
令和４年９月１２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。 

ご承知の通り、製品製造原価・輸送費・光熱費等様々なコストが上昇を続けております。

弊社内でもあらゆる経費の見直しを重ね、販売価格の抑制に尽力しておりますが、留まり

を見せぬ円安進行等も相俟って、再度の価格改定を余儀無くされる状況となってしまいま

した。度重なる改定となり大変心苦しくはございますが、何卒事情ご賢察頂きまして、価

格改定にご理解ご了承を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 



商品コード 商品名称 税抜改定単価

A116 筆記具袋 ¥1.25

A117 小物袋(S) ¥1.90

A118 小物袋(M) ¥2.30

A120 リードバッグ(コミック用) ¥1.75

A121 リードバッグ(小) ¥2.30

A122 リードバッグ(中) ¥3.10

A123 リードバッグ(大) ¥3.60

A124 リードバッグ(特大) ¥5.20

A155 ファインバッグ(S) ¥2.35

A158 ファインバッグ(LL) ¥6.00

A188 再生レジ袋(ワイドマチ) ¥6.20

A88 しおりペット柄無名セット ¥5,100

A89 しおりペット柄名入セット ¥15,300

A90 しおり自然堂柄無名セット ¥10,200

A91 しおり自然堂柄名入セット ¥28,900

A92 しおり森の新芽柄無名セット ¥5,100

A93 しおり森の新芽柄名入セット ¥15,300

A98 しおり世界遺産柄無名セット ¥5,100

A99 しおり世界遺産柄名入セット ¥15,300

A70A カラータイ　ミニパック(金)100本入 ¥230

A70B カラータイ　ミニパック(銀)100本入 ¥230

A580N 梨地巾着袋ネイビーLL(特大)20枚 ¥1,800

A580R 梨地巾着袋レッドLL(特大)20枚 ¥1,800

A581N 梨地巾着袋ネイビーL(大)20枚 ¥1,290

A581R 梨地巾着袋レッドL(大)20枚 ¥1,290

A582N 梨地巾着袋ネイビーＭ(中)20枚 ¥1,000

A582R 梨地巾着袋レッドＭ(中)20枚 ¥1,000

A271D 角底袋　茶無地　特大 ¥13

A633 OPP透明テープ 15㎜×50m（10巻入パック） ¥770

B21 ブックホルダー文庫新書用（ストッパーなし） ¥4,580

B22 ブックホルダー文庫新書用(ストッパー付) ¥4,900

B23 ブックホルダーEタイプ文庫新書用 ¥3,800

B27 ブックホルダー文芸書用（ストッパーなし） ¥5,520

B28 ブックホルダーストッパー付文芸書用（ストッパー付） ¥6,050

B29 ブックホルダーEタイプ文芸書用 ¥4,780

B31 ブックホルダー雑誌用(ストッパーなし） ¥6,500

B32 ブックホルダー雑誌用（ストッパー付） ¥6,990

B34 棚上面陳ラック ¥4,730

B40 フロントキーパーCD用 ¥5,650

B41 フロントキーパー文庫・新書用 ¥3,300

B42 フロントキーパー文芸書用 ¥4,100

B43 フロントキーパーCD用差込型 ¥5,810

B55 ブックキーパーB型(小)雑誌用透明ｾｯﾄ(4台入) ¥5,990

B57 ブックキーパーB型(中)雑誌用透明ｾｯﾄ(4台入) ¥6,800

B59 ブックキーパーB型(大)雑誌用透明ｾｯﾄ(4台入) ¥8,000

B60 ブックキーパーB型(特大)雑誌用透明ｾｯﾄ(4台入) ¥5,500

B61 2段ホルダー 文庫･新書用(4台入) ¥4,900

B62 2段ホルダー 文芸書用(4台入) ¥5,650



商品コード 商品名称 税抜改定単価

B63 2段ホルダー 大判雑誌用(2台入) ¥4,680

B65 平台プレート(小)2枚入 ¥3,870

B66 平台プレート(大)2枚入 ¥5,200

B67 Ｍ型ホルダー・文芸書用(4台入) ¥6,430

B68 Ｍ型ホルダー・雑誌用(2台入) ¥6,330

B70C 簡易ホルダー文庫新書用 ¥4,400

B72C 簡易ホルダー差込型文庫新書用 ¥13,200

B73C 簡易ホルダー文芸書用 ¥6,350

B75C 簡易ホルダー差込型文芸書用 ¥16,500

B71 簡易ホルダーシルク印刷付文庫新書用３００台 ¥265

B71 簡易ホルダーシルク印刷付文庫新書用１００台 ¥270

B74 簡易ホルダーシルク印刷付文芸書用３００台 ¥300

B74 簡易ホルダーシルク印刷付文芸書用１００台 ¥360

B76 3Dスタンド文庫・新書サイズ(4台入) ¥5,000

B78 3Dスタンド文芸書サイズ(2台入) ¥3,100

B79 3Dスタンド文庫・新書サイズ(6台入) ¥4,500

B80C 両面ホルダー文庫・新書用 ¥6,280

B82C 両面ホルダー文芸書用 ¥10,200

B84C 両面ホルダー文庫・新書用（大） ¥7,000

B81 両面ホルダーシルク印刷付文庫新書用３００台 ¥350

