
令和４年５月１７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６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。 

国内のさまざまな物価が広範に亘って値上がりする中、弊社国内仕入品についても、メー

カーより短期間で数度に亘って値上げの要請を受け、弊社としてもこれを受け入れざるを

得ない状況です。これに加え、国際情勢の変動による急激な円安進行もあって、輸入品の

原価も大幅に上昇する事態となり、あらゆる経費節減・合理化策等自助努力を重ねたもの

の、現在の価格を維持することが不可能となってしまいました。 

お客様にはご迷惑をお掛けしてしまい、かつ改定範囲が広範となり、誠に恐縮ではござい

ますが、何卒事情ご賢察のうえご了承賜りますようお願い申し上げます。 

 

尚、今後も情勢の変動によって価格を改定させて頂くことがございます。 

お手数ですが、ご注文の際は最新の価格をご確認下さいますようお願い致します。 

弊社ホームページの商品情報及びWEBカタログは最新の価格に更新して参りますので、

どうぞご利用下さい（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 



カテゴリ 商品コード 商品名称 改定単価

紙 A3 A3 紙袋 婦人誌用(大寸) ¥4.30

紙 A4 A4 紙袋 婦人誌用(普及版) ¥3.70

紙 A5 A5 紙袋 週刊誌用(クラフト) ¥3.40

紙 A6 A6 紙袋 週刊誌用(純白) ¥3.00

紙 A77 A77 紙袋 コミック用(純白) ¥2.20

紙 A10 A10 紙袋 A5テキスト用(純白) ¥2.80

紙 A13 平判カバー(文庫･新書用)　ADP ¥2.60

紙 A14 平判カバー(B6判･四六判用)　ADP ¥4.00

紙 A15 平判カバー(A5判･B6判用)　ADP ¥4.85

紙 A30 折込袖付カバー(文庫用)ロコ柄 ¥2.50

紙 A31 折込袖付カバー(新書用)ロコ柄 ¥2.65

紙 A32 折込袖付カバー(文庫用)ブリッジ柄 ¥2.50

紙 A33 折込袖付カバー(新書用)ブリッジ柄 ¥2.65

紙 A36 2箇所折カバー(B6判・四六判用)　ADP ¥3.50

紙 A37 2箇所折カバー(A5・B6判用)　ADP ¥4.20

紙 A200 手提袋用底ボール紙(310×100㎜) ¥3.40

紙 A201 紙手提　白無地　T-3 ¥27.00

紙 A202 紙手提　白無地　T-X ¥27.50

紙 A203   紙手提　白無地　T-6 ¥31.00

紙 A204 紙手提　白無地　T-8 ¥39.00

紙 A205   紙手提　白無地　T-12 ¥56.00

紙 A206 紙手提　白無地　T-15 ¥84.00

紙 A211 紙手提　茶無地　T-3 ¥26.00

紙 A212 紙手提　茶無地　T-X ¥27.00

紙 A213 紙手提　茶無地　T-6 ¥27.50

紙 A214 紙手提　茶無地　T-8 ¥30.00

紙 A215 紙手提　茶無地　T-12 ¥53.00

紙 A220 平紐手提袋(Mサイズ) ¥22.00

紙 A246 紙手提　ベアコレクション青　T-6 ¥29.00

紙 A247 紙手提　ベアコレクション青　T-8 ¥32.00

紙 A248 紙手提　ベアコレクション青　T-12 ¥56.00

紙 A251 紙手提　フランス　T-6 ¥31.00

紙 A252 紙手提　フランス　T-8 ¥34.00

紙 A270A 角底袋　白無地　小 ¥5.30

紙 A270B 角底袋　白無地　中 ¥6.30

紙 A270C 角底袋　白無地　大 ¥11.20

紙 A271A 角底袋　茶無地　小 (№3) ¥4.30

紙 A271B 角底袋　茶無地　中 (№6) ¥5.40

