
令和２年９月１日 

お得意様各位 

価格改定のお知らせ 

 

いつもお世話になり誠に有難うございます。 

 

今般、別紙の弊社商品群について、来る１０月１日出荷分より価格改定させて頂きたくご

案内申し上げます。現行価格は４年前の総合カタログ vol.7発行時に設定されたもので、

以来の原材料費・運送諸経費の高騰などにより大幅に原価率が上昇しており、価格の維持

が困難な状況となっております。改定範囲が広範となり恐縮ですが、何卒事情ご賢察頂き

ご了承賜りますようお願い致します。 

 

尚、昨年来、漸次カタログ内商品の価格を改定させて頂いております。 

別紙には既に改定済みの品目も併せて記載致しております。 

弊社ホームページからアクセス頂けるWEBカタログは最新の価格となっておりますので

併せてご覧下さい（今回改定分は改定日に更新されます）。スマートフォンからは、下記

ＱＲコードから直接アクセス頂けます。 

 

引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます。 

         

 

㈱エスエスシー 

TEL03-5338-3941 

FAX03-5338-3861 

http://www.ssc-co.com 
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4 A120 リードバッグ(コミック用) ¥1.40 ¥1.55 8 A271A 角底袋　茶無地　小 ¥3.20 ¥3.60

4 A121 リードバッグ(小) ¥1.70 ¥1.90 8 A271B 角底袋　茶無地　中 ¥4.10 ¥4.60

4 A122 リードバッグ(中) ¥2.30 ¥2.55 8 A271C 角底袋　茶無地　大 ¥6.60 ¥7.40

4 A123 リードバッグ(大) ¥2.70 ¥2.98 8 A271D 角底袋　茶無地　特大 ¥10.00 ¥11.20

4 A124 リードバッグ(特大) ¥4.00 ¥4.40 8 A3 A3 紙袋 婦人誌用(大寸) ¥3.30 ¥3.70

4 A155 ファインバッグ(S) ¥1.80 ¥2.10 8 A4 A4 紙袋 婦人誌用(普及版) ¥2.80 ¥3.20

4 A156 ファインバッグ(M) ¥2.75 ¥3.20 8 A5 A5 紙袋 週刊誌用(クラフト) ¥2.55 ¥2.90

4 A157 ファインバッグ(L) ¥3.50 ¥4.20 8 A6 A6 紙袋 週刊誌用(純白) ¥2.15 ¥2.60

4 A158 ファインバッグ(LL) ¥4.60 ¥5.40 8 A77 A77 紙袋 コミック用(純白) ¥1.60 ¥1.90

5 A111 ワイドバッグ ¥8.00 ¥9.50 8 A51
小物袋　ギンガムミニ・赤(小)6000枚

入
¥10,000 ¥11,000

5 A116 筆記具袋 ¥0.90 ¥1.10 8 A52
小物袋　ギンガムミニ・赤(大)6000枚

入
¥11,000 ¥12,100

5 A117 小物袋(S) ¥1.40 ¥1.70 8 A53
小物袋　ギンガムミニ・スミ(小)6000

枚入
¥10,000 ¥11,000

5 A118 小物袋(M) ¥1.80 ¥2.10 8 A54
小物袋　ギンガムミニ・スミ(大)6000

枚入
¥11,000 ¥12,100

5 A191 ニュータウンバッグ ¥10.80 ¥12.00 8 A55 小物袋　マイホーム(大)6000枚入 ¥10,000 ¥11,000

6 A183 再生レジ袋(小) ¥1.55 ¥1.70 8 A56 小物袋　マイホーム(特大)4000枚 ¥7,600 ¥8,500

6 A184 再生レジ袋(中) ¥2.10 ¥2.30 8 F730 書籍返品用ダンボール(30枚入) ¥3,000 ¥3,300

6 A185 再生レジ袋(大) ¥2.70 ¥3.00 9 A201 紙手提　白無地　T-3 ¥21.50 ¥24.00

6 A186 再生レジ袋(特大) ¥4.30 ¥5.00 9 A202 紙手提　白無地　T-X ¥22.00 ¥24.50

6 A188 再生レジ袋(ワイドマチ) ¥5.10 ¥5.50 9 A203 紙手提　白無地　T-6 ¥25.50 ¥28.00

8 A10 A10 紙袋 A5テキスト用(純白) ¥2.00 ¥2.40 9 A204 紙手提　白無地　T-8 ¥30.50 ¥34.00

8 A270A 角底袋　白無地　小 ¥4.10 ¥4.60 9 A205 紙手提　白無地　T-12 ¥46.50 ¥52.00

8 A270B 角底袋　白無地　中 ¥4.80 ¥5.40 9 A206 紙手提　白無地　T-15 ¥66.50 ¥74.00

8 A270C 角底袋　白無地　大 ¥8.60 ¥9.65 9 A211 紙手提　茶無地　T-3 ¥21.00 ¥23.00
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9 A212 紙手提　茶無地　T-X ¥20.50 ¥23.50 11 A196 ラッピングハンド・ナチュラル L ¥13.50 ¥15.00