B81 両面ホルダーシルク印刷付文庫新書用１００台 ¥400

B83 両面ホルダーシルク印刷付文芸書用３００台 ¥500

B83 両面ホルダーシルク印刷付文芸書用１００台 ¥550

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） ¥4,990

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） ¥5,500

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） ¥6,320

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） ¥6,750

B101 スーパータワー(小)透明セット(4台入) ¥4,120

B103 スーパータワー(大)透明セット(4台入) ¥5,650

B105 スーパータワー(特大)透明セット(4台入) ¥9,080

B111 スライドタワー(小)透明セット(5台入) ¥7,200

B115 スライドタワー(大)透明セット(5台入) ¥8,800

B117 Ｂ型ブックキーパー（中）雑誌用（透明）デスクタイプ ¥2,600

B118 Ｂ型ブックキーパー（中）雑誌用（ピンク）デスクタイプ ¥4,900

B119 Ｂ型ブックキーパー（中）雑誌用（ブルー）デスクタイプ ¥4,900

B120 面陳タワー・ショートタイプ(4台入) ¥4,100

B121 B121　ネオ面陳タワー(小)文庫･新書用(4台入) ¥4,100

B122 B122　ネオ面陳タワー(大)文芸書用(4台入) ¥5,650

B123 B123　ネオ面陳タワー(特大)雑誌用(4台入) ¥9,000

B150 B150　Ｌ字ｽﾄｯﾊﾟｰ 文庫･新書用(30台入) ¥3,300

B151 B151　Ｌ字ｽﾄｯﾊﾟｰ 文芸書用(30台入) ¥5,660

B152 B152　Ｌ字ｽﾄｯﾊﾟｰ 差込型･文庫新書用(30台入) ¥4,350

B153 Ｌ字ストッパー 差込型･文芸書用(30台入) ¥6,600

B171 平積現品POP 文庫新書用(4台入) ¥2,800

B172 平積現品POP 文芸書用(4台入) ¥3,600

B173 平積現品POP 雑誌用(2台入) ¥3,100

B210 傾斜面陳ラック 5列ﾀｲﾌﾟ 右綴用 ¥6,210

B211 傾斜面陳ラック 5列ﾀｲﾌﾟ 左綴用 ¥5,990

B212 傾斜面陳ラック 6列ﾀｲﾌﾟ 右綴用 ¥7,230



商品コード 商品名称 税抜改定単価

B213 傾斜面陳ラック 6列ﾀｲﾌﾟ 左綴用 ¥7,230

B214 傾斜面陳ラック 7列ﾀｲﾌﾟ 右綴用 ¥8,540

B215 傾斜面陳ラック 7列ﾀｲﾌﾟ 左綴用 ¥8,540

B216 傾斜面陳ラック 8列ﾀｲﾌﾟ 右綴用 ¥9,400

B217 傾斜面陳ラック 8列ﾀｲﾌﾟ 左綴用 ¥9,400

B218 傾斜面陳ラック 9列ﾀｲﾌﾟ 右綴用 ¥10,670

B219 傾斜面陳ラック 9列ﾀｲﾌﾟ 左綴用 ¥10,670

B220 傾斜面陳ラック 10列ﾀｲﾌﾟ 右綴用 ¥11,740

B221 傾斜面陳ラック 10列ﾀｲﾌﾟ 左綴用 ¥11,740

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) ¥7,370

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) ¥9,360

B232 傾斜ラック(4ﾎﾟｹｯﾄ)書籍・雑誌用(2台入) ¥6,800

B233 傾斜ラック(3ﾎﾟｹｯﾄ)ムック・特大誌(2台入) ¥7,670

B240 仕切スタンド(2台入) ¥7,670

B250 ポケットスタンド A (左綴用)2台入 ¥7,100

B251 ポケットスタンド B (右綴用)2台入 ¥6,980

B261 ステップスタンドフラット２段４２０幅文庫用 ¥7,950

B262 ステップスタンドフラット２段４２０幅コミック用 ¥8,920

B263 ステップスタンドフラット２段４２０幅文庫用 ¥9,700

B264 ステップスタンドフラット３段４２０幅文庫用 ¥12,410

B265 ステップスタンドフラット３段４２０幅コミック用 ¥13,580

B266 ステップスタンドフラット３段４２０幅文芸書用 ¥19,400

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 ¥4,660

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 ¥6,500

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 ¥5,100

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 ¥7,280

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 ¥7,180

