
プラス

●インク色／黒（油性顔料インク）
●印面サイズ／ 38×13mm●寸法／W61×D34×H74mm
●付属品：トレー付●捺印回数：約 1000 回

お申込番号
418-5703

個人情報保護スタンプ
早撃ちケシポン   ＩＳ－２００ＣＭ 税込905

( 税抜￥823)
¥

   

●インク／水性顔料●色／黒●ボール径／ 0.5 ㎜
●全長／ 141mm●対応替芯／ RJF5-BK

お申込番号
111-6368

ノック式ゲルインクボールペン
（バインダークリップ）０.５ｍｍ   黒

税込60
( 税抜￥55)

¥
ライオン事務器

●サイズ／ A4タテ●寸法／W231×H307mm
●背幅／ 18mm●とじ穴間隔／ 80mm
●収容枚数／コピー用紙約 150 枚

お申込番号
318-0633

ＰＰフラットファイル（ミナノ）
レッド   Ｆ－５１Ｍ

税込140
( 税抜￥128)

¥

●背幅／ 65mm●とじ穴間隔／ 80mm●穴数／ 2穴
●収容枚数／コピー用紙約 500 枚●とじ具：パイプ式とじ具 ( 両開き）
●材質／表紙：ポリプロピレンフィルム貼り、芯材：古紙パルプ配合

両開きパイプ式ファイルＶ

お申込番号 寸法 価格 ( 税込 / 税抜 )

￥300/￥273

￥546/￥497411-8161

612-8555 W246×H307mm

W330×H220mm

A４タテ 青

A４ヨコ 青

●寸法／ 210×297mm●紙質／上質紙●坪量／約 68g/m2
●厚み／約 0.093mm●白色度／約 93％

お申込番号
326-7943

ＰＰＣ   ＰＡＰＥＲ
Ｈｉｇｈ   Ｗｈｉｔｅ   Ａ４
１箱（５０００枚：５００枚×１０冊）

税込3,151
( 税抜￥2,865)

¥

フマキラー

●用途／除草●タイプ／シャワータイプ●容量／ 2L
●適用害虫：ユスリカ・ムカデ・ケムシ・ダンゴムシ・ナメクジ等
　※本剤は農薬として使用できません。

お申込番号
563-7281

根まで枯らす虫よけ除草王プレミアム

税込1,405
( 税抜￥1,278)

¥

エステー

●重量／ 4g●色／無色●用途：マスク用
●成分：トドマツ精油、ワックス剤
●使用期間：約 45日（1日 4回使用の場合）

お申込番号
068-3391

ＭｏｒｉＬａｂｏ
花粉バリアスティック   爽やかな森の香り

税込998
( 税抜￥908)

¥

エフピコチューパ

●容量／約 230（内嵌合ポケット）＋220＋15ml
●寸法／W260×D175×H40mm
●耐熱温度／ 110℃●電子レンジ／可
※フタは別売りになります。

お申込番号
564-9019

デリカランチ   ＤＬオーバル２６－１８
ＣＰ５８０２８０   １パック（５０枚）

税込1,190
( 税抜￥1,082)

¥

ライオン

●サイズ／M●寸法／タテ 206×ヨコ 178mm
●厚さ／ 0.06mm●材質／低密度ポリエチレン●電子レンジ／可

お申込番号
563-0916

リード   冷凍も冷蔵も新鮮保存バッグ
ダブルジッパー   １パック（２０枚）

税込249
( 税抜￥227)

¥

大日本除蟲菊

●タイプ／リキッドタイプ●使用可能日数／ 100 日
●サイズ／ 78×55×H140mm

お申込番号
563-7427

ＫＩＮＣＨＯ   虫コナーズ
ナチュラルハーブ

508
( 税抜￥462)

¥

大日本除蟲菊

●タイプ／シートタイプ（ガラス用）
●使用可能日数／約 100 日●シートサイズ：100×100mm

お申込番号
563-0916

ＫＩＮＣＨＯ   業務用   虫コナーズ
１パック（６枚）

税込3,980
( 税抜￥3,619)

¥

税込

暖かくなる季節、
換気×虫よけ、早めの対策を！！

春の新年度先どり準備特集！

新年度の
書類整理に！

年度の切替需要に！！

マスクに一塗り
花粉をバリア！

抗菌加工フィルム採用！

テイクアウトの
需要増に！

Vol.24 P326

Vol.24 L41

Vol.24 P172

Vol.24 P898

Vol.24 P752

Vol.24 P764

Vol.24 P896

※サイズ各種ございます。是非カタログでご確認ください！

水に強いため、
水拭きOK！衛生的！

大事な情報を
しっかりカバー！ 外箱は備品入れに！

ゼブラのサラサインク搭載！
アルコールでも滲みにくい！
飲食店や医療現場で活躍！！

A４ヨコ 型

※印面見本

N�W

N�W

N�W

※入荷状況によっては、取扱停止となる可能性がございますこと、ご了承ください。
※価格・記載内容は 2021 年 2月 12日時点の情報となります。　　　　　　　　　　　　　
　　　

プラス

●インク色／黒（油性顔料インク）
●印面サイズ／ 38×13mm●寸法／W61×D34×H74mm
●付属品：トレー付●捺印回数：約 1000 回

お申込番号
418-5703

個人情報保護スタンプ
早撃ちケシポン   ＩＳ－２００ＣＭ 税込905

( 税抜￥823)
¥

   