9 A213 紙手提　茶無地　T-6 ¥21.50 ¥24.00 11 F555 傘ポリ袋(4000枚入) ¥1.40 ¥1.55

9 A214 紙手提　茶無地　T-8 ¥23.50 ¥26.00 11 F556 カレンダーポリ ¥4.60 ¥5.50

9 A215 紙手提　茶無地　T-12 ¥42.50 ¥47.00 12 A13 平判カバー(文庫･新書用)　ADP ¥1.95 ¥2.20

9 A220 平紐手提袋(Mサイズ) ¥15.00 ¥18.00 12 A14 平判カバー(B6判･四六判用)　ADP ¥3.10 ¥3.35

9 A246 紙手提　ベアコレクション青　T-6 ¥21.50 ¥25.00 12 A15 平判カバー(A5判･B6判用)　ADP ¥3.80 ¥4.10

9 A247 紙手提　ベアコレクション青　T-8 ¥24.00 ¥27.50 13 A30 A30　折込袖付カバー(文庫用)ロコ柄 ¥1.95 ¥2.10

9 A248 紙手提　ベアコレクション青　T-12 ¥43.50 ¥47.00 13 A31 A31　折込袖付カバー(新書用)ロコ柄 ¥2.00 ¥2.20

9 A251 紙手提　フランス　T-6 ¥22.50 ¥26.50 13 A32
A32　折込袖付カバー(文庫用)ﾌﾞﾘｯｼﾞ

柄
¥1.95 ¥2.10

9 A252 紙手提　フランス　T-12 ¥26.00 ¥30.00 13 A33 折込袖付カバー(新書用)ブリッジ柄 ¥2.00 ¥2.20

9 A280 雨コートポリ ¥12.00 ¥13.00 13 A34 折込袖付カバー(文庫用)フレンズ柄 ¥1.95 ¥2.10

10 A300 クリアポリ袋・文庫用 ¥0.77 ¥0.90 13 A35 折込袖付カバー(新書用)フレンズ柄 ¥2.00 ¥2.20

10 A301 クリアポリ袋・新書用 ¥1.05 ¥1.20 13 A36
2箇所折カバー(B6判・四六判用)

ADP
¥2.80 ¥3.00

10 A302 クリアポリ袋・四六・Ｂ６用 ¥1.25 ¥1.40 13 A37 2箇所折カバー(A5・B6判用)　ADP ¥3.30 ¥3.60

10 A303 クリアポリ袋・A5用 ¥1.40 ¥1.60 14 A419 包装紙　ディアフレンド(100枚入) ¥1,900 ¥2,150

10 A304 クリアポリ袋・A4用 ¥1.95 ¥2.20 14 A473 包装紙　アニマルワールド(100枚入) ¥1,600 ¥1,800

10 A305 クリアポリ袋・AB判用 ¥2.70 ¥3.05 14 A474
包装紙　スイーツプリンセス(100枚

入)
¥1,600 ¥1,800

10 A349 A349　OPP帯パック(文庫サイズ) ¥2.00 ¥2.20 14 A476 包装紙　メモリアル デイ(100枚入) ¥1,600 ¥1,800

10 A350 A350　OPP帯パック(新書サイズ) ¥2.30 ¥2.50 15 A413 包装紙　サマーチェック(50枚入) ¥1,900 ¥2,150

10 A351 A351　OPP帯パック(A5･B6サイズ) ¥2.80 ¥3.10 15 A415 包装紙　ギャルズチェック(50枚入) ¥1,900 ¥2,150

10 A352 OPP帯パック(A5サイズ) ¥3.50 ¥3.80 15 A431 包装紙　エスペランスLG(50枚入) ¥1,600 ¥1,800

10 A353 A353　OPP帯パック(雑誌サイズ) ¥5.25 ¥5.70 15 A441 包装紙　筋無地 赤　半才(100枚入) ¥1,700 ¥1,900

11 A195 ラッピングハンド・ナチュラル S ¥10.70 ¥11.80 15 A442 包装紙　筋無地 紺(100枚入) ¥1,700 ¥1,900
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15 A443
包装紙　筋無地 グリーン　半才(100

枚入)
¥1,700 ¥1,900 24 F520B テープカッター(赤) ¥700 ¥800

15 A444A 包装紙　ストライプ(ピンク)100枚入 ¥2,200 ¥2,400 24 F520Ｃ テープカッター(黒) ¥700 ¥800

15 A444B 包装紙　ストライプ(ブルー)100枚入 ¥2,200 ¥2,400 24 F521A ペン立てテープカッター(青) ¥1,000 ¥1,100

15 A444C
包装紙　ストライプ(グリーン)100枚

入
¥2,200 ¥2,400 24 F521B ペン立てテープカッター(青) ¥1,000 ¥1,100

15 A446
包装紙　純白フェザーイニシャル

(100枚入)
¥1,200 ¥1,300 24 F522 ペアテープカッター ¥2,700 ¥2,980

15 A448 包装紙　エレガントチェック(50枚入) ¥1,900 ¥2,150 24 F547 ペンスタンド ¥800 ¥880

18 A88 しおりペット柄無名セット ¥3,600 ¥4,500 24 F548 大型ペンスタンド ¥1,200 ¥1,300

18 A89 しおりペット柄名入セット ¥10,800 ¥13,500 24 F601 セロテープ 12㎜×35m(100巻売) ¥45 ¥48

18 A92 しおり森の新芽柄無名セット ¥3,600 ¥4,500 24 F601A セロテープ 12㎜×35m(10巻売) ¥52 ¥56

18 A93 しおり森の新芽柄名入セット ¥10,800 ¥13,500 24 F602 セロテープ 15㎜×35m(100巻売) ¥57 ¥58

19 A90 しおり自然堂柄無名セット ¥7,200 ¥9,000 24 F602A セロテープ 15㎜×35m(10巻売) ¥65 ¥70

19 A91 しおり自然堂柄名入セット ¥20,400 ¥25,500 24 F616 柄セロテープ コアラ柄(100巻入) ¥17,500 ¥18,900

19 A98 しおり世界遺産柄無名セット ¥3,600 ¥4,500 24 F617 柄セロテープ  (Thank you赤)100巻入 ¥17,500 ¥18,900

19 A99 しおり世界遺産柄名入セット ¥10,800 ¥13,500 24 F618 柄セロテープ (Thank you白)100巻入 ¥17,500 ¥18,900

22 F501 輪ゴム #16 (500g) ¥650 ¥680 25 F301 PPバンド ストッパー用(黄)5巻入 ¥9,250 ¥10,300

22 F502 輪ゴム #18 (500g) ¥650 ¥680 25 F302 梱包機用PPバンド(15.5㎜幅)黄色 ¥4,760 ¥5,300

22 F503 輪ゴム #260 (500g) ¥750 ¥780 25 F303
PPバンド用 スマートストッパー

(1000個入)
¥1,800 ¥1,950

22 F504 輪ゴム #310 (500g) ¥750 ¥780 25 F308 PPバンド 引締機用(青)5巻入 ¥9,250 ¥10,300

22 F505 F505　輪ゴム #410 (500g) ¥750 ¥790 25 F309 PPバンド 引締機用(青)1巻売 ¥2,050 ¥2,250

22 F901 F901　付録バンド(黄)700g入 ¥3,380 ¥3,600 25 F311 PPバンド ストッパー用(黄)1巻売 ¥1,900 ¥2,100

22 F902 付録バンド・お試しセット(黄)200g入 ¥980 ¥1,100 25 F312 梱包機用PPバンド(12㎜幅)黄色 ¥4,150 ¥4,600

22 F903
付録バンド・3色セット(赤・緑・ｸﾞ

ﾚｰ)500g入
¥2,600 ¥2,800 25 F506

透明梱包用テープ 48㎜×100m(5巻

売)
¥190 ¥210

24 F520A テープカッター(青) ¥700 ¥800 25 F510
リストンテープ(レコード巻・白)5巻

売
¥250 ¥280
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25 F511 玉巻テープ(白)5巻売 ¥240 ¥270 28 B518 三面見出しプレート・新書用 ¥3,250 ¥3,510