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 ¥8,990

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 ¥10,990

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 ¥13,000

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 ¥11,740

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 ¥13,480

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 ¥12,420

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 ¥16,000

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 ¥16,400

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 ¥17,750

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 ¥23,280

B289 ステップスタンドハイステージ両面文庫新書用１段 ¥31,520

B290 ステップスタンドハイステージ両面文芸書用１段 ¥36,450

B291 ステップスタンドハイステージ文庫新書用１段 ¥13,400

B292 ステップスタンドハイステージ文庫新書用２段 ¥19,200

B293 ステップスタンドハイステージ文芸書用１段 ¥14,580

B294 ステップスタンドハイステージ文芸書用２段 ¥24,430

B300 ステップスタンド３段マルチタイプ ¥7,300

B301 ステップスタンド５段マルチタイプ ¥10,440

B302 ステップスタンドカードタイプ５段 ¥17,340

B303 ステップスタンド３段マルチタイプ雑誌用 ¥10,540

B304 ステップスタンド５段マルチタイプ ¥14,670

B305 ステップスタンドフリータイプ大棚２段 ¥18,400



商品コード 商品名称 税抜改定単価

B306 ステップスタンドフリータイプ大棚３段 ¥23,500

B307 ステップスタンドフリータイプ小棚２段 ¥16,150

B308 ステップスタンドフリータイプ小棚３段 ¥21,500

B309 ステップスタンドフリータイプ小棚４段 ¥27,280

B310 ステップスタンド薄型奥行１５０型３段タイプ ¥14,380

B311 ステップスタンドガラス色薄型奥行１５０型３段タイプ ¥14,780

B312 ステップスタンド薄型奥行１８０型３段タイプ ¥15,760

B313 ステップスタンドガラス色薄型奥行１８０型３段タイプ ¥16,550

B314 ステップスタンド２３０型３段タイプ９００㎜以下 ¥16,750

B315 ステップスタンドガラス色２３０型３段タイプ９００㎜以下 ¥17,730

B316 ステップスタンド２３０型３段タイプ９０１～１２００㎜以下 ¥20,000

B317 ステップスタンドガラス色２３０型３段タイプ９０１～１２０００㎜以下 ¥23,640

B318 ステップスタンド３３０型４段タイプ９００㎜以下 ¥20,190

B319 ステップスタンドガラス色３３０型４段タイプ９００㎜以下 ¥21,180

B320 ステップスタンド３３０型４段タイプ９０１～１２００㎜以下 ¥25,500

B321 ステップスタンドガラス色３３０型４段タイプ９０１～１２００㎜以下 ¥26,790

B322 ステップスタンド４００型５段タイプ９００㎜以下 ¥21,270

B323 ステップスタンドガラス色４００型５段タイプ９００㎜以下 ¥25,800

B324 ステップスタンド４００型５段タイプ９０１～１２００㎜以下 ¥28,660

B325 ステップスタンドガラス色４０００型５段タイプ９０１～１２００㎜以下 ¥30,050

B326 ステップスタンド前傾１段タイプ ¥14,870

B327 ステップスタンド前傾２段タイプ ¥23,800

B328 ステップスタンド前傾３段タイプ ¥32,400

B331 ステップスタンド３段マルチロング ¥18,500

B332 ステップスタンド５段マルチロング ¥22,260

B333 ステップスタンド３段マルチ雑誌用ロング ¥17,730

B334 ステップスタンド５段マルチ雑誌用ロング ¥21,370

B335 ステップスタンドカレンダータイプ４段 ¥26,000

B336 ステップスタンドカレンダータイプ５段 ¥30,600

B337 ステップスタンドカレンダータイプ３段 ¥26,000

B340 アップステージA型文庫新書用９００㎜以下 ¥10,340

B341 アップステージA型文庫新書用９０１～１２００㎜以下 ¥13,100

B342 アップステージB型文芸書用９００㎜以下 ¥13,200

