
2022春のセールカタログ
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）

902-316

今すぐWeb会員登録

200万種類以上の品揃え
理科・研究機器・介護・防災用品を中心に幅広い品揃え！
ほしい商品がきっと見つかります。カタログには掲載されていない

商品もお取り扱い
しています。

Web限定商品が買える

エデュースWebはこんなに便利！ とのECサイト連携がスタートしました！

※写真はイメージです。

カタログには掲載されていない
商品もお取り扱い
しています。

※写真はイメージです。

カタログには掲載されていない

エデュースのお買い物と
一緒に注文可能！ 
別々に決済する必要はありません。
同じカートでまとめて注文！ お支払いはいつもの販売店へ！

ほしい商品がきっと見つかります。

とのECサイト連携がスタートしました！

エデュースのお買い物と

We bでのご注文は
100円（税込）につき
2ポイントが付与され
ます。
※電話・FAXでのご注
文は1ポイントが付与さ
れます。

いつでもポイント2倍

景品例

春のセールカタログは
こちら

2022年
お値打ち品を
多数掲載！

お値打ち品を
多数掲載！春の2022202220222022202220222022202220222022年年年 多数掲載！多数掲載！多数掲載！多数掲載！多数掲載！多数掲載！多数掲載！多数掲載！多数掲載！多数掲載！多数掲載！多数掲載！多数掲載！多数掲載！多数掲載！多数掲載！多数掲載！多数掲載！多数掲載！多数掲載！多数掲載！多数掲載！多数掲載！多数掲載！多数掲載！多数掲載！多数掲載！多数掲載！多数掲載！多数掲載！多数掲載！多数掲載！多数掲載！春春春の

2022年1月11日（火）～4月20日（水）17：00までカタログ有効期間

79㎝ 103.8㎝

 ●エタノール濃度／80vol%●指定医薬部外品
  ※この商品は関東物流センターより出荷するため、地域によってお届けに時間がかかる場
合がございます。 

信和アルコール産業 アルコールクリーン80
お申込番号 商品種別 M価格 価格

331-751 ①本体1L（6本）  1箱      オープン    ¥  9,480  (税込¥  10,428  ) 
331-752 ②詰替5L（4本）コック付  1箱      オープン    ¥  20,880  (税込¥  22,968  ) 

エタノール濃度80vol％の日本製手指消毒液！
手荒れに配慮した保湿成分配合！

丈夫なスチール製の
足踏み式消毒液スタンド！

しっかり固定する
転倒防止タイプ！

期間限定品

期間限定品

① ②

エタノール
濃度80vol%

×6本
×4本

①

②

スタンドがうさぎ型の
アクリル製
パーティション

ティーエフサービス うさぎ型卓上用パーティション
お申込番号 商品種別 M価格 価格

332-262 幅600㎜  1セット    ¥  6,500  (税抜)  ¥  5,880  (税込¥  6,468  ) 
332-263 幅900㎜  1セット    ¥  8,500  (税抜)  ¥  7,700  (税込¥  8,470  ) 
 ●内容／パネル、スタンド×2、パネル用粘着ゴム×8、スタンド用すべり止めウレタンゴム×2
●サイズ／パネル：高さ600×厚み3㎜●材質／パネル：アクリル、スタンド：スチール 

Joy Factory 足踏み式消毒スタンド1L用
お申込番号 商品種別 M価格 価格

402-919 ①ロータイプ  1台    ¥  15,000  (税抜)  ¥  15,000  (税込¥  16,500  ) 
402-920 ②ハイタイプ  1台    ¥  12,900  (税抜)  ¥  12,900  (税込¥  14,190  ) 
 ●サイズ／①250×280×790㎜②250×280×1038㎜●重量／①約４kg②約４．５
kg●材質／スチール製（ペダル部分はステンレス）●日本製●付属品／パネル看板、ポン
プ固定用テープ、表紙シール、組立部品（専用工具付）
※薬液、ポンプは商品に含まれておりません。   

ティーエフサービス うさぎ型クランプパーティション
お申込番号 商品種別 M価格 価格

332-272 幅600㎜  1セット    ¥  9,800  (税抜)  ¥  8,880  (税込 ¥  9,768  ) 
332-273 幅900㎜  1セット    ¥  11,800  (税抜)  ¥  10,680  (税込¥  11,748  ) 
 ●内容／パネル、スタンド×2●サイズ／パネル：高さ600 ×厚み3㎜●材質／パネル：ア
クリル、スタンド：スチール   

スタンド裏面には
すべり止め
ウレタンゴムで
しっかり固定
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色画用紙

●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 M価オープン

￥1,325
(税込¥ 1,457 )

1包 M価オープン

￥663
(税込¥ 729 )

ぞう 331-913 331-978
うすみずいろ 331-914 331-979

みずいろ 331-915 331-980
あさぎ 331-916 331-981
そら 331-917 331-982

イルカ 331-918 331-983
うすあお 331-919 331-984

あお 331-920 331-985
わかくさ 331-921 331-986
マスカット 331-922 331-987

やなぎ 331-923 331-988
うすみどり 331-924 331-989
きみどり 331-925 331-990

こいきみどり 331-926 331-991
みどり 331-927 331-992

エメラルド 331-928 331-993
しらちゃ 331-929 331-994
うすちゃ 331-930 331-995
ちゃいろ 331-931 331-996
こげちゃ 331-932 331-997

こいこげちゃ 331-933 331-998
くり 331-934 331-999

くちばいろ 331-935 332-000
オリーブ 331-936 332-001

ゆき 331-937 332-002
ミルク 331-938 332-003

うすはいいろ 331-939 332-004
あかるいはいいろ 331-940 332-005

はいいろ 331-941 332-006
くらいはいいろ 331-942 332-007

くろ 331-943 332-008
くま（こいくろ） 331-944 332-009

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。

フレッシュカラーの
人気 10 色を
セットにしました！

商品種別

価格
カラー

4ツ切判
（100枚）

8ツ切判
（100枚）

1包 M価オープン

￥1,325
(税込¥ 1,457 )

1包 M価オープン

￥663
(税込¥ 729 )

バナナ 331-880 331-945
うすクリーム 331-881 331-946

クリーム 331-882 331-947
きいろ 331-883 331-948
レモン 331-884 331-949
ひよこ 331-885 331-950

ひまわり 331-886 331-951
みかん 331-887 331-952

オレンジ 331-888 331-953
かき 331-889 331-954

だいだい 331-890 331-955
しゅいろ 331-891 331-956

おうどいろ 331-892 331-957
はだいろ 331-893 331-958
うさぎ 331-894 331-959
ピンク 331-895 331-960

サーモン 331-896 331-961
うすもも 331-897 331-962
さくら 331-898 331-963
ピーチ 331-899 331-964
もも 331-900 331-965

フラミンゴ 331-901 331-966
こいもも 331-902 331-967

いちご（あかるいあか） 331-903 331-968
あか 331-904 331-969

きんぎょ（こいあか） 331-905 331-970
えんじ 331-906 331-971

ふじむらさき 331-907 331-972
あかむらさき 331-908 331-973

むらさき 331-909 331-974
ぐんじょう 331-910 331-975

ぶどう 331-911 331-976
あいいろ 331-912 331-977

色画用紙 フレッシュカラー
大王製紙

 ●内容／いちご、さくら、オレンジ、きいろ、きみどり、みどり、みずいろ、あお、ゆき、くろ×各10枚
●サイズ／ 4ツ切：392×543㎜、8ツ切：271×392㎜●坪量／ 122.1g/㎡●四六
判換算／ 105㎏●紙厚／約0.185㎜
※現物とは色が若干異なる場合がございます。   

大王製紙 色画用紙 フレッシュカラー 10色セット（100枚）
お申込番号 商品種別 M価格 価格

332-010 4ツ切  1セット      オープン    ¥  2,470  (税込¥2,717) 

332-011 8ツ切  1セット      オープン    ¥  1,235  (税込¥1,358) 
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色画用紙

また、キレイな状態でまた、キレイな状態で
保存しやすくなります。保存しやすくなります。

絵を飾る台紙として
使えば見栄えもバッチリ！
また、キレイな状態で
保存しやすくなります。保存しやすくなります。保存しやすくなります。保存しやすくなります。保存しやすくなります。保存しやすくなります。

切ったり切ったり切ったり切ったり切ったり切ったり切ったり切ったり切ったり切ったり切ったり切ったり切ったり切ったり切ったり切ったり切ったり切ったり切ったり切ったり切ったり切ったり切ったり切ったり切ったり切ったり切ったり切ったり切ったり切ったり切ったり切ったり切ったり切ったり切ったり切ったり切ったり切ったり切ったり切ったり
貼ったり
ちょうど良い
厚さ！

壁面装飾に！ 展示にも！

絵を飾る台紙として
使えば見栄えもバッチリ！
また、キレイな状態で

絵を飾る台紙として絵を飾る台紙として絵を飾る台紙として絵を飾る台紙として
使えば見栄えもバッチリ！使えば見栄えもバッチリ！使えば見栄えもバッチリ！使えば見栄えもバッチリ！
また、キレイな状態でまた、キレイな状態でまた、キレイな状態でまた、キレイな状態で
使えば見栄えもバッチリ！使えば見栄えもバッチリ！使えば見栄えもバッチリ！使えば見栄えもバッチリ！使えば見栄えもバッチリ！

使い方自由自在の
薄口色画用紙
使い方自由自在の

創造力！

薄口色画用紙色画用紙薄口色画用紙薄口色画用紙色画用紙
使い方自由自在の

創造力！創造力！

色画用紙色画用紙色画用紙色画用紙色画用紙色画用紙色画用紙薄口薄口色画用紙色画用紙色画用紙色画用紙色画用紙
使い方自由自在の使い方自由自在の
色画用紙

創造力！創造力！創造力！

色画用紙色画用紙色画用紙色画用紙色画用紙色画用紙色画用紙色画用紙色画用紙薄口薄口色画用紙色画用紙色画用紙色画用紙
使い方自由自在の使い方自由自在の

創造力！創造力！創造力！
使い方自由自在の

創造力！
使い方自由自在の

創造力！
使い方自由自在の使い方自由自在の使い方自由自在の使い方自由自在の使い方自由自在の使い方自由自在の使い方自由自在の使い方自由自在の使い方自由自在の使い方自由自在の
ふくらむ

① ② ③ ④

⑤ ⑥ ⑦ ⑧

⑨ ⑩

色画用紙フレッシュカラーに
ドット柄をプリントしました！
お誕生日表、行事予定表、プログラムなど
様々な行事や製作物をドットで演出！

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 M価 オープン

¥1,237
(税込¥ 1,360 )

1包 M価 オープン

¥606
(税込¥ 666 )

スノー 332-112 332-134
ライトピンク 332-113 332-135
サクラピンク 332-114 332-136

ピンク 332-115 332-137
レッド 332-116 332-138

ペールパープル 332-117 332-139
パープル 332-118 332-140

ライトブルー 332-119 332-141

商品種別

価格

カラー

4ツ切判
（100枚）

8ツ切判
（100枚）

1包 M価 オープン

¥1,237
(税込¥ 1,360 )

1包 M価 オープン

¥606
(税込¥ 666 )

スカイブルー 332-120 332-142
ブルー 332-121 332-143

ネイビーブルー 332-122 332-144
ライトグリーン 332-123 332-145
イエローグリーン 332-124 332-146

グリーン 332-125 332-147
クリームイエロー 332-126 332-148

イエロー 332-127 332-149

商品種別

価格

カラー

4ツ切判
（100枚）

8ツ切判
（100枚）

1包 M価 オープン

¥1,237
(税込¥ 1,360 )

1包 M価 オープン

¥606
(税込¥ 666 )

レモンイエロー 332-128 332-150
ペールオレンジ 332-129 332-151

オレンジ 332-130 332-152
レッドオレンジ 332-131 332-153

ブラウン 332-132 332-154
ブラック 332-133 332-155

●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

大王製紙

商品種別

価格

カラー

4ツ切判
（50枚）

8ツ切判
（50枚）

1包 M価オープン

￥1,080
(税込¥ 1,188 )

1包 M価オープン

￥621
(税込¥ 683 )

①いちご 332-156 332-166
②みずいろ 332-157 332-167
③みどり 332-158 332-168
④クリーム 332-159 332-169
⑤うすもも 332-160 332-170
⑥うすみずいろ 332-161 332-171
⑦きみどり 332-162 332-172
⑧はいいろ 332-163 332-173
⑨もも（ドットカラー） 332-164 332-174
⑩みずいろ（ドットカラー） 332-165 332-175

色画用紙 ドット柄

 ● サ イ ズ ／ 4ツ 切：370×543 ㎜、8ツ 切：271×
370㎜、ドット：約φ12㎜●坪量／ 122.1g/㎡●四六
判換算／ 105㎏●紙厚／約0.185㎜●裏面／白
  ※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合せください。 