25 F512 PP縄(ソフトタイプ) ¥820 ¥900 28 B519 三面見出しプレート・文芸書用 ¥3,360 ¥3,630

25 F523 ジャンボカッター ¥3,700 ¥4,100 28 B591 見出しプレートストッパー型・文庫用 ¥2,250 ¥2,430

25 F605 クラフトテープ 50㎜×50m(50巻売) ¥125 ¥140 28 B592 見出しプレートストッパー型・新書用 ¥2,400 ¥2,590

25 F620 エアキャップ 600㎜×42m(2巻入) ¥2,400 ¥2,650 28 B593
見出しプレートストッパー型・文芸書

用
¥3,120 ¥3,370

25 F621 エアキャップ 1200㎜×42m ¥1,900 ¥2,100 28 B594
見出しプレートストッパー型・ムック

用
¥2,900 ¥3,130

27 F101
感熱レジロール 44.5㎜×80φ(100巻

入)
¥8,500 ¥9,350 29 B510M 見出しプレートセット・文庫用 ¥180 ¥190

27 F102
感熱レジロール(中保存)58㎜×80φ

(80巻入)
¥8,000 ¥8,900 29 B511M 見出しプレートセット・新書用 ¥190 ¥210

27 F103 感熱レジロール 80㎜×80φ(60巻入) ¥10,080 ¥11,250 29 B512M 見出しプレートセット・文芸書用 ¥200 ¥220

27 F104
感熱カード記録紙 58㎜×40φ(20巻

入)
¥2,400 ¥2,700 29 B513M 見出しプレートセット・ムック用 ¥215 ¥230

27 F105
感熱カード記録紙 58㎜×60φ(20巻

入)
¥2,500 ¥2,800 29 B591M

見出しプレートセットストッパー型・

文庫用
¥190 ¥210

27 F201 感熱FAXロール 257㎜×30m(12巻入) ¥3,120 ¥3,500 29 B592M
見出しプレートセットストッパー型・

新書用
¥200 ¥220

27 F202 感熱FAXロール 210㎜×30m(12巻入) ¥3,120 ¥3,500 29 B593M
見出しプレートセットストッパー型・

文芸書用
¥220 ¥240

27 F203 感熱FAXロール 257㎜×100m(6巻入) ¥4,500 ¥5,000 29 B594M
見出しプレートセットストッパー型・

ムック用
¥250 ¥270

27 F204 感熱FAXロール 210㎜×100m(6巻入) ¥4,500 ¥5,000 30 B680 プライスケース・W58㎜(20個入) ¥1,200 ¥1,320

28 B500 立体見出しホルダー・文庫用 ¥3,480 ¥3,760 31 B550 書棚コーナーポップ B5ｻｲｽﾞ(4台入) ¥5,400 ¥6,100

28 B501 立体見出しホルダー・文芸書用 ¥3,800 ¥4,100 31 B551 書棚コーナーポップ A4ｻｲｽﾞ(4台入) ¥6,800 ¥7,700

28 B502 立体見出しホルダー・大判雑誌用 ¥4,400 ¥4,750 31 B567 Ｌ型ポップ　A5用(10個入) ¥1,600 ¥1,800

28 B510 見出しプレート・文庫用 ¥1,780 ¥1,920 31 B568 Ｌ型ポップ　A6用(10個入) ¥1,060 ¥1,200

28 B511 見出しプレート・新書用 ¥1,990 ¥2,060 31 B569 Ｌ型ポップ　A7用(10個入) ¥780 ¥880

28 B512 見出しプレート・文芸書用 ¥2,250 ¥2,430 32 B521 B521　ワイヤースタンド(10本入) ¥1,890 ¥2,100

28 B513 見出しプレート・ムック用 ¥1,830 ¥1,980 32 B524 カードアンドクリップ ¥75 ¥83

28 B517 三面見出しプレート・文庫用 ¥3,150 ¥3,400 32 B525 貼付けアンドクリップ ¥70 ¥77
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32 B529 B529　クリップスタンド円盤型 ¥170 ¥190 34 B522 折りたたみスタンド (小) ¥370 ¥410

32 B530 B530　Ｗクリップ ¥140 ¥160 34 B523 折りたたみスタンド (大) ¥390 ¥430

32 B531 B531　スネーククリップ ¥320 ¥360 34 B539 ピタマグクリップ ¥1,890 ¥2,100

32 B532 B532　マグネットクリップ ¥195 ¥220 34 B572 スマートホルダー ¥1,780 ¥1,960

32 B533 B533　マグネットワイドクリップ ¥240 ¥270 34 B647 ボードスタンド ¥270 ¥300

32 B534 B534　ワイヤークリップスタンド ¥160 ¥180 34 B655 強力クリップＳ ¥630 ¥700

32 B535 B535　クリップスタンド ¥170 ¥190 34 B656 強力クリップＬ ¥670 ¥740

32 B536 吊下げスタンド ¥170 ¥190 34 B657 マグ太郎(白) ¥290 ¥320

32 B537 伸縮パイプスタンド ¥390 ¥430 34 B658 マグ太郎(青) ¥290 ¥320

32 B652
B652　クリップアンドクリップ(S)・

1ｾｯﾄ40個入
¥90 ¥100 34 B676 ミディアムクリップ ¥190 ¥210

32 B653
B653　クリップアンドクリップロン

グ・Ｊ5・1ｾｯﾄ15個入
¥210 ¥230 34 B677 ミディアムクリップ黒 ¥190 ¥210

32 B654 クリップアンドワイドクリップ・Ｊ5 ¥260 ¥290 34 B678 ミディアムクリップＬ ¥230 ¥250

33 B508 クリップアンドクリップ ¥210 ¥230 34 B679 ミディアムクリップＬ黒 ¥230 ¥250

33 B509 クリップアンドクリップ50 ¥230 ¥260 35 B456 スタンドポップ両面差込クリップ ¥1,460 ¥1,600

33 B526 クリップアンドクリップ小 ¥235 ¥260 35 B540 スタンドポップマルチバインダー ¥1,480 ¥1,650

33 B527 クリップアンドクリップ中 ¥245 ¥270 35 B541 スタンドポップフリーバインダー ¥1,480 ¥1,650

33 B528 クリップアンドクリップ大 ¥255 ¥300 35 B542 スタンドポップＹ字クリップ ¥1,050 ¥1,200

33 B641
ｼﾞｬｲｱﾝﾄｸﾘｯﾌﾟﾎﾟｯﾌﾟ・ﾌﾘｰｼﾞｮｲﾝﾄ1個接

ぎ
¥440 ¥490 35 B543 スタンドポップＴ字クリップ ¥1,480 ¥1,650

33 B642
ｼﾞｬｲｱﾝﾄｸﾘｯﾌﾟﾎﾟｯﾌﾟ・ﾌﾘｰｼﾞｮｲﾝﾄ3個接

ぎ
¥550 ¥600 35 B544 スタンドポップＬ字クリップ ¥1,000 ¥1,100

33 B643
ｼﾞｬｲｱﾝﾄｸﾘｯﾌﾟﾎﾟｯﾌﾟ・伸縮ポールタイ

プ
¥1,080 ¥1,200 35 B545 スタンドポップ両面クリップ ¥1,350 ¥1,500

33 B644
ｼﾞｬｲｱﾝﾄｸﾘｯﾌﾟﾎﾟｯﾌﾟ・伸縮ﾎﾟｰﾙ ＋ 円

盤
¥1,080 ¥1,200 35 B546 スタンドポップ両面差込クリップ ¥1,350 ¥1,500

33 B645 ｽﾄﾛﾝｸﾞﾏｸﾞﾈｯﾄ ＋ ﾜｲﾄﾞｸﾘｯﾌﾟ ¥580 ¥640 35 B735 マグネットポップ　Ｔ型　200x265 ¥860 ¥950

33 B646 ｽﾄﾛﾝｸﾞﾏｸﾞﾈｯﾄ ＋ ﾎﾞｰﾄﾞｸﾘｯﾌﾟ ¥520 ¥580 35 B736 マグネットポップ　Ｌ型　300x325 ¥810 ¥890
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35 B737 マグネットポップ　Ｌ型　300x425 ¥800 ¥880 41 B71
簡易ホルダーシルク印刷付文庫新書用