B343 アップステージB型文芸書用９０１～１２００㎜以下 ¥15,300

B344 アップステージC型大判雑誌用９００㎜以下 ¥14,480

B345 アップステージC型大判雑誌用９０１～１２００㎜以下 ¥17,240

B346 アップステージD型文庫新書用９００㎜以下 ¥12,500

B347 アップステージE型文庫新書用９００㎜以下 ¥11,000

B348 アップステージF型文庫新書用９００㎜以下 ¥13,790

B350 アップステージD型文庫新書用９０１～１２００㎜以下 ¥15,070

B351 アップステージE型文庫新書用９０１～１２００㎜以下 ¥13,100

B352 アップステージF型文庫新書用９０１～１２００㎜以下 ¥17,200

B355 ステップスタンドカードタイプ８段 ¥28,560

B356 ステップスタンド文具手帳タイプ３段 ¥15,800

B357 ステップスタンド文具手帳タイプ５段 ¥21,670

B358 ステップスタンド文具手帳タイプ８段 ¥31,800

B360 面陳ストッパーAタイプ文庫新書用 ¥1,160

B361 面陳ストッパーAタイプ文芸書用 ¥1,380

B370 面陳ストッパーBタイプ文庫新書用 ¥1,850



商品コード 商品名称 税抜改定単価

B371 面陳ストッパーBタイプ文芸書用 ¥2,080

B380 面陳ストッパーCタイプ文庫新書用 ¥2,167

B381 面陳ストッパーCタイプ文芸書用 ¥2,260

B382 面陳ストッパーCタイプ雑誌用 ¥4,240

B395 ドリル棚（小） ¥5,910

B396 ドリル棚（大） ¥7,090

B401 マルチボックス(透明)510×150×330 ¥5,710

B403 マルチボックス(透明)330×150×260 ¥4,040

B405 マルチボックス(透明)330×100×240 ¥3,440

B407 マルチボックス(透明)330×100×210 ¥3,150

B409 マルチボックス(透明)240×80×210(2台入) ¥4,530

B411 マルチボックス(透明)240×100×170(2台入) ¥4,430

B413 マルチボックス(透明)240×80×170(2台入) ¥4,130

B415 マルチボックス(透明)210×100×170(2台入) ¥4,040

B417 マルチボックス(透明)206×80×121(10台入) ¥8,080

B419 マルチボックス(透明)166×80×121(10台入) ¥7,580

B421 マルチボックス(透明)100x100x150(10台入) ¥5,910

B423 マルチボックス(透明)100x100x100(10台入) ¥5,710

B425 マルチボックス(透明)330x330x330 ¥5,650

B426 マルチボックス(透明)300x230x330 ¥5,120

B427 マルチボックス(透明)360x270x330 ¥6,600

B428 マルチボックス(透明)330x250x450 ¥7,580

B429 マルチボックス(透明)330x250x600 ¥9,350

B430 4面ボックス 300x300x300 ¥6,890

B431 4面ボックス 330x330x330 ¥8,270

B437 ショウケース・6面ボックス 250 ¥8,760

B438 ショウケース・6面ボックス 300 ¥10,150

B439 ショウケース・6面ボックス 330 ¥10,830

B441 スペースボックス 文庫用(大)10台入 ¥2,850

B442 スペースボックス ｺﾐｯｸ･新書用(大)10台入 ¥3,150

B443 スペースボックス 文芸書用(大)10台入 ¥3,840

B445 奥行調整アンコ(10本入) ¥3,640

B450 B450　ハンディーサイズ用　補助ラック(2台入) ¥4,130

B451 B451　補助ラック A4雑誌用 Aﾀｲﾌﾟ(2台入) ¥4,700

B452 B452　補助ラック A4雑誌用 Bﾀｲﾌﾟ(2台入) ¥4,500

B453 B453　補助ラック A4雑誌用900タイプ ¥5,500

B465 補助ラック・小(背ざし・面出し兼用)2台入 ¥3,350

B466 補助ラック・大(背ざし・面出し兼用)2台入 ¥3,940

B471 ジョイントボックス 文庫用(10台入) ¥9,850

B472 ジョイントボックス コミック用(10台入) ¥11,330

B473 ジョイントボックス 文芸書用(10台入) ¥13,000

B491 スペースボックス 文庫用ｼﾝｸﾞﾙ(10台入) ¥2,070

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) ¥2,270

B493 スペースボックス 文芸書用ｼﾝｸﾞﾙ(10台入) ¥2,950

B494 スペースボックス 雑誌用(4台入) ¥2,560

B500 立体見出しホルダー・文庫用 ¥4,430

B501 立体見出しホルダー・文芸書用 ¥4,830

B502 立体見出しホルダー・大判雑誌用 ¥5,600