紙 A271C 角底袋　茶無地　大 (№12) ¥8.70

紙 A271D 角底袋　茶無地　特大 (№20) ¥13.10

紙 A276 宅配袋・Mサイズ(茶) ¥35.00

紙 A277 宅配袋・Lサイズ(茶) ¥50.00

紙 A51 小物袋　ギンガムミニ・赤(小)6000枚入 ¥12,200

紙 A52 小物袋　ギンガムミニ・赤(大)6000枚入 ¥13,300



カテゴリ 商品コード 商品名称 改定単価

紙 A53 小物袋　ギンガムミニ・スミ(小)6000枚入 ¥12,200

紙 A54 小物袋　ギンガムミニ・スミ(大)6000枚入 ¥13,300

紙 A55 小物袋　マイホーム(大)6000枚入 ¥12,200

紙 A56 小物袋　マイホーム(特大)4000枚 ¥9,500

紙 A56A 小物袋　マイホーム(特大) 600枚 ¥2.00

紙 A65G プレゼントリボンシール･緑(1000枚入) ¥7,300

紙 A65R プレゼントリボンシール･赤(1000枚入) ¥7,300

紙 A751 紙帯 (小) H72xW273 ¥0.85

紙 A752 紙帯 (中)H75xＷ445 ¥1.10

紙 A753 紙帯 (大) H100xW545 ¥1.60

紙 A810 お買い上げカード W60xH146(3色x2000枚） ¥1.20

ポリ A111 ワイドバッグ ¥10.50

ポリ A121 リードバッグ(小) ¥2.15

ポリ A122 リードバッグ(中) ¥2.90

ポリ A123 リードバッグ(大) ¥3.40

ポリ A124 リードバッグ(特大) ¥4.90

ポリ A133 規格レジ袋・20E 17μ (W210xH460xﾏﾁ130) ¥2.80

ポリ A134 規格レジ袋・6E 12μ (W150xH310xﾏﾁ100) ¥1.47

ポリ A134S 規格レジ袋・8E 13μ (W160xH360xﾏﾁ100) ¥2.10

ポリ A135 規格レジ袋・12E 15μ (W180xH410xﾏﾁ120) ¥2.35

ポリ A136 規格レジ袋・30E 18μ (W260xH500xﾏﾁ140) ¥4.15

ポリ A137 規格レジ袋・45E 23μ (W300xH550xﾏﾁ150) ¥5.60

ポリ A138 規格レジ袋・60E 30μ (W350xH600xﾏﾁ150) ¥7.60

ポリ A139 規格レジ袋・80E 30μ (W370xH800xﾏﾁ180) ¥13.00

ポリ A140 デリバリーバッグ(小) ¥1.10

ポリ A141 デリバリーバッグ(中) ¥1.45

ポリ A142 デリバリーバッグ(大) ¥1.80

ポリ A143 デリバリーバッグ(特大) ¥2.30

ポリ A153A マットカラーポリ　レッド(大) ¥57.00

ポリ A153B マットカラーポリ　グリーン(大) ¥57.00

ポリ A153C マットカラーポリ　ピンク(大) ¥57.00

ポリ A153D マットカラーポリ　コン(大) ¥57.00

ポリ A153E マットカラーポリ　コゲチャ(大) ¥57.00

ポリ A156 ファインバッグ(M) ¥3.60

ポリ A157 ファインバッグ(L) ¥4.65

ポリ A160A HDカラーポリ　ホワイトSS(25-400)250x400 ¥27.00

ポリ A160B HDカラーポリ　ホワイト S(30-45)300x450 ¥26.00

ポリ A160C HDカラーポリ　ホワイト M(35-50)350x500 ¥48.00

ポリ A160D HDカラーポリ　ホワイトL(45-60)450ｘ600 ¥71.00

ポリ A160E HDカラーポリ　ホワイト LL(50-65)500ｘ650 ¥123

ポリ A161A HDカラーポリ　シルバー SS(25-40)250x400 ¥27.00

ポリ A161B HDカラーポリ　シルバー S (30-45)300x450 ¥28.00