3

白画用紙・ケント紙

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
特厚口
最厚口

100枚
8ツ切

9ツ切

4ツ切

8ツ切

4ツ切
薄口
中厚口 200枚

厚口
特厚口
最厚口

100枚

白色度
91％

優れた品質は子供たちの
創作意欲を高めます。

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。

ゴークラ 画用紙ゆきだるま 4ツ切
お申込番号 商品種別 M価格 価格

332-021 薄口　（200枚）＃8542 1包  ¥3,600(税抜) ¥1,674(税込¥1,841)

332-022 中厚口（200枚）＃9542 1包  ¥4,400(税抜) ¥1,962(税込¥2,158)

332-023 厚口　（100枚）＃1254 1包  ¥3,200(税抜) ¥1,377(税込¥1,514)

332-024 特厚口（100枚）＃1554 1包  ¥5,000(税抜) ¥1,593(税込¥1,752)

332-025 最厚口（100枚）＃1654 1包  ¥5,000(税抜) ¥2,052(税込¥2,257)

●サイズ／ 4ツ切：380×540㎜●坪量／薄口：102.4g/㎡、中厚口：114.5g/㎡、厚口：
150.6g/㎡、特厚口：186.7g/㎡、最厚口：198.8g/㎡●四六判換算／薄口：88.1㎏、
中厚口：98.4㎏、厚口：129.5㎏、特厚口：160.6㎏、最厚口：170.9㎏●紙厚／薄口：
約0.18㎜、中厚口：約0.2㎜、厚口：約0.27㎜、特厚口：約0.33㎜、最厚口：約0.35㎜

ゴークラ 画用紙ゆきだるま 8ツ切
お申込番号 商品種別 M価格 価格

332-016 薄口　（200枚）＃8582 1包  ¥1,800(税抜) ¥837(税込  ¥920)

332-017 中厚口（200枚）＃9582 1包  ¥2,200(税抜) ¥981(税込¥1,079)

332-018 厚口　（100枚）＃1258 1包  ¥1,600(税抜) ¥688(税込  ¥756)

332-019 特厚口（100枚）＃1558 1包  ¥2,500(税抜) ¥796(税込  ¥875)

332-020 最厚口（100枚）＃1658 1包  ¥2,500(税抜) ¥1,026(税込¥1,128)

●サイズ／ 8ツ切：380×270㎜●坪量／薄口：102.4g/㎡、中厚口：114.5g/㎡、厚口：
150.6g/㎡、特厚口：186.7g/㎡、最厚口：198.8g/㎡●四六判換算／薄口：88.1㎏、
中厚口：98.4㎏、厚口：129.5㎏、特厚口：160.6㎏、最厚口：170.9㎏●紙厚／薄口：
約0.18㎜、中厚口：約0.2㎜、厚口：約0.27㎜、特厚口：約0.33㎜、最厚口：約0.35㎜

ゴークラ 画用紙ゆきだるま 9ツ切　
お申込番号 商品種別 M価格 価格

332-012 薄口　（200枚）＃8592 1包  ¥1,600(税抜) ¥792(税込  ¥871)

332-013 中厚口（200枚）＃9592 1包  ¥2,000(税抜) ¥927(税込¥1,019)

332-014 厚口　（100枚）＃1259 1包  ¥1,400(税抜) ¥670(税込  ¥737)

332-015 最厚口（100枚）＃1659 1包  ¥2,300(税抜) ¥846(税込  ¥930)

●サイズ／ 9ツ切：252×358㎜●坪量／薄口：102.4g/㎡、中厚口：114.5g/㎡、厚口：
150.6g/㎡、最厚口：198.8g/㎡●四六判換算／薄口：88.1㎏、中厚口：98.4㎏、厚口：
129.5㎏、最厚口：170.9㎏●紙厚／薄口：約0.18㎜、中厚口：約0.2㎜、厚口：約0.27㎜、
最厚口：約0.35㎜

オキナ シルキー画用紙 8ツ切
お申込番号 商品種別 M価格 価格

332-026 薄口（200枚） 1包  オープン ¥801(税込  ¥881)

332-027 中厚口（200枚） 1包  オープン ¥954(税込¥1,049)

332-028 厚口（100枚） 1包  オープン ¥504(税込  ¥554)

332-029 特厚口（100枚） 1包  オープン ¥601(税込  ¥661)

332-030 最厚口（100枚） 1包  オープン ¥801(税込  ¥881)

●サイズ／ 8ツ切:380×270㎜●坪量／薄口:102.4g/㎡、中厚口:114.5g/㎡、厚口: 
126.5g/㎡、特厚口:150.6g/㎡、最厚口:204.8g/㎡●四六判換算／薄口:88㎏、中厚
口:98.5㎏、厚口:108.5㎏、特厚口:129.5㎏、最厚口:176㎏●紙厚／薄口:約0.17㎜、
中厚口:約0.19㎜、厚口:約0.2㎜、特厚口:約0.25㎜、最厚口:約0.33㎜

オキナ シルキー画用紙 4ツ切
お申込番号 商品種別 M価格 価格

332-031 薄口（200枚） 1包  オープン ¥1,584(税込¥1,742)

332-032 中厚口（200枚） 1包  オープン ¥1,872(税込¥2,059)

332-033 厚口（100枚） 1包  オープン ¥1,008(税込¥1,108)

332-034 特厚口（100枚） 1包  オープン ¥1,195(税込¥1,314)

332-035 最厚口（100枚） 1包  オープン ¥1,582(税込¥1,740)

●サイズ／ 4ツ切:380×540㎜●坪量／薄口:102.4g/㎡、中厚口:114.5g/㎡、厚口: 
126.5g/㎡、特厚口:150.6g/㎡、最厚口:204.8g/㎡●四六判換算／薄口:88㎏、中厚
口:98.5㎏、厚口:108.5㎏、特厚口:129.5㎏、最厚口:176㎏●紙厚／薄口:約0.17㎜、
中厚口:約0.19㎜、厚口:約0.2㎜、特厚口:約0.25㎜、最厚口:約0.33㎜

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

332-036 B5　B305 1包  ¥1,400(税抜) ¥789(税込  ¥867)

332-037 A4　A304 1包  ¥1,500(税抜) ¥1,134(税込¥1,247)

332-038 B4　B304 1包  ¥2,300(税抜) ¥1,512(税込¥1,663)

332-039 A3　A303 1包  ¥3,000(税抜) ¥2,160(税込¥2,376)

●サイズ／ B5：182×257㎜、A4：297×210㎜、B4：364×257㎜、A3：297
×420㎜●坪量／ 144.5g/㎡●四六判換算／ 125㎏●紙厚／ 0.16㎜

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 M価格 価格

332-040 B5　B505 1包  ¥1,800(税抜) ¥1,138(税込¥1,251)

332-041 A4　A504 1包  ¥2,000(税抜) ¥1,512(税込¥1,663)

332-042 B4　B504 1包  ¥3,000(税抜) ¥1,880(税込¥2,068)

332-043 A3　A503 1包  ¥4,000(税抜) ¥3,016(税込¥3,317)

●サイズ／ B5：182×257㎜、A4：297×210㎜、B4：364×257㎜、A3：297
×420㎜●坪量／ 200g/㎡●四六判換算／ 172㎏●紙厚／ 0.25㎜ 
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おりがみ・リボン・不織布

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㎜

15㎝

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

鮮やかな色、折りやすい素材の紙を
使用しておりますので、
子供達も安心して使用できます。

×30冊

全25色 15㎝

ゴークラ

サニボン不織布 10m巻
1巻 M価 ¥4,000(税抜) ¥2,700(税込¥2,970)

お申込番号 カラー

331-670 白

331-671 桃

331-672 水

331-673 黄

お申込番号 カラー

331-674 黄緑

331-675 濃緑

331-676 オレンジ

331-677 茶

お申込番号 カラー

331-678 赤

331-679 青

331-680 紫

331-681 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％

エヒメ紙工

教材用単色いろがみ
15㎝10色セット
1セット M価 ¥3,360(税抜)

¥1,900
(税込¥2,090)

お申込番号 332-069
●内容／あか、きいろ、もも、うすもも、
みどり、きみどり、あお、みず、金、銀
●1色100枚入

トーヨー

教育おりがみ（30冊）
15.0㎝角　27色27枚
1パック M価 ¥3,600(税抜)

¥1,880
(税込¥2,068)

●金銀各1枚入●坪量／ 54.3g/㎡
（一般色）、49g/㎡（金銀）●紙厚／
約0.07㎜（一般色）、約0.05㎜（金
銀）●折り方手本入

お申込番号 332-070

15㎝

コハクリボン　

331-635
331-636
331-637
331-638
331-639
331-640
331-641
331-642
331-643
331-644

331-645
331-646
331-647
331-648
331-649
331-650
331-651
331-652
331-653
331-654

331-655
331-656
331-657
331-658
331-659
331-660
331-661
331-662
331-663
331-664

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 M価 オープン

￥255
(税込¥280)

1巻 M価 オープン

￥300
(税込¥330)

1巻 M価 オープン

￥325
(税込¥357)

●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。

　

¥157(税込¥172)

●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。

ゴークラ

単色おりがみ（100枚）
1冊 M価 オープン

お申込番号 カラー

332-044 あか

332-045 ぼたん

332-046 もも

332-047 うすもも

332-048 きいろ

332-049 クリーム

332-050 アイスグリーン

332-051 きみどり

332-052 みどり

332-053 きだいだい

332-054 うすだいだい

332-055 オレンジ

332-056 だいだい

332-057 あお

332-058 そら

332-059 みず

332-060 むらさき

332-061 ふじ

332-062 べに

332-063 おうど

332-064 ちゃいろ

332-065 チョコ

332-066 ねずみ

332-067 くろ

332-068 しろ

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
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粘着テープ・セロハンテープ
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。
しっかり梱包できる強粘着設計。明るく美しい色味を取り揃えています。

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

灰色

透明 茶 空

白

緑若草

オレンジピンククリーム

紫青

黄黒

赤

カラーバリエーション豊富な10m巻 ×10巻

地球にやさしいセロテープ！天然素材！
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。

×30巻 ×30巻

カラー布粘着テープ＃384
1巻 M価 オープン

リンレイテープ

¥245
(税込¥269)

お申込番号 カラー

331-785 白

331-786 黄

331-787 ピンク

331-788 黄緑

331-789 オレンジ

331-790 スカイブルー

お申込番号 カラー

331-791 赤

331-792 緑

331-793 青

331-794 紫

331-795 シルバー

331-796 黒

●サイズ／50㎜幅×25m巻●厚さ／約0.2㎜

ニチバン セロテープ業務用35m
お申込番号 商品種別 M価格 価格

331-765 12㎜幅（10巻） 1パック  オープン ¥557(税込¥612)

331-766 15㎜幅（10巻） 1パック  オープン ¥663(税込¥729)

331-767 18㎜幅（10巻） 1パック  オープン ¥786(税込¥864)

331-768 24㎜幅（5巻） 1パック  オープン ¥560(税込¥616)

GPN
GPN

粘着力や低温への対応、ポリ袋や容器へのシール性や
透明度など品質の高いセキスイのセロテープ！

セキスイ セロテープ35m
お申込番号 商品種別 M価格 価格

331-769 12㎜幅（10巻） 1パック  オープン ¥441(税込¥485)

331-770 15㎜幅（10巻） 1パック  オープン ¥532(税込¥585)

331-771 18㎜幅（10巻） 1パック  オープン ¥623(税込¥685)

331-772 24㎜幅（5巻） 1パック  オープン ¥441(税込¥485)

リンレイテープ

布テープ＃383（30巻）
1箱 M価 オープン

¥4,382
(税込¥4,820)

お申込番号 331-797
●サイズ／50㎜幅×
25m巻 ● 厚 さ ／
0.15㎜

ニチバン

布粘着テープNo.121（30巻）
1箱 M価 オープン

¥6,310
(税込¥6,941)

お申込番号 331-798
●サイズ／50㎜幅×
25m巻 ● 厚 さ ／
0.21㎜

グリーン購入
GPN

セキスイ

エスロンビニールテープ
19㎜×10m（10巻）
1セット M価 オープン

¥522(税込¥574)

お申込番号 カラー

331-802 クリーム

331-803 ピンク

331-804 オレンジ

331-805 若草

331-806 緑

331-807 灰色

331-808 透明

331-809 茶

331-810 空

331-811 白

331-812 黒

331-813 黄

331-814 赤

331-815 青

331-816 紫

●厚さ／約0.2㎜●材質／ PVC

セキスイ

フィットライトテープ 50m
1巻 M価 オープン

¥471(税込¥518)