３００台
¥210 ¥230

35 B738 マグネットポップ　Ｌ型　400x186 ¥810 ¥890 41 B72C 簡易ホルダー差込型文庫新書用 ¥10,500 ¥11,340

35 B739 マグネットポップ　Ｌ型　450x275 ¥800 ¥880 41 B73C 簡易ホルダー文芸書用 ¥5,000 ¥5,400

36 B560
B560　本日発売プレート Aタイプ(8

台入)
¥2,900 ¥3,300 41 B74

簡易ホルダーシルク印刷付文芸書用１

００台
¥285 ¥310

36 B561
B561　本日発売プレート Bタイプ(10

台入)
¥1,900 ¥2,200 41 B74

簡易ホルダーシルク印刷付文芸書用３

００台
¥240 ¥260

36 B562
B562　本日発売プレート Cタイプ(10

台入)
¥2,500 ¥2,800 41 B75C 簡易ホルダー差込型文芸書用 ¥13,000 ¥14,040

36 B563
B563　割れない本日発売ﾌﾟﾚｰﾄ･Ｌ型

(10個入)
¥2,200 ¥2,500 41 B80C 両面ホルダー文庫・新書用 ¥5,000 ¥5,400

36 B564
B564　雑誌棚用･コの字ﾌﾟﾚｰﾄ(10個

入)
¥1,680 ¥1,900 41 B81

両面ホルダーシルク印刷付文庫新書用

１００台
¥315 ¥340

36 B577
B577　本日発売／最新号･Ｌ型(10個

入)
¥2,500 ¥2,800 41 B81

両面ホルダーシルク印刷付文庫新書用

３００台
¥280 ¥300

38 B520 ペットスタンド(20台入) ¥1,640 ¥1,800 41 B82C 両面ホルダー文芸書用 ¥8,000 ¥8,640

38 B671
ぺたっとポップ スイングタイプ(10個

入)
¥1,060 ¥1,200 41 B83

両面ホルダーシルク印刷付文芸書用１

００台
¥410 ¥440

40 B21
ブックホルダー文庫新書用（ストッ

パーなし）
¥3,600 ¥3,890 41 B83

両面ホルダーシルク印刷付文芸書用３

００台
¥370 ¥400

40 B22
ブックホルダー文庫新書用(ストッ

パー付)
¥3,950 ¥4,270 41 B84C 両面ホルダー文庫・新書用（大） ¥5,600 ¥6,050

40 B23 ブックホルダーEタイプ文庫新書用 ¥3,000 ¥3,240 41 B90
ブックホルダーマットブラック文庫新

書用（ストッパーなし）
¥3,960 ¥4,280

40 B27
ブックホルダー文芸書用（ストッパー

なし）
¥4,350 ¥4,700 41 B91

ブックホルダーマットブラック文庫新

書用（ストッパー付）
¥4,320 ¥4,670

40 B28
ブックホルダーストッパー付文芸書用

（ストッパー付）
¥4,800 ¥5,180 41 B92

ブックホルダーマットブラック文芸書

用（ストッパーなし）
¥4,980 ¥5,380

40 B29 ブックホルダーEタイプ文芸書用 ¥3,750 ¥4,050 41 B93
ブックホルダーマットブラック文芸書

用（ストッパー付）
¥5,280 ¥5,700

40 B31
ブックホルダー雑誌用(ストッパーな

し）
¥5,120 ¥5,530 42 B150

B150　Ｌ字ｽﾄｯﾊﾟｰ 文庫･新書用(30台

入)
¥2,450 ¥2,800

40 B32
ブックホルダー雑誌用（ストッパー

付）
¥5,520 ¥5,960 42 B150Z

＊Ｌ字ストッパー 文庫･新書用(30台

入)
¥2,450 ¥2,800

40 B850 木製ブックホルダー・茶(2台入) ¥1,600 ¥1,800 42 B151 B151　Ｌ字ｽﾄｯﾊﾟｰ 文芸書用(30台入) ¥4,200 ¥4,800

40 B851
木製ブックホルダー・ナチュラル(2台

入)
¥1,600 ¥1,800 42 B151Z ＊Ｌ字ストッパー 文芸書用(30台入) ¥4,200 ¥4,800

41 B70C 簡易ホルダー文庫新書用 ¥3,500 ¥3,780 42 B152
B152　Ｌ字ｽﾄｯﾊﾟｰ 差込型･文庫新書

用(30台入)
¥3,300 ¥3,700

41 B71
簡易ホルダーシルク印刷付文庫新書用

１００台
¥210 ¥230 42 B152Z

＊Ｌ字ストッパー 差込型･文庫新書用

(30台入)
¥3,300 ¥3,700
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42 B153
Ｌ字ストッパー 差込型･文芸書用(30

