
2021秋の特価カタログ
FAX 0120-600-832フリー

コール
通信料
無　料 TEL 0120-600-965フリー

コール
通話料
無　料

9：00～17：00
（土・日・祝日を除く）

902-308

2021

いちばん人気の
ラインパウダーがお買い得！
さらにまとめて買えば
もっとお得に！

2021年8月5日（木）～10月29日（金）17：00までカタログ有効期間

特価商品を多数掲載！

※キャンペーンの内容や開催期間は変更になる場合があります。 カタログの「お客様コード」で簡単Web登録が可能です！詳しいスケジュールはコチラ▶ エデュースウェブ

8月上旬スタート 9月下旬スタート 10月下旬スタート
SNSフォロー＆リツイート

キャンペーン
豪華プレゼント
キャンペーン

ポイントプレゼント
キャンペーン

8月上旬スタート 9月下旬スタート 10月下旬スタート

開
催
中
！

エデュースWebがリニューアルしてさらに便利になりました！
・スマートフォンやタブレットでも見やすくなりました。
・商品や特集が見やすいデザインに変更しました。

今すぐチェック

エデュースウェブ 検索

カタログ発刊20周年記念トリプルギフトキャンペーンカタログ発刊20周年記念トリプルギフトキャンペーンおかげさまで
20周年 ・スマートフォンやタブレットでも見やすくなりました。

・商品や特集が見やすいデザインに変更しました。

（財）東京都学校保健会推薦品
ヒサモト産業

グラウンドマーカー（白）20㎏
1袋 通常価格 ¥1,505(税抜)

¥1,490(税込¥1,639)
お申込番号 331-458

●材質／炭酸カルシウム

¥1,399
（税込¥1,538.9）

1袋あたり（税抜）

¥1,458
（税込¥1,603.8）

1袋あたり（税抜）

まとめてお得！
ヒサモト産業

グラウンドマーカー（白）100㎏
1組 通常価格 ¥7,525(税抜)

¥7,290(税込¥8,019)
お申込番号 331-460

●20㎏×5袋

まとめてお得！
ヒサモト産業

グラウンドマーカー（白）200㎏
1組 通常価格 ¥15,050(税抜)

¥13,990(税込¥15,389)
お申込番号 331-461

●20㎏×10袋
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4ツ切

8ツ切

再生紙でありながら鮮やかな色彩を実現。
コシもあり図画工作に適しています。

●サイズ／4ツ切判：392×543㎜、8ツ切判：271×392㎜●坪量／122.1g/㎡●四六判換算／105kg●紙厚／約0.185㎜
●参考梱入数 :4ツ切判100枚5包、8ツ切判100枚10包※現物とは色が若干異なる場合がございます。※包単位でのご注文をお願いします。※色見本帳が必要な方はお問合せください。

商品種別

価格
カラー

4ツ切判
（100枚）

8ツ切判
（100枚）

1包 通常価格 ¥1,396(税抜)

￥1,325
(税込¥1,457)

1包 通常価格 ¥698(税抜)

￥663
(税込¥729)

こいもも 331-060 331-125
いちご（あかるいあか） 331-061 331-126

あか 331-062 331-127
きんぎょ（こいあか） 331-063 331-128

えんじ 331-064 331-129
ふじむらさき 331-065 331-130
あかむらさき 331-066 331-131

むらさき 331-067 331-132
ぐんじょう 331-068 331-133

ぶどう 331-069 331-134
あいいろ 331-070 331-135

ぞう 331-071 331-136
うすみずいろ 331-072 331-137

みずいろ 331-073 331-138
あさぎ 331-074 331-139
そら 331-075 331-140

イルカ 331-076 331-141
うすあお 331-077 331-142

あお 331-078 331-143
わかくさ 331-079 331-144
マスカット 331-080 331-145

やなぎ 331-081 331-146

商品種別

価格
カラー

4ツ切判
（100枚）

8ツ切判
（100枚）

1包 通常価格 ¥1,396(税抜)

￥1,325
(税込¥1,457)

1包 通常価格 ¥698(税抜)

￥663
(税込¥729)

バナナ 331-038 331-103
うすクリーム 331-039 331-104

クリーム 331-040 331-105
きいろ 331-041 331-106
レモン 331-042 331-107
ひよこ 331-043 331-108

ひまわり 331-044 331-109
みかん 331-045 331-110

オレンジ 331-046 331-111
かき 331-047 331-112

だいだい 331-048 331-113
しゅいろ 331-049 331-114

おうどいろ 331-050 331-115
はだいろ 331-051 331-116
うさぎ 331-052 331-117
ピンク 331-053 331-118

サーモン 331-054 331-119
うすもも 331-055 331-120
さくら 331-056 331-121
ピーチ 331-057 331-122
もも 331-058 331-123

フラミンゴ 331-059 331-124

商品種別

価格
カラー

4ツ切判
（100枚）

8ツ切判
（100枚）

1包 通常価格 ¥1,396(税抜)

￥1,325
(税込¥1,457)

1包 通常価格 ¥698(税抜)

￥663
(税込¥729)

うすみどり 331-082 331-147
きみどり 331-083 331-148

こいきみどり 331-084 331-149
みどり 331-085 331-150

エメラルド 331-086 331-151
しらちゃ 331-087 331-152
うすちゃ 331-088 331-153
ちゃいろ 331-089 331-154
こげちゃ 331-090 331-155

こいこげちゃ 331-091 331-156
くり 331-092 331-157

くちばいろ 331-093 331-158
オリーブ 331-094 331-159

ゆき 331-095 331-160
ミルク 331-096 331-161

うすはいいろ 331-097 331-162
あかるいはいいろ 331-098 331-163

はいいろ 331-099 331-164
くらいはいいろ 331-100 331-165

くろ 331-101 331-166
くま（こいくろ） 331-102 331-167

ふくらむ創造力！
使い方自由自在の
薄口色画用紙

秋の製作・イベントに！

色画用紙 フレッシュカラー
大王製紙

4ツ切 8ツ切 薄口エンジョイカラー
商品種別

価格

カラー

4ツ切判
（100枚）

8ツ切判
（100枚）

1包 通常価格 ¥1,303(税抜)

￥1,237
(税込¥1,360)

1包 通常価格 ¥638(税抜)

￥606
(税込¥666)

スノー 331-168 331-190
ライトピンク 331-169 331-191
サクラピンク 331-170 331-192

ピンク 331-171 331-193
レッド 331-172 331-194

ペールパープル 331-173 331-195
パープル 331-174 331-196

ライトブルー 331-175 331-197
スカイブルー 331-176 331-198

ブルー 331-177 331-199
ネイビーブルー 331-178 331-200

商品種別

価格

カラー

4ツ切判
（100枚）

8ツ切判
（100枚）

1包 通常価格 ¥1,303(税抜)

￥1,237
(税込¥1,360)

1包 通常価格 ¥638(税抜)

￥606
(税込¥666)

ライトグリーン 331-179 331-201
イエローグリーン 331-180 331-202

グリーン 331-181 331-203
クリームイエロー 331-182 331-204

イエロー 331-183 331-205
レモンイエロー 331-184 331-206
ペールオレンジ 331-185 331-207

オレンジ 331-186 331-208
レッドオレンジ 331-187 331-209

ブラウン 331-188 331-210
ブラック 331-189 331-211

●サイズ／4ツ切:392×542㎜、8ツ切:271×392㎜●坪量／102.3g/㎡●四六判換算／88㎏
●紙厚／約0.16㎜※現物とは色が若干異なる場合がございます。※包単位でのご注文をお願いします。
※色見本帳が必要な方はお問合せください。

ゴークラ
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白色度
82％

純白で理想的な肌合い !
色塗りがより引き立ちます。

薄口
中厚口 200枚

厚口 100枚

8ツ切

4ツ切

8ツ切

4ツ切

白色度
82％

500枚

4ツ切

8ツ切

B5

A4

B4

A3

100枚

白色度
90％

滑らかな描き心地のケント紙です。
製図やデッサン・美術の授業に適しています。

カラフルな立体製作にぴったりです。
裏面に方眼が印刷されています。
様々な造形物が簡単きれいにでき上がります。

新学期の必需品も特別価格

ゴークラ 画用紙ゆきだるま 8ツ切
お申込番号 商品種別 通常価格 価格

331-212 薄口　（200枚）＃8582 1包  ¥930(税抜) ¥899(税込  ¥988)

331-213 中厚口（200枚）＃9582 1包  ¥1,090(税抜) ¥1,040(税込¥1,144)

331-214 厚口　（100枚）＃1258 1包  ¥765(税抜) ¥720(税込  ¥792)

●サイズ／ 8ツ切：380×270㎜●坪量／薄口：102.4g/㎡、中厚口：114.5g/㎡、厚口：
150.6g/㎡●四六判換算／薄口：88.1㎏、中厚口：98.4㎏、厚口：129.5㎏●紙厚／
薄口：約0.18㎜、中厚口：約0.2㎜、厚口：約0.27㎜

ゴークラ 画用紙ゆきだるま 4ツ切
お申込番号 商品種別 通常価格 価格

331-215 薄口　（200枚）＃8542 1包  ¥1,860(税抜) ¥1,798(税込¥1,977)

331-216 中厚口（200枚）＃9542 1包  ¥2,180(税抜) ¥2,040(税込¥2,244)

