーフ） なし

ﾉ-860BN-P キャンパス　ルーズリーフ（カラーリーフ） なし

ﾉ-860BN-Y キャンパス　ルーズリーフ（カラーリーフ） なし

ﾉ-861BN キャンパス　ルーズリーフ（カラーリーフ・４色ミックス） なし

ﾉ-988 ルーズリーフ関連商品（ラミネートカラー見出し用紙） あり ﾉ-P988 727
見出し素材：紙（本体部）＋PPラミネート（見出し部）→全面PPシート、イン

デックス：印刷内容の変更、タイトルシール：あり→なし

ﾉ-989 ルーズリーフ関連商品（ラミネートカラー見出し用紙） あり ﾉ-P989 727
見出し素材：紙（本体部）＋PPラミネート（見出し部）→全面PPシート、イン

デックス：印刷内容の変更、タイトルシール：あり→なし

ﾉ-996 ルーズリーフ関連商品（ラミネートカラー見出し用紙） あり ﾉ-P996 727
見出し素材：紙（本体部）＋PPラミネート（見出し部）→全面PPシート、イン

デックス：印刷内容の変更、タイトルシール：あり→なし

ﾉ-998 ルーズリーフ関連商品（ラミネートカラー見出し用紙） あり ﾉ-P998 727
見出し素材：紙（本体部）＋PPラミネート（見出し部）→全面PPシート、イン

デックス：印刷内容の変更、タイトルシール：あり→なし

ﾉ-A836BH キャンパス　ルーズリーフ〈Ｃａｍｐｕｓ　ｈｉｇｈ　ｇｒａｄｅ〉（ＣＹＯ－ＢＯ　ＰＡＰＥＲ）なし

ﾉ-CA90B ノートブック〈ＣａｍｉＡｐｐ〉 なし

ﾉ-CA91BN ノートブック〈ＣａｍｉＡｐｐ〉 なし
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ﾉ-CA91S-MN ノートブック〈ＣａｍｉＡｐｐ〉 なし