お申込番号 カラー

331-799 半透明

331-800 青

331-801 緑

●サイズ／50㎜幅×
50m巻●厚さ／約
0.105 ㎜ ● 基 材 ／
再生PET・PE
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両面テープ・平ゴム・ミシン糸・プラ板・粘土

ひつじのように、ふんわりやわらかく軽いねんどです。

●書類や図面などの貼り合わせに
●写真やスクラップの整理に
●レイアウトや編集作業に

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！

平ゴムのお徳用 100m 巻です。
幅4.5㎜ 幅6㎜

1 つで長持ち！
お買い得な大ボリューム 700m 巻。

ミシン糸 700m巻
1巻 M価 オープン

¥340(税込¥374)

お申込番号 カラー

331-668 白

331-669 黒

●サイズ／長さ700m巻●60番
●材質／ポリエステル●堅牢染
●普通地用

キーホルダーや
ペンダント作り、
いろいろな工作に！

芯材使用可

100g

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 M価格 価格

331-773    5㎜幅（24巻） 1箱  ¥4,840(税抜) ¥3,043(税込¥3,347)

331-774 10㎜幅（12巻） 1箱  ¥4,400(税抜) ¥2,687(税込¥2,955)

331-775 15㎜幅（10巻） 1箱  ¥4,950(税抜) ¥3,022(税込¥3,324)

331-776 20㎜幅（6巻） 1箱  ¥4,400(税抜) ¥2,687(税込¥2,955)

331-777 40㎜幅（3巻） 1箱  ¥4,400(税抜) ¥2,687(税込¥2,955)

●テープ1巻／20m●5㎜幅は1ホルダーに2巻入●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

●工作、手芸の仮止め・接着。
●ポスター類の貼り付けに。

紙・木材・プラスチック・金属などさまざまな素材に。

平ゴム（6コール）100m巻
1巻 M価 オープン

¥1,990
(税込¥2,189)

お申込番号 331-665
●サイズ／ 6コール：幅4.5㎜×長さ
100m巻●材質／ポリエステル

平ゴム（8コール）100m巻
1巻 M価 オープン

¥2,420
(税込¥2,662)

お申込番号 331-666
●サイズ／ 8コール：幅6㎜×長さ
100m巻●材質／ポリエステル

平ゴム（12コール）100m巻
1巻 M価 オープン

¥3,420
(税込¥3,762)

お申込番号 331-667
●サイズ／ 12コール：幅8.5㎜×長
さ100m巻●材質／ポリエステル

幅8.5㎜

透明プラスチック板 B4（5枚）
お申込番号 商品種別 M価格 価格

331-682 0.21㎜厚 1セット  ¥600(税抜) ¥455(税込¥500)

331-683 0.35㎜厚 1セット  ¥700(税抜) ¥530(税込¥583)

331-684 0.5㎜厚 1セット  ¥800(税抜) ¥605(税込¥665)

●サイズ／ 258×366㎜●材質／スチロール樹脂製
●軟化温度／ 70℃●ちぢむ温度／ 180℃前後（約1/6に縮小）

中部電磁器工業

ひつじのねんど
1個 M価 ¥250(税抜)

¥158(税込¥173)

お申込番号 331-763
●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。

●厚さ／約0.1㎜●基材／紙●粘着剤／アクリル系●テープ1巻／ 20m

Monf 一般用両面テープ
お申込番号 商品種別 M価格 価格

331-778  5㎜幅（30巻） 1箱  オープン ¥1,801(税込¥1,981)

331-779 10㎜幅（30巻） 1箱  オープン ¥2,602(税込¥2,862)

331-780 15㎜幅（20巻） 1箱  オープン ¥2,692(税込¥2,961)

331-781 20㎜幅（15巻） 1箱  オープン ¥2,602(税込¥2,862)

331-782 25㎜幅（12巻） 1箱  オープン ¥2,332(税込¥2,565)

331-783 30㎜幅（10巻） 1箱  オープン ¥2,602(税込¥2,862)

331-784 50㎜幅（6巻） 1箱  オープン ¥2,602(税込¥2,862)

きめが細かく、
手ざわりの良い白い油ねんど。

500g

油粘土白
1個 M価 ¥250(税抜)

¥169(税込¥185)

お申込番号 331-764
●サイズ／ 150×85×23㎜
●重量／ 500g

デビカ
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のり・接着剤・はさみ・ペーパーカッター
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。

2kg

（2㎏のみ）

グリーン購入
GPN

（2㎏のみ）

グリーン購入
GPN

4kg

高品質のでんぷんのり。
環境にやさしい天然でんぷん使用。
ホルマリンは使用しておりません。

2kg4kg

木工作・紙工作など幅広く使える接着剤。
木

紙

布

最後までムダなく使える
逆さ容器の定番木工用接着剤。 木 紙

布 皮

牛乳パックがサクサク切れる！ キャップ付

刃渡り 55㎜

フッ素コート
右右

左

ソニック

メガサク 学童はさみ
 1丁   M価     ¥  400  (税抜) 

 ¥  245  (税込¥269) 

お申込番号 商品種別

331-830 右手用／青

331-831 右手用／桃

331-832 左手用／黄

 ●全長／ 150㎜●刃渡り／ 55㎜
●材質／刃：ステンレス鋼、グリップ：
ABS・TPE●フッ素コート
●付属品／ネームタグ、キャップ   

×20本

×20本

×10本

×10本

最後まで無駄なく
使える逆さボトル

まとめてお得！

まとめてお得！
フエキ糊 補充用4㎏（4袋）
 1箱   M価     ¥   11,600   (税抜) 

 ¥  7,424  
(税込¥8,166) 

お申込番号 331-822
 ●4㎏×4袋 

フエキ

ヤマト ヤマトのり徳用
お申込番号 商品種別 M価格 価格

331-818 4kg  1袋    ¥  2,900  (税抜)  ¥  1,821  (税込¥2,003) 

331-817 2kg  1個    ¥  1,600  (税抜)  ¥  1,105  (税込¥1,215) 

 ●主成分／でんぷん（タピオカ）●付属品／ 2㎏ :ヘラ 

フエキ フエキ糊補充用
お申込番号 商品種別 M価格 価格

331-821 4kg  1袋    ¥  2,900  (税抜)  ¥  1,955  (税込¥2,150) 

331-820 2kg  1個    ¥  1,600  (税抜)  ¥  1,025  (税込¥1,127) 

 ●付属品／ヘラ 

ヤマトのり4㎏（4袋）
 1箱   M価     ¥  11,600  (税抜) 

 ¥  6,785  
(税込¥7,463) 

お申込番号 331-819

ヤマト

 ●4㎏×4袋   

コニシ ボンド 木工用
お申込番号 商品種別 M価格 価格

331-826 50g（20本）  1箱    ¥  3,400  (税抜)  ¥  1,855  (税込¥2,040) 

331-827 180g（10本）  1箱    ¥  3,300  (税抜)  ¥  1,881  (税込¥2,069) 
 ●主成分／酢酸ビニル樹脂   

エコマーク

セメダイン セメダイン木工用速乾
お申込番号 商品種別 M価格 価格

331-828 50ml（20本）  1箱    ¥  3,600  (税抜)  ¥  1,935  (税込¥2,128) 

331-829 180ml（10本）  1箱    ¥  3,500  (税抜)  ¥  1,935  (税込¥2,128) 

 ●主成分／酢酸ビニル樹脂   

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。

速乾タイプ

10g 22g

定番！固形アラビックの10本パック。
40g

ヤマト 固形アラビック（10本）
お申込番号 商品種別 M価格 価格

331-823 10g  1パック    ¥  900  (税抜)  ¥  559  (税込  ¥614) 

331-824 22g  1パック    ¥  1,750  (税抜)  ¥  1,040  (税込¥1,144) 

331-825 40g  1パック    ¥  2,600  (税抜)  ¥  1,520  (税込¥1,672) 

 ●材質／容器・中皿：再生PP、ツマミ・中芯：再生PE、キャップ：PP・PE 

グリーン購入
GPN

エコマーク

 ●内容／本体、フッ素コート丸刃、カッターマット、替刃用空ケース●サイズ／①W365×D517×
H82㎜、②W365×D640×H82㎜●重量／①2.6㎏、②3㎏●裁断幅／①310㎜、②433㎜  
※購入時はフッ素コート丸刃とカッターマットが本体に装着済みです。 

カール事務器 ディスクカッター・スリム 50枚
お申込番号 商品種別 M価格 価格

331-833 ①A4（DC-F5100）  1台    ¥  19,000  (税抜)  ¥  14,510  (税込¥15,961) 

331-834 ②A3（DC-F5300）  1台    ¥  23,000  (税抜)  ¥  16,050  (税込¥17,655) 

（2.5往復切断）
裁断枚数 約50枚盤面が折り畳めるのでコンパクトに収納！

折り畳むと省スペースで
収納ができます。

②

①
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描画用品・ペン
はじめて色を塗る面白さを実感 !! 濃厚で鮮やかな発色、

なめらかな描き心地のくれよん。

折れにくく、消しやすい色鉛筆！
ポリマー芯なので均一な品質です。

鮮やかな発色、優れた定着性、
なめらかな書き心地の高品質色芯です。

基本の 12 色に小学校 6 年間の授業で使いやすい
3 色をサービスした、芯だけでできたソフトな色鉛筆。

φ8×120㎜

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。

軽く、細く、よく書ける！低価格ながら安心の品質！
事務用に、宛名書きに、イラストに、色えんぴつ代わりに。

インキが衣服についても洗濯で落とせます。
食用染料など安全性に配慮したインキを使用。

×6セット

×3セット

×10本

×5セット

サクラクレパス クレパス太巻
お申込番号 商品種別 M価格 価格

332-078 12色  1セット    ¥  520  (税抜)  ¥  399  (税込¥438) 

332-079 16色  1セット    ¥  700  (税抜)  ¥  503  (税込¥553) 

 ●サイズ／ 12色：90×152×19㎜、16色：90×198×19㎜●ゴムバンド付    

GPN

サクラクレパス クーピー色鉛筆
お申込番号 商品種別 M価格 価格

332-071 12色  1セット    ¥  800  (税抜)  ¥  569  (税込¥625) 

332-072 18色  1セット    ¥  1,200  (税抜)  ¥  855  (税込¥940) 
 ●サイズ／１２色：２１６×１１６×１５㎜、１８色：２１６×１６５×１５㎜●付属品／削り器、消しゴム 

トンボ鉛筆

缶入り色鉛筆
 1組   M価     ¥  4,800  (税抜) 

 ¥  3,106  
(税込¥3,416) 

お申込番号 商品種別

332-073 12色（6セット）

332-074 24色（3セット）

 ●サイズ／12色：102×186×12㎜、
24色：185×200×12㎜ 

和信ペイント 水溶性つやだしニス
お申込番号 商品種別 M価格 価格

332-075 400ml  1本    ¥  1,500  (税抜)  ¥  1,080  (税込¥1,188) 

332-076 1L  1本    ¥  2,900  (税抜)  ¥  1,944  (税込¥2,138) 

332-077 4L  1本    ¥  10,200  (税抜)  ¥  7,182  (税込¥7,900) 

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

400ml 1L

4L

 1組   M価     ¥  5,250  (税抜) 

洗たくでおとせる
サインペン12色（5セット）

サクラクレパス

 ●内容／ちゃいろ、あか、ももいろ、だ
いだいいろ、うすだいだい、きいろ、き
みどり、みどり、そらいろ、あお、むらさ
き、くろ
●サイズ／ 115×165×14㎜ 

 ¥  3,940  
(税込¥4,334) 

お申込番号 332-191

 ¥  560  (税込¥  616  ) 

寺西化学工業

ラッションペン№300（10本）
 1箱   M価     ¥  800  (税抜) 

お申込番号 カラー

332-188 黒

332-189 赤

332-190 青

 ●サイズ／ 170×11×11㎜●線幅
／約0.4 ～ 0.6㎜   

赤 青黒

ぺんてる ぺんてるくれよん
お申込番号 商品種別 M価格 価格

332-106 12色  1セット    ¥  500  (税抜)  ¥  392  (税込¥  431  ) 

332-107 16色  1セット    ¥  680  (税抜)  ¥  534  (税込¥  587  ) 

 ●サイズ／ 12色：125×102×17㎜、16色：161×102×17㎜ 

ぺんてる

小学校色えんぴつ
12色＋3色
 1セット   M価     ¥  1,000  (税抜) 

 ¥  784  (税込¥  862  ) 

お申込番号 332-105
 ●サイズ／ 185×182×20㎜●付
属品／削り器、消しゴム、名前シール 
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サインペン・マーカー
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。

●サイズ／最大径14.2×全長143.3㎜
●線幅／約0.57㎜

プラチナ万年筆

ソフトペン赤インク（10本）
1箱 M価 ¥8,000(税抜)

¥5,440
(税込¥5,984)