B508 クリップアンドクリップ ¥265



商品コード 商品名称 税抜改定単価

B509 クリップアンドクリップ50 ¥295

B510M 見出しプレートセット・文庫用 ¥215

B511M 見出しプレートセット・新書用 ¥245

B512M 見出しプレートセット・文芸書用 ¥260

B513M 見出しプレートセット・ムック用 ¥265

B517 三面見出しプレート・文庫用 ¥4,000

B518 三面見出しプレート・新書用 ¥4,130

B519 三面見出しプレート・文芸書用 ¥4,250

B521 B521　ワイヤースタンド(10本入) ¥2,550

B522 折りたたみスタンド (小) ¥480

B523 折りたたみスタンド (大) ¥490

B524 カードアンドクリップ ¥95

B525 貼付けアンドクリップ ¥89

B526 クリップアンドクリップ小 ¥295

B527 クリップアンドクリップ中 ¥305

B528 クリップアンドクリップ大 ¥345

B529 B529　クリップスタンド円盤型 ¥215

B530 B530　Ｗクリップ ¥190

B531 B531　スネーククリップ ¥420

B532 B532　マグネットクリップ ¥260

B533 B533　マグネットワイドクリップ ¥310

B534 B534　ワイヤークリップスタンド ¥210

B535 B535　クリップスタンド ¥220

B536 吊下げスタンド ¥220

B537 伸縮パイプスタンド ¥500

B539 ピタマグクリップ ¥2,550

B540 スタンドポップマルチバインダー ¥1,950

B541 スタンドポップフリーバインダー ¥1,900

B542 スタンドポップＹ字クリップ ¥1,920

B543 スタンドポップＴ字クリップ ¥1,950

B544 スタンドポップＬ字クリップ ¥1,300

B545 スタンドポップ両面クリップ ¥1,950

B546 スタンドポップ両面差込クリップ ¥1,800

B550 書棚コーナーポップ B5ｻｲｽﾞ(4台入) ¥6,900

B551 書棚コーナーポップ A4ｻｲｽﾞ(4台入) ¥8,800

B560 B560　本日発売プレート Aタイプ(8台入) ¥3,890

B561 B561　本日発売プレート Bタイプ(10台入) ¥2,580

B562 B562　本日発売プレート Cタイプ(10台入) ¥3,290

B563 B563　割れない本日発売ﾌﾟﾚｰﾄ･Ｌ型(10個入) ¥2,950

B564 B564　雑誌棚用･コの字ﾌﾟﾚｰﾄ(10個入) ¥2,250

B572 スマートホルダー ¥2,300

B577 B577　本日発売／最新号･Ｌ型(10個入) ¥3,300

B580 フロアスタンド Aタイプ ¥8,100

B581 フロアスタンド Bタイプ ¥10,300

B591M 見出しプレートセットストッパー型・文庫用 ¥245

B592M 見出しプレートセットストッパー型・新書用 ¥255

B593M 見出しプレートセットストッパー型・文芸書用 ¥280

B594M 見出しプレートセットストッパー型・ムック用 ¥320

B611 エンドラック 文庫･コミック用・5段 ¥25,900



商品コード 商品名称 税抜改定単価

B612 エンドラック 文芸書用・4段 ¥28,800

B613 エンドラック 文庫･コミック用・3段 ¥13,800

B614 B614　エンドラック 文芸書用・2段 ¥14,300

B615 エンドラック 雑誌用・2段 ¥24,500

B620 レールボード 両面タイプ ¥41,000

B621 レールボード 透明タイプ ¥45,000

B625 レール棚用 Ｌ字棚(小)5台入 ¥1,600

B626 レール棚用 Ｌ字棚(大)5台入 ¥2,200

B627 レール棚用 Ｌ型POP棚(5台入) ¥4,100

B628 レール棚用 平面傾斜棚(小)5台入 ¥1,880

B629 レール棚用 平面傾斜棚(大)5台入 ¥2,470

B630 平積キーパー(4台入) ¥6,280

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 ¥570

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 ¥700

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 ¥1,400

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 ¥1,400

B645 ｽﾄﾛﾝｸﾞﾏｸﾞﾈｯﾄ ＋ ﾜｲﾄﾞｸﾘｯﾌﾟ ¥750

B646 ｽﾄﾛﾝｸﾞﾏｸﾞﾈｯﾄ ＋ ﾎﾞｰﾄﾞｸﾘｯﾌﾟ ¥670

B647 ボードスタンド ¥350

B648 書棚用ポスタープレート(2枚入) ¥5,000

B652 B652　クリップアンドクリップ(S)・1ｾｯﾄ40個入 ¥118

B653 B653　クリップアンドクリップロング・Ｊ5・1ｾｯﾄ15個入 ¥270