ﾉ-CA91SN ノートブック〈ＣａｍｉＡｐｐ〉 なし

ﾉ-CA92BN ノートブック〈ＣａｍｉＡｐｐ〉 なし

ﾉ-CAS-91B ノートブック〈ＣａｍｉＡｐｐ　Ｓ〉 なし

ﾉ-CAS-91MTG ノートブック〈ＣａｍｉＡｐｐ　Ｓ〉 なし

ﾉ-CAS-91S ノートブック〈ＣａｍｉＡｐｐ　Ｓ〉 なし

ﾉ-FH204A フィラーノート（はぎ取りタイプ） あり ｽ-15AN 705

本体価格：¥360→¥370、中紙寸法：タテ297×ヨコ210mm→タテ297×ヨコ

219mm、はぎ取りタイプ→カットオフタイプ、穴数：4穴→2穴、製本様式：はぎ取

り式→スパイラルとじ

ﾉ-V806A ルーズリーフ〈コロレー〉 なし

ﾉ-V835B ルーズリーフ〈コロレー〉 なし

ﾊｻ-10B 高級ハサミ なし

ﾊｻ-10ND 高級ハサミ なし

ﾊｻ-11B 高級ハサミ なし

ﾊｻ-11ND 高級ハサミ なし

ﾊｻ-12B 高級ハサミ なし

ﾊｻ-12ND 高級ハサミ なし

ﾊｻ-13B 高級ハサミ なし

ﾊｻ-13ND 高級ハサミ なし

ﾊｻ-31B 高級ハサミ（リングタイプ） なし

ﾊｻ-31D 高級ハサミ（リングタイプ） なし

ﾊｻ-F31B 高級ハサミ（リングタイプ）フッ素コーティング なし

ﾊｻ-F31D 高級ハサミ（リングタイプ）フッ素コーティング なし

ﾊｻ-F32B 高級ハサミ（リングタイプ）フッ素コーティング なし

ﾊｻ-F32D 高級ハサミ（リングタイプ）フッ素コーティング なし

ﾋﾝ-104 割鋲（真ちゅう） なし

ﾋﾝ-108 割鋲（真ちゅう） なし

ﾌ-2-2 ソフトカラーファイル あり ﾌ-1-2 135
本体価格：¥100→¥120、サイズ：B5-S→A4-S、外寸法：高さ267×幅198

×背幅18mm→高さ307×幅231×背幅18mm

ﾌ-2-3 ソフトカラーファイル あり ﾌ-1-3 135
本体価格：¥100→¥120、サイズ：B5-S→A4-S、外寸法：高さ267×幅198

×背幅18mm→高さ307×幅231×背幅18mm

ﾌ-2-5 ソフトカラーファイル あり ﾌ-1-5 135
本体価格：¥100→¥120、サイズ：B5-S→A4-S、外寸法：高さ267×幅198

×背幅18mm→高さ307×幅231×背幅18mm

ﾌ-2-6 ソフトカラーファイル あり ﾌ-1-6 135
本体価格：¥100→¥120、サイズ：B5-S→A4-S、外寸法：高さ267×幅198

×背幅18mm→高さ307×幅231×背幅18mm

ﾌ-2-7 ソフトカラーファイル あり ﾌ-1-7 135
本体価格：¥100→¥120、サイズ：B5-S→A4-S、外寸法：高さ267×幅198

×背幅18mm→高さ307×幅231×背幅18mm

ﾌ-2-8 ソフトカラーファイル あり ﾌ-1-8 135
本体価格：¥100→¥120、サイズ：B5-S→A4-S、外寸法：高さ267×幅198

×背幅18mm→高さ307×幅231×背幅18mm

ﾌ-2-9 ソフトカラーファイル あり ﾌ-1-9 135
本体価格：¥100→¥120、サイズ：B5-S→A4-S、外寸法：高さ267×幅198

×背幅18mm→高さ307×幅231×背幅18mm

ﾌ-481NB リングファイル あり ﾌ-480NB 123
本体価格：¥420→¥450、サイズ：B5-S→A4-S、外寸法：高さ267×幅222

×背幅44mm→高さ307×幅250×背幅44mm

ﾌ-491NB リングファイル あり ﾌ-490NB 123
本体価格：¥460→¥500、サイズ：B5-S→A4-S、外寸法：高さ267×幅232

×背幅54mm→高さ307×幅260×背幅54mm

ﾌ-521B レターファイル（ＰＰ表紙） あり ﾌ-551B 140

本体価格：¥490→¥380、表紙：R-PP→色厚板紙（古紙パルプ配合）、外寸

法：高さ267×幅198×背幅18mm→高さ267×幅199×背幅20mm、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：10/50→10/60

ﾌ-540NG レターファイル（色板紙） あり ﾌ-540NB 141 表紙色：緑→青、包装単位：10/40→10/80

ﾌ-720NB Ｔファイル（ＰＰシート） あり ﾌ-700NB 106

本体価格：¥900→¥740、表紙：R-PP→色厚板紙（古紙パルプ配合）、替背

紙式→背紙付きタイプ、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-780B クリヤーホルダー（エコノミータイプ・１０枚パック） あり ﾌ-780 161 製品色：青→透明
ﾌ-780R クリヤーホルダー（エコノミータイプ・１０枚パック） あり ﾌ-780 161 製品色：赤→透明
ﾌ-780Y クリヤーホルダー（エコノミータイプ・１０枚パック） あり ﾌ-780 161 製品色：黄→透明

ﾌ-5701DB ホルダーブック（ポケット：２） あり ﾌ-T755B 168

本体価格：¥220→¥160、サイズ：A4→A4（A3）、外寸法：タテ312×ヨコ

235mm→タテ307×ヨコ（222+222）mm、デザイン違い、製品色：ダークブ

ルー→青、タイトルシール：あり→なし、包装単位：5/25/150→5/50/200

ﾌ-5701LB ホルダーブック（ポケット：２） あり ﾌ-T755B 168

本体価格：¥220→¥160、サイズ：A4→A4（A3）、外寸法：タテ312×ヨコ

235mm→タテ307×ヨコ（222+222）mm、デザイン違い、製品色：ライトブ

ルー→青、タイトルシール：あり→なし、包装単位：5/25/150→5/50/200

ﾌ-5701P ホルダーブック（ポケット：２） あり ﾌ-T755P 168

本体価格：¥220→¥160、サイズ：A4→A4（A3）、外寸法：タテ312×ヨコ

235mm→タテ307×ヨコ（222+222）mm、デザイン違い、タイトルシール：あり

→なし、包装単位：5/25/150→5/50/200

ﾌ-5702DB ホルダーブック（ポケット：４） あり ﾗ-NF200B 190

本体価格：¥270→¥210、外寸法：タテ312×ヨコ（235+235）mm→高さ

307×幅239×背幅3mm、ジョイントパーツ：なし→あり、デザイン違い、製品色：

ダークブルー→水色、タイトルシール：あり→なし、GPNエコ商品ねっと：非掲載→掲

載、包装単位：5/25/150→10/50/100

ﾌ-5703DB ホルダーブック（ポケット：６） あり ﾗ-N210B 192

本体価格：¥330→¥390、外寸法：タテ312×ヨコ（235+235）mm→高さ

309×幅245×背幅8～20mm、ポケット：6→表紙ポケット2・中ポケット8、デザイ

ン違い、製品色：ダークブルー→青/水色、GPNエコ商品ねっと：非掲載→掲載、

包装単位：5/25/150→10/40

ﾌ-5703LB ホルダーブック（ポケット：６） あり ﾗ-N210B 192

本体価格：¥330→¥390、外寸法：タテ312×ヨコ（235+235）mm→高さ

309×幅245×背幅8～20mm、ポケット：6→表紙ポケット2・中ポケット8、デザイ

ン違い、製品色：ライトブルー→青/水色、GPNエコ商品ねっと：非掲載→掲載、包

装単位：5/25/150→10/40

ﾌ-5703P ホルダーブック（ポケット：６） あり ﾗ-N210P 192

本体価格：¥330→¥390、外寸法：タテ312×ヨコ（235+235）mm→高さ

309×幅245×背幅8～20mm、ポケット：6→表紙ポケット2・中ポケット8、デザイ

ン違い、製品色：ピンク→ピンク/薄ピンク、GPNエコ商品ねっと：非掲載→掲載、包

装単位：5/25/150→10/40
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ﾌ-5703Y ホルダーブック（ポケット：６） あり ﾗ-N210LG 192