お申込番号 332-176

グリーン購入
GPN

さらさら書けるアクリル繊維のペン先

×10本

×10本

×10本

×10箱 ×10パック

不透明インクなので金属・ガラス・プラスチック等にも書けます。
細字 中字 中字

太字

紙用だから裏うつりしない『紙用マッキー』
※半紙や辞書など紙質によっては裏うつりする場合があります。

三菱鉛筆

ユニプロッキー（10本）
1箱 M価 ¥1,500(税抜)

¥930
(税込¥1,023)

お申込番号 カラー

332-179 黒

332-180 赤

●サイズ／φ21.5×22.8×144.5㎜
●線幅／太：6㎜、細：1.2 ～ 1.8㎜

紙にはやっぱりプロッキー！
紙に書いても裏うつりしない！乾けば水に流れない！

GPN
グリーン購入
エコマーク

GPNグリーン購入エコマーク

GPN
グリーン購入
エコマーク GPN

グリーン購入
エコマーク

GPN
グリーン購入 GPN

グリーン購入

GPN
グリーン購入

三菱鉛筆 ユニプロッキー
お申込番号 商品種別 M価格 価格

332-181 ①8色 1セット  ¥1,200(税抜) ¥800(税込  ¥880)

332-182 ②10色 1セット  ¥1,500(税抜) ¥1,000(税込¥1,100)

332-183 ③12色 1セット  ¥1,800(税抜) ¥1,210(税込¥1,331)
●内容／①：黒、赤、青、緑、ソフトピンク、黄、水色、茶、②：①+橙、紫、③：②+黄緑、黄土色

ケースに入ったプロッキーの多色セット。

③150×265×26㎜②150×220×26㎜①150×177×23㎜

プラチナ万年筆

ソフトペン専用スペアインク赤（40本）
1箱 M価 ¥2,000(税抜)

●4本入×10箱

¥1,380
(税込¥1,518)

お申込番号 332-177

ゼブラ

紙用マッキー 8色セット
1セット M価 ¥1,200(税抜)

●黒、赤、青、黄、緑、ピンク、オレンジ、
ライトブルー
●サイズ／ 143×171×24㎜

¥790(税込¥869)

お申込番号 332-192

三菱鉛筆

ユニポスカ中字 8色セット
1セット M価 ¥1,600(税抜)

●内容／青、緑、水、黄、赤、桃、白、黒

¥990
(税込¥1,089)

お申込番号 332-185

プラチナ万年筆

ソフトペン専用チップ（30本）
1箱 M価 ¥1,000(税抜)

●3本入×10パック

¥690(税込¥759)

お申込番号 332-178

三菱鉛筆

ユニポスカ太字 8色セット
1セット M価 ¥2,000(税抜)

¥1,320
(税込¥1,452)

お申込番号 332-187
●内容／青、緑、水、黄、赤、桃、白、黒 

三菱鉛筆

ユニポスカ中字 15色セット
1セット M価 ¥3,000(税抜)

●内容／紫、桃、赤、橙、山吹、水、緑、 
黄緑、黄、薄橙、青、茶、白、灰、黒

¥1,840
(税込¥2,024)

お申込番号 332-186

三菱鉛筆

ユニポスカ細字 15色セット
1セット M価 ¥3,000(税抜)

●内容／紫、桃、赤、橙、山吹、水、緑、
黄緑、黄、薄橙、青、茶、白、灰、黒

¥2,020
(税込¥2,222)

お申込番号 332-184

ぺんてる

ぺんてるサインペン（10本）
1箱 M価 ¥1,000(税抜)

¥728(税込¥800)

お申込番号 カラー

332-255 黒

332-254 赤

●サイズ／φ13×133㎜
●線幅／ 0.8㎜●水性染料
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マーカー・鉛筆削器・修正具

ムダ削りを防ぎます。 ムダ削り防止

消しゴムのベストセラー。 グリーン購入

① ②

③

クセになる、なめらかな書き味。

×4台

×3台
×40個 ×30個

×30個

×10本 ×10本

×10本

×10個

ゼブラ ハイマッキー・マッキー極細セット
お申込番号 商品種別 M価格 価格

332-195 ①ハイマッキー 8色 1セット  ¥1,200(税抜) ¥780(税込 ¥858)

332-196 ②ハイマッキー 12色 1セット  ¥1,800(税抜) ¥1,120(税込¥1,232)

332-197 ③マッキー極細 8色 1セット  ¥960(税抜) ¥620(税込 ¥682)

332-198 ④マッキー極細 12色 1セット  ¥1,440(税抜) ¥940(税込¥1,034)

●内容／ 8色：黒・青・赤・緑・黄・ピンク・紫・茶、12色：8色＋ライトブルー・ 
ライトグリーン・オレンジ・ライトブラウン

①144×170×25㎜ ②144×257×25㎜ ③143×95×16㎜ ④143×141×16㎜

紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・
金属・ビニール類などいろいろな物に書ける！

●サイズ／ 145×111×106㎜●重量／ 1,100g●吸盤付●S-JET認証
●ムダ削り防止●オーバーヒート防止●安全オートストッパー●1年間保証付

¥6,680
(税込¥7,348)

アスカ

電動シャープナー EPS121（3台）
1組 M価 オープン

お申込番号 カラー

332-204 ピンク

332-205 ブルー

お申込番号 カラー

332-206 ホワイト

332-207 ブラック

ムダ削り防止

パワーが強く
シャープに削れる！

GPN
グリーン購入
エコマーク

GPN
グリーン購入

使いやすいヨコ引き修正テープの詰め替えタイプ。
エコマーク

アスカ

えんぴつけずりきPS60（4台）
1組 M価 オープン

¥2,790
(税込¥3,069)

お申込番号 カラー

332-202 ブルー

332-203 ピンク

●サイズ／ 75×148×155㎜
●重量／約289g

カール事務器

鉛筆削器ハイストロング
1台 M価 ¥2,500(税抜)

¥1,660
(税込¥1,826)

お申込番号 カラー

332-200 ブルー

332-201 レッド

●サイズ／ 81×145×154.5㎜
●重量／ 420g

トンボ鉛筆 消しゴム MONO
お申込番号 商品種別 M価格 価格

332-208 ①小（40個） 1箱  ¥2,400(税抜) ¥1,350(税込¥1,485)

332-209 ②中（30個） 1箱  ¥2,400(税抜) ¥1,420(税込¥1,562)

332-210 ③大（30個） 1箱  ¥3,000(税抜) ¥1,840(税込¥2,024)

ゼブラ

ハイマッキー黒（10本）
1箱 M価 ¥1,500(税抜)

●サイズ／φ21.8×140.8㎜●線幅
／細：1.5 ～ 2.0㎜・太：6.0㎜

¥970(税込¥1,067)

お申込番号 332-193

トンボ鉛筆

修正テープ モノYX 5㎜幅12m
1個 M価 ¥400(税抜)

¥250(税込¥275)

お申込番号 332-211

●本体サイズ／
50×19×88㎜
●材質／
再生スチロール樹脂

トンボ鉛筆

モノYX用カートリッジ 5㎜幅（10個）
1箱 M価 ¥2,500(税抜)

¥1,580
(税込¥1,738)

お申込番号 332-212

●本体サイズ／
51×14×88㎜
●材質／
再生スチロール樹脂

三菱鉛筆

ジェットストリーム0.5㎜ 黒（10本）
1箱 M価 ¥1,500(税抜)

¥1,020
(税込¥1,122)

お申込番号 332-199
●サイズ／φ11.3×139.6㎜
●ボール径／ 0.5㎜

ゼブラ

マッキー極細黒（10本）
1箱 M価 ¥1,200(税抜)

●サイズ／φ11.9×141.8㎜●線幅
／極細：0.5㎜・細：1.0 ～ 1.3㎜

¥770(税込¥847)

お申込番号 332-194

確かな切れ味で愛されているロングセラー。
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ノート・ブックカバー

50m巻きの経済性に優れた
カバーフィルムです。

有機溶剤を使用しない水溶性糊を使用。黄ばみなどの経年変化がなく、
書籍や作品を傷めることがありません。

フィルムルックス ブックカバー E（50m巻）
お申込番号 商品種別 M価格 価格

332-080 19㎝  1巻    ¥  5,900  (税抜)  ¥  4,234  (税込 ¥4,657) 

332-081 21㎝  1巻    ¥  6,500  (税抜)  ¥  4,715  (税込 ¥5,186) 

332-082 25㎝  1巻    ¥  7,800  (税抜)  ¥  5,555  (税込 ¥6,110) 

332-083 28㎝  1巻    ¥  8,600  (税抜)  ¥  6,155  (税込 ¥6,770) 

332-084 30㎝  1巻    ¥  9,300  (税抜)  ¥  6,840  (税込 ¥7,524) 

お申込番号 商品種別 M価格 価格

332-085 32㎝  1巻    ¥  10,400  (税抜)  ¥  7,479  (税込 ¥8,226) 

332-086 36㎝  1巻    ¥  11,000  (税抜)  ¥  7,861  (税込 ¥8,647) 

332-087 40㎝  1巻    ¥  12,400  (税抜)  ¥  9,155  (税込¥10,070) 

332-088 50㎝  1巻    ¥  16,400  (税抜)  ¥  11,726  (税込¥12,898) 
 ●サイズ／厚さ80ミクロン●材質／ポリプロピレン 

さんすうの
定番学習帳。

×10冊

キャンパスノート （10冊）コクヨ

A4サイズ
30枚

A4サイズ
50枚

セミB5サイズ
30枚

B6サイズ
40枚

A6サイズ
48枚

1パック M価 ¥3,100(税抜)

￥2,232
(税込¥ 2,455 )

1パック M価 ¥4,700(税抜)

￥3,384
(税込¥ 3,722 )

1パック M価 ¥1,700(税抜)

￥1,035
(税込¥ 1,138 )

1パック M価 ¥1,200(税抜)

￥846
(税込¥ 930 )

1パック M価 ¥1,200(税抜)

￥846
(税込¥ 930 )

A罫（7㎜幅） 332-095 332-097 332-099 332-101 332-103
B罫（6㎜幅） 332-096 332-098 332-100 332-102 332-104

   ●行数／ A4サイズ:A罫（35行）B罫（41行）、セミB5サイズ:A罫（30行）B罫（35行）、B6サイズ:A罫（22行）B罫（26行）、
A6サイズ:A罫（18行）B罫（21行） 

商品種別

価格

罫線幅

セミB5

セミB5

十字リーダー入り

十字リーダー入り

学習帳 かんじれんしゅう 50字
 1冊   M価     ¥  190  (税抜) 

 ● サ イ ズ ／ 252×
179×3㎜●30枚   

 ¥  138  (税込¥151) 

お申込番号 331-612

サクラクレパス

セミB5

ショウワノート

ジャポニカセクション5㎜方眼
 1冊   M価     ¥  190  (税抜) 

 ¥  142  (税込¥  156  ) 

お申込番号 カラー

331-624 青

331-626 紫

331-627 緑

331-628 黄

331-629 桃

 ● サ イ ズ ／ セ ミ
B5(252×179×3㎜ )
●本文／３０枚●付属
品／科目シール   

表紙がよりシンプルに、機能的に！ キャンパスノートのデザインを生かしつつ、
ドラえもんの魅力をたっぷり詰め込みました。

大人気！鬼滅学習帳 5㎜方眼

ショウワノート

鬼滅の刃 学習帳 5㎜方眼
 1冊   M価     ¥  250  (税抜) 

 ¥  194  (税込¥  213  ) 

お申込番号 商品種別

331-632 A 鬼滅の刃

331-633 B 鬼滅の刃 鬼殺隊

 ● サ イ ズ ／ セ ミ
B5(252×179×3㎜ )
●本文／３０枚●付
属品／科目シール   

セミB5 セミB5
セミB5

人気イラストレーター
米津祐介氏が
クレパス画で描いた
可愛らしい表紙です。

豊かな心を育むノート。
表紙裏には心が和む
お話が書かれています。

期間限定品期間限定品
期間限定品

ショウワノート

キャンパスノート
ドラえもん （5㎜方眼罫）
 1冊   M価     ¥  200  (税抜) 

 ¥  153  (税込¥  168  ) 

お申込番号 カラー

331-619 青

331-620 紫

331-621 緑

331-622 黄

 ● サ イ ズ ／ セ ミ
B5(252×179×3㎜)
●本文／３０枚●付属
品／科目シール   

サクラクレパス

学習帳 こくご
 1冊   M価     ¥  190  (税抜) 

 ¥  138  (税込¥  151  ) 

お申込番号 商品種別

331-614 12マス

331-613 15マス  ● サ イ ズ ／ 252×
179×3㎜●30枚   

サクラクレパス

学習帳 算数
 1冊   M価     ¥  190  (税抜) 

 ¥  138  (税込¥  151  ) 

お申込番号 商品種別

331-616 ①14マス

331-615 ②5㎜方眼

 ● サ イ ズ ／ 252×
179×3 ㎜ ●30枚
● 付 属 品 ／ ② イン
デックスシール   

①

②

A

B

© 藤子プロ・小学館・テレビ
朝日・シンエイ・ADK

© 吾峠呼世晴／集英社・アニ
プレックス・ufotable
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ファイル
片方のリングを軽くひねるだけで
簡単に開く、ツイストオープンタイプの
リングファイルです。

GPN
グリーン購入

GPN
グリーン購入

GPN
グリーン購入
エコマーク

軽く耐久性に優れた発泡PP表紙。
PP製なので水をはじき、
汚れも拭き取れます。

キャリアパスポートに
おすすめ

リーズナブルな PP 製の
パンチレスファイル！
再生ポリプロピレンを
50％使用

GPN
グリーン購入

GPN
グリーン購入

GPN
グリーン購入

おトクな100枚入です。
トップインタイプ

30穴

GPN
グリーン購入

×6パック

より多くの書類をとじるなら、
D型リングのファイルがおすすめ。

見開きで2倍サイズの用紙が入る！

40ポケット

A4/A3サイズ

サイドインタイプ

×100冊

×10冊

×10冊

×10冊

×10冊

×10冊

透明三角
ポケット付

フラットファイルA4S（100冊）
 1箱   M価       オープン   

 ¥  2,609  
(税込¥2,869) 

お申込番号 カラー

331-835 グレー

331-836 ピンク

331-837 黄

331-838 水

331-839 緑

 ● サ イズ ／ 307×231×背 幅18 ㎜
●収容枚数／約150枚●紙厚／ 0.41
～ 0.42㎜●表紙材質／再生紙   

ライオン事務器

LIHIT LAB.