台入)
¥4,950 ¥5,600 45 B111

スライドタワー(小)透明セット(5台

入)
¥5,600 ¥6,300

42 B153Z
＊Ｌ字ストッパー 差込型･文芸書用

(30台入)
¥4,950 ¥5,600 45 B115

スライドタワー(大)透明セット(5台

入)
¥6,800 ¥7,700

42 B34 棚上面陳ラック ¥3,780 ¥4,080 46 B790
ハンディーサイズ用　面陳タワー(2台

入)
¥3,600 ¥4,100

42 B40 フロントキーパーCD用 ¥4,400 ¥4,750 48 B171 平積現品POP 文庫新書用(4台入) ¥2,100 ¥2,400

42 B41 フロントキーパー文庫・新書用 ¥2,600 ¥2,810 48 B172 平積現品POP 文芸書用(4台入) ¥2,700 ¥3,100

42 B42 フロントキーパー文芸書用 ¥3,200 ¥3,460 48 B173 平積現品POP 雑誌用(2台入) ¥2,400 ¥2,700

42 B43 フロントキーパーCD用差込型 ¥4,700 ¥5,080 49 B450
B450　ハンディーサイズ用　補助

ラック(2台入)
¥3,180 ¥3,600

43 B61 2段ホルダー 文庫･新書用(4台入) ¥3,740 ¥4,200 49 B451
B451　補助ラック A4雑誌用 Aﾀｲﾌﾟ(2

台入)
¥3,500 ¥4,000

43 B62 2段ホルダー 文芸書用(4台入) ¥4,300 ¥4,800 49 B452
B452　補助ラック A4雑誌用 Bﾀｲﾌﾟ(2

台入)
¥3,360 ¥3,800

43 B63 2段ホルダー 大判雑誌用(2台入) ¥3,520 ¥3,950 49 B453
B453　補助ラック A4雑誌用900タイ

プ
¥4,200 ¥4,700

43 B67 Ｍ型ホルダー・文芸書用(4台入) ¥4,900 ¥5,500 49 B465
補助ラック・小(背ざし・面出し兼

用)2台入
¥2,580 ¥2,900

43 B68 Ｍ型ホルダー・雑誌用(2台入) ¥4,800 ¥5,400 49 B466
補助ラック・大(背ざし・面出し兼

用)2台入
¥2,960 ¥3,400

43 B76 3Dスタンド文庫・新書サイズ(4台入) ¥3,900 ¥4,400 50 B360 面陳ストッパーAタイプ文庫新書用 ¥880 ¥990

43 B78 3Dスタンド文芸書サイズ(2台入) ¥2,380 ¥2,680 50 B361 面陳ストッパーAタイプ文芸書用 ¥1,050 ¥1,180

43 B79 3Dスタンド文庫・新書サイズ(6台入) ¥3,500 ¥3,950 50 B370 面陳ストッパーBタイプ文庫新書用 ¥1,400 ¥1,570

43 B791
ハンディーサイズ用　3Dスタンド(2

台入)
¥3,600 ¥4,100 50 B371 面陳ストッパーBタイプ文芸書用 ¥1,580 ¥1,770

44 B101
スーパータワー(小)透明セット(4台

入)
¥3,100 ¥3,500 50 B380 面陳ストッパーCタイプ文庫新書用 ¥1,680 ¥1,880

44 B103
スーパータワー(大)透明セット(4台

入)
¥4,200 ¥4,800 50 B381 面陳ストッパーCタイプ文芸書用 ¥1,780 ¥1,990

44 B105
スーパータワー(特大)透明セット(4台

入)
¥6,840 ¥7,700 50 B382 面陳ストッパーCタイプ雑誌用 ¥3,280 ¥3,670

44 B120 面陳タワー・ショートタイプ(4台入) ¥3,100 ¥3,500 51 B395 ドリル棚（小） ¥4,700 ¥5,300

44 B121
B121　ネオ面陳タワー(小)文庫･新書

用(4台入)
¥3,100 ¥3,500 51 B396 ドリル棚（大） ¥5,600 ¥6,300

44 B122
B122　ネオ面陳タワー(大)文芸書用

(4台入)
¥4,200 ¥4,800 52 B230

ﾏｸﾞﾈｯﾄ傾斜ﾗｯｸ(4ﾎﾟｹｯﾄ)書籍・雑誌用

(2台入)
¥5,800 ¥6,500

44 B123
B123　ネオ面陳タワー(特大)雑誌用

(4台入)
¥6,840 ¥7,700 52 B231

ﾏｸﾞﾈｯﾄ傾斜ﾗｯｸ(3ﾎﾟｹｯﾄ)ﾑｯｸ・特大誌(2

台入)
¥7,300 ¥8,200
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52 B232
傾斜ラック(4ﾎﾟｹｯﾄ)書籍・雑誌用(2台