本体価格：¥330→¥390、外寸法：タテ312×ヨコ（235+235）mm→高さ

309×幅245×背幅8～20mm、ポケット：6→表紙ポケット2・中ポケット8、デザイ

ン違い、製品色：黄→黄緑/黄色、GPNエコ商品ねっと：非掲載→掲載、包装単

位：5/25/150→10/40

ﾌ-5703YG ホルダーブック（ポケット：６） あり ﾗ-N210LG 192

本体価格：¥330→¥390、外寸法：タテ312×ヨコ（235+235）mm→高さ

309×幅245×背幅8～20mm、ポケット：6→表紙ポケット2・中ポケット8、デザイ

ン違い、製品色：黄緑→黄緑/黄色、GPNエコ商品ねっと：非掲載→掲載、包装

単位：5/25/150→10/40

ﾌ-5920DM ケースファイル〈スタイラップ〉（セポッケ） なし

ﾌ-B5900LB ケースファイル〈スタイラップ〉（薄型バンドタイプ） なし

ﾌ-B5900P ケースファイル〈スタイラップ〉（薄型バンドタイプ） なし

ﾌ-B5900W ケースファイル〈スタイラップ〉（薄型バンドタイプ） なし

ﾌ-CF10B フラットファイル－ＦＳ なし

ﾌ-CP10-2B フラットファイル〈ｄｅｓｉｇｎ－ｓｅｌｅｃｔ〉（ハードカラー） あり ﾌ-NE10B 130

本体価格：¥120→¥100、外寸法：高さ307×幅231×背幅18mm→高さ

307×幅242×背幅18mm、表紙：板紙→色板紙（古紙パルプ配合）、表紙デ

ザイン違い、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

ﾌ-CP10-2DM フラットファイル〈ｄｅｓｉｇｎ－ｓｅｌｅｃｔ〉（ハードカラー） あり ﾌ-NE10DM 130

本体価格：¥120→¥100、外寸法：高さ307×幅231×背幅18mm→高さ

307×幅242×背幅18mm、表紙：板紙→色板紙（古紙パルプ配合）、表紙デ

ザイン違い、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

ﾌ-CP10-2R フラットファイル〈ｄｅｓｉｇｎ－ｓｅｌｅｃｔ〉（ハードカラー） あり ﾌ-NE10DR 130

本体価格：¥120→¥100、外寸法：高さ307×幅231×背幅18mm→高さ

307×幅242×背幅18mm、表紙：板紙→色板紙（古紙パルプ配合）、表紙デ

ザイン違い、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

ﾌ-E641B チューブファイル〈エコ〉（Ｓ型） あり ﾌ-E651B 104
収容寸法：40mm→50mm、収容枚数：400枚→500枚、外寸法：高さ267

×幅213×背幅55mm→高さ267×幅213×背幅65mm

ﾌ-E641C チューブファイル〈エコ〉（Ｓ型） あり ﾌ-E651B 104

収容寸法：40mm→50mm、収容枚数：400枚→500枚、外寸法：高さ267

×幅213×背幅55mm→高さ267×幅213×背幅65mm、表紙色：シルバー→

青

ﾌ-E648B チューブファイル〈エコ〉（Ｅ型） あり ﾌ-E658B 104

本体価格：¥810→¥860、収容寸法：40mm→50mm、収容枚数：400枚

→500枚、外寸法：高さ138×幅213×背幅55mm→高さ138×幅214×背幅

65mm、包装単位：4/16→2/10

ﾌ-E651C チューブファイル〈エコ〉（Ｓ型） あり ﾌ-E651B 104 表紙色：シルバー→青
ﾌ-E659C チューブファイル〈エコ〉（Ｅ型） あり ﾌ-E659B 104 表紙色：シルバー→青

ﾌ-E661B チューブファイル〈エコ〉（Ｓ型） あり ﾌ-E681B 104

本体価格：¥1,070→¥1,130、収容寸法：60mm→80mm、収容枚数：

600枚→800枚、外寸法：高さ267×幅213×背幅75mm→高さ267×幅213

×背幅95mm

ﾌ-F950B ドキュメントファイル なし

ﾌ-F954B ドキュメントファイル なし

ﾌ-FD421NG Ｄリングファイル（Ｓ型） あり ﾌ-FD431NG 119

本体価格：¥490→¥550、収容寸法：20mm→30mm、収容枚数：200枚

→300枚、外寸法：高さ267×幅216×背幅34mm→高さ267×幅223×背幅

45mm

ﾌ-FD421NM Ｄリングファイル（Ｓ型） あり ﾌ-FD431NM 119

本体価格：¥490→¥550、収容寸法：20mm→30mm、収容枚数：200枚

→300枚、外寸法：高さ267×幅216×背幅34mm→高さ267×幅223×背幅

45mm

ﾌ-FD421NP Ｄリングファイル（Ｓ型） あり ﾌ-FD431NP 119

本体価格：¥490→¥550、収容寸法：20mm→30mm、収容枚数：200枚

→300枚、外寸法：高さ267×幅216×背幅34mm→高さ267×幅223×背幅

45mm

ﾌ-FD421NY Ｄリングファイル（Ｓ型） あり ﾌ-FD431NY 119

本体価格：¥490→¥550、収容寸法：20mm→30mm、収容枚数：200枚

→300枚、外寸法：高さ267×幅216×背幅34mm→高さ267×幅223×背幅

45mm

ﾌ-FD428NM Ｄリングファイル（Ｅ型） あり ﾌ-FD428NB 119 表紙色：グレー→青
ﾌ-FD428NP Ｄリングファイル（Ｅ型） あり ﾌ-FD428NB 119 表紙色：ピンク→青
ﾌ-FD438NM Ｄリングファイル（Ｅ型） あり ﾌ-FD438NB 119 表紙色：グレー→青
ﾌ-FD438NP Ｄリングファイル（Ｅ型） あり ﾌ-FD438NB 119 表紙色：ピンク→青