リングファイルA4S（背幅27㎜）10冊
 1パック   M価     ¥  4,300  (税抜) 

 ¥  2,548  
(税込¥2,802) 

お申込番号 カラー

331-847 赤

331-848 橙

331-849 黄

331-850 黄緑

331-851 緑

331-852 青

 ●サイズ／ 306×238×27㎜●表
紙材質／ポリプロピレン（1.0㎜厚）
●収容枚数／約150枚 

コクヨ

フラットファイル＜PP＞A4S（10冊）
 1パック   M価     ¥  2,100  (税抜) 

 ¥  1,298  
(税込¥1,427) 

お申込番号 カラー

331-840 青

331-841 緑

331-842 グレー

331-843 ピンク

331-844 黄

331-845 オレンジ

331-846 黄緑

 ●サイズ／ 307×231×20㎜●表紙
材質／発泡PP●収容枚数／約150枚   

LIHIT LAB.

リクエストパンチレスファイルA4S（10冊）
 1パック   M価     オープン 

 ¥  1,580  
(税込¥1,738) 

お申込番号 カラー

331-864 赤

331-865 黄

331-866 黄緑

331-867 青

 ●サイズ／ 306×239×15㎜●表
紙材質／ポリプロピレン（0.7㎜厚）
●収容枚数／約120枚 

LIHIT LAB.

クリヤーポケットA4S30穴（100枚）
 1パック   M価     オープン 

 ¥  900  
(税込¥990) 

お申込番号 331-868
 ●A4S30穴（2・4穴兼用）●材質／
PP（生地厚0.06㎜） 

キングジム

クリアーホルダー A4（600枚）
 1箱   M価     ¥  8,400  (税抜) 

 ¥  5,830  
(税込¥6,413) 

お申込番号 331-869
 ●内容／ 100枚入×6パック●サイズ
／ 310×220㎜●生地厚／ 0.2㎜
●材質／ポリプロピレン（乳白色） 

LIHIT LAB.

D型リングファイルA4S（背幅34㎜）（10冊）
 1パック   M価     オープン 

 ¥  2,480  
(税込¥2,728) 

お申込番号 カラー

331-853 白

331-854 赤

331-855 黄

331-856 黄緑

331-857 青

331-858 黒

 ●サイズ／ 306×251×34㎜●リン
グ内寸／ 25㎜●表紙材質／ポリプロ
ピレン（1.2㎜厚）●収容枚数／約
230枚 

LIHIT LAB.

クリヤーブックサイドベンツ
A4/A3 20枚（40ポケット）（10冊）
 1パック   M価     オープン 

 ¥  3,180  
(税込¥3,498) 

お申込番号 カラー

331-859 白

331-860 赤

331-861 黄

331-862 黄緑

331-863 青

 ●サイズ／ 312×240×16㎜●材
質／ポリプロピレン（表紙0.7㎜厚、ポ
ケット0.03㎜厚） 

期間限定品

期間限定品
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チョーク・黒板ふきクリーナー・黒板消し

GPN
グリーン購入

GPN
グリーン購入

1440
本

72
本

グリーン購入
GPN

72
本

グリーン購入
GPN 72

本

グリーン購入
GPN

グリーン購入
GPN

強力な集じん力と運転音を抑えた設計！

ライオン事務器

黒板ふきクリーナー
EC‐1
 1台   M価     ¥  14,200  (税抜) 

 ¥  9,220  
(税込¥10,142) 

お申込番号 332-213

●サイズ／ 260×158×185㎜  ●重量／ 1.8㎏ ●材
質／ポリプロピレン、ABS樹脂 ●集じん容量／ 210g 
●消費電力／約320W ●コード長／約2.1m●付属品
／外袋・スポンジフィルター 

馬印

黒板消し 大（12個）
 1 セット  M価     ¥  6,000  (税抜) 

 ¥  3,580  
(税込¥3,938) 

お申込番号 332-216  ●サイズ／ 174×74×45㎜ 

コシが強くて頻繁な使用でも
手首が疲れにくい。

特殊構造により丈夫で長持ち。

丈夫で使いやすい定番ラーフル！

日本理化学

ダストレスラーフルL（12個）
 1セット   M価     ¥  4,800  (税抜) 

 ¥  2,840  
(税込¥3,124) 

お申込番号 332-214  ●サイズ／ 160×70×45㎜
●材質／コール天   

日本理化学

ダストレスラーフルJ（6個）
 1セット   M価     ¥  5,400  (税抜) 

 ¥  3,180  
(税込¥3,498) 

お申込番号 332-215  ●サイズ／ 300×70×45㎜
●材質／コール天   

カラーユニバーサルデザイン認証で
色の違いが識別しやすい色覚対応！

鮮やかではっきりと見える発色！

環境にやさしいホタテ貝殻を配合した、ソフトでなめらかな
文字が書けるダストレスチョーク !

日本理化学

ダストレスチョーク
白（1440本）
 1セット   M価     ¥  18,000  (税抜) 

 ¥  9,480  
(税込¥10,428) 

お申込番号 332-217
 ●内容／ 72本×20箱●サイズ／φ11.2
×63.5㎜●材質／炭酸カルシウム 

日本理化学

ダストレスチョーク
 1箱   M価     ¥  1,800  (税抜) 

 ¥  1,020  
(税込¥1,122) 

お申込番号 カラー

332-218 赤

332-219 黄

332-220 青

332-221 緑

 ●内容／ 72本●サイズ／φ11.2×
63.5㎜●材質／炭酸カルシウム   

ダストレスeyeチョーク
 1箱   M価     ¥  1,800  (税抜) 

日本理化学

 ¥  1,030  
(税込¥1,133) 

お申込番号 カラー

332-222 朱赤

332-223 黄　

332-224 青　

332-225 緑　

 ●内容／ 72本●サイズ／φ11.2×
63.5㎜●材質／炭酸カルシウム   

日本理化学

ダストレス学校用蛍光チョーク
 1箱   M価     ¥  2,500  (税抜) 

 ¥  1,675  
(税込¥1,842) 

お申込番号 カラー

332-226 赤

332-227 黄

332-228 緑

332-229 橙

 ●内容／ 72本●サイズ／φ11.2×
63.5㎜●材質／炭酸カルシウム 

×12個

×12個

×20箱

×6個
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マグネット・タイマー・ホワイトボード

20㎜

10㎜

（原寸大）カット有

スタンド付

マグネット付

つやなし

両面磁石

薄くて丈夫なアルミフレーム！

マグネットOK

たてよこ使用可

LL

3L

M L

トレーもフレーム側面の溝に
スライドで簡単に取り付け

両面無地タイプのキャスター脚付ホワイトボード。
マグネットOK
グリーン購入

ワンタッチストッパーで
スムーズに板面を回転

厚手の紙や重ねた紙・シートなどもがっちり固定できる強力マグネット！
取り付け面を傷つけないなめらかな両面塗装。

罫線入りで書きやすい。

マグネット

マグネットOK

10㎜方眼入り

たてよこ使用可

●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 M価 ¥4,500(税抜)

¥1,690
(税込¥1,859)

お申込番号 332-231

・�テスト中など音を出したくない環境で操作する際に便利な�
『サウンドOFF機能』
・�アラームの作動を目で確認できる『表示点滅機能』

黒板への付け外しがしやすく
教室の後方からでもよく見える。

マグタッチシート両面S（50枚）
1箱 M価 ¥2,750(税抜)

ベロス

¥1,520
(税込¥1,672)

お申込番号 カラー

332-232 黄・白

332-233 緑・黄

●サイズ／ 30×
100×1.0㎜
●両面磁石
●つやなし
●10枚×5パック
※一度書いた文
字は消えません

●サイズ／ W1926×D610×H1840㎜
●付属品／ボードマーカー黒・赤各1本、イレーザー 1個、マグネット2個、専用工具

馬印 脚付両面ホワイトボード
お申込番号 商品種別 M価格 価格

810-224 スチール（板面：181×91㎝） 1台  ¥61,800(税抜) ¥41,280(税込¥45,408)

810-225 ホーロー（板面：181×91㎝） 1台  ¥70,000(税抜) ¥45,980(税込¥50,578)

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

ベロス

スク－ルマグタッチ18㎜（50個）
1箱 M価 ¥4,750(税抜)

¥2,790
(税込¥3,069)

お申込番号 カラー

332-234 赤

332-235 白

332-236 黄

332-237 緑

332-238 青

●サイズ／φ18×9㎜●保持枚数／
A4コピー用紙約30枚

マグエックス

アプライホワイトボードN（20枚）
1組 M価 ¥29,000(税抜)

¥17,100
(税込¥18,810)

お申込番号 332-230
●サイズ／ 300×420×7㎜●重量
／約380g●付属品（1枚あたり）／
マグネット2個、イレーザー付きマー
カー（黒）、トレイ、吊り下げ紐、吸盤フッ
ク●暗線（10㎜方眼）入り

¥7,106
(税込¥7,816)

●サイズ／本体：W235×D145×H21㎜、液晶：
W220×H115㎜●重量／ 420g（乾電池除く）●タ
イマー機能（カウントダウン＜リピート機能・点滅機能
付＞・ストップウォッチ）、アラーム機能、時計機能、サウ
ンドOFF機能（操作音及びアラーム音）●電源／単4乾
電池2本使用（別売）●背面マグネット、スタンド付

鈴木楽器

スクールタイマー 5plus
1台 M価 ¥8,800(税抜)

お申込番号 331-606

×10パック

×5パック

×50個

×20枚

アスカ 薄型アルミ枠ホワイトボード
お申込番号 商品種別 M価格 価格

332-256 M（450×300㎜） 1枚  ¥1,600(税抜) ¥1,020(税込¥1,122)

332-257 L（600×450㎜） 1枚  ¥2,200(税抜) ¥1,300(税込¥1,430)

332-258 LL（900×600㎜） 1枚  ¥4,000(税抜) ¥2,380(税込¥2,618)

332-259 3L（1200×900㎜） 1枚  ¥10,000(税抜) ¥6,660(税込¥7,326)

●サイズ／厚さ：13㎜●重量／ M：550g、L：1050g、LL：1900g、3L：3900g
●付属品／トレー、吊り下げフックセット、吊り下げひも（M・Lのみ）、壁掛け用ネジセット（LL・
3Lのみ）
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コピー用紙・ふせん・インクカートリッジ

IC6CL80L
【331-870】

IC4CL76
【331-871】

ITH-6CL
【331-872】

IC4CL6165
【331-873】

IC5CL59
【331-875】

KUI-6CL-L
【331-874】

GPN
グリーン購入
エコマーク

GPN
グリーン購入
エコマーク

BCI-351XL+
350XL/5MP

【331-876】
BCI-381+380/5MP

【331-877】

BCI-371XL+
370XL/5MP

【331-879】
BCI-381+380/6MP

【331-878】

白色度
約93％

白色度
70％以下

グリーン購入 グリーン購入

白色度
80％以下

王子製紙

再生PPC用紙100 A4（2500枚）
 1箱   M価       オープン   

 ¥  2,242  
(税込¥2,466) 