入)
¥5,200 ¥5,800 54 B60

ブックキーパーB型(特大)雑誌用透明

ｾｯﾄ(4台入)
¥4,200 ¥4,700

52 B233
傾斜ラック(3ﾎﾟｹｯﾄ)ムック・特大誌(2

台入)
¥5,900 ¥6,700 56 B65 平台プレート(小)2枚入 ¥2,900 ¥3,300

52 B250 ポケットスタンド A (左綴用)2台入 ¥5,500 ¥6,200 56 B66 平台プレート(大)2枚入 ¥3,940 ¥4,450

52 B251 ポケットスタンド B (右綴用)2台入 ¥5,500 ¥6,200 57 B430 4面ボックス 300x300x300 ¥5,300 ¥6,000

53 B210 傾斜面陳ラック 5列ﾀｲﾌﾟ 右綴用 ¥4,900 ¥5,500 57 B431 4面ボックス 330x330x330 ¥6,400 ¥7,200

53 B211 傾斜面陳ラック 5列ﾀｲﾌﾟ 左綴用 ¥4,900 ¥5,500 57 B437 ショウケース・6面ボックス 250 ¥6,900 ¥7,800

53 B212 傾斜面陳ラック 6列ﾀｲﾌﾟ 右綴用 ¥5,700 ¥6,400 57 B438 ショウケース・6面ボックス 300 ¥8,100 ¥9,100

53 B213 傾斜面陳ラック 6列ﾀｲﾌﾟ 左綴用 ¥5,700 ¥6,400 57 B439 ショウケース・6面ボックス 330 ¥8,600 ¥9,700

53 B214 傾斜面陳ラック 7列ﾀｲﾌﾟ 右綴用 ¥6,700 ¥7,500 59 B401 マルチボックス(透明)510×150×330 ¥4,500 ¥5,100

53 B215 傾斜面陳ラック 7列ﾀｲﾌﾟ 左綴用 ¥6,700 ¥7,500 59 B403 マルチボックス(透明)330×150×260 ¥3,150 ¥3,550

53 B216 傾斜面陳ラック 8列ﾀｲﾌﾟ 右綴用 ¥7,400 ¥8,300 59 B405 マルチボックス(透明)330×100×240 ¥2,700 ¥3,050

53 B217 傾斜面陳ラック 8列ﾀｲﾌﾟ 左綴用 ¥7,400 ¥8,300 59 B407 マルチボックス(透明)330×100×210 ¥2,450 ¥2,750

53 B218 傾斜面陳ラック 9列ﾀｲﾌﾟ 右綴用 ¥8,400 ¥9,500 59 B409
マルチボックス(透明)240×80×

210(2台入)
¥3,600 ¥4,050

53 B219 傾斜面陳ラック 9列ﾀｲﾌﾟ 左綴用 ¥8,400 ¥9,500 59 B411
マルチボックス(透明)240×100×

170(2台入)
¥3,500 ¥3,950

53 B220 傾斜面陳ラック 10列ﾀｲﾌﾟ 右綴用 ¥9,200 ¥10,500 59 B413
マルチボックス(透明)240×80×

170(2台入)
¥3,300 ¥3,700

53 B221 傾斜面陳ラック 10列ﾀｲﾌﾟ 左綴用 ¥9,200 ¥10,500 59 B415
マルチボックス(透明)210×100×

170(2台入)
¥3,150 ¥3,550

53 B240 仕切スタンド(2台入) ¥5,900 ¥6,700 59 B417
マルチボックス(透明)206×80×

121(10台入)
¥6,450 ¥7,200

54 B117
Ｂ型ブックキーパー（中）雑誌用（透

明）デスクタイプ
¥1,900 ¥2,200 59 B419

マルチボックス(透明)166×80×

121(10台入)
¥6,100 ¥6,800

54 B118
Ｂ型ブックキーパー（中）雑誌用（ピ

ンク）デスクタイプ
¥3,700 ¥4,200 59 B421

マルチボックス(透

明)100x100x150(10台入)
¥4,700 ¥5,300

54 B119
Ｂ型ブックキーパー（中）雑誌用（ブ

ルー）デスクタイプ
¥3,700 ¥4,200 59 B423

マルチボックス(透

明)100x100x100(10台入)
¥4,500 ¥5,100

54 B55
ブックキーパーB型(小)雑誌用透明ｾｯﾄ

(4台入)
¥4,600 ¥5,100 59 B425 マルチボックス(透明)330x330x330 ¥4,250 ¥4,800

54 B57
ブックキーパーB型(中)雑誌用透明ｾｯﾄ

(4台入)
¥5,200 ¥5,800 59 B426 マルチボックス(透明)300x230x330 ¥3,950 ¥4,500

54 B59
ブックキーパーB型(大)雑誌用透明ｾｯﾄ

(4台入)
¥6,100 ¥6,800 59 B427 マルチボックス(透明)360x270x330 ¥5,100 ¥5,800

8 / 12 ページ



カタ

ログ

掲載

頁

商品

コード
商品名称

現行

単価
改定単価

カタ

ログ

掲載

頁

商品

コード
商品名称

現行

単価
改定単価

59 B428 マルチボックス(透明)330x250x450 ¥5,950 ¥6,700 62 B312
ステップスタンド薄型奥行１８０型３

段タイプ
¥12,400 ¥13,640

59 B429 マルチボックス(透明)330x250x600 ¥7,400 ¥8,300 62 B313
ステップスタンドガラス色薄型奥行１

８０型３段タイプ
¥13,200 ¥14,520

60 B441 スペースボックス 文庫用(大)10台入 ¥2,250 ¥2,500 62 B314
ステップスタンド２３０型３段タイプ

９００㎜以下
¥13,200 ¥14,520

60 B442
スペースボックス ｺﾐｯｸ･新書用(大)10

台入
¥2,500 ¥2,800 62 B315

ステップスタンドガラス色２３０型３

段タイプ９００㎜以下
¥14,200 ¥15,620

60 B443
スペースボックス 文芸書用(大)10台

入
¥3,100 ¥3,400 62 B316

ステップスタンド２３０型３段タイプ

９０１～１２００㎜以下
¥16,000 ¥17,600

60 B474 折畳型ｽﾍﾟｰｽﾎﾞｯｸｽ 文庫用ｼﾝｸﾞﾙ(50台) ¥3,400 ¥3,800 62 B317
ステップスタンドガラス色２３０型３

段タイプ９０１～１２０００㎜以下
¥19,000 ¥20,900

60 B475
折畳型ｽﾍﾟｰｽﾎﾞｯｸｽ ｺﾐｯｸ･新書用ｼﾝｸﾞﾙ

(50台)
¥3,650 ¥4,050 62 B318

ステップスタンド３３０型４段タイプ

９００㎜以下
¥15,900 ¥17,490

60 B476
折畳型ｽﾍﾟｰｽﾎﾞｯｸｽ 文芸書用ｼﾝｸﾞﾙ(50

台)
¥4,200 ¥4,600 62 B319

ステップスタンドガラス色３３０型４

段タイプ９００㎜以下
¥16,900 ¥18,590

60 B477
折畳型ｽﾍﾟｰｽﾎﾞｯｸｽ 文庫用 450ｻｲｽﾞ(20

台)
¥2,540 ¥2,880 62 B320

ステップスタンド３３０型４段タイプ

９０１～１２００㎜以下
¥20,400 ¥22,440

60 B478
折畳型ｽﾍﾟｰｽﾎﾞｯｸｽ ｺﾐｯｸ･新書用 450ｻｲ

ｽﾞ(20台)
¥2,800 ¥3,140 62 B321

ステップスタンドガラス色３３０型４

段タイプ９０１～１２００㎜以下
¥21,400 ¥23,540

60 B479
折畳型ｽﾍﾟｰｽﾎﾞｯｸｽ 文芸書用 450ｻｲｽﾞ

(20台)
¥3,300 ¥3,650 62 B322

ステップスタンド４００型５段タイプ

９００㎜以下
¥17,000 ¥18,700

60 B480
折畳型ｽﾍﾟｰｽﾎﾞｯｸｽB6ｺﾐｯｸ用ｼﾝｸﾞﾙ(50

台)
¥4,000 ¥4,500 62 B323

ステップスタンドガラス色４００型５

段タイプ９００㎜以下
¥20,500 ¥22,550

60 B491
スペースボックス 文庫用ｼﾝｸﾞﾙ(10台

入)
¥1,600 ¥1,800 62 B324

ステップスタンド４００型５段タイプ

９０１～１２００㎜以下
¥22,900 ¥25,190

60 B492
B492　ｽﾍﾟｰｽﾎﾞｯｸｽ ｺﾐｯｸ･新書用ｼﾝｸﾞﾙ

(10台入)
¥1,800 ¥2,000 62 B325

ステップスタンドガラス色４０００型

５段タイプ９０１～１２００㎜以下
¥24,000 ¥26,400

60 B493
スペースボックス 文芸書用ｼﾝｸﾞﾙ(10

台入)
¥2,400 ¥2,650 63 B331 ステップスタンド３段マルチロング ¥14,800 ¥16,280

60 B494 スペースボックス 雑誌用(4台入) ¥2,100 ¥2,300 63 B332 ステップスタンド５段マルチロング ¥17,800 ¥19,580

61 B445 奥行調整アンコ(10本入) ¥2,700 ¥3,100 63 B333
ステップスタンド３段マルチ雑誌用ロ

ング
¥14,000 ¥15,400

61 B471 ジョイントボックス 文庫用(10台入) ¥7,400 ¥8,500 63 B334
ステップスタンド５段マルチ雑誌用ロ

ング
¥16,800 ¥18,480

61 B472
ジョイントボックス コミック用(10台

入)
¥8,600 ¥9,900 64 B300 ステップスタンド３段マルチタイプ ¥5,600 ¥6,160

61 B473
ジョイントボックス 文芸書用(10台

入)
¥9,800 ¥11,300 64 B301 ステップスタンド５段マルチタイプ ¥8,200 ¥9,020

61 B630 平積キーパー(4台入) ¥4,720 ¥5,300 64 B303
ステップスタンド３段マルチタイプ雑

誌用
¥8,400 ¥9,240

62 B310
ステップスタンド薄型奥行１５０型３

段タイプ
¥11,500 ¥12,650 64 B304 ステップスタンド５段マルチタイプ ¥11,600 ¥12,760

62 B311
ステップスタンドガラス色薄型奥行１

５０型３段タイプ
¥11,800 ¥12,980 65 B326 ステップスタンド前傾１段タイプ ¥11,900 ¥13,090
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65 B327 ステップスタンド前傾２段タイプ ¥19,000 ¥20,900 69 B293
ステップスタンドハイステージ文芸書