ﾌ-FR420M リングファイル あり ﾌ-NE420D 120

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：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-HP420NG ポップリングファイル〈セパ〉 あり ﾌ-PS410G 125

本体価格：¥510→¥520、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：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

ﾌ-HP430NDM ポップリングファイル〈セパ〉 あり ﾌ-PS410T 125

本体価格：¥640→¥520、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：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、包装単位：10/40→10/60

ﾌ-HP430NR ポップリングファイル〈セパ〉 あり ﾌ-PS410P 125

本体価格：¥640→¥520、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：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、包装単位：10/40→10/60
ﾌ-K750B クリヤーホルダー（抗菌仕様） なし

ﾌ-K750G クリヤーホルダー（抗菌仕様） なし

ﾌ-K750P クリヤーホルダー（抗菌仕様） なし

ﾌ-K750T クリヤーホルダー（抗菌仕様） なし

ﾌ-K750Y クリヤーホルダー（抗菌仕様） なし

ﾌ-KM750NB クリヤーホルダー（タイトルエリア付き） あり ﾌ-SF750TX3 165

本体価格：¥100→¥320、販売単位：1枚→3枚パック、タイトルエリア：あり→な

し、タイトルラベル：なし→あり、フラップ：なし→あり、穴なし→2穴あき、外寸法：タ

テ307×ヨコ220mm→タテ307×ヨコ228mm、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：5/200→

20/100

ﾌ-KM750NG クリヤーホルダー（タイトルエリア付き） あり ﾌ-SF750TX3 165

本体価格：¥100→¥320、販売単位：1枚→3枚パック、タイトルエリア：あり→な

し、タイトルラベル：なし→あり、フラップ：なし→あり、穴なし→2穴あき、外寸法：タ

テ307×ヨコ220mm→タテ307×ヨコ228mm、製品色：緑→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：5/200→

20/100
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ﾌ-KM750NM クリヤーホルダー（タイトルエリア付き） あり ﾌ-SF750TX3 165

本体価格：¥100→¥320、販売単位：1枚→3枚パック、タイトルエリア：あり→な

し、タイトルラベル：なし→あり、フラップ：なし→あり、穴なし→2穴あき、外寸法：タ

テ307×ヨコ220mm→タテ307×ヨコ228mm、製品色：グレー→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：

5/200→20/100

ﾌ-KM750NR クリヤーホルダー（タイトルエリア付き） あり ﾌ-SF750TX3 165

本体価格：¥100→¥320、販売単位：1枚→3枚パック、タイトルエリア：あり→な

し、タイトルラベル：なし→あり、フラップ：なし→あり、穴なし→2穴あき、外寸法：タ

テ307×ヨコ220mm→タテ307×ヨコ228mm、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：5/200→

20/100
ﾌ-MBH90CB ガバットファイル（ひもとじタイプ・表紙ひも付き・紙製） あり ﾌ-MBH90B 180 表紙色：コバルトブルー→青
ﾌ-MBH90G ガバットファイル（ひもとじタイプ・表紙ひも付き・紙製） あり ﾌ-MBH90B 180 表紙色：緑→青
ﾌ-MBH90M ガバットファイル（ひもとじタイプ・表紙ひも付き・紙製） あり ﾌ-MBH90B 180 表紙色：グレー→青
ﾌ-MBH90P ガバットファイル（ひもとじタイプ・表紙ひも付き・紙製） あり ﾌ-MBH90B 180 表紙色：ピンク→青
ﾌ-MBH90V ガバットファイル（ひもとじタイプ・表紙ひも付き・紙製） あり ﾌ-MBH90B 180 表紙色：紫→青
ﾌ-MBH90Y ガバットファイル（ひもとじタイプ・表紙ひも付き・紙製） あり ﾌ-MBH90B 180 表紙色：黄→青
ﾌ-SC190NY 学校プリント用ガバットファイル なし

ﾌ-SC191NB 学校プリント用ガバットファイル なし

ﾌ-SC199NB 学校プリント用ガバットファイル なし

ﾌ-SC199NP 学校プリント用ガバットファイル なし

ﾌ-SC301B 学習用レバーファイル あり ﾌ-U331B 144
本体価格：¥460→¥430、替背紙式→背紙付きタイプ、教科名付属シール：あり

→なし、包装単位：10/60→10/100

ﾌ-SK750T 企業別ホルダー〈就活スタイル〉 あり ﾌ-KFE7505T 156

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、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-T15B フラットファイルＴ あり ﾌ-V15B 131 とじ具：ユニバーサルデザインとじ具→樹脂製とじ具、表紙色合い違い