ポリ A161C HDカラーポリ　シルバー M(35-50)350x500 ¥48.00

ポリ A161D HDカラーポリ　シルバー L(45-60)450x600 ¥71.00



カテゴリ 商品コード 商品名称 改定単価

ポリ A161E HDカラーポリ　シルバー LL(50-65)500x650 ¥117

ポリ A161EB HDカラーポリ　シルバー (50-65)500x650 ¥81.00

ポリ A163A HDカラーポリ　ネイビーSS(25-40)250x400 ¥27.00

ポリ A163B HDカラーポリ　ネイビー S(30-45)300x450 ¥28.00

ポリ A163C HDカラーポリ　ネイビー M(35-50)350x500 ¥48.00

ポリ A163D HDカラーポリ　ネイビー L(45-60)450x600 ¥71.00

ポリ A183 再生レジ袋(小) ¥1.90

ポリ A184 再生レジ袋(中) ¥2.60

ポリ A185 再生レジ袋(大) ¥3.35

ポリ A186 再生レジ袋(特大) ¥5.50

ポリ A191 ニュータウンバッグ ¥16.00

ポリ A195 ラッピングハンド・ナチュラル S ¥13.60

ポリ A196 ラッピングハンド・ナチュラル L ¥17.50

ポリ A280 雨コートポリ ¥15.00

ポリ A300 クリアポリ袋・文庫用 ¥1.10

ポリ A301 クリアポリ袋・新書用 ¥1.40

ポリ A302 クリアポリ袋・四六B6判用 ¥1.60

ポリ A303 クリアポリ袋・A5判用 ¥1.80

ポリ A304 クリアポリ袋・A4判用 ¥2.50

ポリ A305 クリアポリ袋・AB判用 ¥3.50

ポリ A320 規格ポリ袋・8号 16000枚入(0.02厚) ¥1.15

ポリ A321 規格ポリ袋・9号 14000枚入(0.02厚) ¥1.35

ポリ A322 規格ポリ袋・10号 12000枚入(0.02厚) ¥1.65

ポリ A323 規格ポリ袋・11号 10000枚入(0.02厚) ¥2.00

ポリ A324 規格ポリ袋・12号 8000枚入(0.02厚) ¥2.40

ポリ A325 規格ポリ袋・13号 6000枚入(0.02厚) ¥3.00

ポリ A326 規格ポリ袋・14号 4000枚入(0.02厚) ¥3.60

ポリ A327 規格ポリ袋・15号 4000枚入(0.02厚) ¥4.00

ポリ A328 規格ポリ袋・16号 1500枚入(0.025厚) ¥4.70

ポリ A340 OPP袋(A5判用) ¥3.40

ポリ A341 OPP袋(B5判用) ¥4.20

ポリ A342 OPP袋(A4判用) ¥5.30

ポリ A349 OPP帯パック(文庫サイズ) ¥2.45

ポリ A350 OPP帯パック(新書サイズ) ¥2.80

ポリ A351 OPP帯パック(A5･B6サイズ) ¥3.40

ポリ A352 OPP帯パック(A5サイズ) ¥4.45

ポリ A353 OPP帯パック(雑誌サイズ) ¥6.10

ポリ A356 帯封シート(40㎝・100枚入×100包) ¥87.00

ポリ A380 ｺﾐｯｸためし読みｶﾊﾞｰ(新書ｻｲｽﾞ)500枚入 ¥2,990

ポリ A381 ｺﾐｯｸためし読みｶﾊﾞｰ(B6ｻｲｽﾞ)500枚入 ¥3,300

ポリ A800 OPP袋(ヘッダー付)50×80 ¥3.50

ポリ A801 OPP袋(ヘッダー付)トレカサイズ ¥3.10

ポリ A830 OPP袋　トレカサイズ ¥1.30

ポリ A831 OPP袋　ハガキサイズ ¥1.85



カテゴリ 商品コード 商品名称 改定単価

ポリ A832 OPP袋　120×230 ¥1.95

ポリ A833 OPP袋　140×200 ¥1.95

ポリ A834 OPP袋　B5サイズ ¥2.95

ポリ A835 OPP袋　A4サイズ ¥3.50

ポリ A836 OPP袋　B4サイズ ¥5.00