用１段
¥11,600 ¥12,760

65 B328 ステップスタンド前傾３段タイプ ¥25,900 ¥28,490 69 B294
ステップスタンドハイステージ文芸書

用２段
¥19,200 ¥21,120

65 B335
ステップスタンドカレンダータイプ４

段
¥20,800 ¥22,880 70 B261

ステップスタンドフラット２段４２０

幅文庫用
¥6,400 ¥7,040

65 B336
ステップスタンドカレンダータイプ５

段
¥24,500 ¥26,950 70 B262

ステップスタンドフラット２段４２０

幅コミック用
¥7,200 ¥7,920

65 B337
ステップスタンドカレンダータイプ３

段
¥20,800 ¥22,880 70 B263

ステップスタンドフラット２段４２０

幅文庫用
¥7,800 ¥8,580

66 B356 ステップスタンド文具手帳タイプ３段 ¥12,200 ¥13,420 70 B264
ステップスタンドフラット３段４２０

幅文庫用
¥10,000 ¥11,000

66 B357 ステップスタンド文具手帳タイプ５段 ¥16,800 ¥18,480 70 B265
ステップスタンドフラット３段４２０

幅コミック用
¥11,000 ¥12,100

66 B358 ステップスタンド文具手帳タイプ８段 ¥24,600 ¥27,060 70 B266
ステップスタンドフラット３段４２０

幅文芸書用
¥15,600 ¥17,160

67 B1253
移動販売トラック用文具ディスプレ

イ・筆記具１００ポケット
¥14,200 ¥15,620 70 B270S

ステップスタンドフラット１段ロング

タイプ文庫用９００㎜以下
¥3,700 ¥4,070

67 B1254
移動販売トラック用文具ディスプレ

イ・文具カード傾斜５段
¥8,200 ¥9,020 70 B270W

ステップスタンドフラット１段ロング

タイプ文芸書用９０１～１２００㎜以

下

¥5,200 ¥5,720

67 B1255
移動販売トラック用文具ディスプレ

イ・手帳文具５段
¥8,800 ¥9,680 70 B271S

ステップスタンドフラット１段ロング

タイプ新書用９００㎜以下
¥4,000 ¥4,400

67 B1256
移動販売トラック用文具ディスプレ

イ・ノートファイル立て
¥5,600 ¥6,160 70 B271W

ステップスタンドフラット１段ロング

タイプ文芸書用９０１～１２００㎜以

下

¥5,900 ¥6,490

67 B302 ステップスタンドカードタイプ５段 ¥13,600 ¥14,960 70 B272S
ステップスタンドフラット１段ロング

タイプ文芸書用９００㎜以下
¥5,800 ¥6,380

67 B355 ステップスタンドカードタイプ８段 ¥22,400 ¥24,640 70 B272W

ステップスタンドフラット１段ロング

タイプ文芸書用９０１～１２００㎜以

下

¥7,300 ¥8,030

68 B305
ステップスタンドフリータイプ大棚２

段
¥14,200 ¥15,620 70 B273S

ステップスタンドフラット２段ロング

タイプ文庫用９００㎜以下
¥8,900 ¥9,790

68 B306
ステップスタンドフリータイプ大棚３

段
¥18,400 ¥20,240 70 B273W

ステップスタンドフラット２段ロング

タイプ文芸書用９０１～１２００㎜以

下

¥10,500 ¥11,550

68 B307
ステップスタンドフリータイプ小棚２

段
¥12,800 ¥14,080 70 B274S

ステップスタンドフラット２段ロング

タイプ新書用９００㎜以下
¥9,400 ¥10,340

68 B308
ステップスタンドフリータイプ小棚３

段
¥16,600 ¥18,260 70 B274W

ステップスタンドフラット２段ロング

タイプ文芸書用９０１～１２００㎜以

下

¥10,900 ¥11,990

68 B309
ステップスタンドフリータイプ小棚４

段
¥21,600 ¥23,760 70 B275S

ステップスタンドフラット２段ロング

タイプ文芸書用９００㎜以下
¥10,000 ¥11,000

69 B289
ステップスタンドハイステージ両面文

庫新書用１段
¥24,900 ¥27,390 70 B275W

ステップスタンドフラット２段ロング

タイプ文芸書用９０１～１２００㎜以

下

¥12,900 ¥14,190

69 B290
ステップスタンドハイステージ両面文

芸書用１段
¥29,000 ¥31,900 70 B276

ステップスタンドフラット３段ロング

タイプ文庫用９００㎜以下
¥13,200 ¥14,520

69 B291
ステップスタンドハイステージ文庫新

書用１段
¥10,600 ¥11,660 70 B277

ステップスタンドフラット３段ロング

タイプ新書用９００㎜以下
¥14,400 ¥15,840

69 B292
ステップスタンドハイステージ文庫新

書用２段
¥14,800 ¥16,280 70 B278

ステップスタンドフラット３段ロング

タイプ文庫用９００㎜以下
¥18,900 ¥20,790
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71 B340
アップステージA型文庫新書用９００