ﾌ-T19B フラットファイルＴ あり ﾌ-V19B 131 とじ具：ユニバーサルデザインとじ具→樹脂製とじ具、表紙色合い違い

ﾌ-T48B フラットファイルＴ あり ﾌ-V48B 131 とじ具：ユニバーサルデザインとじ具→樹脂製とじ具、表紙色合い違い

ﾌ-T760G レールクリヤーホルダーＳＣ あり ﾌ-760NG 152 本体価格：¥120→¥130、製品色：緑→透明（レール色は緑）

ﾌ-T760P レールクリヤーホルダーＳＣ あり ﾌ-760NR 152 本体価格：¥120→¥130、製品色：ピンク→透明（レール色：ピンク→赤）

ﾌ-T1650B チューブファイル〈カラーボードツイン〉 あり ﾌ-VM650M 103

本体価格：¥500→¥410、とじ具：金属・両開き→樹脂・片開き、外寸法：高さ

307×幅242×背幅62mm→高さ307×幅240×背幅67mm、表紙：色厚板

紙→クラフトボード、表紙色：青→グレー、包装単位：10/30→20/80

ﾌ-T1650G チューブファイル〈カラーボードツイン〉 あり ﾌ-VM650M 103

本体価格：¥500→¥410、とじ具：金属・両開き→樹脂・片開き、外寸法：高さ

307×幅242×背幅62mm→高さ307×幅240×背幅67mm、表紙：色厚板

紙→クラフトボード、表紙色：緑→グレー、包装単位：10/30→20/80

ﾌ-T1650P チューブファイル〈カラーボードツイン〉 あり ﾌ-VM650M 103

本体価格：¥500→¥410、とじ具：金属・両開き→樹脂・片開き、外寸法：高さ

307×幅242×背幅62mm→高さ307×幅240×背幅67mm、表紙：色厚板

紙→クラフトボード、表紙色：ピンク→グレー、包装単位：10/30→20/80

ﾌ-T1650Y チューブファイル〈カラーボードツイン〉 あり ﾌ-VM650M 103

本体価格：¥500→¥410、とじ具：金属・両開き→樹脂・片開き、外寸法：高さ

307×幅242×背幅62mm→高さ307×幅240×背幅67mm、表紙：色厚板

紙→クラフトボード、表紙色：黄→グレー、包装単位：10/30→20/80

ﾌ-T1680B チューブファイル〈カラーボードツイン〉 あり ﾌ-VM650M 103

本体価格：¥650→¥410、とじ具：金属・両開き→樹脂・片開き、収容寸法：

80mm→50mm、収容枚数：800枚→500枚、外寸法：高さ307×幅242×

背幅92mm→高さ307×幅240×背幅67mm、表紙：色厚板紙→クラフトボー

ド、表紙色：青→グレー、包装単位：10/20→20/80

ﾌ-T1680G チューブファイル〈カラーボードツイン〉 あり ﾌ-VM650M 103

本体価格：¥650→¥410、とじ具：金属・両開き→樹脂・片開き、収容寸法：

80mm→50mm、収容枚数：800枚→500枚、外寸法：高さ307×幅242×

背幅92mm→高さ307×幅240×背幅67mm、表紙：色厚板紙→クラフトボー

ド、表紙色：緑→グレー、包装単位：10/20→20/80

ﾌ-T1680P チューブファイル〈カラーボードツイン〉 あり ﾌ-VM650M 103

本体価格：¥650→¥410、とじ具：金属・両開き→樹脂・片開き、収容寸法：

80mm→50mm、収容枚数：800枚→500枚、外寸法：高さ307×幅242×

背幅92mm→高さ307×幅240×背幅67mm、表紙：色厚板紙→クラフトボー

ド、表紙色：ピンク→グレー、包装単位：10/20→20/80

ﾌ-T1680Y チューブファイル〈カラーボードツイン〉 あり ﾌ-VM650M 103

本体価格：¥650→¥410、とじ具：金属・両開き→樹脂・片開き、収容寸法：

80mm→50mm、収容枚数：800枚→500枚、外寸法：高さ307×幅242×

背幅92mm→高さ307×幅240×背幅67mm、表紙：色厚板紙→クラフトボー

ド、表紙色：黄→グレー、包装単位：10/20→20/80

ﾌ-TDV750B クリヤーホルダー〈コロレー〉 あり ﾌ-TD750T 167
本体価格：¥110→¥140、見出しシール：なし→2枚付き、製品色：ブルー→透

明

ﾌ-TDV750G クリヤーホルダー〈コロレー〉 あり ﾌ-TD750T 167
本体価格：¥110→¥140、見出しシール：なし→2枚付き、製品色：グリーン→

透明

ﾌ-TDV750P クリヤーホルダー〈コロレー〉 あり ﾌ-TD750T 167
本体価格：¥110→¥140、見出しシール：なし→2枚付き、製品色：ピンク→透

明

ﾌ-TDV750V クリヤーホルダー〈コロレー〉 あり ﾌ-TD750T 167
本体価格：¥110→¥140、見出しシール：なし→2枚付き、製品色：パープル→

透明

ﾌ-TDV750YR クリヤーホルダー〈コロレー〉 あり ﾌ-TD750T 167
本体価格：¥110→¥140、見出しシール：なし→2枚付き、製品色：オレンジ→