ポリ 新A195 バイオラッピングハンド 乳白 S ¥24.00

ポリ 新A196 バイオラッピングハンド 乳白 L ¥29.00

備品 1300716 めくれ防止プレート・文庫用(30枚入) ¥4,200

備品 1300717 めくれ防止プレート・B6用(20枚入) ¥4,000

備品 1300718 めくれ防止プレート・雑誌用(30枚入) ¥2,500

備品 1300720 めくれ防止プレート・コミック用(20枚入) ¥3,300

備品 B1235 踏台 ルカーノ・ブラック(2段) ¥15,000

備品 B1236 踏台 ルカーノ・ホワイト(2段) ¥15,000

備品 B1237 踏台 ルカーノ・オレンジ(2段) ¥15,000

備品 B1243 スキットステップ(1段)シルバー ¥11,500

備品 B1244 スキットステップ(1段)ブラック ¥11,500

備品 B1244 スキットステップ(1段)ブラック ¥11,500

備品 B1245 スキットステップ(2段)シルバー ¥13,800

備品 B1246 スキットステップ(2段)ブラック ¥13,800

備品 B1246 スキットステップ(2段)ブラック ¥13,800

備品 B1247 スキットステップ(3段)シルバー ¥16,100

備品 B1248 スキットステップ(3段)ブラック ¥16,100

備品 B1263 折畳みコンパクト台車 ¥6,500

備品 B1264 サイレント樹脂台車(小) ¥10,000

備品 B1265 サイレント樹脂台車(中) ¥12,000

備品 B1265B サイレント樹脂台車(中)ﾌｯﾄﾌﾞﾚｰｷ付 ¥17,000

備品 B1266 サイレント樹脂台車(大) ¥20,000

備品 B1266B サイレント樹脂台車(大)ｽﾍﾟｼｬﾙﾌﾞﾚｰｷ付 ¥24,000

備品 B1267 スチール製台車(小) ¥8,500

備品 B1268 スチール製台車(大) ¥14,000

備品 B460 書棚プレート 折返タイプ(20枚入) ¥1,750

備品 B461 書棚プレート Ｌ字タイプ(20枚入) ¥1,500

備品 B474 折畳型ｽﾍﾟｰｽﾎﾞｯｸｽ 文庫用ｼﾝｸﾞﾙ(50台) ¥4,200

備品 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) ¥4,500

備品 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) ¥5,200

備品 B477 折畳型ｽﾍﾟｰｽﾎﾞｯｸｽ 文庫用 450ｻｲｽﾞ(20台) ¥3,200

備品 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) ¥3,700

備品 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) ¥4,100

備品 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) ¥5,150

備品 B505 雑誌棚用お知らせプレート A5(20個入) ¥1,650

備品 B510 見出しﾌﾟﾚｰﾄ・文庫用(30枚入) ¥2,000

備品 B511 見出しﾌﾟﾚｰﾄ・新書用(30枚入) ¥2,150

備品 B512 見出しﾌﾟﾚｰﾄ・文芸書用(30枚入) ¥2,550

備品 B513 見出しﾌﾟﾚｰﾄ・ムック用(20枚入) ¥2,100



カテゴリ 商品コード 商品名称 改定単価

備品 B520 ペットスタンド(20台入) ¥2,000

備品 B548 プレートPOP立て(20枚入) ¥3,100

備品 B567 Ｌ型ポップ　A5用(10個入) ¥1,900

備品 B568 Ｌ型ポップ　A6用(10個入) ¥1,300

備品 B569 Ｌ型ポップ　A7用(10個入) ¥950