331-217 厚口　（100枚）＃1254 1包  ¥1,530(税抜) ¥1,480(税込¥1,628)

●サイズ／ 4ツ切：380×540㎜●坪量／薄口：102.4g/㎡、中厚口：114.5g/㎡、厚口：
150.6g/㎡●四六判換算／薄口：88.1㎏、中厚口：98.4㎏、厚口：129.5㎏●紙厚／
薄口：約0.18㎜、中厚口：約0.2㎜、厚口：約0.27㎜

ゴークラ 徳用画用紙 4ツ切（500枚）
お申込番号 商品種別 通常価格 価格

331-220 中厚口 1包  ¥5,180(税抜) ¥4,540(税込¥4,994)

331-221 厚口 1包  ¥6,280(税抜) ¥5,500(税込¥6,050)

●サイズ／ 4ツ切：380×540㎜●坪量／中厚口：114.5g/㎡、厚口：150.6g/㎡●四六
判換算／中厚口：98.4㎏、厚口：129.5㎏●紙厚／中厚口：約0.2㎜、厚口：約0.27㎜

ゴークラ 徳用画用紙 8ツ切（500枚）
お申込番号 商品種別 通常価格 価格

331-218 中厚口 1包  ¥2,700(税抜) ¥2,360(税込¥2,596)

331-219 厚口 1包  ¥3,200(税抜) ¥2,800(税込¥3,080)

●サイズ／ 8ツ切：380×270㎜●坪量／中厚口：114.5g/㎡、厚口：150.6g/㎡●四六
判換算／中厚口：98.4㎏、厚口：129.5㎏●紙厚／中厚口：約0.2㎜、厚口：約0.27㎜

白画用紙がおトクな価格に！
500 枚入でたっぷり使えます。

ゴークラ ケント紙ニューケンパス（100枚） 厚口
お申込番号 商品種別 通常価格 価格

331-222 B5　B505 1包  ¥1,265(税抜) ¥1,200(税込¥1,320)

331-223 A4　A504 1包  ¥1,681(税抜) ¥1,600(税込¥1,760)

331-224 B4　B504 1包  ¥2,089(税抜) ¥1,985(税込¥2,183)

331-225 A3　A503 1包  ¥3,352(税抜) ¥3,185(税込¥3,503)

331-226 8ツ切　H504 1包  ¥2,400(税抜) ¥2,280(税込¥2,508)

331-227 4ツ切　H503 1包  ¥4,743(税抜) ¥4,505(税込¥4,955)

●サイズ／ B5：182×257㎜、A4：297×210㎜、B4：364×257㎜、A3：297
×420㎜、8ツ切：393×272㎜、4ツ切：393×545㎜●坪量／ 200g/㎡●四六判
換算／ 172㎏●紙厚／ 0.25㎜ 

●サイズ／15㎝角●四六判換算／49㎏●坪量／57g/㎡●紙厚／約0.07㎜
※現物とは色が若干異なる場合がございます。　※色見本帳が必要な方はお問い合せください。

¥165(税込¥181)

ゴークラ

単色おりがみ（100枚） 1冊 通常価格 ¥175(税抜)

お申込番号 カラー

331-248 あか

331-249 ぼたん

331-250 もも

331-251 うすもも

331-252 きいろ

331-253 クリーム

331-254 アイスグリーン

331-255 きみどり

331-256 みどり

331-257 きだいだい

331-258 うすだいだい

331-259 オレンジ

331-260 だいだい

331-261 あお

331-262 そら

331-263 みず

331-264 むらさき

331-265 ふじ

331-266 べに

331-267 おうど

331-268 ちゃいろ

331-269 チョコ

331-270 ねずみ

331-271 くろ

331-272 しろ

全25色
15㎝人気の25色を取り揃えました！鮮やかな発色の単色いろがみ

●サイズ／ A3：450×320㎜●坪量／ 310g/㎡●紙厚／約0.4㎜●マス目1㎝実線

ゴークラ

カラー工作用紙 A3（10枚）
1パック 通常価格 ¥498(税抜) ¥456(税込¥501)

お申込番号 カラー

331-228 レモン

331-229 クリーム

331-230 だいだい

331-231 ちゃいろ

331-232 あか

331-233 ももいろ

お申込番号 カラー

331-234 むらさき

331-235 みずいろ

331-236 きみどり

331-237 みどり

331-238 あお

331-239 こいもも

お申込番号 カラー

331-240 うすだいだい

331-241 さくら

331-242 はいいろ

331-243 こんいろ

331-244 くろ

331-245 しろ

10枚A3

カラー工作用紙 特色
A3（10枚）
1パック 通常価格 ¥698(税抜)

¥663(税込¥729)
お申込番号 カラー

331-246 金

331-247 銀

●サイズ／ A3：450×320㎜
●坪量／ 310g/㎡●紙厚／約0.4㎜
●マス目1㎝実線

ゴークラ
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破れにくく、水濡れにも強い素材で、
ソフトでしなやかです。 幅100㎝

10m巻

やわらかく使いやすい素材です。
装飾やメダルのリボンにも。

29m巻 幅12㎜

幅24㎜

幅18㎜

幅50㎜

スポーツ応援用のポンポンに。 きらきら光る美しいテープです。
粘着なし 幅18㎜8m巻

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
ゴークラ

ミラーテープ 18㎜（10巻）

1パック 通常価格 ¥1,020(税抜) ¥970(税込¥1,067)
お申込番号 カラー

330-975 ①桃

330-976 ②赤

330-977 ③緑

330-978 ④青

お申込番号 カラー

330-979 ⑤藍

330-980 ⑥金

330-981 ⑦銀

330-982 ⑧7色セット

●長さ／約8m巻●厚さ／約0.04㎜
●7色セット内容／桃、緑、金各2巻、その他4色各1巻●材質／ポリエチレン・
アルミ●両面同色

半透明／透けにくい

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

⑦ ⑧ ⑫⑩⑨ ⑪

470m巻

秋の製作・イベントに！

ゴークラ

サニボン不織布 10m巻
1巻 通常価格 ¥2,839(税抜) ¥2,650(税込¥2,915)
お申込番号 カラー

330-983 白

330-984 桃

330-985 水

330-986 黄

330-987 黄緑

330-988 濃緑

お申込番号 カラー

330-989 オレンジ

330-990 茶

330-991 赤

330-992 青

330-993 紫

330-994 黒

●サイズ／幅100㎝×10m巻●厚さ／0.3㎜●材質／レーヨン70％、ポリエステル30％

　

コハクリボン　

330-929
330-930
330-931
330-932
330-933
330-934
330-935
330-936
330-937
330-938

330-939
330-940
330-941
330-942
330-943
330-944
330-945
330-946
330-947
330-948

330-949
330-950
330-951
330-952
330-953
330-954
330-955
330-956
330-957
330-958

白

赤

水色

黄

ピンク

緑

黄緑

紫

オレンジ

青

　　商品種別

価格

カラー

12㎜ 18㎜ 24㎜
1巻 通常価格 ¥267(税抜)

￥255
(税込¥280)

1巻 通常価格 ¥318(税抜)

￥300
(税込¥330)

1巻 通常価格 ¥345(税抜)

￥330
(税込¥363)

●長さ／29m巻●厚さ／約0.18㎜●材質／レーヨン●国内染色
※水にぬれたり、強くこすると色落ちする場合がございます。衣料への
使用はおやめください。
※�現物とは色が若干異なる場合がございます。

●サイズ／650×800㎜●厚さ／0.03㎜●材質／低密度ポリエチレン

¥300(税込¥330)

日本技研工業

カラーパック（10枚）45L
1袋 通常価格 ¥315(税抜)
お申込番号 カラー

330-995 ①グリーン

330-996 ②イエロー

330-997 ③レッド

330-998 ④ブルー

330-999 ⑤ピンク

331-000 ⑥オレンジ

お申込番号 カラー

331-001 ⑦イエローグリーン

331-002 ⑧バイオレット

331-003 ⑨スカイブルー

331-004 ⑩ホワイト

331-005 ⑪ブラウン

331-006 ⑫ブラック

原材料にバイオマスを使用した環境にやさしく、
色あざやかで透けにくいポリ袋！

¥315(税込¥346)

●サイズ／幅50㎜×長さ470m●厚さ／約0.02㎜
●材質／非塩素系ポリエチレン

タキロンシーアイ

スズランテープ
1巻 通常価格 ¥330(税抜)

お申込番号 カラー

330-959 白

330-960 黄

330-961 オレンジ

330-962 赤

330-963 ピンク

330-964 若草

330-965 緑

330-966 エメラルド

お申込番号 カラー

330-967 空

330-968 青

330-969 ネイビー

330-970 紫

330-971 茶

330-972 黒

330-973 金

330-974 銀
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ひつじのように、ふんわりやわらかく軽いねんどです。

チューブタイプで小分けしやすく、
共同製作に適しています。

つやなし

不透明

220ml

牛乳パックやペットボトルにも、
絵が描ける
ポスターカラー！

つやなし

不透明

720ml

水彩えのぐの上に塗っても
色がにじまず、
手軽に塗れて
使いやすいニス。

つやだし

芯材使用可100g

1枚

新学期の必需品も特別価格

サクラクレパス

ポスターカラージュニア
12色セット
1セット 通常価格 ¥6,440(税抜)