B654 クリップアンドワイドクリップ・Ｊ5 ¥340

B655 強力クリップＳ ¥800

B656 強力クリップＬ ¥860

B657 マグ太郎(白) ¥370

B658 マグ太郎(青) ¥370

B660 レール棚用 傾斜棚(小)5台入 ¥5,700

B661 レール棚用 傾斜棚(大)5台入 ¥7,000

B663 レール棚用 平板棚(小)4台入 ¥3,750

B664 レール棚用 平板棚(大)4台入 ¥4,200

B665 レール棚用 平面棚(小)5台入 ¥1,400

B666 レール棚用 平面棚(中)5台入 ¥1,870

B667 レール棚用 平面棚(大)5台入 ¥2,570

B671 ぺたっとポップ スイングタイプ(10個入) ¥1,400

B676 ミディアムクリップ ¥250

B677 ミディアムクリップ黒 ¥250

B678 ミディアムクリップＬ ¥300

B679 ミディアムクリップＬ黒 ¥300

B680 プライスケース・W58㎜(20個入) ¥1,500

B735 マグネットポップ　Ｔ型　200x265 ¥1,100

B736 マグネットポップ　Ｌ型　300x325 ¥1,100

B737 マグネットポップ　Ｌ型　300x425 ¥1,000

B738 マグネットポップ　Ｌ型　400x186 ¥1,100

B739 マグネットポップ　Ｌ型　450x275 ¥1,000

B790 ハンディーサイズ用　面陳タワー(2台入) ¥4,700

B791 ハンディーサイズ用　3Dスタンド(2台入) ¥4,700

B850 木製ブックホルダー・茶(2台入) ¥2,100

B851 木製ブックホルダー・ナチュラル(2台入) ¥2,100



商品コード 商品名称 税抜改定単価

B1061 ネットフック・Y型100㎜(10本入) ¥900

B1062 ネットフック・Y型150㎜(10本入) ¥1,000

B1063 ネットフック・Y型200㎜(10本入) ¥1,060

B1064 ネットフック・H型50㎜(10本入) ¥1,000

B1065 ネットフック・H型100㎜(10本入) ¥1,000

B1066 ネットフック・H型150㎜(10本入) ¥1,230

B1067 ネットフック・H型200㎜(10本入) ¥1,230

B1069 パッケージハンガー(5本) ¥700

B1070 ネットフック A4カタログ入れ(5台入) ¥4,400

B1071 ネットフック 10段カタログ入れ ¥5,000

B1073 ネットフック 8段カード用 ¥3,600

B1074 ネットフック 10段ﾎﾟｽﾄｶｰﾄﾞ用 ¥3,600

B1080 ネット用小物棚(小) ¥2,550

B1081 ネット用小物棚(大) ¥3,600

B1082A ネット用網棚(小)白 ¥1,550

B1083A ネット用網棚(大)白 ¥2,250

B1084A ネット用小物カゴ(小)白 ¥2,450

B1085A ネット用小物カゴ(大)白 ¥3,400

B1087A ネット用網カゴ(白)27cm幅 ¥1,700

B1087B ネット用網カゴ(白)42cm幅 ¥2,100

B1087C ネット用網カゴ(白)54cm幅 ¥2,300

B1087D ネット用網カゴ(白)84cm幅 ¥3,400

B1088A ネット用網カゴ(黒)27cm幅 ¥1,700

B1088B ネット用網カゴ(黒)42cm幅 ¥2,050

B1088C ネット用網カゴ(黒)54cm幅 ¥2,300

B1088D ネット用網カゴ(黒)84cm幅 ¥3,400

B1117 卓上ネットスタンド(白) ¥5,100

B1118A 卓上ネットスタンド(白) ¥5,750

B1118B 卓上ネットスタンド(黒) ¥5,750

B1200 ネットスタンド Fタイプ白(W600) ¥8,200

B1200A ネットスタンド Fタイプ黒(W600) ¥8,200

B1202 ネットスタンド Fタイプ白(W900) ¥9,300

B1202A ネットスタンド Fタイプ黒(W900) ¥9,300

B1203 ネットスタンド Fタイプ白(W450) ¥7,500

B1203A ネットスタンド Fタイプ黒(W450) ¥7,500

B1205 Ｌ型ネットパネル(2台セット) ¥3,300

B1210 伸縮ポールネット 600タイプ(黒) ¥22,500

B1211 伸縮ポールネット 600タイプ(白) ¥22,500

B1212 伸縮ポールネット 900タイプ(黒) ¥29,500

B1213 伸縮ポールネット 900タイプ(白) ¥29,500

B1217 折りたたみステップ・1段 ¥12,000

B1218 折りたたみステップ・2段 ¥16,500

B1219 折りたたみステップ・3段 ¥24,000

B1220 回転スタンド Ｇスタンド(四角柱)白 ¥19,000

B1220A 回転スタンド Ｇスタンド(四角柱)黒 ¥19,000

B1221 回転スタンド Ｈスタンド(三角柱)白 ¥16,500

B1221A 回転スタンド Ｈスタンド(三角柱)黒 ¥16,500