備品 B578 書棚ポップホルダー・マグネット付(20枚入) ¥2,350

備品 B579 マルチポップホルダー(30枚入) ¥1,900

備品 B591 見出しﾌﾟﾚｰﾄ ｽﾄｯﾊﾟｰ型 文庫用(30枚入) ¥2,550

備品 B592 見出しﾌﾟﾚｰﾄ ｽﾄｯﾊﾟｰ型 新書用(30枚入) ¥2,700

備品 B593 見出しﾌﾟﾚｰﾄ ｽﾄｯﾊﾟｰ型 文芸書用(30枚入) ¥3,550

備品 B594 見出しﾌﾟﾚｰﾄ ｽﾄｯﾊﾟｰ型 ムック用(20枚入) ¥3,300

ラッピング A403 包装紙　アフリカ(50枚入) ¥2,550

ラッピング A410 包装紙　フライト(50枚入) ¥2,550

ラッピング A413 包装紙　サマーチェック(50枚入) ¥2,400

ラッピング A415 包装紙　ギャルズチェック(50枚入) ¥2,400

ラッピング A418 包装紙　半晒フェザーイニシャル(100枚入) ¥1,600

ラッピング A419 包装紙　ディアフレンド(100枚入) ¥2,400

ラッピング A420 包装紙　ドギー(50枚入) ¥2,550

ラッピング A424 包装紙　エンゼルベアY(50枚入) ¥2,700

ラッピング A425 包装紙　レトロキャット(50枚入) ¥2,600

ラッピング A429 包装紙　ステンシルハウス(100枚入) ¥2,450

ラッピング A430 包装紙　フラワーシュガー(50枚入) ¥2,450

ラッピング A431 包装紙　エスペランスLG(50枚入) ¥2,000

ラッピング A436 包装紙　デイジー R(50枚入) ¥2,600

ラッピング A437 包装紙　デイジー B(50枚入) ¥2,600

ラッピング A441 包装紙　筋無地 赤　半才(100枚入) ¥2,200

ラッピング A442 包装紙　筋無地 紺(100枚入) ¥2,200

ラッピング A443 包装紙　筋無地 グリーン　半才(100枚入) ¥2,200

ラッピング A444A 包装紙　ストライプ(ピンク)100枚入 ¥2,800

ラッピング A444B 包装紙　ストライプ(ブルー)100枚入 ¥2,800

ラッピング A444C 包装紙　ストライプ(グリーン)100枚入 ¥2,800

ラッピング A446 包装紙　純白フェザーイニシャル(100枚入) ¥1,450

ラッピング A448 包装紙　エレガントチェック(50枚入) ¥2,400

ラッピング A473 包装紙　アニマルワールド(100枚入) ¥2,000

ラッピング A474 包装紙　ギフトボックス(100枚入) ¥2,000

ラッピング A476 包装紙　メモリアル デイ(100枚入) ¥2,000

ラッピング A59 Ｍリボンウィッシュセット（2束） ¥1,650

ラッピング A59A リボン付シール・ﾍﾞｽﾄｳｲｯｼｭ(M)赤 ¥1,000

ラッピング A59B リボン付シール・ﾍﾞｽﾄｳｲｯｼｭ(M)青 ¥1,000

ラッピング A59C リボン付シール・ﾍﾞｽﾄｳｲｯｼｭ(M)緑 ¥1,000

ラッピング A59D リボン付シール・ﾍﾞｽﾄｳｲｯｼｭ(M)ピンク ¥1,000

ラッピング A59E リボン付シール・ﾍﾞｽﾄｳｲｯｼｭ(M)黄 ¥1,000

ラッピング A68A 細手ﾘﾎﾞﾝ スプレンドレット･ﾋﾟﾝｸ ¥410

ラッピング A68B 細手ﾘﾎﾞﾝ スプレンドレット･ﾚｯﾄﾞ ¥410



カテゴリ 商品コード 商品名称 改定単価

ラッピング A68C 細手ﾘﾎﾞﾝ スプレンドレット･ﾚﾓﾝ ¥410

ラッピング A68D 細手ﾘﾎﾞﾝ スプレンドレット･ﾗｲﾑ ¥410

ラッピング A68E 細手ﾘﾎﾞﾝ スプレンドレット･ﾌﾞﾙｰ ¥410

ラッピング A68F 細手ﾘﾎﾞﾝ ｽﾌﾟﾚﾝﾄﾞﾚｯﾄ･ﾊﾞｰｶﾞﾝﾃﾞｨ ¥410

ラッピング A68G 細手ﾘﾎﾞﾝ スプレンドレット･ﾎﾜｲﾄ ¥410