¥6,300(税込¥6,930)
お申込番号 331-277

●内容量／各色220ml●サイズ／
200×200×145㎜●セット内容／き
いろ、やまぶきいろ、ちゃいろ、おうどい
ろ、しゅいろ、あか、きみどり、みどり、あ
お、あいいろ、くろ、しろ
※成分が分離している場合は混ぜてい
ただければ使用に問題ございません。

サクラクレパス

ポスターカラージュニア 220ml
1個 通常価格 ¥550(税抜) ¥525(税込¥577)

お申込番号 カラー

331-278 きいろ

331-279 やまぶきいろ

331-280 うすだいだい

331-281 ちゃいろ

331-282 おうどいろ

331-283 こげちゃ

331-284 しゅいろ

331-285 あか

331-286 ももいろ

お申込番号 カラー

331-287 きみどり

331-288 みどり

331-289 みずいろ

331-290 あお

331-291 あいいろ

331-292 くろ

331-293 しろ

331-294 むらさき

331-295 だいだいいろ

●サイズ／φ43×190㎜●材質／再生P.E.（チューブ）
※成分が分離している場合は混ぜていただければ使用に問題ございません。

1個 通常価格 ¥1,500(税抜)
工作ポスターカラー 720ml

サクラクレパス

¥1,470(税込¥1,617)
お申込番号 カラー

331-296 しろ

331-297 きいろ

331-298 だいだい

331-299 うすだいだい

331-300 ちゃいろ

331-301 あか

お申込番号 カラー

331-302 ももいろ

331-303 みずいろ

331-304 きみどり

331-305 みどり

331-306 あお

331-307 くろ

●サイズ／ 235×95×65㎜

和信ペイント 水溶性つやだしニス
お申込番号 商品種別 通常価格 価格

331-273 400ml 1本  ¥1,200(税抜) ¥1,160(税込¥1,276)

331-274 1L 1本  ¥2,160(税抜) ¥2,080(税込¥2,288)

331-275 4L 1本  ¥7,980(税抜) ¥7,700(税込¥8,470)

●乾燥時間／ 10 ～ 20分（20℃）●塗り面積（2回）／ 400ml：約3㎡、1L：約7.5㎡、
4L：約30㎡ 

和信ペイント

水溶性つやだしニス
スプレー 300ml
1本 通常価格 ¥1,230(税抜)

¥1,190(税込¥1,309)
お申込番号 331-276

●乾燥時間／ 10 ～ 20分（20℃）●塗り
面積（2回）／1.5㎡●ガス抜きキャップ付

400ml

1L
4L

中部電磁器工業

ひつじのねんど
1個 通常価格 ¥177(税抜)

¥165(税込¥181)
お申込番号 331-385

●サイズ／ 175×100×24㎜●重量
／約100g●材質／アクリル樹脂中空
体、パルプ、合成糊剤、防腐剤、水

ペットボトルや
ビンなど、あら
ゆる素材によく
つきます。

銀鳥産業

クリヤープラ板 A4
1枚 通常価格 ¥90(税抜)

¥85(税込¥93)
お申込番号 331-007

●サイズ／ 210×297㎜●厚さ／約
0.4㎜●軟化温度／ 80℃前後●ちぢむ
温度／ 130℃前後（約1/4に縮小）

A4 サイズなので元の絵を写しやすい！
A4

まとめてお得！
銀鳥産業

クリヤープラ板 A4（10枚）
1セット 通常価格 ¥850(税抜)

¥805(税込¥885)
お申込番号 331-008

まとめてお得！
中部電磁器工業

ひつじのねんど（60個）
1セット 通常価格 ¥9,886(税抜)

¥8,910(税込¥9,801)
お申込番号 331-386
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メタリックな輝きの
美しい装飾用テープです。

長さ8m

幅18㎜

セロテープは環境に配慮したエコ製品。
「バイオマスマーク」の認定商品です。

作品展示や掲示に。

テープカッター付き
だからとっても便利！

赤

白

緑

黄

青

ピンク

紫

黄緑

シルバー

オレンジ

黒

スカイブルー

引き出しが軽く、
においが少ないので
製作に適しています。

中梱包

軽梱包 強度・粘着性に
すぐれた
OPP テープ。

長さ25m 幅50㎜ 厚さ0.13㎜

長さ25m

幅50㎜

厚さ0.13㎜

オレンジ

半透明

ブラック

スカイブルー

シルバー

グリーン

ゴールド

イエロー

ホワイト

レッド ピンク

×10巻

×30巻

×50巻

秋の製作・イベントに！

5色セット

¥1,460(税込¥1,606)

●裏面／粘着●5色セット配色／銀3、
金2、青2、赤2、緑1

ニチバン

マイラップ18㎜×8m（10巻）
1パック 通常価格 ¥1,540(税抜)

お申込番号 カラー

331-387 銀

331-388 金

331-389 青

331-390 赤

331-391 緑

331-392 5色セット

ニチバン セロテープ業務用35m
お申込番号 商品種別 通常価格 価格

331-394 12㎜幅（10巻） 1パック  ¥588(税抜) ¥550(税込¥605)

331-395 15㎜幅（10巻） 1パック  ¥698(税抜) ¥660(税込¥726)

331-396 18㎜幅（10巻） 1パック  ¥828(税抜) ¥788(税込¥866)

331-397 24㎜幅（5巻） 1パック  ¥590(税抜) ¥558(税込¥613)

GPN

ニチバン ナイスタックブンボックス
お申込番号 商品種別 通常価格 価格

331-398    5㎜幅（24巻） 1箱  ¥3,143(税抜) ¥2,980(税込¥3,278)

331-399 10㎜幅（12巻） 1箱  ¥2,787(税抜) ¥2,640(税込¥2,904)

331-400 15㎜幅（10巻） 1箱  ¥3,122(税抜) ¥2,960(税込¥3,256)

331-401 20㎜幅（6巻） 1箱  ¥2,787(税抜) ¥2,640(税込¥2,904)

331-402 40㎜幅（3巻） 1箱  ¥2,787(税抜) ¥2,640(税込¥2,904)

●テープ1巻／20m●基材／再生紙（古紙パルプ配合40％）●粘着剤／アクリル系

グリーン購入
GPN

カラー布粘着テープ＃384
1巻 通常価格 ¥267(税抜)

リンレイテープ

¥238(税込¥261)

お申込番号 カラー

331-403 白

331-404 黄

331-405 ピンク

331-406 黄緑

331-407 オレンジ

331-408 スカイブルー

お申込番号 カラー

331-409 赤

331-410 緑

331-411 青

331-412 紫

331-413 シルバー

331-414 黒

●サイズ／50㎜幅×25m巻●厚さ／約0.2㎜

引き出しが軽く、
ニオイが少ないテープ。

リンレイテープ

布テープ＃383（30巻）
1箱 通常価格 ¥4,560(税抜)

¥4,400(税込¥4,840)
お申込番号 331-415

●サイズ／50㎜幅
×25m巻●厚さ／
0.15㎜

段ボールなどの軽包装にぴったり！
軽〜中梱包

幅45㎜

オカモト

クラフトテープNO.2270（50巻）
1箱 通常価格 ¥5,480(税抜)

¥5,300(税込¥5,830)
お申込番号 331-416

●サイズ／45㎜幅
×50m巻●厚さ／約
0.145㎜

セキスイ

エバーセルOPPテープ（5巻）
1パック 通常価格 ¥1,269(税抜)

¥1,220(税込¥1,342)
お申込番号 331-417

●サイズ／ 50㎜
幅×100m巻●厚
さ／約0.06㎜
※一部、テープに継
部分（2枚重なった部
分）が含まれることが
ございます。品質不
良ではございません
のでご了承ください。

寺岡製作所

Pカットテープ 25m
1巻 通常価格 ¥225(税抜)

¥216(税込¥237)
お申込番号 カラー

331-432 半透明

331-433 青

331-434 若葉

●サイズ／50㎜幅×25m巻●厚さ／
約0.13㎜●基材／ポリエチレンクロス

強粘着タイプの
養生テープです。

Monf

養生用PETクロステープNo.822
1巻 通常価格 ¥270(税抜) ¥238(税込¥261)

お申込番号 カラー

331-435 半透明

331-436 スカイブルー

331-437 グリーン

331-438 イエロー

331-439 レッド

331-440 ピンク

331-441 オレンジ

331-442 ブラック

331-443 シルバー

331-444 ゴールド

331-445 ホワイト

●サイズ／50㎜幅×25m巻●厚さ／約0.13㎜●基材／ポリエチレンクロス

手切れのよい養生テープ。
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確かな粘着力、高品質の塩化ビニル使用。
クオリティの高さが自慢です！

長さ10m 幅19㎜ 厚さ0.2㎜

黄 青 緑 白ピンク

橙空透明

黒赤

茶灰 紫若草

ヤマトのりは自然に優しい天然素材からつくられ、
ノンホルマリン、無香料ですので、
安心してご使用いただけます。

グリーン購入
GPN

（2㎏のみ）

4kg

2kg

最後までムダなく使える逆さ容器の
定番木工用接着剤。

速乾タイプ

紙、セロハン、布の接着に適し、
乾きも速く接着力が抜群 !!