お申込番号 332-089
 ●坪量／ 66g/㎡●古紙配合率100％ 

王子製紙

再生PPC用紙100W A4（2500枚）
 1箱   M価       オープン   

 ¥  2,242  
(税込¥2,466) 

お申込番号 332-090
 ●坪量／ 67g/㎡●古紙配合率100％ 

EPSON インクジェットプリンター用インクカートリッジ
対応機種 メーカー型番 商品種別 お申込番号 M価格 価格

EP- 707A/708A/777A/807AB/807AR/807AW/808AB
808AR/808AW/907F/977A3/978A3/979A3/982A3 IC6CL80L ６色（増量）●●●●●● 331-870  1パック      オープン    ¥  8,150  (税込   ¥8,965) 

PX- M5040F/M5041F/M5080F/M5081F/S5040/S5080 IC4CL76 ４色（増量）●●●● 331-871  1パック      オープン    ¥  11,754  (税込¥12,929) 

EP-709A/710A/711A/810AB/810AW/811AB/811AW ITH-6CL ６色●●●●●● 331-872  1パック      オープン    ¥  6,027  (税込   ¥6,629) 

PX- 1200/1600F/1700F/673F IC4CL6165 ４色●●●● 331-873  1パック      オープン    ¥  6,255  (税込   ¥6,880) 

EP-879AB/879AR/879AW/880AB/880AN/880AR/880AW KUI-6CL-L ６色（増量）●●●●●● 331-874  1パック      オープン    ¥  8,141  (税込   ¥8,955) 

PX-1001/1004 IC5CL59 ５色●●●●● 331-875  1パック      オープン    ¥  5,628  (税込   ¥6,190) 

Canon インクジェットプリンター用インクカートリッジ
対応機種 メーカー型番 商品種別 お申込番号 M価格 価格

PIXUS- MG7530F/MG7530/MG7130/MG6730/MG6530/MG6330
MG5630/MG5530/MG5430/MX923/iP8730/iP7230/iX6830 BCI-351XL+350XL/5MP ５色（大容量）●×●●●● 331-876  1パック      オープン    ¥  6,370  (税込¥7,007) 

PIXUS- TS8430/TS8330/TS8230/TS8130/TS7430/TS7330/TS6330
TS6230/TS6130/TR9530/TR8530/TR7530/TR703 BCI-381+380/5MP ５色●×●●●● 331-877  1パック      オープン    ¥  5,458  (税込¥6,003) 

PIXUS- TS8430/TS8330/TS8230/TS8130 BCI-381+380/6MP ６色●×●●●●● 331-878  1パック      オープン    ¥  6,493  (税込¥7,142) 
PIXUS- MG7730F/MG7730/MG6930/MG5730/TS9030/TS8030

TS6030/TS5030/TS5030S BCI-371XL+370XL/5MPV ５色（大容量）●× ●●●● 331-879  1パック      オープン    ¥  6,564  (税込¥7,220) 
色玉●×はブラック・顔料になります。　●331-877・331-878・331-879の5色・6色インクカートリッジには、L判写真印刷用紙光沢ゴールド30枚付

エコマーク
グリーン購入
GPN

エコマーク
グリーン購入
GPN

エコマーク
グリーン購入
GPN

エコマーク
グリーン購入
GPN

※現物とは色が若干異なる場合がございます。

 ¥  2,650  
(税込¥  2,915  ) 

 ●内容／ 100枚×20冊   

3M

パワーパック
75×75㎜ パステル
 1パック   M価     ¥  4,240  (税抜) 

お申込番号 332-091

 ¥  2,061  
(税込¥  2,267  ) 

 ●内容／ 100枚×20冊   

3M

パワーパック
75×50㎜ パステル
 1パック   M価     ¥  3,390  (税抜) 

お申込番号 332-092

 ¥  2,688  
(税込¥  2,956  ) 

 ●内容／ 100枚×40冊   

3M

パワーパック ふせん
75×25㎜ パステル
 1パック   M価     ¥  4,480  (税抜) 

お申込番号 332-093

 ¥  1,681  
(税込¥  1,849  ) 

 ●内容／ 100枚×50冊   

3M

パワーパック 見出し
50×15㎜ パステル
 1パック   M価     ¥  2,660  (税抜) 

お申込番号 332-094

高白色コピー用紙！
カラー出力が美しく、
文字も鮮やかで
読みやすい。

APP ホワイトコピー用紙
お申込番号 商品種別 M価格 価格

332-108 B5（5000枚）  1箱      オープン    ¥  2,496  (税込¥  2,745  ) 

332-109 A4（5000枚）  1箱      オープン    ¥  3,264  (税込¥  3,590  ) 

332-110 B4（2500枚）  1箱      オープン    ¥  2,496  (税込¥  2,745  ) 

332-111 A3（2500枚）  1箱      オープン    ¥  3,264  (税込¥  3,590  ) 

 ●坪量／ 68g/㎡   
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ラミネーター・シュレッダー・テプラ
ウォームアップ時間の短い
4 ローラーラミネーター。

ウォームアップ時間35秒！

ほこり・ゴミが付きにくい
静電防止フィルム

①

②

一度にA4コピー用紙100枚を自動細断可能

556㎜

240㎜

345㎜

グリーン購入

オートトリマー搭載のスタンダードモデル。

※ 液晶部分は合成です。

断然おトクなロング
（16m）タイプ！
ベーシックな白地に
黒文字タイプです。

エコマーク

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 M価 ¥28,000(税抜)

¥17,050
(税込¥18,755)

お申込番号 331-689

アイリスオーヤマ

高速起動ラミネーター
HSL-A34
1台 M価 オープン

¥11,900
(税込¥13,090)

お申込番号 331-693

●サイズ／ W498×D165×H80㎜●重量／約
2.9kg●コードの長さ／約1.2m●機能／フリー
レバー、巻き込み防止、ヒーターオートオフ、オート
リバース●付属品／ワイヤートレー 2個、キャリア
シート1枚、クリーニングペーパー

アスカ ラミネーター専用静電防止フィルム（100枚）
お申込番号 商品種別 M価格 価格

331-690 A4（216×303㎜） 1パック  オープン ¥870(税込     ¥957)

331-691 B4（263×370㎜） 1パック  オープン ¥1,740(税込¥1,914)

331-692 A3（303×426㎜） 1パック  オープン ¥1,760(税込¥1,936)
●厚さ／ 100ミクロン

アイリスオーヤマ ラミネートフィルム（100枚）
お申込番号 商品種別 M価格 価格

331-694 ①A4（216×303㎜） 1パック  オープン ¥1,185(税込¥1,303)

331-695 ②A3（303×426㎜） 1パック  オープン ¥2,450(税込¥2,695)

●厚さ／ 100ミクロン

アイリスオーヤマ

オートフィードクロスカットシュレッダー
AFS100C
1台 M価 オープン

¥21,800
(税込¥23,980)

お申込番号 810-223
●サイズ／ W345×D240×H556㎜
●重量／約9.5㎏

キングジム

テプラ PRO SR530
1台 M価 ¥19,800(税抜)

¥11,780
(税込¥12,958)

お申込番号 331-685

●サイズ／ 196×218×63㎜●付属品／試用
PROテープカートリッジ、ACアダプタ（AC111
6J）●電源／ ACアダプタ、単3アルカリ乾電池
×6本（別売）

キングジム テプラPROカートリッジ 白に黒文字
ロングタイプ（5個）

お申込番号 商品種別 M価格 価格

331-686 12㎜ 1パック  ¥8,250(税抜) ¥5,700(税込¥6,270)

331-687 18㎜ 1パック  ¥11,250(税抜) ¥7,900(税込¥8,690)

331-688 24㎜ 1パック  ¥11,250(税抜) ¥7,900(税込¥8,690)
●長さ／ 16m
※ロングタイプは台紙が透明フィルムになっています。中央のスリットより剥がしてください。

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
対応サイズ
A3

ラミネート速度（50Hz）
約6.8㎜/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

細断可能物
紙・樹脂カード

細断サイズ
４×10㎜

ホッチキス針細断
11号針まで
連続使用時間
約10分

自動細断セット数
100枚（A4用紙）
ダストボックス容量

約22L

オートフィード クロスカット

対応テープ幅
4-24㎜

オート
カッター

オート
トリマー

パソコン接続
USB

液晶表示
6文字×4行
文字サイズ
7段階

内蔵書体数
漢字	 5
かな	 9
英数	11

×5個
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遊具・運動用品
思い通りに磁力でつながる不思議なブロック！

木曽川水系の
綺麗な川砂を、
綺麗に洗浄し、
焼成プラントで
加熱滅菌
しております。

ウェイブバランス平均台（8本）
 1組   M価     ¥  44,000  (税抜) 

 ¥  35,500  
(税込¥39,050) 

お申込番号 カラー

332-269 ブルー

332-270 グリーン
 ●サイズ／ 1本：66×16×高さ12㎝●重量／ 1セット：
6.5㎏●材質／ポリプロピレン（すべり止め：エラスト
マー）●上下部に滑り止め加工●付属品／収納バッグ 

グリーン

ブルー

組み合わせる向きによって円形や直線形に並べる事ができます。

同時に 3 本の
なわが付けられ、
高さが 4 段階に
調節できる
ポールです。

蹴りやすく当たっても痛くない！

ミカサ

マシーン縫い
サッカーボール3号
 1球   M価     ¥  1,700  (税抜) 

 ¥  1,440  
(税込¥  1,584  ) 

お申込番号 カラー

332-247 サックスブルー /レッド

332-248 オレンジ/イエロー

 ●周囲／ 57 ～ 59㎝（直径約18㎝）
●重量／ 250g●材質／ TPE   

TKクリエイト

マグブロック スタンダードセット
 1セット   M価     ¥  10,500  (税抜) 

 ¥  9,280  
(税込¥10,208) 

お申込番号 331-608
 ●内容／三角：20個、四角：30個、五角：12個●サイ
ズ／ケース：φ160×高さ170㎜●材質／ ABS、マグ
ネット●付属品／作り方ガイドブック   

TKクリエイト

マグブロック デラックスセット
 1セット   M価     ¥  14,800  (税抜) 

 ¥  13,180  
(税込¥14,498) 

お申込番号 331-607
 ●内容／三角：60個、四角：36個●サイズ／ケース：
φ180×高さ180㎜●材質／ ABS、マグネット●付属
品／作り方ガイドブック   

マンカラ・カラハ ファミリー（～ 4人用）
 1セット   M価     ¥  4,500  (税抜) 

 ¥  3,790  
(税込¥4,169) 

お申込番号 331-611

 ●内容／ボード×4、
石×100個（予備4個
含む）、遊び方ガイド
●サイズ／ W165×
D89×H240㎜●重
量／ 1403g●材質
／木・ガラス   

幻冬舎

なわとびポール
 1台   M価     ¥  29,300  (税抜) 

 ¥  22,800  
(税込¥25,080) 

お申込番号 332-239
 ●サイズ／φ36×高さ60・70・80・
90㎝の4段階●重量／ 9㎏●材質／
スチール（柱）、鋳物（ベース）
  ※ ロ ー プ は 別 売 で す。332-240

「ロープ（3本）」をご使用ください。 

ロープ（3本）
 1セット   M価     ¥  6,700  (税抜) 

 ¥  5,280  
(税込¥5,808) 

お申込番号 332-240
 ●内容／赤・青・黄各1本入●サイズ
／ 5m●フック付 

デビカ イクモクパズル
お申込番号 商品種別 M価格 価格

331-617 四角形  1セット    ¥  1,200  (税抜)  ¥  900  (税込¥  990  ) 

331-618 六角形  1セット    ¥  1,000  (税抜)  ¥  770  (税込¥  847  ) 

    

3歳から

8歳から2歳から

3歳から
期間限定品

4人まで同時に遊べるファミリー版も！

学研

Gakkenニューブロック
たっぷりバラエティBOX
 1セット   M価     ¥  8,500  (税抜) 

 ¥  7,390  
(税込¥  8,129  ) 

お申込番号 331-609

 ●内容／ブロック：
36種188個●サイ
ズ ／ 53×22.5×
29.5 ㎝ ● 重 量 ／
3.4㎏●材質／ PE   

特殊パーツなど種類が豊富に入っているセットです。

スリーエス

抗菌砂 ちびっこサンド
 1袋   M価     ¥  5,000  (税抜) 

 ¥  4,200  
(税込¥  4,620  ) 

お申込番号 331-610
 ●サイズ／ 36×52
×12 ㎝ ● 重 量 ／
20㎏●材質／砂   
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電子機器・電池・サーキュレーター・温度計・時計