●インク／水性顔料●色／黒●ボール径／ 0.5 ㎜
●全長／ 141mm●対応替芯／ RJF5-BK

お申込番号
111-6368

ノック式ゲルインクボールペン
（バインダークリップ）０.５ｍｍ   黒

税込60 ( 税抜￥55)¥

ライオン事務器

●サイズ／ A4タテ●寸法／W231×H307mm
●背幅／ 18mm●とじ穴間隔／ 80mm
●収容枚数／コピー用紙約 150 枚

お申込番号
318-0633

ＰＰフラットファイル（ミナノ）
レッド   Ｆ－５１Ｍ

税込140
( 税抜￥128)

¥

●背幅／ 65mm●とじ穴間隔／ 80mm●穴数／ 2穴
●収容枚数／コピー用紙約 500 枚●とじ具：パイプ式とじ具 ( 両開き）
●材質／表紙：ポリプロピレンフィルム貼り、芯材：古紙パルプ配合

両開きパイプ式ファイルＶ

お申込番号 寸法 価格 ( 税込 / 税抜 )

￥300/￥273

￥546/￥497411-8161

612-8555 W246×H307mm

W330×H220mm

A４タテ 青

A４ヨコ 青

●紙質／上質紙●坪量／約 68g/m2●厚み／約 0.093mm●白色度／約 93％
●寸法／ 210×297mm

お申込番号
326-7943

ＰＰＣ   ＰＡＰＥＲ
Ｈｉｇｈ   Ｗｈｉｔｅ   Ａ４
１箱（２５００枚：５００枚×５冊）

税込1,602
( 税抜￥1,457)

¥

フマキラー

●用途／除草●タイプ／シャワータイプ●容量／ 2L
●適用害虫：ユスリカ・ムカデ・ケムシ・ダンゴムシ・ナメクジ等
　※本剤は農薬として使用できません。

お申込番号
563-7281

根まで枯らす虫よけ除草王プレミアム

税込1,405
( 税抜￥1,278)

¥

エステー

●重量／ 4g●色／無色●用途：マスク用
●成分：トドマツ精油、ワックス剤
●使用期間：約 45日（1日 4回使用の場合）

お申込番号
068-3391

ＭｏｒｉＬａｂｏ
花粉バリアスティック   爽やかな森の香り

税込998
( 税抜￥908)

¥

エフピコチューパ

●容量／約 230（内嵌合ポケット）＋220＋15ml
●寸法／W260×D175×H40mm
●耐熱温度／ 110℃●電子レンジ／可
※フタは別売りになります。

お申込番号
564-9019

デリカランチ   ＤＬオーバル２６－１８
ＣＰ５８０２８０   １パック（５０枚）

税込1,190
( 税抜￥1,082)

¥

ライオン

●サイズ／M●寸法／タテ 206×ヨコ 178mm
●厚さ／ 0.06mm●材質／低密度ポリエチレン●電子レンジ／可

お申込番号
563-0916

リード   冷凍も冷蔵も新鮮保存バッグ
ダブルジッパー   １パック（２０枚）

税込249
( 税抜￥227)

¥

大日本除蟲菊

●タイプ／リキッドタイプ●使用可能日数／ 100 日
●サイズ／ 78×55×H140mm

お申込番号
563-7427

ＫＩＮＣＨＯ   虫コナーズ
ナチュラルハーブ

508
( 税抜￥462)

¥

大日本除蟲菊

●タイプ／シートタイプ（ガラス用）
●使用可能日数／約 100 日●シートサイズ：100×100mm

お申込番号
561-8442

ＫＩＮＣＨＯ   業務用   虫コナーズ
１パック（６枚）

税込3,980
( 税抜￥3,619)

¥

税込

暖かくなる季節、
換気×虫よけ、早めの対策を！

春の新年度先どり準備特集！

新年度の
書類整理に！

高白色で安価なPPC用紙

マスクに一塗り
花粉をバリア！

抗菌加工フィルム採用！

テイクアウト用に便利！

Vol.24 P326

Vol.24 L41

Vol.24 P172

Vol.24 P898

Vol.24 P752

Vol.24 P764

Vol.24 P896

※サイズ各種ございます。是非カタログでご確認ください！

水に強いため、
水拭きOK！衛生的！

外箱は備品入れに！

ゼブラのサラサインク搭載！
アルコールでも滲みにくい！
飲食店や医療現場で活躍！！

A４ヨコ 型

※印面見本