エコマーク
グリーン購入
GPN

50ml

詰め替え補充用
取替キャップ
8コ付。

スタンダード
タイプ。

① ② 400ml

色々な素材を強力接着！

24ml

50ml

乾くと透明になるので仕上がりがキレイです。

ノズルが細く適量が出せるので
扱いやすいです。

ヤマト ECOMMU（エコミュ）商品は、
自然環境保護を目的に開発された
自然にやさしい環境対応商品です。

×10本

×20本

×20本

×3本

×30本

×10巻

木 紙

布 皮

木 紙

布 皮

接着スピードは木工用と
比べ 2 倍（メーカー比）で、
接着力・耐久性にも優れています。

最後まで無駄なく
使える逆さボトル

新学期の必需品も特別価格

ヤマト

ビニールテープ
19㎜×10m（10巻）

1パック 通常価格 ¥588(税抜) ¥548(税込¥602)
お申込番号 カラー

331-418 黄

331-419 青

331-420 ピンク

331-421 緑

331-422 白

331-423 赤

331-424 黒

お申込番号 カラー

331-425 透明

331-426 空

331-427 橙

331-428 灰

331-429 茶

331-430 若草

331-431 紫

●厚さ／約0.2㎜●材質／PVC

ヤマトのり徳用
お申込番号 商品種別 通常価格 価格

331-446 2㎏ 1個 ¥1,167(税抜) ¥1,128(税込¥1,240)

331-447 4㎏ 1袋 ¥1,917(税抜) ¥1,820(税込¥2,002)

●主成分／でんぷん（タピオカ）●付属品／2㎏：ヘラ

ヤマト

セメダイン セメダイン 木工用（20本）
お申込番号 商品種別 通常価格 価格

331-454 50ml 1箱  ¥1,950(税抜) ¥1,910(税込¥2,101)

331-455 速乾 50ml 1箱  ¥2,037(税抜) ¥2,000(税込¥2,200)

●主成分／酢酸ビニル樹脂

ヤマト エコミュアラビックヤマト
お申込番号 商品種別 通常価格 価格

331-449 ①スタンダード（30本） 1パック  ¥2,839(税抜) ¥2,800(税込¥3,080)

331-450 ②補充用（3本） 1パック  ¥1,994(税抜) ¥1,960(税込¥2,156)

まとめてお得！
ヤマトのり4㎏（4袋）
1箱 通常価格 ¥7,143(税抜)

¥6,891(税込¥7,580)
お申込番号 331-448

ヤマト

●4㎏×4袋

10g
22g

定番！固形アラビックの10本パック。

40g

エコマーク
グリーン購入
GPN

ヤマト 固形アラビック（10本）
お申込番号 商品種別 通常価格 価格

331-451 10g 1パック  ¥589(税抜) ¥578(税込  ¥635)

331-452 22g 1パック  ¥1,095(税抜) ¥1,080(税込¥1,188)

331-453 40g 1パック  ¥1,600(税抜) ¥1,580(税込¥1,738)

●材質／容器・中皿：再生PP、ツマミ・中芯：再生PE、キャップ：PP・PE

サクラクレパス ボンドタッチ（10本）
お申込番号 商品種別 通常価格 価格

331-456 24ml 1箱  ¥1,292(税抜) ¥1,220(税込¥1,342)

331-457 50ml 1箱  ¥2,160(税抜) ¥1,940(税込¥2,134)
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ソフトでなめらかな文字が書ける 炭酸カルシウム製
日本理化学

ダストレスチョーク 白
1箱 通常価格 ¥520(税抜)

¥480(税込¥528)
お申込番号 330-922

●内容／ 72本●サイズ／φ11.2×
63.5㎜●材質／炭酸カルシウム

GPN
グリーン購入

20㎜

10㎜

（原寸大）

●サイズ／本体：100×300×0.8㎜、ピー
ス：10×20㎜●ピース総数／1500片

ソニック

粘着剤付マグネットシート 
カット150片（10パック）
1箱 通常価格 ¥1,780(税抜)

¥1,760(税込¥1,936)
お申込番号 330-927

チョーク粉の吸込力が強い！ パナソニック

黒板ふきクリーナー
MC-330EP
1台 通常価格 ¥9,680(税抜)

¥9,340(税込¥10,274)
お申込番号 330-924

●サイズ／265×175×155㎜●重
量／2.1㎏●集じん容量／200g●消
費電力／320W●付属品／外袋・ス
ポンジフィルター

グリーン購入
GPN

採点用に大好評 !!
インク、チップが交換可能な定番の赤ペン。

プラチナ万年筆

ソフトペン専用スペアインク赤（40本）
1組 通常価格 ¥1,400(税抜)

¥1,388(税込¥1,526)
お申込番号 330-919

●4本入×10パック

プラチナ万年筆

ソフトペン専用チップ（30本）
1箱 通常価格 ¥710(税抜)

¥698(税込¥767)
お申込番号 330-920

●3本入×10パック

プラチナ万年筆

スペアインク レッド（100本）
1組 通常価格 ¥2,781(税抜)

¥2,768(税込¥3,044)
お申込番号 330-921

●10本入×10箱

プラチナ万年筆

ソフトペン赤インク（10本）
1箱 通常価格 ¥5,510(税抜)

¥5,480(税込¥6,028)
お申込番号 330-918

●サイズ／最大径14.2×全長143.3㎜
●線幅／約0.57㎜

ほこり・ゴミが付きにくい静電防止フィルム

アスカ

セクションボードM（20枚）
1組 通常価格 ¥13,500(税抜)

¥12,950(税込¥14,245)
お申込番号 330-928

●サイズ／450×300×10㎜●重量／約390g●付属品／マーカー黒、イレーザー、ト
レー、マグネット、フック金具、吊下げひも・ネジ・裏面マグネット

25×25㎜の方眼付きで書きやすい！ マグネットOK

25㎜方眼入り

たてよこ使用可

カット有

× 150片

0.8㎜厚

ウォームアップ時間の短い
4 ローラーラミネーター。

×10パック×10本

×20枚

×10パック

×10箱

×3箱

秋の製作・イベントに！

カール事務器

鉛筆削器ハイストロング
1台 通常価格 ¥1,740(税抜) ¥1,680(税込¥1,848)

お申込番号 カラー

330-925 ブルー

お申込番号 カラー

330-926 レッド

●サイズ／81×145×154.5㎜●重量／420g

アスカ ラミネーター静電防止フィルム（300枚）
お申込番号 商品種別 通常価格 価格

331-009 A4（100枚×3箱） 1セット  ¥2,690(税抜) ¥2,550(税込¥2,805)

331-010 A3（100枚×3箱） 1セット  ¥5,380(税抜) ¥5,110(税込¥5,621)

●厚さ／100ミクロン

●サイズ／W515×D176（リアトレー使用時300）×H122㎜（突起部含まず）
●重量／約3.9㎏●コード長さ／1.2m●機能／逆転スイッチ、オートパワーオフ、
オートリバース●付属品／リアトレー（本体収納）
※ラミネーターフィルムはアスカ製をご使用ください。

アスカ

ラミネーター L410A3
1台 通常価格 ¥17,480(税抜)

¥16,600(税込¥18,260)
お申込番号 331-011

まとめてお得！
日本理化学

ダストレスチョーク 白（1440本）
1セット 通常価格 ¥9,790(税抜)

¥8,980(税込¥9,878)
お申込番号 330-923

●72本×20箱

対応サイズ
A3

ラミネート速度（50Hz）
約9㎜/秒

最大ラミネート厚
0.6㎜

ウォームアップ時間
約35秒間

4本ローラー

確かな切れ味で愛されているロングセラー。
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『長持ち＆ハイパワー』と
徹底した品質管理に基づく高い安全性！

グリーン購入
GPN

マグネット・置き式・壁掛けの
3WAYタイプ

屋内はもちろん屋外での
直射日光の下でも
測定が可能 !

シンプルなデザインの
スタンダードタイプの電波時計。

電波時計

¥2,350(税込¥2,585)

●サイズ／φ324×52㎜●使用電池／単3形アルカリ乾
電池1本●電池寿命／約1年

カシオ計算機

電波掛時計 IQ－1005J－8JF
1台 通常価格 ¥2,480(税抜)

お申込番号 331-018

音色100

32ミニ鍵

内蔵曲10

リズム50

1 人 1 台鍵盤の学習に。

最大同時発音数8音

レッスン機能 

ビーズがたくさん入ってアイディア無限大！
お買い得の多色ビーズポット！

コマの進め方がわかるから初心者でもすぐに遊べて
将棋のルールがおぼえられます。

ひとつひとつの
駒に進み方が
かいてあります。

基本的なルール
からゲームの実
践例など厳選し
て収録。

本格競技仕様の日本けん玉協会公認球です。 日本製

×30個

新学期の必需品も特別価格

くもん出版

NEWスタディ将棋
1セット 通常価格 ¥3,300(税抜)

¥3,135(税込¥3,448)
お申込番号 330-887

●内容／盤、駒40枚、駒台（ケース）、
解説書●サイズ／盤：W357×D336
×H32㎜●重量／約1㎏●折りたた
み式

操作かんたん、使いやすい

外部入力

CD
（R、RW含む）

ワイドFM

東芝

CDラジオ TY-C15
1台 通常価格 ¥5,300(税抜)

¥5,200(税込¥5,720)
お申込番号 331-019

●サイズ／260×215×108㎜
●電源／AC100V・単2形乾電池6本
●実用最大出力／1W＋1W
●付属品／電源コード

アルカリ乾電池
お申込番号 商品種別 通常価格 価格

331-012 単１形（10本） 1パック  ¥1,400(税抜) ¥1,380(税込¥1,518)