透明

ﾌ-U321B レバーファイル○ＥＺ あり ﾌ-U320B 144

本体価格：¥400→¥450、サイズ：B5-S→A4-S、外寸法：高さ267×幅217

×背幅21mm→高さ307×幅240×背幅21mm、包装単位：10/100→

10/60

ﾌ-U321R レバーファイル○ＥＺ あり ﾌ-U320R 144

本体価格：¥400→¥450、サイズ：B5-S→A4-S、外寸法：高さ267×幅217

×背幅21mm→高さ307×幅240×背幅21mm、包装単位：10/100→

10/60

ﾌ-U321Y レバーファイル○ＥＺ あり ﾌ-U320Y 144

本体価格：¥400→¥450、サイズ：B5-S→A4-S、外寸法：高さ267×幅217

×背幅21mm→高さ307×幅240×背幅21mm、包装単位：10/100→

10/60

ﾌ-U321YR レバーファイル○ＥＺ あり ﾌ-U320YR 144

本体価格：¥400→¥450、サイズ：B5-S→A4-S、外寸法：高さ267×幅217

×背幅21mm→高さ307×幅240×背幅21mm、包装単位：10/100→

10/60
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ﾌ-VJ10B フラットファイル（ミックスペーパー） あり ﾌ-VK10B 133

本体価格：¥100→¥120、表紙：色板紙（古紙パルプ配合（ミックスペーパー配

合））→色板紙（古紙パルプ・間伐材パルプ配合）、表紙色合い違い、間伐材

マーク：なし→あり

ﾌ-VJ10G フラットファイル（ミックスペーパー） あり ﾌ-VK10G 133

本体価格：¥100→¥120、表紙：色板紙（古紙パルプ配合（ミックスペーパー配

合））→色板紙（古紙パルプ・間伐材パルプ配合）、表紙色合い違い、間伐材

マーク：なし→あり

ﾌ-VJ10M フラットファイル（ミックスペーパー） あり ﾌ-VK10M 133

本体価格：¥100→¥120、表紙：色板紙（古紙パルプ配合（ミックスペーパー配

合））→色板紙（古紙パルプ・間伐材パルプ配合）、表紙色合い違い、間伐材

マーク：なし→あり

ﾌ-VJ10P フラットファイル（ミックスペーパー） あり ﾌ-VK10P 133

本体価格：¥100→¥120、表紙：色板紙（古紙パルプ配合（ミックスペーパー配

合））→色板紙（古紙パルプ・間伐材パルプ配合）、表紙色合い違い、間伐材

マーク：なし→あり

ﾌ-VJ10Y フラットファイル（ミックスペーパー） あり ﾌ-VK10Y 133

本体価格：¥100→¥120、表紙：色板紙（古紙パルプ配合（ミックスペーパー配

合））→色板紙（古紙パルプ・間伐材パルプ配合）、表紙色合い違い、間伐材

マーク：なし→あり

ﾌｸ-1D 粘着フック なし

ﾌｸ-1W 粘着フック なし

ﾌｸ-4W 粘着フック なし

ﾌｸ-8W 粘着フック なし

ﾌｸ-11M 粘着フック なし

ﾌｸ-12M 粘着フック なし

ﾌｸ-202M マグネットフック なし

ﾌｸ-203M マグネットフック なし

ﾏ-45 カッティングマット（二つ折り仕様） なし

ﾏｸ-E300B マグネットシート（カラー） なし

ﾏｸ-E300G マグネットシート（カラー） なし

ﾏｸ-E300R マグネットシート（カラー） なし

ﾏｸ-E300W マグネットシート（カラー） なし

ﾏｸ-E300Y マグネットシート（カラー） なし

ﾒ-311B ポケットメモ〈クリスタルマインド〉 あり ﾒ-300B 754

本体価格：¥170→¥110、中紙寸法：タテ107×ヨコ76mm→タテ107×ヨコ

77mm、罫内容：中横罫14行→普通横罫12行、枚数：40枚→50枚、表紙

（表）：透明PP→板紙、表紙デザイン違い、包装単位：10/180→10/240

ﾒ-687B-D カバーメモ〈ＳＹＳＴＥＭＩＣ〉（２冊収容・リングメモタイプ） あり ﾉ-657B-D 689

本体価格：¥1,370→¥950、セット品：ツインリングとじメモ1冊→無線とじ意匠

ノート1冊、セット品寸法：タテ113×ヨコ74mm（メモ中紙）→タテ102×ヨコ

72mm（ノート）、セット品枚数：50枚→30枚、セット品罫内容：中横罫（エッ

ジタイトル罫入り）→中横罫、カバー寸法：132×92mm→115×80mm、カ

バー開き方向：タテ→ヨコ（併せて表紙がとじられるゴムバンドの位置も異なる）、カ

バー仕様：しおりひもなし→しおりひも2本付き、包装単位：5/120→5/160

ﾒ-C356N ポケットメモ（ツインリングとじ） なし

ﾒ-CA90SN ツインリングメモ〈ＣａｍｉＡｐｐ〉 なし

ﾒ-F12B フリーカットメモ〈ＴｉｄｂｉＴ〉（チビット） なし

ﾒ-F21W フリーカットメモ〈ＴｉｄｂｉＴ〉（チビット） なし

ﾒ-MCA90DN メモパッド〈ＣａｍｉＡｐｐ〉 なし

ﾒ-MCAS-91B メモパッド〈ＣａｍｉＡｐｐ　Ｓ〉 なし

ﾒ-MCAS-91MTG メモパッド〈ＣａｍｉＡｐｐ　Ｓ〉 なし

ﾒ-MCAS-91S メモパッド〈ＣａｍｉＡｐｐ　Ｓ〉 なし

ﾒ-P7500 タックメモ　インデックス〈カラーパレット〉 なし

ﾒ-P7510 タックメモ　インデックス〈カラーパレット〉 なし

ﾒ-P7520 タックメモ　インデックス〈カラーパレット〉 なし

ﾒ-P7530 タックメモ　インデックス〈カラーパレット〉 なし

ﾒ-TS77BT-LG 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 704 本体価格：¥200→¥210、表紙色：ライトグリーン→ライトブルー
ﾒ-TS77BT-YR 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 704 本体価格：¥200→¥210、表紙色：オレンジ→ライトブルー
ﾒｲ-6B 名刺ホルダー（固定式） なし