ラッピング A73A コハクリボン 12㎜幅(ﾋﾟﾝｸ)10巻入 ¥2,900

ラッピング A73B コハクリボン 12㎜幅(赤)10巻入 ¥2,900

ラッピング A73C コハクリボン 12㎜幅(黄)10巻入 ¥2,900

ラッピング A73D コハクリボン 12㎜幅(緑)10巻入 ¥2,900

ラッピング A73E コハクリボン 12㎜幅(ﾐｽﾞ)10巻入 ¥2,900

ラッピング A73F コハクリボン 12㎜幅(ﾎﾞﾀﾝ)10巻入 ¥2,900

ラッピング A73G コハクリボン 12㎜幅(白)10巻入 ¥2,900

ラッピング A74A コハクリボン 24㎜幅(ﾋﾟﾝｸ)10巻入 ¥4,000

ラッピング A74B コハクリボン 24㎜幅(赤)10巻入 ¥4,000

ラッピング A74C コハクリボン 24㎜幅(黄)10巻入 ¥4,000

ラッピング A74D コハクリボン 24㎜幅(緑)10巻入 ¥4,000

ラッピング A74E コハクリボン 24㎜幅(ﾐｽﾞ)10巻入 ¥4,000

ラッピング A74F コハクリボン 24㎜幅(ﾎﾞﾀﾝ)10巻入 ¥4,000

ラッピング A74G コハクリボン 24㎜幅(白)10巻入 ¥4,000

ラッピング A75A コハクリボン 18㎜幅(ﾋﾟﾝｸ)10巻入 ¥3,800

ラッピング A75B コハクリボン 18㎜幅(赤)10巻入 ¥3,800

ラッピング A75C コハクリボン 18㎜幅(黄)10巻入 ¥3,800

ラッピング A75D コハクリボン 18㎜幅(緑)10巻入 ¥3,800

ラッピング A75E コハクリボン 18㎜幅(ﾐｽﾞ)10巻入 ¥3,800

ラッピング A75F コハクリボン 18㎜幅(ﾎﾞﾀﾝ)10巻入 ¥3,800

ラッピング A75G コハクリボン 18㎜幅(白)10巻入 ¥3,800

ラッピング A81B ｷﾞﾌﾄﾌﾗﾜｰﾘﾎﾞﾝ･12㎜幅･金(50個入) ¥1,100

ラッピング A81D ｷﾞﾌﾄﾌﾗﾜｰﾘﾎﾞﾝ･12㎜幅･赤(50個入) ¥1,100

ラッピング A81E ｷﾞﾌﾄﾌﾗﾜｰﾘﾎﾞﾝ･12㎜幅･ﾋﾟﾝｸ(50個入) ¥1,100

ラッピング A81F ｷﾞﾌﾄﾌﾗﾜｰﾘﾎﾞﾝ･12㎜幅･黄(50個入) ¥1,100

ラッピング A81G ｷﾞﾌﾄﾌﾗﾜｰﾘﾎﾞﾝ･12㎜幅･ｺｲﾋﾟﾝｸ(50個入) ¥1,100

ラッピング A81H ｷﾞﾌﾄﾌﾗﾜｰﾘﾎﾞﾝ･12㎜幅･青(50個入) ¥1,100

ラッピング A81I ｷﾞﾌﾄﾌﾗﾜｰﾘﾎﾞﾝ･12㎜幅･濃青(50個入) ¥1,100

ラッピング A81J ｷﾞﾌﾄﾌﾗﾜｰﾘﾎﾞﾝ･12㎜幅･緑(50個入) ¥1,100

ラッピング A81K ｷﾞﾌﾄﾌﾗﾜｰﾘﾎﾞﾝ･12㎜幅･濃緑(50個入) ¥1,100

ラッピング A82B ｷﾞﾌﾄﾌﾗﾜｰﾘﾎﾞﾝ 18㎜幅･金(50個入) ¥1,400

ラッピング A82C ｷﾞﾌﾄﾌﾗﾜｰﾘﾎﾞﾝ 18㎜幅･銀(50個入) ¥1,400

ラッピング A82D ｷﾞﾌﾄﾌﾗﾜｰﾘﾎﾞﾝ 18㎜幅･赤(50個入) ¥1,400

ラッピング A82E ｷﾞﾌﾄﾌﾗﾜｰﾘﾎﾞﾝ 18㎜幅･ﾋﾟﾝｸ(50個入) ¥1,400

ラッピング A82F ｷﾞﾌﾄﾌﾗﾜｰﾘﾎﾞﾝ 18㎜幅･黄(50個入) ¥1,400

ラッピング A82G ｷﾞﾌﾄﾌﾗﾜｰﾘﾎﾞﾝ 18㎜幅ｺｲﾋﾟﾝｸ(50個入) ¥1,400

ラッピング A82H ｷﾞﾌﾄﾌﾗﾜｰﾘﾎﾞﾝ 18㎜幅･青(50個入) ¥1,400

ラッピング A82I ｷﾞﾌﾄﾌﾗﾜｰﾘﾎﾞﾝ 18㎜幅･濃青(50個入) ¥1,400

ラッピング A82J ｷﾞﾌﾄﾌﾗﾜｰﾘﾎﾞﾝ 18㎜幅･緑(50個入) ¥1,400
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ラッピング A82K ｷﾞﾌﾄﾌﾗﾜｰﾘﾎﾞﾝ 18㎜幅･濃緑(50個入) ¥1,400