331-013 単2形（10本） 1パック  ¥1,025(税抜) ¥1,010(税込¥1,111)

331-014 単3形（40本） 1パック  ¥2,260(税抜) ¥2,150(税込¥2,365)

331-015 単4形（40本） 1パック  ¥2,260(税抜) ¥2,150(税込¥2,365)

パナソニック

タニタ

温湿度計 TT－559
1個 通常価格 ¥1,980(税抜)

¥1,880(税込¥2,068)
お申込番号 331-016

●サイズ／75×30
×132㎜●測定範
囲／温度：－5.0 ～
50.0℃、湿度：20
～95％●電源／単
4乾電池1本

●サイズ／58×36×108㎜●電源／CR2032コイン形リ
チウム電池1個●測定範囲／温度：0.0～50.0℃、湿度：20
～90％

タニタ

熱中アラーム
TT－562
1個 通常価格 ¥8,000(税抜)

¥7,890(税込¥8,679)
お申込番号 331-017

カシオ計算機

ミニキーボードSA-46
1台 M価 ¥5,500(税抜)

¥3,960(税込¥4,356)
お申込番号 330-886

●サイズ／W446×D208×H51㎜●重量／1.0㎏
●電源／単3形乾電池×6本（別売）またはAC電源
（別売）●付属品／楽譜

カワダ

パーラービーズ筒入
11000Pマルチカラー
1セット 通常価格 ¥1,886(税抜)

¥1,791(税込¥1,970)
お申込番号 330-888

●サイズ／128×128×152㎜●重量
／844g●材質／ビーズ：ポリエチレン、
取扱い説明書・アイロンペーパー：紙

アイディアふくらむ
マルチカラー

5歳から5歳から

¥47,530(税込¥52,283)

池田工業社

けん玉 大空（30個）
1セット 通常価格 ¥49,000(税抜)

お申込番号 330-885
●サイズ／W70×H185㎜●付属品
／替え紐、説明書●日本製
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折りたたみ式で、重ねて保管も可能です。

510.9

120

2.5

60
2

単位：㎝

セフティロック新らくらく取手

抗菌仕様で衛生的、EVA 発泡樹脂で高いクッション性！
幼児ルーム・プレイルームにぴったりです。

表面

裏面

抗菌

天板が90°に折りたためる会議テーブル。
キャスター付で移動も簡単！

指をはさみにくいスライド式！

座を折りたたむと同
時に連結樹脂が後脚
に収まるスライド式
を採用

お求めやすい価格の綿 100％ぞうきん。お掃除がグングンはかどる
50㎝幅の業務用タイプ。

適度な弾力のあるゴムマットです。
液体をこぼしてもさっと拭き取れます。

水洗い可

E1130161
試 験 番 号

抗菌

×4パック

秋の製作・イベントに！

セフティテーブル
1台 通常価格 ¥29,000(税抜)

¥27,980(税込¥30,778)
お申込番号 810-206

●重量／約9㎏●材質／天板：メラミン化粧合板（ハ
ニカムコア）、エッジ：オレフィン系エラストマー（抗
菌剤練り込み）、脚：スチール●折りたたみ式
※脚切り可能です。

この商品につきまして
テーブルの高さ調整
無料で承ります！

この商品はテーブルの脚切り対応商
品です。脚切りをご希望される場合は
ご注文の際、オーダーシートのご意
見・ご要望欄にご希望の高さ（天板を
含む）を㎝単位でご記入ください。
※脚切りは必ずテーブルのご注文と
同時に願います。納品後はご容赦願
います。

トーエイライト

ジョイントマットPO18C
1セット 通常価格 ¥16,000(税抜)

¥15,480(税込¥17,028)
お申込番号 330-917

●内容／ 4枚1組（青・緑・赤・黄）●サイズ
／ 100×100×厚さ1.8㎝（枚）●重量／ 7㎏

（組）●材質／ EVA発泡体

イノウエ

サイドスタックテーブル1845
1台 通常価格 ¥28,100(税抜)

¥27,080(税込¥29,788)
お申込番号 カラー

810-208 ナチュラル

810-209 ホワイト

●サイズ／ 1800×450×700㎜、折り
たたみ 時 の 高さ：930 ㎜ ● 重 量 ／ 約
27㎏●付属品／専用工具

イノウエ

スライド式折りたたみイス（12脚）
1セット 通常価格 ¥28,300(税抜)

¥26,880(税込¥29,568)
お申込番号 カラー

810-210 ブルー

810-211 ブラウン

● サ イ ズ ／ 本 体：W425×D459×
H741㎜、座面高さ：430㎜、パイプ直
径：19.1㎜●重量／約4.5㎏●材質
／背・座面：ウレタンレザー張り

グリーン購入

オーミケンシ

お徳用ぞうきん（50枚）
1パック 通常価格 ¥2,300(税抜)

¥2,180(税込¥2,398)
お申込番号 331-022

●サイズ／
1枚：約20×30㎝
●重量／
1枚：約31g 
●材質／綿100%

花王

クイックルワイパー業務用 本体
1本 通常価格 ¥2,519(税抜)

¥2,440(税込¥2,684)
お申込番号 331-020

●サイズ／ヘッド：50×11㎝、パイプ：
約φ2.5×130㎝
※シートは商品に含まれておりません。

この商品はご注文日から 約5営業日以内 の
お届けとなります。キャンセル・返品はご容赦願います。

メーカー
直送品

花王

クイックルワイパー業務用
立体吸着ウェットシート（30枚×4パック）
1箱 通常価格 ¥7,315(税抜)

¥7,020(税込¥7,722)
お申込番号 331-021 ●シートサイズ／約54

×20.5㎝

この商品はご注文日から 約10営業日以内 の
お届けとなります。キャンセル・返品はご容赦願います。

メーカー
直送品

この商品はご注文日から 約10営業日以内 の
お届けとなります。キャンセル・返品はご容赦願います。

メーカー
直送品

この商品はご注文日から 約5営業日以内 の
お届けとなります。キャンセル・返品はご容赦願います。

メーカー
直送品 この商品はご注文日から 約5営業日以内 の

お届けとなります。キャンセル・返品はご容赦願います。

メーカー
直送品

パステルカラーがやさしい雰囲気のカラー座卓。
ソフトエッジタイプで脚部の折りたたみもOK。

グリーン購入ライオン事務器

カラー座卓1845
1台 通常価格 ¥23,880(税抜)

¥22,800(税込¥25,080)
お申込番号 カラー

810-212 ピンク

810-213 ブルー

●サイズ／ W1800×D450×H330㎜
●重量／約19㎏●材質／天板：メラミ
ン化粧板（ソフトエッジ）、脚部：スチール

（メラミン焼付塗装）

●サイズ／ 180×180×0.8㎝●重量／約
4㎏●材質／ NBR（発泡ゴム）、ポリエステル

やわらかゴムマット 180×180㎝
1枚 通常価格 ¥24,500(税抜)

¥23,680(税込¥26,048)
お申込番号 810-207
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食材を美味しく、新鮮に保ちます。 うがい用に適したサイズ 有効成分エタノールに
食品添加物にも使われている
成分を配合。

エタノール
濃度78.9vol％

ふっくらエンボス加工でお肌にもやさしい
使い心地。

気分やお部屋ごとに選べる
5 種類の花柄デザイン。

プラスチック再生原料を60％使用。
お得な200枚入りボックスタイプ！

45L

70L

90L

乳白

エコマーク

香料無添加。手洗いと同時に殺菌・消毒ができます。
原液のまま使用する石けん液です。
泡タイプの容器におすすめ。
液体・泡タイプ

使用する機器・容器に
よって液状または泡状
で吐き出します。

×40パック ×40パック×50パック

×12パック×8パック

×36パック

新学期の必需品も特別価格

旭化成ホームプロダクツ サランラップ業務用（50m）
お申込番号 商品種別 通常価格 価格

331-035 22㎝ 1本  ¥408(税抜) ¥390(税込¥429)

331-036 30㎝ 1本  ¥513(税抜) ¥490(税込¥539)
●材質／ポリ塩化ビニリデン

サンナップ

ペーパーカップ90ml（100個）
1パック 通常価格 ¥256(税抜)

¥245(税込¥269)
お申込番号 331-037

●サイズ／口径5.6×高さ5.7×底径4㎝

アルペット手指消毒用アルコール 詰替5L
1本 通常価格 ¥5,696(税抜)

¥5,410(税込¥5,951)
お申込番号 331-034

サラヤ

●320枚（160組）
● サ イ ズ ／ 1枚：
198×216㎜
●5箱×12パック

クレシア

スコッティフラワーボックス（60箱）
1箱 通常価格 ¥4,000(税抜)

¥3,880(税込¥4,268)
お申込番号 331-030

カネヨ石鹸

レモン石鹸 （288個）
1箱 通常価格 ¥7,886(税抜)

¥7,600(税込¥8,360)
お申込番号 331-031

●8個×36パック

オルディ ポリ袋エコノミー乳白（200枚）
お申込番号 商品種別（幅×深さ×厚さ） 通常価格 価格

331-023 45L（65×80㎝×0.025㎜） 1箱  ¥2,204(税抜) ¥2,090(税込¥2,299)

331-024 70L（80×90㎝×0.035㎜） 1箱  ¥3,963(税抜) ¥3,770(税込¥4,147)