商品コード 商品名称 税抜改定単価

B1222 袋物用2段回転スタンド ¥30,000

B1223 カタログ回転スタンド(20ポケット) ¥25,000

B1225 カード回転スタンド(120ポケット) ¥32,000

B1230 セルフブレーキ踏台 2段タイプ ¥44,500

B1231 セルフブレーキ踏台 3段タイプ ¥63,000

B1375A カタログスタンド(A4)10段 ¥10,500

B1375C 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ﾎﾜｲﾄ 7段 ¥6,500

B1375D 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ﾌﾞﾗｯｸ 7段 ¥6,500

B1376B 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7段 白 ¥14,000

B1377 卓上カタログスタンド A4･1列3段 ¥5,500

B1378 卓上カタログスタンド A4・三折・1列3段 ¥3,500

B1390 Ｔ字ハンガー(クローム) ¥7,000

B1391A 傾斜ハンガー(白) ¥6,000

B1392A シングルハンガー(白)W600タイプ ¥6,300

B1393A シングルハンガー(白)W900タイプ ¥6,500

B1397A スモールバスケットワゴン(ｸﾛｰﾑ)W450タイプ ¥6,500

B1411 リーフレットケース A4三折・1段 ¥510

B1412 リーフレットケース A4三折・2段 ¥920

B1413 リーフレットケース A4三折・4段 ¥1,550

B1414 リーフレットケース A5・1段 ¥860

B1415 リーフレットケース A5・4段 ¥2,000

B1416 リーフレットケース A4・3段 ¥2,500

B1417 リーフレットケース A4・1段 ¥960

B1418 リーフレットケース A4・2段 ¥1,650

B1435 コルクボード 300×450 ¥560

B1436 コルクボード 450×600 ¥860

B1437 コルクボード 600×900 ¥1,700

B1497 スモールバスケットワゴン(ｸﾛｰﾑ)W450タイプ ¥7,600

B1511 ブックバスケット 黒(20台) ¥28,000

B1512 ブックバスケット 青(20台) ¥28,000

B1513 ブックバスケット 白(20台) ¥28,000

B1515 バスケットカート ¥8,700

B1515A バスケットカート 33S ¥9,200

B1518 買い物カゴ(18リットル)ダークグリーン ¥710

B1519 カゴ置き台・18リットル用 ¥4,350

B1238 ハンドルステップ　ホワイト ¥19,600

B1239 ハンドルステップ　ブラウン ¥19,600

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 ¥18,300

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 ¥10,500

B1255 移動販売トラック用文具ディスプレイ・手帳文具５段 ¥11,380

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 ¥7,230

B1263 折畳みコンパクト台車 ¥8,000

B1264 サイレント樹脂台車(小) ¥12,000

B1265 サイレント樹脂台車(中) ¥14,000

B1265B サイレント樹脂台車(中)ﾌｯﾄﾌﾞﾚｰｷ付 ¥20,000

B1266B サイレント樹脂台車(大)ｽﾍﾟｼｬﾙﾌﾞﾚｰｷ付 ¥28,000

B1281A パワートラックブラック ¥59,800



商品コード 商品名称 税抜改定単価

B1266 サイレント樹脂台車(大) ¥24,000

B1267 スチール製台車(小) ¥10,000

B1268 スチール製台車(大) ¥16,500

B1270 ジョイントキャリー ¥5,700

B1279 樹脂連結平台車(2台入) ¥9,900

B1280 ブックトラックスリム ¥35,000

B1281 パワートラック ¥59,800

B1282 ブックトラック片面3段 ¥47,300

B1283 ブックトラックフラット ¥51,000

B1285 ブックトラックＶ ¥30,000

B1359 B1359　折りたたみワゴン W900タイプ ¥15,000

B1360 B1360　折りたたみワゴン W1200タイプ ¥16,000

B1370 雑誌販売台 ¥46,900

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 ¥15,600

B1391 B1391　傾斜ハンガー(クローム) ¥6,600

B1392 シングルハンガー(クローム)W600タイプ ¥7,700

B1393 B1393　シングルハンガー(ｸﾛｰﾑ)W900ﾀｲﾌﾟ ¥7,200

B1395 バスケットワゴン(白)W750タイプ ¥7,800