ラッピング A84A ｷﾞﾌﾄﾌﾗﾜｰ・ﾀﾞｲﾔﾒﾀﾙ12㎜幅･金(50個入) ¥1,400

ラッピング A84B ｷﾞﾌﾄﾌﾗﾜｰ・ﾀﾞｲﾔﾒﾀﾙ12㎜幅･赤(50個入) ¥1,400

ラッピング A84C ｷﾞﾌﾄﾌﾗﾜｰ・ﾀﾞｲﾔﾒﾀﾙ12㎜幅･銀(50個入) ¥1,400

レジ・FAX用紙 F101 感熱レジロール 44.5㎜×80φ(100巻入) ¥9,950

レジ・FAX用紙 F101N 普通紙レジロール 44.5×80㎜(100巻入) ¥6,350

レジ・FAX用紙 F104 感熱カード記録紙 58㎜×40φ(20巻入) ¥2,900

レジ・FAX用紙 F105 感熱カード記録紙 58㎜×60φ(20巻入) ¥3,000

レジ・FAX用紙 F120 キッチンロールペーパー(80㎜×100m×25.4㎜)40巻入 ¥6,600

レジ・FAX用紙 F201 感熱FAXロール 257㎜×30m(12巻入) ¥3,800

レジ・FAX用紙 F202 感熱FAXロール 210㎜×30m(12巻入) ¥3,800

レジ・FAX用紙 F202B 感熱FAXロール 210㎜x30mx1ｲﾝﾁ(12巻入) ¥3,500

レジ・FAX用紙 F203 感熱FAXロール 257㎜×100m(6巻入) ¥5,400

レジ・FAX用紙 F204 感熱FAXロール 210㎜×100m(6巻入) ¥5,400

レジ・FAX用紙 F301 PPバンド ストッパー用(黄)5巻入 ¥11,000

レジ・FAX用紙 F302 梱包機用PPバンド(15.5㎜幅)黄色 ¥5,800

レジ・FAX用紙 F303 PPバンド用 スマートストッパー(1000個入) ¥2,100

レジ・FAX用紙 F304 PPバンド用 口金シール(1000個入) ¥2,450

レジ・FAX用紙 F305 PPバンド用 引締機 ¥16,800

レジ・FAX用紙 F306 PPバンド用 封緘器 ¥8,500

レジ・FAX用紙 F308 PPバンド 引締機用(青)5巻入 ¥11,500

レジ・FAX用紙 F309 PPバンド 引締機用(青)1巻売 ¥2,500

レジ・FAX用紙 F311 PPバンド ストッパー用(黄)1巻売 ¥2,300

レジ・FAX用紙 F312 梱包機用PPバンド(12㎜幅)黄色 ¥5,000

レジ周り・梱包資材等 F510 リストンテープ(レコード巻・白)5巻売 ¥300

レジ周り・梱包資材等 F511 玉巻テープ(白)5巻売 ¥290

レジ周り・梱包資材等 F512 PP縄(ソフトタイプ) ¥990

レジ周り・梱包資材等 F514 PP玉紐(マイカロンF・白)5巻売 ¥240

レジ周り・梱包資材等 F520A テープカッター(青) ¥900

レジ周り・梱包資材等 F520B テープカッター(赤) ¥900

レジ周り・梱包資材等 F520C テープカッター(黒) ¥900

レジ周り・梱包資材等 F550 ゴミ袋 90L・透明(200枚入) ¥5,500

レジ周り・梱包資材等 F551 ゴミ袋 70L・透明(300枚入) ¥6,400

レジ周り・梱包資材等 F556 カレンダーポリ ¥6.60

レジ周り・梱包資材等 F557 半透明ゴミ袋　45リットル(200枚入) ¥1,100

レジ周り・梱包資材等 F558 半透明ゴミ袋　70リットル(200枚入) ¥2,200

レジ周り・梱包資材等 F559 半透明ゴミ袋　90リットル(200枚入) ¥3,300

レジ周り・梱包資材等 F601 セロテープ 12㎜×35m(100巻売) ¥54.00

レジ周り・梱包資材等 F601A セロテープ 12㎜×35m ¥63.00

レジ周り・梱包資材等 F602 セロテープ 15㎜×35m(100巻売) ¥65.00

レジ周り・梱包資材等 F602A セロテープ 15㎜×35m(10巻売) ¥79.00

レジ周り・梱包資材等 F605 クラフトテープ 50㎜×50m（50巻入ケース） ¥160

レジ周り・梱包資材等 F616 毎度セロテープ 黄色 コアラ柄(100巻入) ¥20,800

レジ周り・梱包資材等 F617 毎度セロテープ 赤 (Thank you)100巻入 ¥20,800
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レジ周り・梱包資材等 F618 毎度セロテープ 白(Thank you)100巻入 ¥20,800