331-025 90L（90×100㎝×0.035㎜） 1箱  ¥4,982(税抜) ¥4,780(税込¥5,258)

●材質／低密度ポリエチレン●色／乳白

グリーン購入
5kgのみサラヤ シャボネットユ・ムP‐5

お申込番号 商品種別 通常価格 価格

331-032 本体（1kg） 1本  ¥1,410(税抜) ¥1,380(税込¥1,518)

331-033 詰替（5kg） 1本  ¥3,060(税抜) ¥3,000(税込¥3,300)

●医薬部外品●ストレートタイプ

お子様の手に合わせた使いやすい
ソフトタイプのペーパータオル。

クリンペット

ハーフタオル（40パック）
1箱 通常価格 ¥5,960(税抜)

¥5,600(税込¥6,160)
お申込番号 331-026

●サイズ／シート：
110×200㎜
●400枚×40パック

お子様の手にも優しい、ソフトな肌ざわりの
小判サイズペーパータオル。

ユニバーサル・ペーパー

リビィ ペーパータオル
小判（50パック）
1箱 通常価格 ¥5,380(税抜)

¥4,900(税込¥5,390)
お申込番号 331-027

●サイズ／シート：
170×220㎜
●200枚×50パッ
ク

ユニバーサル・ペーパー

リビィ ペーパータオル
中判（40パック）
1箱 通常価格 ¥4,980(税抜)

¥4,730(税込¥5,203)
お申込番号 331-028

●サイズ／シート：
215×220㎜
●200枚×40パッ
ク

しっかりふきとる中判サイズ。
バージンパルプ100％。

アスト

¥2,740(税込¥3,014) ●幅114㎜●ミシン目入
●再生紙100％
●12R×8パック

ロダン シングル 60m×96R
1箱 通常価格 ¥2,880(税抜)

お申込番号 331-029
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ライン幅5㎝

使いやすいスタンダードモデル

厚さ約 2㎜の柔らか素材！

小分けタイプで保管に便利！

3㎏×5袋

水たまりに置くだけで一気に水を吸い上げます。
ペットボトル
500ml × 2 本分
吸い上げます。

ハンドル内のギアの働きで素早く巻き取れる

台部分が丸いから足が引っかかりません。
φ20㎜

φ20㎜

曲線にも使えるビニール製

直線が引きやすいポリプロピレン製

×10個

×4巻

秋の製作・イベントに！

エバニュー

スーパーライン引 F5
1台 通常価格 ¥9,505(税抜)

¥9,300(税込¥10,230)
お申込番号 331-359

●サイズ／W24×D27×H80.8㎝ ●重
量／2.8㎏●材質／鋼板製●容量／
炭酸カルシウム約8.5㎏●概算距離

（炭酸カルシウム）／約510m●粉止
板付

高さ18㎝

トーエイライト

ミニソフトラバーポイント10（10個）

1セット 通常価格 ¥4,150(税抜) ¥3,740(税込¥4,114)
お申込番号 カラー

331-382 青
331-383 オレンジ

331-384 黄

●サイズ／直径18×高さ18㎝、厚さ2㎜●重量／ 1個：100g●材質／ゴム

エバニュー

フィールドパウダー（15㎏）
1箱 通常価格 ¥2,553(税抜)

¥2,310(税込¥2,541)
お申込番号 331-360

●内容／ 3㎏×
5袋●材質／炭
酸カルシウム

3㎏×5袋

エバニュー

カラーフィールドパウダー（15㎏）

1箱 通常価格 ¥4,172(税抜) ¥3,900(税込¥4,290)
お申込番号 カラー

331-361 青

331-362 黄

お申込番号 カラー

331-363 緑

331-364 赤

●内容／ 3㎏×5袋●材質／炭酸カルシウム

トーエイライト

PVA吸水スポンジ1000㏄
1個 通常価格 ¥1,780(税抜)

¥1,660(税込¥1,826)
お申込番号 331-369

●サイズ／ 310×115×24㎜●吸
水／約1L●材質／ PVA

KDS

巻尺〈スピードタフミックリール〉50m
1個 通常価格 ¥6,560(税抜)

¥6,060(税込¥6,666)
お申込番号 331-368

●サイズ／テープ幅：12㎜、テープ厚
み：0.48㎜●目盛／表（白）：2㎜、裏

（黄）：5㎜●材質／本体：ABS樹脂、
巻尺：ガラス繊維

エバニュー

コーナーポスト40
1本 通常価格 ¥2,500(税抜)

¥2,400(税込¥2,640)
お申込番号 カラー

331-376 白

331-377 赤

331-378 ピンク

331-379 黄

331-380 青

331-381 緑

● サ イズ ／ 底 直 径30×高 さ40 ㎝
●重量／ 700g●材質／ポリエチレ
ン製●グランド固定ピン穴付●ポール
用縦横穴付（直径20㎜）

エバニュー

コーナーポスト65
1本 通常価格 ¥3,834(税抜)

¥3,700(税込¥4,070)
お申込番号 カラー

331-370 白

331-371 赤

331-372 ピンク

331-373 黄

331-374 青

331-375 緑

● サ イズ ／ 底 直 径36×高 さ65 ㎝
●重量／ 1.2㎏●材質／ポリエチレン
製●グランド固定ピン穴付●ポール用
縦横穴付（直径20㎜）

高さ65㎝ 高さ40㎝

ミカサ

ラインテープ（ビニール）
1セット 通常価格 ¥2,950(税抜)

¥2,840(税込¥3,124)
お申込番号 カラー

330-900 白

330-901 赤

330-902 青

330-903 黄

330-904 緑

● 内 容 ／ 4巻 入 ●50 ㎜×25m巻
●材質／ビニール

ミカサ

ラインテープ（ポリプロピレン）
1セット 通常価格 ¥2,050(税抜)

¥1,980(税込¥2,178)
お申込番号 商品種別

330-905 白

330-906 赤

330-907 青

330-908 黄

330-909 緑

● 内 容 ／ 2巻 入 ●50 ㎜×50m巻
●材質／ポリプロピレン●用途／バ
レー・バスケット用
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運動会やイベントの飾り付けに。

鮮やかなデザインでゴールの瞬間をより楽しく！

屋外用

オリジナル学級旗で
団結力を高めよう。

（作品例）

9 色と豊富な色数の
ハチマキを取り揃えました！
クラス分けやチーム分けに
使えます！

販売許可不要

×10本

新学期の必需品も特別価格
子供にピッタリのサイズで運動会に大活躍！

カラーのびーる手袋
1組 通常価格 ¥135(税抜) ¥118(税込¥129)
お申込番号 カラー

331-333 ①赤

331-334 ②黄

331-335 ③青

331-336 ④緑

331-337 ⑤ピンク

331-338 ⑥白

お申込番号 カラー

331-339 ⑦黒

331-340 ⑧蛍光ピンク

331-341 ⑨蛍光イエロー

331-342 ⑩蛍光ブルー

331-343 ⑪蛍光グリーン

331-344 ⑫蛍光オレンジ

●サイズ／全長約165㎜●材質／アクリル他
※大きさには多少のバラつきがございます。
※お届けする商品が写真と異なる場合がございます。

⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

万国旗（連結式）テトロン製 20カ国
1セット 通常価格 ¥6,172(税抜)

¥5,850(税込¥6,435)
お申込番号 331-309

●サイズ／旗：29×40㎝、全長：12.5m
●材質／旗：テトロン、紐：綿

万国旗（連結式）ポリエチレン製 20カ国
1セット 通常価格 ¥1,370(税抜)

¥1,286(税込¥1,414)
お申込番号 331-308

●サイズ／旗：27×37㎝、全長：9.5m
●材質／旗：ポリエチレン、紐：綿

エバニュー

カラーゴールインテープ
1本 通常価格 ¥1,848(税抜)

¥1,800(税込¥1,980)
お申込番号 331-347 ●サイズ／幅6㎝×長さ7m

●材質／ポリエステルポンジ

トーエイライト

旗立台
1台 通常価格 ¥1,920(税抜)

¥1,800(税込¥1,980)
お申込番号 331-358

●サイズ／直径23×パイプ内径3×高
さ20㎝●重量／約1.2㎏●材質／ス
チール製

トーエイライト

フラッグポール（6本）
1組 通常価格 ¥3,600(税抜)

¥3,460(税込¥3,806)
お申込番号 331-357

●サイズ／25.4×1600㎜●重量／
200g（本）●材質／PVC

エバニュー

等賞旗
1セット 通常価格 ¥3,570(税抜)

¥3,310(税込¥3,641)
お申込番号 331-356 ●6枚1組(1～ 6)●サイズ／旗：45×33㎝

●材質／ポリエステル

学級旗づくり
1枚 通常価格 ¥780(税抜)

¥720(税込¥792)
お申込番号 331-314

●サイズ／900×1000㎜●材質／
綿ブロード（白無地）●皮、ひも付

ハチマキ（10本）
商品種別

価格

カラー

幅4×長さ85㎝ 幅4×長さ110㎝
1組 通常価格 ¥1,000(税抜)

¥900
(税込¥990)

1組 通常価格 ¥1,080(税抜)

¥960
(税込¥1,056)

白 331-315 331-324
赤 331-316 331-325
黄 331-317 331-326
青 331-318 331-327
緑 331-319 331-328
ピンク 331-320 331-329
橙 331-321 331-330
紫 331-322 331-331
水色 331-323 331-332