ﾒｲ-7B 名刺ホルダー〈キャリーオール〉（固定式・ミニタイプ） あり ﾒｲ-712B 256

本体価格：¥260→¥580、外寸法：高さ136×幅103×背幅11mm→高さ

191×幅106×背幅16mm、収容可能寸法：タテ62×ヨコ91mm→タテ57×ヨコ

95mm、台紙枚数：18枚→20枚、収容数：72名→120名、表紙色合い違い、

包装単位：10/100→5/40

ﾒｲ-7P 名刺ホルダー〈キャリーオール〉（固定式・ミニタイプ） あり ﾒｲ-712B 256

本体価格：¥260→¥580、外寸法：高さ136×幅103×背幅11mm→高さ

191×幅106×背幅16mm、収容可能寸法：タテ62×ヨコ91mm→タテ57×ヨコ

95mm、台紙枚数：18枚→20枚、収容数：72名→120名、表紙色：ピンク→

青、包装単位：10/100→5/40

ﾒｲ-890 名刺ホルダー替紙 なし

ﾗ-310NB クリヤーブックスライドとじ具（替紙式） なし

ﾗ-390Y クリヤーブックスライドとじ具用替紙 なし

ﾗ-900B クリヤーブック〈ＮＥＯ〉（替紙式） なし

ﾗ-900DM クリヤーブック〈ＮＥＯ〉（替紙式） なし

ﾗ-5002LG クリヤーブック〈キャリーオール〉（固定式・背ポケットタイプ） あり ﾗ-5002T 199 表紙色：黄緑→透明
ﾗ-5002Y クリヤーブック〈キャリーオール〉（固定式・背ポケットタイプ） あり ﾗ-5002T 199 表紙色：黄→透明
ﾗ-5002YR クリヤーブック〈キャリーオール〉（固定式・背ポケットタイプ） あり ﾗ-5002T 199 表紙色：オレンジ→透明
ﾗ-E630B クリヤーブック（チューブファイルタイプ） なし

ﾗ-J720B クリヤーブック〈タフボディ〉（替紙式） あり ﾗ-J730B 208

本体価格：¥1,920→¥2,070、付属ポケット枚数：20枚→30枚、外寸法：高

さ312×幅261×背幅34mm→高さ312×幅268×背幅38mm、最大収容ポ

ケット枚数：60枚→90枚、リング内径：17mm→23mm

ﾗ-J720D クリヤーブック〈タフボディ〉（替紙式） あり ﾗ-J730D 208

本体価格：¥1,920→¥2,070、付属ポケット枚数：20枚→30枚、外寸法：高

さ312×幅261×背幅34mm→高さ312×幅268×背幅38mm、最大収容ポ

ケット枚数：60枚→90枚、リング内径：17mm→23mm

ﾗ-PT2 ポケットファイル〈スーパークリヤー〉（固定式） なし

ﾗ-T1-1 クリヤーブック〈ウェブレ〉（固定式） なし

ﾗ-T1-3 クリヤーブック〈ウェブレ〉（固定式） なし

ﾗ-T1-6 クリヤーブック〈ウェブレ〉（固定式） なし

ﾗ-T1-7 クリヤーブック〈ウェブレ〉（固定式） なし

ﾗ-T1-8 クリヤーブック〈ウェブレ〉（固定式） なし

ﾗ-T1-10 クリヤーブック〈ウェブレ〉（固定式） なし

ﾗ-T1-12 クリヤーブック〈ウェブレ〉（固定式） なし

ﾗ-T100B クリヤーブック〈ウェブレ〉（替紙式） なし

ﾗ-T100DB クリヤーブック〈ウェブレ〉（替紙式） なし

ﾗ-T100R クリヤーブック〈ウェブレ〉（替紙式） なし

ﾗ-T100W クリヤーブック〈ウェブレ〉（替紙式） なし

ﾗ-T100Y クリヤーブック〈ウェブレ〉（替紙式） なし

ﾗ-T100YG クリヤーブック〈ウェブレ〉（替紙式） なし

ﾗ-T100YR クリヤーブック〈ウェブレ〉（替紙式） なし

ﾗ-T880D クリヤーブック（ウェーブカットポケット）用替紙 あり ﾗ-T880M 212 中紙色：黒→グレー
ﾗ-V10B クリヤーブック〈コロレー〉（固定式） なし

ﾗ-V10G クリヤーブック〈コロレー〉（固定式） なし
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ﾗ-V10V クリヤーブック〈コロレー〉（固定式） なし

ﾗ-V10YR クリヤーブック〈コロレー〉（固定式） なし

ﾗ-YT520P 取扱説明書ファイル〈かたづけファイル〉 あり ﾗ-YT520M 218 表紙色：ピンク→グレー
ﾗﾐ-142 ラミくるる交換用フィルムカートリッジ なし