レジ周り・梱包資材等 F620 エアキャップ 600㎜×42m(2巻入) ¥2,950

レジ周り・梱包資材等 F621 エアキャップ 1200㎜×42m ¥2,350

レジ周り・梱包資材等 F700 ハンドラベラー　SP (5桁・6桁) ¥9,900

レジ周り・梱包資材等 F700# ハンドラベラー　SP (7桁) ¥9,900

レジ周り・梱包資材等 F700B SP用標準ラベル(白無地・強粘)10巻 ¥900

レジ周り・梱包資材等 F700C SP用標準ラベル(白無地・弱粘)10巻 ¥900

レジ周り・梱包資材等 F700D SP用標準ラベル(黄ベタ・強粘)10巻 ¥1,300

レジ周り・梱包資材等 F700E SP用標準ラベル(黄ベタ・弱粘)10巻 ¥1,300

レジ周り・梱包資材等 F700F SP用標準ラベル(赤2本線・強粘)10巻 ¥900

レジ周り・梱包資材等 F700G SP用標準ラベル(赤2本線・弱粘)10巻 ¥900

レジ周り・梱包資材等 F700H SP用標準ﾗﾍﾞﾙ(赤2本線・税込・強粘)10巻 ¥900

レジ周り・梱包資材等 F700I SP用標準ﾗﾍﾞﾙ(赤2本線・税込・弱粘)10巻 ¥900

レジ周り・梱包資材等 F701H PB-1用標準ラベル(黄ベタ・強粘)10巻 ¥1,450

レジ周り・梱包資材等 F701I PB-1用標準ラベル(黄ベタ・中粘)10巻 ¥1,450

レジ周り・梱包資材等 F701J PB-1用標準ラベル(黄ベタ・弱粘)10巻 ¥1,450

レジ周り・梱包資材等 F702A UNO-1W用インクローラー(5個) ¥1,700

レジ周り・梱包資材等 F702B UNO-1W用標準ラベル(白無地・強粘)10巻 ¥1,300

レジ周り・梱包資材等 F702C UNO-1W用標準ラベル(白無地・弱粘)10巻 ¥1,300

レジ周り・梱包資材等 F702D UNO-1W用標準ラベル(黄ベタ・強粘)10巻 ¥1,800

レジ周り・梱包資材等 F702E UNO-1W用標準ラベル(黄ベタ・弱粘)10巻 ¥1,800

レジ周り・梱包資材等 F702F UNO-1W用標準ラベル(赤二本線・強粘)10巻 ¥1,300

レジ周り・梱包資材等 F702G UNO-1W用標準ラベル(赤二本線・弱粘)10巻 ¥1,300

レジ周り・梱包資材等 F702H UNO-1W用標準ラベル(税込価格・強粘)10巻 ¥1,300

レジ周り・梱包資材等 F702I UNO-1W用標準ラベル(税込価格・弱粘)10巻 ¥1,300

レジ周り・梱包資材等 F703B UNO-2W用標準ラベル(白無地・強粘)10巻 ¥2,100

レジ周り・梱包資材等 F703C UNO-2W用標準ラベル(白無地・弱粘)10巻 ¥2,100

レジ周り・梱包資材等 F703D UNO-2W用標準ラベル(赤一本線・強粘)10巻 ¥2,100

レジ周り・梱包資材等 F703E UNO-2W用標準ラベル(赤一本線・弱粘)10巻 ¥2,100

レジ周り・梱包資材等 F703F UNO-2W用標準ラベル(黄ベタ・強粘)10巻 ¥2,600

レジ周り・梱包資材等 F703G UNO-2W用標準ラベル(黄ベタ・弱粘)10巻 ¥2,600

レジ周り・梱包資材等 F703H UNO-2W用標準ラベル(本体税込・強粘)10巻 ¥2,100

レジ周り・梱包資材等 F703I UNO-2W用標準ラベル(本体税込・弱粘)10巻 ¥2,100

レジ周り・梱包資材等 F730 書籍返品用ダンボール(30枚入) ¥3,700

レジ周り・梱包資材等 F815 DUOBELER用ラベル 白無地 弱粘(10巻) ¥2,290

レジ周り・梱包資材等 F816 DUOBELER用ラベル 本体・税込価格 弱粘(10巻) ¥2,290

レジ周り・梱包資材等 F981 本専用お買上テープ15㎜ｘ35m（10巻入） ¥2,800