エバニュー

ファースト信号器（双発）
1丁 通常価格 ¥3,320(税抜)

¥3,200(税込¥3,520)
お申込番号 331-310

●サイズ／14×14㎝●重量／500g
●材質／本体：スチール製、受皿・撃鉄：
真鍮合金製●連打防止装置付●ク
リーナー付
※エバニュー製の紙雷管をご使用くだ
さい。

エバニュー

ミニ雷管（100発）
1箱 通常価格 ¥615(税抜)

¥590(税込¥649)
お申込番号 331-459

●薬量0.01g以下（1発当たり）
●運動会用紙雷管（屋内使用もできます。）

●材質／綿100%
※長さには、多少のバラツキがございます。



14

5本組

抗菌 柔らか素材で踏んでも滑らず安心！

●内容／10枚（青、赤、白、緑、黄各2枚）組●サイズ／①外径41㎝内径36㎝厚さ4㎜、②
外径60㎝内径55㎝厚さ4㎜、③長さ60㎝幅2.5㎝厚さ4㎜●重量／①1.8㎏（組）②
2.6㎏（組）③850g（組）●材質／合成ゴム

トーエイライト ステップカラーラバー
お申込番号 商品種別 通常価格 価格

330-892  ①リング40 1セット  ¥6,350(税抜) ¥6,000(税込¥6,600)

330-893  ②リング60 1セット  ¥8,480(税抜) ¥8,050(税込¥8,855)

330-894  ③ライン60 1セット  ¥2,700(税抜) ¥2,580(税込¥2,838)

①

③

②

屋内外兼用

2台組

33㎜目ネットで
小さな玉も抜けにくい。

アジャスター
ゴム付

ワンタッチ
ストッパー

50個

耐久性の高いカラー玉
10個

集団演技を楽しもう！ 防水

秋の製作・イベントに！
新体操、障害物競走、
マスゲームやフラフー
プなど様々なシーンで
ご使用いただけます。

トーエイライト 体操リング
お申込番号 商品種別 通常価格 価格

330-895 ①φ40㎝ 1組  ¥3,200(税抜) ¥3,040(税込¥3,344)

330-896 ②φ60㎝ 1組  ¥3,700(税抜) ¥3,510(税込¥3,861)

330-897 ③φ80㎝ 1組  ¥4,860(税抜) ¥4,600(税込¥5,060)

330-898 ④φ85㎝ 1組  ¥4,900(税抜) ¥4,650(税込¥5,115)

●内容／5色1組（緑・白・青・黄・赤）●パイプ／径18㎜●重量（組）／①660g、②1㎏、
③1.4㎏、④1.5㎏●材質／ポリエチレン（抗菌）

この商品はご注文日から 約10営業日以内 の
お届けとなります。キャンセル・返品はご容赦願います。

メーカー
直送品

この商品はご注文日から 約10営業日以内 の
お届けとなります。キャンセル・返品はご容赦願います。

メーカー
直送品

トーエイライト

ワンタッチ紅白玉入台
1セット 通常価格 ¥27,800(税抜)

¥26,450(税込¥29,095)
お申込番号 810-214

●内容／赤白2色1組●サイズ／カゴ：
内径43㎝、高さ：1.75～2.7m●重
量／11㎏●下部ゴムキャップ付

玉入れ用玉（50個）
1セット 通常価格 ¥9,200(税抜)

¥8,600(税込¥9,460)
お申込番号 カラー

331-348 赤

331-349 白

●サイズ／直径約8㎝●重量／45g
（個）●材質／表面：綿、中身：おがくず

トーエイライト

カラー玉SL70（10個）
1セット 通常価格 ¥2,088(税抜)

¥1,900(税込¥2,090)
お申込番号 カラー

331-350 青

331-351 赤

331-352 白

331-353 黄

331-354 緑

●内容／同色10個セット●サイズ／直
径7㎝
●重量／60g（個）●材質／外被：合
成樹脂（PVC)、中身：樹脂粒子、綿糸

側面ローレット仕上げで
指をかけやすい形状。

防滴タイプ
（JIS防滴2型）

●サイズ／78×64×20㎜●重量／
44g●スプリット計測、時計表示、カレ
ンダー表示、アラーム機能●使用電池
／CR2032コイン型リチウム電池

タニタ

ストップウォッチTD-417
1個 通常価格 ¥1,680(税抜)

¥1,590(税込¥1,749)
お申込番号 330-912

プレイバルーン5色型
1セット 通常価格 ¥78,600(税抜)

¥73,800(税込¥81,180)
お申込番号 810-215

●配色／青・黄・緑・白・
赤●サイズ／直径7m
●重量／3㎏●材質／
ナイロンタフタ●付属
品／体操CD・収納バッ
グ●20～25人用

収納バッグ

体操CD付
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組立簡単！ワンタッチタープ！運動会やバザーなどイベントでのスペース確保に！

③②①
フレームの高さは
3段階調節

支柱フレームはプッシュ
ボタン式なので、簡単に
3段階の高さ調節が可
能です。

安全な
プッシュボタン式

フレームの上部肩口は
プッシュボタン式で、設
営・収納が簡単・安全に行
えます。

ベースブレードに
ペグ穴を装備

フレームのベースプレー
トは丈夫なスチール製。
ペグ用の穴を装備して
います。

便利な
キャリーバッグ付

2音

完成済で作る手間が省ける！
木枠の太鼓だから音もいい！

新学期の必需品も特別価格

この商品はご注文日から 約5営業日以内 の
お届けとなります。キャンセル・返品はご容赦願います。

メーカー
直送品

サンワサプライ

ハンズフリー拡声器スピーカー
1台 通常価格 ¥6,637(税抜)

¥6,280(税込¥6,908)
お申込番号 810-205

●サイズ／スピーカー：3インチ（直径
77.8㎜）、W80.5×D38×H100㎜
●重量／スピーカー：約215g、ヘッド
マイク：約35g●ケーブル長／約1m
●実用最大出力／ 10W●付属品／
ヘッドマイク×1、ストラップ×1、クリッ
プ×1、ACアダプタ（DC5V600mA）
×1、取扱説明書

大容量バッテリー内蔵で長時間使える。
首かけのできるストラップ付き

パール金属 クイックシェード
お申込番号 商品種別 通常価格 価格

331-365 ①200×200㎝（約11.5㎏）1台  ¥18,800(税抜) ¥17,600(税込¥19,360)

331-366 ②250×250㎝（約15.5㎏）1台  ¥22,200(税抜) ¥20,900(税込¥22,990)

331-367 ③300×300㎝（約17.5㎏）1台  ¥24,300(税抜) ¥22,900(税込¥25,190)

●高さ／ 257・248・239㎝（200×200㎝は237・228・219㎝）●材質／フライ：
ポリエステル150D（UV加工）、フレーム：鉄（粉体加工）●付属品／ペグ8本、ガイドロー
プ4本、ペグ収納用袋、キャリーバッグ

ペナントリボン
お申込番号 商品種別 通常価格 価格

331-311 大（7.6×100㎝） 1個  ¥360(税抜) ¥338(税込¥371)

331-312 中（5×60㎝） 1個  ¥208(税抜) ¥180(税込¥198)

331-313 小（3.8×30㎝） 1個  ¥136(税抜) ¥122(税込¥134)

●材質／レーヨン100％

トーエイライト

タグベルト90
1セット 通常価格 ¥698(税抜) ¥670(税込¥737)
お申込番号 カラー

330-913 赤

330-914 青

お申込番号 カラー

330-915 黄

330-916 緑

●内容／ベルト1本、タグ同色2本●サイズ／ベルト：幅2.5×90㎝（ウエスト
50 ～ 85㎝用）、タグ：5×32㎝●重量／ 40g●材質／ベルト：ポリプロピレン、
タグ：ナイロン、ウレタン

すぐに使える、
塗装済なるこ。

ビス付カラーなるこ（完成済）
1個 通常価格 ¥258(税抜)

¥220(税込¥242)
お申込番号 331-345

●サイズ／ 175×65×7㎜

㎜

●内容／太鼓、バチ
●サイズ／太鼓：φ203
×45㎜、バチ：φ12×
250㎜●材質／太鼓：
木材、紙、PE、バチ：木

完成済太鼓（バチ付）
1セット 通常価格 ¥648(税抜)

¥620(税込¥682)
お申込番号 331-346

トーエイライト

カラーリングバトン（6色）
1セット 通常価格 ¥2,180(税抜)

¥2,060(税込¥2,266)
お申込番号 331-355

●カラー／青・緑・赤・
黄・ 白・ オ レ ン ジ 
●サイズ／太さ2.7
×直径19㎝●重量
／ 60g（本）●ノン
スリップ シ ボ 加 工
●材質／低密度ポリ
エチレン

タグラグビーボール向けのタグ
運動会の競技にも！

●サイズ／約130×36×36㎜●重量／ 80g（電池含む）●音量／ 120dB
●電源／単4乾電池2本（動作確認用付属）

エバニュー

ピットナル3
1個 通常価格 ¥2,460(税抜) ¥2,340(税込¥2,574)