1音

『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！ GPN

グリーン購入 5 段階の風量調整・上下左右の首振り機能付き

マグネット・置き式・壁掛けの
3WAYタイプ

熱中症とインフルエンザ指標が、インジケーターで
表示されて見てすぐわかるデジタル温湿度計

ユニバーサルデザインフォントで文字盤が見やすい。
連続秒針でコチコチ音も気になりません。

シンプルなデザインの
スタンダードタイプの電波時計。

¥2,360
(税込¥2,596)

●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 M価 ¥3,500(税抜)

お申込番号 331-706

測定時間約1秒！メモリー機能付き、見やすい大きな
ディスプレイの非接触型温度計

充電式！軽くて持ちやすく、
メガホンみたいに使える！

サンワサプライ

ハンドマイク型拡声器スピーカー
1台 M価 ¥6,400(税抜)

¥5,620
(税込¥6,182)

お申込番号 810-226
● サ イズ ／ W61×D61×H193 ㎜
●重量／約150g●実用最大出力／
5W●付属品／ USB充電ケーブル、
取扱説明書

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

バッテリー内蔵型

実用最大出力5W

●サイズ／ W210×D210×H290㎜
●重量／ 2kg●風量／ 5段階●電源
コード長さ／約1.4m●角度調整／縦方
向：72°、横方向：90°●上下左右自動首
振り●付属品／リモコン

アイリスオーヤマ

サーキュレーター
（18畳用）

1台 M価 オープン

¥8,550
(税込¥9,405)

お申込番号 331-700

タニタ

温湿度計 TT－559
1個 M価 ¥2,500(税抜)

¥1,880
(税込¥2,068)

お申込番号 331-702

●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

シチズン

電波時計 スペイシー M462
1台 M価 ¥12,000(税抜)

¥8,150
(税込¥8,965)

お申込番号 331-705

●サイズ／φ350×
50 ㎜ ● 連 続 秒 針
●使用電池／単3形
アルカリ乾電池2本
●電池寿命／約2年

3色のLEDバックライト

日進医療器

非接触型温度計 T81
1台 M価 オープン

¥4,180
(税込¥4,598)

お申込番号 331-704
●サイズ／ W105×D48×H150㎜
●重量／ 125g●測定温度範囲／ 0
～ 99.9℃●測定時間／約1秒●電源
／単3アルカリ乾電池2本
※本製品は表面温度を計測するもの
で、医療用体温計ではありません。

誤作動を防止するボタンカバー付き

パナソニック アルカリ乾電池
お申込番号 商品種別 M価格 価格

331-696 単1形（10本パック） 1パック  オープン ¥1,370(税込¥1,507)

331-697 単2形（10本パック） 1パック  オープン ¥1,005(税込¥1,105)

331-698 単3形（40本パック） 1パック  オープン ¥2,150(税込¥2,365)

331-699 単4形（40本パック） 1パック  オープン ¥2,150(税込¥2,365)

¥3,050
(税込¥3,355)

●サイズ／100×17×120㎜ ●測定
範囲／温度：－9.9 ～ 50.0℃、湿度：
20 ～ 90％ ●電源／単4乾電池2本
●スタンド、マグネット、壁掛け用フック
穴付

サンワサプライ

熱中症&インフルエンザ表示付
デジタル温湿度計
1個 M価 オープン

お申込番号 331-703

アカバネ

電子ホイッスル E-111
1個 M価 ¥3,200(税抜)

¥2,590
(税込¥2,849)

お申込番号 332-249
●サイズ／ 60×35×115㎜●質量
／約64g（電池除く）●材質／ ABS樹
脂●音量／約120dB●電源／単4乾
電池2本（別売）
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衛生管理用品・手指消毒液・マスク・手袋

※　は軽減税率[8％]の対象商品です。

空間除菌
20畳（36㎡）

超極細の高機能フィルターでウイルス飛沫や
花粉を強力ブロック！

近畿大学が開発したマスク！
表情が見え、飛沫を防ぐ
３D立体形状のマウスシールド

ビニール

エタノール
濃度60vol%

手をかざすとセンサーが感知して消毒液を噴射。
残量が見やすい容量1000mlの透明ボトル。

ぬぎはめしやすく、手軽に使える！
食品衛生法適合

ポリエチレン
食品衛生法適合

ニトリルゴム

ショーワグローブ

ポリエチ手袋（100枚）
 1箱   M価       オープン   

 ¥  320  (税込¥352) 

お申込番号 商品種別（中指の長さ／掌まわり）

331-757 S（84/250㎜）

331-758 M（85/254㎜）

331-759 L（92/296㎜）

 ●全長／ 275㎜●パウダーフリー   

エステー

ビニール使いきり手袋（100枚）
 1箱   M価       オープン   

 ¥  800  (税込¥  880  ) 

お申込番号 商品種別（中指の長さ／掌まわり）

331-760 S（約74/174㎜）

331-761 M（約85/200㎜）

331-762 L（約89/218㎜）

 ●全長／ 230㎜●粉つき（コーンス
ターチ）
※食品加工にはご利用いただけません。   

素手の感覚が生かせる極薄手袋。 250 枚入りの大容量！

オムニ

二酸化炭素濃度測定器
 1台   M価       オープン   

 ¥  8,280  
(税込¥  9,108  ) 

お申込番号 402-918
 ● サ イズ ／ W120×D25×H60 ㎜
●重量／ 135g●測定範囲／二酸化
炭素濃度：400 ～ 995ppm(緑色表
示 ）、1000 ～ 1995ppm(黄 色 表
示)、2000 ～ 5000ppm(赤 色 表
示)、温度：-10 ～ 40℃、湿度：20 ～
95％●使用電池／リチウムイオン蓄
電池●充電方式／ microUSB●充電
時間／約3時間   

信和アルコール産業 エスクリーン
お申込番号 商品種別 M価格 価格

194-956 ①本体1L（6本）  1箱      オープン    ¥  8,660  (税込 ¥  9,526  ) 

194-957 ②詰替5L（4本）コック付  1箱      オープン    ¥  16,340  (税込¥  17,974  ) 

 ●有効成分／塩化ベンザルコニウム0.05w/v％●エタノール濃度／ 60vol％
●指定医薬部外品   

スケーター

近大マスク
 1個   M価     ¥  1,000  (税抜) 

 ¥  900  (税込¥  990  ) 

お申込番号 194-955
 ● サ イ ズ ／ カ ッ プ： 約W142×
H123㎜●材質／カップ：SBC樹脂、
フレーム：ポリプロピレン   

宇都宮製作

ニトリルウルトラライト手袋（250枚）
 1箱   M価       オープン   

 ¥  3,400  
(税込¥  3,740  ) 

お申込番号 商品種別（中指の長さ／掌まわり）

194-952 S（約80/168㎜）

194-953 M（約82/188㎜）

194-954 L（約83/210㎜）

 ●全長／ 240㎜●パウダーフリー   

オゾンの持つ強い酸化力で、
菌やウイルス、ニオイのもとを分解。

ベンザルコニウム塩化物を有効成分にした
保湿剤配合の
日本製手指消毒液。

換気のタイミングをお知らせ！
日本製 CO2 高感度密度計

期間限定品

期間限定品

期間限定品

期間限定品

×6本

×4本

① ②
キングジム

自動手指消毒器「テッテ」
 1台   M価       オープン   

 ¥  6,870  
(税込¥  7,557  ) 

お申込番号 331-753

 ●内容／本体、トレー、メッセージパネル、パネル
スタンド● サ イズ ／ 本 体：W113×D168×
H229㎜●重量／本体：350g●材質／本体・
ボトル・トレー：PP●タンク容量／ 1000ml●電
源／単3形アルカリ乾電池×4本（別売）
  ※消毒液はアルコール系液体タイプを使用して
ください。ジェルタイプの消毒液、次亜塩素酸水
は使用できません。 

大王製紙

エリエール サージカルマスク（50枚）
 1箱   M価       オープン   

 ¥  1,660  
(税込¥  1,826  ) 

お申込番号 商品種別

331-755 小さめ（155×90㎜）

お申込番号 商品種別

331-756 ふつう（175×90㎜）

maxell

オゾン除菌消臭器
 1台   M価       オープン   

 ¥  18,810  
(税込¥  20,691  ) 

お申込番号 331-701
 ●サイズ／ W210×D85×H205㎜
●重量／約1㎏●推奨適用空間／弱：
1 ～ 6畳、中：6 ～ 14畳、強：12 ～
20畳●コードの長さ／ 1.8ⅿ   
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ペーパータオル・液体せっけん・清掃用品

従来の半分のすすぎ時間！
子どものササッとすすぎでも
安心です。

大切な肌のうるおいを保ちながら、
汚れをしっかり落とせる！

香料無添加。手洗いと同時に殺菌・
消毒ができます。

泡が自動で出てくるハンドソープディスペンサー！
タッチレスなので衛生的です。

泡タイプ
泡タイプ 液体・泡タイプ

再生紙を使用した
環境にやさしい
トイレット
ペーパー。

5 種類の花柄デザイン。

次亜塩素酸ナトリウム6％を
含有する殺菌消毒剤です。

次亜塩素酸Na
60,000ppm

玄関、廊下、階段などの細かい砂ぼこりのお掃除に適しています。
GPN

本体幅 60㎝
(モップ幅 84㎝)

本体幅 90㎝
（モップ幅 112㎝)

テラモト ホールモップ
お申込番号 商品種別 M価格 価格

331-740 本体60㎝  1本    ¥  5,800  (税抜)  ¥  3,770  (税込¥4,147) 

331-741 本体90㎝  1本    ¥  7,500  (税抜)  ¥  4,715  (税込¥5,186) 

331-742 スペア60㎝  1枚    ¥  3,200  (税抜)  ¥  1,825  (税込¥2,007) 

331-743 スペア90㎝  1枚    ¥  4,300  (税抜)  ¥  2,510  (税込¥2,761) 

 ●全長／ 150㎝●材質／柄：φ26.1㎜スチールパイプにポリエチレン接着被膜 

吸着剤の作用で、
掃く・拭く・磨くを
一度にこなします。

しなやかな弾力性。
素材を傷めない天然繊維です。

グリーン購入

素材を傷めない天然繊維です。

 ●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   M価       オープン   

 ¥  3,920
(税込¥4,312) 

お申込番号 331-747

 ●サイズ／全長：134㎝ 

テラモト

自在ホーキ （20本） 30㎝幅
 1セット   M価     ¥  18,800  (税抜) 

 ¥  11,815  
(税込¥12,996) 

お申込番号 331-738

テラモト

自在ホーキスペア （20本） 30㎝幅
 1セット   M価     ¥  9,400  (税抜) 

 ¥  5,800  
(税込¥6,380) 

お申込番号 331-739

オーヤラックス

ピューラックス‐S（5L）2本
 1箱   M価     ¥  4,900  (税抜) 

 ¥  4,460  
(税込¥4,816) 

お申込番号 331-754

アズマ工業 座敷ホーキ ACT－6
お申込番号 商品種別 M価格 価格

331-736 短柄（40本）  1箱      オープン    ¥  24,415  (税込¥26,856) 

331-737 長柄（20本）  1箱      オープン    ¥  20,425  (税込¥22,467) 

 ●サイズ／掃き幅：約29㎝
※お届けする商品の穂のカバーが写真と異なる場合がございます。 

キングジム

オートソープディスペンサー
 1台   M価     ¥  2,700  (税抜) 

 ¥  2,240  
(税込¥  2,464  ) 

お申込番号 194-948
 ●サイズ／ W73×D103×H200㎜●重量／ 220ｇ●材質／
ABS、PET●ボトル容量／ 300ml●電源／単3形アルカリ乾電池
×4本（別売）●付属品／ボトルラベル
※泡ハンドソープ専用です。液体タイプのハンドソープ、アルコール・
次亜塩素酸水は使用できません。
※泡ハンドソープは商品に含まれておりません。   

ハードタイプで小判サイズの
ペーパータオルです。

ハードタイプでレギュラーサイズの
ペーパータオルです。ペーパータオルです。

 ¥  3,990  
(税込¥  4,389  ) 

 ● サ イ ズ ／ シ ート：170×220 ㎜
●200枚×42パック   

アスト

ASTペーパータオル
エコノミー（42パック）
 1箱   M価       オープン   

お申込番号 331-744

 ¥  3,135  
(税込¥  3,448  ) 

 ● サ イ ズ ／ シ ート：220×230 ㎜
●200枚×30パック   

アスト

ASTペーパータオル
レギュラー（30パック）
 1箱   M価       オープン   

お申込番号 331-745

ペーパータオルです。

アスト アスト

 ¥  2,735  
(税込¥  3,008  ) 

 ●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   M価       オープン   

お申込番号 331-746

期間限定品

×2本

×20本

×20本
×40本

×42パック ×30パック ×12パック

×8パック

×20本

サラヤ

シャボネット ササッとすすぎ 2.7L
 1本   M価       オープン   

 ¥  1,490  
(税込¥  1,639  ) 