㎜以下
¥8,100 ¥8,910 73 B665 レール棚用 平面棚(小)5台入 ¥1,050 ¥1,200

71 B341
アップステージA型文庫新書用９０１

～１２００㎜以下
¥10,300 ¥11,330 73 B666 レール棚用 平面棚(中)5台入 ¥1,400 ¥1,600

71 B342
アップステージB型文芸書用９００㎜

以下
¥10,200 ¥11,220 73 B667 レール棚用 平面棚(大)5台入 ¥1,950 ¥2,200

71 B343
アップステージB型文芸書用９０１～

１２００㎜以下
¥11,800 ¥12,980 80 B611 エンドラック 文庫･コミック用・5段 ¥19,400 ¥22,000

71 B344
アップステージC型大判雑誌用９００

㎜以下
¥11,400 ¥12,540 80 B612 エンドラック 文芸書用・4段 ¥21,800 ¥24,500

71 B345
アップステージC型大判雑誌用９０１

～１２００㎜以下
¥13,500 ¥14,850 80 B613 エンドラック 文庫･コミック用・3段 ¥10,400 ¥11,800

71 B346
アップステージD型文庫新書用９００

㎜以下
¥9,800 ¥10,780 80 B614 B614　エンドラック 文芸書用・2段 ¥10,800 ¥12,200

71 B347
アップステージE型文庫新書用９００

㎜以下
¥8,600 ¥9,460 80 B615 エンドラック 雑誌用・2段 ¥18,600 ¥21,000

71 B348
アップステージF型文庫新書用９００

㎜以下
¥10,800 ¥11,880 86 B2041

棚差しｻｲﾝﾌﾟﾚｰﾄ(小)ﾏｸﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ(10枚

入)
¥1,460 ¥1,700

71 B350
アップステージD型文庫新書用９０１

～１２００㎜以下
¥11,800 ¥12,980 86 B2042

棚差しｻｲﾝﾌﾟﾚｰﾄ(小)両面ﾃｰﾌﾟﾀｲﾌﾟ(10

枚入)
¥860 ¥1,000

71 B351
アップステージE型文庫新書用９０１

～１２００㎜以下
¥10,300 ¥11,330 86 B2043

棚差しｻｲﾝﾌﾟﾚｰﾄ(大)ﾏｸﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ(10枚

入)
¥1,900 ¥2,300

71 B352
アップステージF型文庫新書用９０１

～１２００㎜以下
¥13,500 ¥14,850 86 B2044

棚差しｻｲﾝﾌﾟﾚｰﾄ(大)両面ﾃｰﾌﾟﾀｲﾌﾟ(10

枚入)
¥1,040 ¥1,200

72 B620 レールボード 両面タイプ ¥31,800 ¥36,000 87 B648 書棚用ポスタープレート(2枚入) ¥3,700 ¥4,300

72 B621 レールボード 透明タイプ ¥35,000 ¥39,500 88 B580 フロアスタンド Aタイプ ¥5,800 ¥6,400

73 B625 レール棚用 Ｌ字棚(小)5台入 ¥1,200 ¥1,400 88 B581 フロアスタンド Bタイプ ¥7,800 ¥8,600

73 B626 レール棚用 Ｌ字棚(大)5台入 ¥1,700 ¥1,900 90 B1281 パワートラック ¥48,000 ¥52,800

73 B627 レール棚用 Ｌ型POP棚(5台入) ¥3,200 ¥3,600 90 B1281A パワートラックブラック ¥48,000 ¥52,800

73 B628 レール棚用 平面傾斜棚(小)5台入 ¥1,400 ¥1,600 92 B1280 ブックトラックスリム ¥28,000 ¥30,800

73 B629 レール棚用 平面傾斜棚(大)5台入 ¥1,850 ¥2,100 92 B1283 ブックトラックフラット ¥41,000 ¥45,100

73 B660 レール棚用 傾斜棚(小)5台入 ¥4,350 ¥4,900 93 B1282 ブックトラック片面3段 ¥38,000 ¥41,800

73 B661 レール棚用 傾斜棚(大)5台入 ¥5,280 ¥6,000 93 B1285 ブックトラックＶ ¥24,000 ¥26,400

73 B663 レール棚用 平板棚(小)4台入 ¥2,820 ¥3,200 94 B1287 木製ブックトラック片面傾斜棚３段 ¥42,000 ¥46,200

73 B664 レール棚用 平板棚(大)4台入 ¥3,200 ¥3,600 94 B1288 木製ブックトラック両面傾斜棚３段 ¥55,000 ¥60,500
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94 B1370 雑誌販売台 ¥39,000 ¥41,500 98 B1238 ハンドルステップ　ホワイト ¥15,800 ¥17,500

94 B1375B ＊ﾏｶﾞｼﾞﾝ･ﾁﾗｼ兼用ｽﾀﾝﾄﾞ ｼﾝｸﾞﾙﾀｲﾌﾟ＊ ¥6,800 ¥7,500 98 B1239 ハンドルステップ　ブラウン ¥15,800 ¥17,500

94 B1376 ﾏｶﾞｼﾞﾝ･ﾁﾗｼ兼用ｽﾀﾝﾄﾞ ﾀﾞﾌﾞﾙﾀｲﾌﾟ ¥12,000 ¥13,800 98 B1243 スキットステップ(1段)シルバー ¥5,800 ¥6,400

95 B1359
B1359　折りたたみワゴン W900タイ

プ
¥9,800 ¥11,000 98 B1244 スキットステップ(1段)ブラック ¥5,800 ¥6,400

95 B1360
B1360　折りたたみワゴン W1200タ

イプ
¥12,800 ¥14,500 98 B1245 スキットステップ(2段)シルバー ¥7,800 ¥8,600

95 B1395 バスケットワゴン(白)W750タイプ ¥4,200 ¥4,800 98 B1246 スキットステップ(2段)ブラック ¥7,800 ¥8,600

95 B1396 バスケットワゴン(白)W900タイプ ¥5,000 ¥6,000 98 B1247 スキットステップ(3段)シルバー ¥9,800 ¥10,800

95 B1397
スモールバスケットワゴン(白)W450

タイプ
¥4,000 ¥4,500 98 B1248 スキットステップ(3段)ブラック ¥9,800 ¥10,800

95 B1398
スモールバスケットワゴン(白)W600

タイプ
¥5,200 ¥5,800 99 B1263 折畳みコンパクト台車 ¥4,800 ¥5,500

96 B1205 Ｌ型ネットパネル(2台セット) ¥2,600 ¥2,900 99 B1264 サイレント樹脂台車(小) ¥7,400 ¥8,200

97 B1200 ネットスタンド Fタイプ白(W600) ¥5,800 ¥6,400 99 B1265 サイレント樹脂台車(中) ¥9,200 ¥10,200

97 B1202 ネットスタンド Fタイプ白(W900) ¥6,300 ¥6,950 99 B1265B サイレント樹脂台車(中)ﾌｯﾄﾌﾞﾚｰｷ付 ¥13,000 ¥14,500

97 B1203 ネットスタンド Fタイプ白(W450) ¥5,400 ¥6,000 99 B1266 サイレント樹脂台車(大) ¥15,000 ¥17,500

97 B1210 伸縮ポールネット 600タイプ(黒) ¥16,800 ¥18,000 99 B1266B
サイレント樹脂台車(大)ｽﾍﾟｼｬﾙﾌﾞﾚｰｷ

付
¥18,000 ¥21,000

97 B1211 伸縮ポールネット 600タイプ(白) ¥16,800 ¥18,000 99 B1267 スチール製台車(小) ¥7,000 ¥7,500

97 B1212 伸縮ポールネット 900タイプ(黒) ¥19,800 ¥22,000 99 B1268 スチール製台車(大) ¥11,800 ¥12,500

97 B1213 伸縮ポールネット 900タイプ(白) ¥19,800 ¥22,000 99 B1270 ジョイントキャリー ¥4,200 ¥5,000

97 B1391 B1391　傾斜ハンガー(クローム) ¥5,300 ¥5,800 99 B1279 樹脂連結平台車(2台入) ¥8,000 ¥8,700

97 B1392
シングルハンガー(クローム)W600タ

イプ
¥5,500 ¥6,000 99 B1406 キャスター付き踏み台(ブラック) ¥7,200 ¥7,800

97 B1393
B1393　シングルハンガー(ｸﾛｰ

ﾑ)W900ﾀｲﾌﾟ
¥5,800 ¥6,400

98 B1235 踏台 ルカーノ・ブラック(2段) ¥11,000 ¥12,000

98 B1236 踏台 ルカーノ・ホワイト(2段) ¥11,000 ¥12,000

98 B1237 踏台 ルカーノ・オレンジ(2段) ¥11,000 ¥12,000
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