お申込番号 カラー

330-910 赤

お申込番号 カラー

330-911 青

聞き分けやすい2音切替式



全15曲

全15曲

全25曲

●ワイヤレスマイク3本、有線マイク2本まで同時使用可能。
　（ワイヤレスマイク2本目以降はチューナーユニットの増設が必要）
●マイクなどの小物収納スペースも確保。
●再生速度のコントロールが可能。
●（SD・USBのみ）再生スピードを変えたときの音程保持機能あり。
●（SD・USBのみ）よく使う音源を4曲までクイック再生ボタンに登録可能。
●�電源はAC100Vの他、単2乾電池（10本）、�
専用ニッケル水素充電池、自動車用アクセサリー電源が使用可能。
●CD挿入口に防塵用の蓋付き。

高音質で使いやすい
ポータブルワイヤレスアンプ。

CDプレーヤー装備SDカード,
USBメモリー対応 CDプレーヤー装備SDカード,
USBメモリー対応

810-202

TOA 800MHz帯ワイヤレスアンプ
お申込番号 商品種別 通常価格 価格

810-201 CD対応 1台  ¥127,000(税抜) ¥124,980(税込¥137,478)

810-202 CD・SD・USB対応 1台  ¥159,000(税抜) ¥156,400(税込¥172,040)

●サイズ／W298×D220×H460㎜
（ハンドル収納時）●重量／約7㎏●使
用電源／AC100V（50/60Hz）、単
2形アルカリ乾電池×10、専用ニッケ
ル水素充電池WB-WA2000、車載
バッテリー●消費電力／25W（電気
用品安全法）●定格出力／ AC時：
22W、DC時：18W［本体のみ］、
AC時：18W×2、DC時：15W×2［本
体＋外部スピーカー］●周波数特性／
50Hz〜15kHz（偏差−1dB±3dB）
●外部接続スピーカー／ 4〜 16Ω
（許容入力22W以上）

この枠内の商品はご注文日から 約10営業日以内 のお届けとなります。キャンセル・返品はご容赦願います。メーカー
直送品

TOA

ワイヤレスマイク�ハンド型
1本�通常価格 ¥33,230(税抜)

¥31,980(税込¥35,178)
お申込番号 810-203

●サイズ／全長231㎜、φ43.6㎜ (最
大)、φ27㎜ (最小)●重量／約180g(電
池含む)●材質／ ABS樹脂●使用電
池／単3形乾電池R6PUまたは専用
ニカド電池WB-1000(1個)●付属品
／マイクホルダー×1、単3形乾電池
(R6PU)×1、設定用ドライバー×1、カ
ラーマーク(6色)×1、チャンネルシール
×1、収納ケース×1

TOA

ワイヤレスマイク�タイピン型
1台�通常価格 ¥38,000(税抜)

¥36,600(税込¥40,260)
お申込番号 810-204

●サイズ／W62×
D19×H103㎜●重
量／約110g(電池含
む)●材質／ ABS樹
脂●使用電池／単3
形乾電池R6PUまた
は専用ニカド電池
WB-1000 (1個)
●付属品／首掛用マ
イクホルダー×1、単3
形 乾 電 池(R6PU)×
1、設定用ドライバー
×1、カラーマーク(6
色)×1、チャンネル
シール×1、収納ケー
ス×1

秋の製作・イベントに！　新学期の必需品も特別価格
人気アーティストの曲や、話題のテレビドラマ・映画の
主題歌など、最新J-POPソングをセレクト！

コロムビア

2021ポップ・ヒット・マーチ
～星影のエール/歌のエール・
メドレー～
1枚�通常価格 ¥2,800(税抜)

¥2,800(税込¥3,080)
お申込番号 330-889

【並足】
1.星影のエール(3:25/♩＝112)
2.テーマ・オブ・半沢直樹～ Main Title ～
(3:26/♩＝118)
3.香水(3:37/♩＝123)
4.ギガアイシテル(3:24/♩＝122)
5.月色Chainon(3:37/♩＝128)
6.千の風になって(3:01/♩＝120)
7.筒美京平トリビュート : POP ヒット・メドレー
<魅せられて～赤い風船～木綿のハンカチーフ～飛ん
でイスタンブール～また逢う日まで>
(5:30/♩=112 ～ 130)

【並足＆駆足】
8.これぞ！永遠のコメディー音楽♬ 

『8時だョ！全員集合』オープニング・テーマ～ドリフ音頭
（北海盆唄より）～ヒゲのテーマ～ドリフの早口ことば

【並足】
1.ファンタジック・マーチ・メドレー <ミッキーマウス・
マーチ～口笛ふいて働こう～くまのプーさん～ハイ・
ディドゥル・ディー・ディー～リーダーに続け>
(3:45/♩＝116 ～ 123)
2.全力少年(3:18/♩＝125)
3.Baby Shark(3:11/♩＝115)
4.キッズ・ヒット★だいすき メドレー <きみイロ～さあ！
～だいすきの木>(4:19/♩＝125 ～ 127)
5.おーい かばくん(2:42/♩＝126)
6.ぼよよんこうしんきょく(2:19/♩＝135)
7.筒美京平トリビュート : アニメ・ヒット・メドレー <サ
ザエさん～リンゴの森の子猫たち～おれは怪物くんだ
～だいすき>(3:49/♩＝127 ～ 135)

【駆足】
8.全力全開！ゼンカイジャー (3:41/♩＝176)

【並足マーチ(曲間拍つなぎミックス)】
1.オープニング・ファンファーレ 2021 (0:19/♩=124)
2.スマイル  ＊入場マスゲーム (2:54/♩=124)
3.香水　(3:23/♩=124)
4.夜に駆ける　(4:25/♩=124)
5.HELLO(3:22/♩=128)
6.ワタリドリ(3:44/♩=134)
7.星影のエール  ＊花いちもんめ風集団遊び(3:12/♩=112)

【駆足マーチ＆競技BGM】
8.Mela!(3:45/♩=144)
9.Rat-tat-tat  ＊競技:台風の目縄バージョン(3:08/♩=150)
10.Make you happy  ＊ポンポン・ダンス(3:24/♩=160)
11.廻廻奇譚(3:38/♩=170)
12.足跡  (4:09/♩=168)
13.タッチ  ＊保護者競技BGM(3:12/♩=160)

【パフォーマンス・マーチ】
14.(効果音) 荒波～ゴング音(0:33)

～ドリフのビバノン音頭～盆回り
(4:28/♩＝132 ～ 164)

【駆足】
9.Make you happy(3:05/♩＝160)
10.I LOVE…(4:07/♩＝172)
11.夜に駆ける(3:30/♩＝140)
12.虹(3:57/♩＝142)
13.男の勲章(2:55/♩＝180)
14.歌のエール・メドレー <ガッツだぜ‼～上を向い
て歩こう～明日があるさ～負けないで～俺たちの明日
>(4:33/♩＝135)
15.感電(4:27/♪＝206)

9.キッズ・ヒット★パラダイス メドレー <旅がらすワン
太郎～そうじきロック～スーパーワンのうた～ワンワン
パラダイス>(3:45/♩＝145 ～ 150)
10.げんき げんき ノンタン(3:25/♩＝150)
11.Birthday (4:11/♩＝152)
12.仮面ライダーメドレー〈昭和・平成・令和〉<レッツ
ゴー !!ライダーキック～ Life is SHOW TIME ～
climax jump ～仮面ライダーセイバー～ REAL×
EYEZ>(5:17/♩＝152 ～ 175)
13.えがおのまほう(2:51/♩＝198)
14.魔女っ子メドレー <おジャ魔女カーニバル!! ～ヒー
リングっど♥プリキュア Touch!!>

（3:24/♩=143 ～ 164）
15.お茶の間メドレー <吉本新喜劇のテーマ
(Somebody Stole My Gal) ～笑点のテーマ～ザ・
ヒット・パレード>(3:27/♩=170 ～ 186)

15.ヨー・ホー  <｢カリブの海賊｣より> ＊パフォーマ
ンス入場曲 (2:03/♩=120)
16.手のひらを太陽に＊準備体操  (3:02/♩=120) 
17.ファンキー !ずいずいずっころばし＊大玉転がし
BGM  (2:43/♩=146)
18.勇気100%＊パラバルーン(3:52/♩=142)
19.オクラホマ・ミキサー～マーチ・バージョン ＊フォー
クダンスBGM (3:30/♩=128)
20.虹  ＊準備体操・ストレッチ (3:22/♩=74)

【いろいろ使える音楽＆式典セット】
21.(気持ちを高めるBGM) 「ミッション・インポッシブル」(1:30)
22.(気持ちを高めるBGM) 「バック・トゥ・ザ・フュー
チャー」序曲(3:32)
23.(式典前の集合用BGM) 「インディ・ジョーンズ」メ
イン・テーマより(2:06)
24.見よ、勇者は帰る（2:04)
25.君が代 (1:07)

子どもたちが大好きな人気アニメの歌や、世代を超えて
知られる有名な曲をセレクト！

コロムビア

2021アニメ＆キッズ・
ヒット・マーチ～全力全開！
ゼンカイジャー /ファンタジック・
マーチ・メドレー～
1枚�通常価格 ¥2,800(税抜)

¥2,800(税込¥3,080)
お申込番号 330-890

運動場にがっつり映える迫力のサウンドと生演奏
ならではのグループ感！

キングレコード

スーパー・マーチ・ヒット・パレード2021
～Make�you�happy～
1枚�通常価格 ¥2,800(税抜)

¥2,800(税込¥3,080)
お申込番号 330-891
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