お申込番号 331-748

花王

ビオレU 泡ハンドソープ 4L
 1本   M価       オープン   

 ¥  2,840  
(税込¥  3,124  ) 

お申込番号 331-749

サラヤ

シャボネットユ・ムP‐5  5kg
 1本   M価     ¥  3,400  (税抜) 

 ¥  3,000  
(税込¥  3,300  ) 

お申込番号 331-750
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すのこ類・上履き・傘立て
マットに穴が空いているスルー形状。
土砂や水がマットの下に抜け落ち、
表面は清潔で除塵効果が
長持ちします。

屋外、風除室などに。
土砂落とし

テラモト テラロイヤルマット
お申込番号 商品種別 M価格 価格

331-727 600×900㎜ 1枚  ¥8,400(税抜) ¥4,900(税込 ¥5,390)

331-728 900×1200㎜ 1枚  ¥16,800(税抜) ¥9,790(税込¥10,769)

331-729 900×1500㎜ 1枚  ¥21,200(税抜) ¥12,830(税込¥14,113)

331-730 900×1800㎜ 1枚  ¥25,200(税抜) ¥14,690(税込¥16,159)

●厚さ／ 18㎜●材質／ EVA樹脂

筒状のシュートに傘を一本ずつ収納する構造で、
傘同士がからみません。

グリーン購入

全長約73.5cm

約55cm

軽くて丈夫な定番スノコ。
カビや雑菌がつきにくく衛生的。

EO970391

抗菌加工

テラモト 抗菌安全スノコ（60㎝幅） 青
お申込番号 商品種別 M価格 価格

331-731 長さ900㎜ 1枚  ¥11,100(税抜) ¥7,410(税込 ¥8,151)

331-732 長さ1200㎜ 1枚  ¥13,800(税抜) ¥9,310(税込¥10,241)

331-733 長さ1800㎜ 1枚  ¥17,600(税抜) ¥10,810(税込¥11,891)

●厚さ／約48㎜●材質／硬質塩化ビニール、ポリエチレン

コンクリートによる照り返しを防ぎ、反射熱による温度上昇を抑制します。
建物の屋上、教室の出入口、プールサイド、ベランダ、玄関に。

EO980098

●厚さ／ 28㎜●材質／ EVA樹脂●特殊帯電防止加工、耐候剤入

テラモト ユニットターフα
お申込番号 商品種別 M価格 価格

331-734 300×300㎜ 1枚  ¥980(税抜) ¥630(税込  ¥693)

331-735 600×600㎜ 1枚  ¥3,940(税抜) ¥2,530(税込¥2,783)

テラモト

アーバンピット 36本立
1台 M価 ¥23,300(税抜)

¥14,370
(税込¥15,807)

お申込番号 カラー

331-723 オレンジ
331-724 グリーン

331-725 グレー

●サイズ／ W710×D362×H496㎜●重量／約5.6㎏●材質／シュート・受
皿：ポリプロピレン、側板：ポリエチレン、フレームパイプ：スチールパイプ（ユニ
クロメッキ）

伊藤商店

学童用ジャンプ傘 55㎝
1本 M価 オープン

¥460(税込¥506)

お申込番号 331-726
●材質／ポリエステル

¥1,660
(税込¥1,826)

●足囲／ 2E●材質／マテリアル：綿、ソール：TPE

アサヒシューズ

ドライスクール 007EC
1足 M価 ¥2,000(税抜)

お申込番号 商品種別

331-707 14㎝

331-708 15㎝

331-709 16㎝

331-710 17㎝

331-711 18㎝

331-712 19㎝

331-713 20㎝

331-714 21㎝

お申込番号 商品種別

331-715 21.5㎝

331-716 22㎝

331-717 22.5㎝

331-718 23㎝

331-719 23.5㎝

331-720 24㎝

331-721 24.5㎝

331-722 25㎝

長時間歩いても疲れにくい軽量設計！
● 速乾性に優れ、汗を吸収・蒸発。洗濯後もすぐに乾きやすい
●抗菌・防臭加工つき
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イス・ロッカー・テーブル・パーティション

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

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

ガス昇降式オフィスチェア！

折りたたみ式、積み重ねもOK ！
天板の裏面には取手付き！

学童座卓
 1台   M価     ¥  65,270  (税抜) 

 ¥  55,900  
(税込¥61,490)     

お申込番号 810-234
 ●重量／ 11.3㎏●材質／天板：ブナ突板（ウレタン
塗装・ハニカムコア）、木縁：ブナ材、脚：ブナ積層合板

（ウレタン塗装）、脚キャップ：軟質ポリプロピレン 

30

120
2.5

2.5 5

60

単位：㎝

コンパクトに折りたためる連結式のパーティション

入園から卒園まで使える上下可動式テーブル。
高さ 37 ～ 52㎝まで 3㎝ピッチで調節が可能です。

ワイド
クリーム

2×4
クリーム

2×3
さくら

運びやすい軽量タイプ耐久性に優れた
スチールタイプ

 ●サイズ／本体：W1600×D450×
H1075㎜、有効内寸：W364×D430
×H306㎜●重量／ 47㎏●材質／ス
チール・メラミン焼付塗装●付属品／
ネームプレート   

ライオン事務器

背面ロッカー 4列3段
 1台   M価     ¥  76,800  (税抜) 

 ¥  51,000  
(税込¥56,100) 

お申込番号 810-235

オールキッズテーブル 2×3
 1台   M価     ¥  28,890  (税抜) 

 ¥  24,900  
(税込¥  27,390  ) 

お申込番号 カラー

810-228 クリーム

810-229 さくら

 ●サイズ／ 60×90×H52㎝●重量
／ 9kg   

オールキッズテーブル 2×4
 1台   M価     ¥  33,910  (税抜) 

 ¥  29,000  
(税込¥  31,900  ) 

お申込番号 カラー

810-230 クリーム

810-231 さくら

 ●サイズ／ 60×120×H52㎝●重
量／ 11.5kg   

オールキッズテーブル ワイド
 1台   M価     ¥  41,940  (税抜) 

 ¥  35,800  
(税込¥  39,380  ) 

お申込番号 カラー

810-232 クリーム

810-233 さくら

 ●サイズ／ 75×120×H52㎝●重
量／ 13kg   

抗菌

アイリスチトセ 折りたたみチェアCALX（5脚）
お申込番号 カラー M価格 価格

810-385 ①ブラック  1セット    ¥  54,000  (税抜)  ¥  24,880  (税込¥  27,368  ) 

810-386 ②ブルー  1セット    ¥  63,000  (税抜)  ¥  28,980  (税込¥  31,878  ) 

 ●サイズ／本体：W487×D470×H746㎜、座面高さ：①約430㎜②約435㎜●材質
／背：ポリプロピレン樹脂成形品、座：ポリプロピレン樹脂成形品+スチール、クッション：ウ
レタンフォーム、脚部：スチール、上張り：ビニールレザー   

期間限定品

×5脚

×5脚

 ●材質／天板：メラミン化粧合板(天面のみ抗菌・ハニカムコア）、エッジ：オレフィ
ン系エラストマー (抗菌）、脚：スチール(粉体塗装）   共通仕様

イノウエ

アルミ脚軽量
スタッキングチェア（5脚）
 1セット   M価     ¥  79,000  (税抜) 

 ¥  48,200  
(税込¥  53,020  ) 

お申込番号 810-227
 ● サイズ ／ 本 体：W515×D556×
H743㎜、座面高さ：420㎜●材質／
背・座：PP樹脂成型、脚：アルミ粉体
塗装   

イノウエ

オフィスチェア GY‐129N ブルー
 1脚   M価     ¥  18,200  (税抜) 

 ¥  7,200  
(税込¥  7,920  ) 

お申込番号 332-271
 ● サイズ ／ 本 体：W460×D530×
H825 ～ 935㎜ 座面高さ：405 ～
515㎜●材質／背：ポリプロピレン・
ウレタン・ポリエステル布、座：ポリプ
ロピレン樹脂・合板・モールドウレタン・
ポリエステル布●ガスシリンダー式座
昇降、背ロッキング機能   

アスカ 折りたたみ透明パーティション
お申込番号 商品種別 M価格 価格

332-260 ①幅575㎜  1セット    ¥  4,500  (税抜)  ¥  3,540  (税込¥  3,894  ) 

332-261 ②幅855㎜  1セット    ¥  7,500  (税抜)  ¥  5,890  (税込¥  6,479  ) 

 ●サイズ／①W575×D285×H605㎜、②W855×D570×H605㎜●材質／パネル：
PET、フレーム：ステンレス、接続バンド・収納バンド：ナイロン
  ※保護フィルムをはがしてからご使用ください。 

①
②

① ②
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マット類・クッション・ウェットティッシュ
いつでもどこでもサッと敷くだけで
快適な空間ができあがります。

水洗い可

EO790580
試 験 番 号

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

※イメージ写真は
6畳分敷いています。

※イメージ写真は
4枚分敷いています。

好きな幅、長さにカットして様々な角にフィット！ お子様の手 ･ 口まわりにも安心して使える、
お子様専用のウェットティッシュ！

E-1190176
試 験 番 号

トーエイライト

ジョイントマットPO18
1セット M価 ¥19,600(税抜)

¥15,080
(税込¥16,588)

お申込番号 332-245
●内容／ 4枚1組●サイズ／ 100×
100×厚さ1.8㎝（枚）●重量／ 7㎏

（組）●材質／ EVA発泡体（抗菌剤入り）
※「ジョイントマットPO18C」と連結
可能です。

クッションがよく、暖かい EVA 素材は、たたみ同様の感触があり、
液体をこぼしてもしみこまず簡単に拭き取れます。

ET-040110
試 験 番 号

EVAたたみマット 1畳
1枚 M価 ¥12,000(税抜)

¥10,880
(税込¥11,968)

お申込番号 332-268
●サイズ／畳1枚：92×180×厚さ
1.5㎝、縁付：94×184×1.5㎝●材質
／EVA●畳縁付

EVAたたみマット 半畳（2枚）
1セット M価 ¥12,000(税抜)

¥10,880
(税込¥11,968)

お申込番号 332-267
●サイズ／半畳1枚：92×92×厚さ
1.5㎝、縁付：94×94×1.5㎝●材質
／EVA●畳縁付

クッション性と厚みのある
すべり止めトレーニングマット

ユニチャーム

ムーニー手・口ふき
ウェットティッシュ 詰替（8パック）
1組 M価 オープン

¥3,590
(税込¥3,949)

お申込番号 332-266

●サイズ／シート：
135×200㎜●ノン
アルコール●無香料
●1,440枚（60枚×
3個×8パック）

トーエイライト

ジョイントマットPO18C
1セット M価 ¥19,600(税抜)

¥15,080
(税込¥16,588)

お申込番号 332-246
●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（抗菌剤入り）
※「ジョイントマットPO18」と連結可
能です。

●サイズ／ 176×176×0.5㎝●重
量／ 1.5㎏●材質／ポリプロピレン
※お届けする商品のフチの色が写真と
異なる場合がございます。

おあそびゴザシート 2帖
1枚 M価 ¥4,600(税抜)

¥4,120
(税込¥4,532)

お申込番号 カラー

332-241 ブルー

332-242 ピンク

●サイズ／ 176×264×0.5㎝●重
量／ 2.3㎏●材質／ポリプロピレン
※お届けする商品のフチの色が写真と
異なる場合がございます。

おあそびゴザシート 3帖
1枚 M価 ¥6,900(税抜)

¥6,220
(税込¥6,842)

お申込番号 カラー

332-243 ブルー

332-244 ピンク

3帖
2帖

¥14,400
(税込¥15,840)

●サイズ／ 92×92×厚さ1.5㎝（枚）●重量／ 1.1㎏（枚）●材質／ EVA発
泡樹脂●付属品／フチ：4本

やわらかEVAマット（2枚）
1セット M価 ¥17,000(税抜)

お申込番号 カラー

332-264 ベージュ

お申込番号 カラー

332-265 ブラウン

クッション性の良い
ジョイント式 EVA マット。

×8パック
カーボーイ

メガマット ブルー
1枚 M価 ¥3,000(税抜)

¥2,140
(税込¥2,354)

お申込番号 332-250

●サイズ／幅600
× 長 さ1800× 厚
6㎜●重量／ 1.5㎏
●材質／ PVC

カーボーイ

ウェーブクッション
1パック M価 ¥750(税抜)

¥620(税込¥682)

お申込番号 カラー

332-251 イエロー

332-252 ベージュ

332-253 ブラウン

● サイズ ／ 幅55×
長1200× 厚7 ㎜
●重量／ 90g●材
質 ／ NBR(発 泡 ゴ
ム)●付属品／専用
両面テープ