ﾘ-377 一色刷りルーズリーフ（Ｂ６サイズ） なし

ﾙ-10NB ファイルノート（表紙ハードタイプ）（ミドルタイプ） なし

ﾙ-10ND ファイルノート（表紙ハードタイプ）（ミドルタイプ） なし

ﾙ-11ND ファイルノート（表紙ハードタイプ）（ミドルタイプ） なし

ﾙ-12NB ファイルノート（表紙ハードタイプ）（ミドルタイプ） なし

ﾙ-12ND ファイルノート（表紙ハードタイプ）（ミドルタイプ） なし

ﾙ-20NB ファイルノート（表紙ソフトタイプ）（ミドルタイプ） なし

ﾙ-20NDM ファイルノート（表紙ソフトタイプ）（ミドルタイプ） なし

ﾙ-21NB ファイルノート（表紙ソフトタイプ）（ミドルタイプ） なし

ﾙ-21NDM ファイルノート（表紙ソフトタイプ）（ミドルタイプ） なし

ﾙ-22B ファイルノート（表紙ソフトタイプ）（ミドルタイプ） なし

ﾙ-22DM ファイルノート（表紙ソフトタイプ）（ミドルタイプ） なし

ﾙ-32B ファイルノート（ミドルタイプ） あり ﾙ-32DM 717 本体価格：¥1,260→¥1,330、表紙色：青→ダークグレー
ﾙ-AP131LB キャンパス　スライドバインダー〈アダプト〉（ダブルポケット・スリムタイプ） なし

ﾙ-AP131P キャンパス　スライドバインダー〈アダプト〉（ダブルポケット・スリムタイプ） なし

ﾙ-AP131T キャンパス　スライドバインダー〈アダプト〉（ダブルポケット・スリムタイプ） なし

ﾙ-AP131V キャンパス　スライドバインダー〈アダプト〉（ダブルポケット・スリムタイプ） なし

ﾙ-AP131YG キャンパス　スライドバインダー〈アダプト〉（ダブルポケット・スリムタイプ） なし

ﾙ-AP171V キャンパス　スライドバインダー〈アダプト〉（ダブルポケット・スリムタイプ） なし

ﾙ-AP171YG キャンパス　スライドバインダー〈アダプト〉（ダブルポケット・スリムタイプ） なし

ﾙ-AP180B スライドバインダー〈アダプト〉（ミドルタイプ） あり ﾙ-AP171LB 715

本体価格：¥730→¥760、外寸法：高さ311×幅244×背幅29mm→高さ

311×幅243×背幅20mm、最大収容枚数：100枚→65枚、表紙色：青→水

色、包装単位：6/24→20

ﾙ-AP180T スライドバインダー〈アダプト〉（ミドルタイプ） あり ﾙ-AP171T 715

本体価格：¥730→¥760、外寸法：高さ311×幅244×背幅29mm→高さ

311×幅243×背幅20mm、最大収容枚数：100枚→65枚、包装単位：

6/24→20

ﾙ-AP440LB バインダーノート〈ダブルポケット〉（ミドルタイプ） なし

ﾙ-AP440P バインダーノート〈ダブルポケット〉（ミドルタイプ） なし

ﾙ-AP440YG バインダーノート〈ダブルポケット〉（ミドルタイプ） なし

ﾙ-AP711V キャンパス　スライドバインダー〈アダプト〉（ダブルポケット・スリムタイプ） なし

ﾙ-AP711YG キャンパス　スライドバインダー〈アダプト〉（ダブルポケット・スリムタイプ） なし

ﾙ-P343NB スライドバインダー（ミドルタイプ） あり ﾙ-P333NB 713
本体価格：¥870→¥710、ラミネート見出し用紙5枚→インデックス・PP製カラー見

出しシート5枚・クリヤーポケット1枚、表紙デザイン違い、包装単位：10/20→20

ﾙ-P732V スライドバインダー（スリムタイプ） あり ﾙ-P732B 715 本体価格：¥690→¥730、表紙色：紫→青
ﾙ-P770-8 ポップスリム（スーパースリムタイプ） なし

ﾙ-PV31B スライドバインダー〈コロレー〉（スリムタイプ） なし

ﾙ-PV31G スライドバインダー〈コロレー〉（スリムタイプ） なし

ﾙ-PV31P スライドバインダー〈コロレー〉（スリムタイプ） なし

ﾙ-PV31V スライドバインダー〈コロレー〉（スリムタイプ） なし

ﾙ-PV31YR スライドバインダー〈コロレー〉（スリムタイプ） なし

ﾙ-SPCA700NB キャンパスバインダー〈スマートリング〉（ＣａｍｉＡｐｐ読み取りシート付き） なし

ﾙ-SPCA700NM キャンパスバインダー〈スマートリング〉（ＣａｍｉＡｐｐ読み取りシート付き） なし

ﾙ-SPCA700NP キャンパスバインダー〈スマートリング〉（ＣａｍｉＡｐｐ読み取りシート付き） なし

ﾚ-57BT キャンパス　レポートパッド（ドット入り罫線）（高級厚口） あり ﾚ-50BT 729
本体価格：¥240→¥190、タイトルフォーム：あり→なし、紙厚：70g/㎡→50g/

㎡、包装単位：10/60→10/120

ﾚ-450B キャンパス　レポートパッド（薄口・パンチ穴付き） あり ﾚ-110B 730

本体価格：¥190→¥290、サイズ：B5→A4、タテ257×ヨコ182mm→タテ297

×ヨコ210mm、行数：35行→40行、パンチ穴：あり→なし、包装単位：

10/120→10/60
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