B1396 バスケットワゴン(白)W900タイプ ¥9,500

B1397 スモールバスケットワゴン(白)W450タイプ ¥7,500

B1398 スモールバスケットワゴン(白)W600タイプ ¥7,500

B1406 キャスター付き踏み台(ブラック) ¥8,000

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) ¥2,000

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) ¥1,180

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) ¥2,700

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) ¥1,400

B2093 のぼり用ポリスタンド(青) ¥3,300

B2094 のぼり用ポリスタンド(白) ¥3,300

B2095 のぼり用スチールスタンド・300角 ¥4,100

B2096 のぼり用スチールスタンド・450角 ¥5,500

B2097 のぼり用伸縮ポール・青(2本入) ¥1,200

B2098 のぼり用伸縮ポール・緑(2本入) ¥1,200

B2099 のぼり用3ｍ伸縮式ポール・白(2本入) ¥1,200

B543C スタンドポップ・Ｔ字センターベース ¥2,150

B544R スタンドポップ・Ｌ字クリップ ¥1,500

B555 オートハンガー ¥7,300

B556 フックマスター(5個入) ¥400

B556A イージーホッパー用バーハンガー600㎜ ¥830

B556B イージーホッパー用バーハンガー900㎜ ¥930

B557A オートハンガー用バー 600ﾀｲﾌﾟ ¥1,400

B557B オートハンガー用バー 900ﾀｲﾌﾟ ¥1,520

B558 オートハンガー　増設用天井取付キット ¥970

B559 オートハンガースティック ¥4,500

B565 ポスターハンガーセット 600長(2本入) ¥2,900

B566 ポスターハンガーセット 900長(2本入) ¥4,600

B573 ラクチンフック(10個入) ¥680

B585 サインスタンド ボード差込型 ¥39,600



商品コード 商品名称 税抜改定単価

B587 サインスタンド イーゼル型 ¥25,000

B590 インテリアスタンド(85D) ¥17,800

B684 簡易20型　ポスターハンガー(450)5本入 ¥1,250

B685 簡易20型　ポスターハンガー(600)5本入 ¥1,250

B686 簡易20型　ポスターハンガー(900)5本入 ¥1,550

F101 感熱レジロール 44.5㎜×80φ(100巻入) ¥10,800

F102 感熱レジロール(中保存)58㎜×80φ(80巻入) ¥11,200

F103 感熱レジロール 80㎜×80φ(60巻入) ¥13,600

F301 PPバンド ストッパー用(黄)5巻入 ¥12,000

F301 PPバンド ストッパー用(黄)5巻入 ¥12,000

F302 梱包機用PPバンド(15.5㎜幅)黄色 ¥6,650

F303 PPバンド用 スマートストッパー(1000個入) ¥2,200

F305 PPバンド用 引締機 ¥19,900

F306 PPバンド用 封緘器 ¥10,100

F308 PPバンド 引締機用(青)5巻入 ¥12,700

F309 PPバンド 引締機用(青)1巻売 ¥2,750

F311 PPバンド ストッパー用(黄)1巻売 ¥2,500

F312 梱包機用PPバンド(12㎜幅)黄色 ¥5,700

F501 輪ゴム #16 (500g) ¥890

F502 輪ゴム #18 (500g) ¥890

F503 輪ゴム #260 (500g) ¥880

F504 輪ゴム #310 (500g) ¥880

F505 F505　輪ゴム #410 (500g) ¥880

F506 透明梱包用テープ 48㎜×100m(5巻売) ¥270

F520Ｃ テープカッター(黒) ¥1,000

F521A ペン立てテープカッター(青) ¥1,300

F521B ペン立てテープカッター(青) ¥1,300

F512 PP縄(ソフトタイプ) ¥1,050

F522 ペアテープカッター ¥3,400

F523 ジャンボカッター ¥4,700

F547 ペンスタンド ¥1,000

F548 大型ペンスタンド ¥1,500

F555 傘ポリ袋(4000枚入) ¥2

F557 半透明ゴミ袋　45リットル(200枚入) ¥1,350

F558 半透明ゴミ袋　70リットル(200枚入) ¥2,650

F559 半透明ゴミ袋　90リットル(200枚入) ¥3,950

F605 クラフトテープ 50㎜×50m（50巻入ケース） ¥170

F609 布テープ 50㎜×25m ¥330

F901 F901　付録バンド(黄)700g入 ¥4,000

F902 付録バンド・お試しセット(黄)200g入 ¥1,200

F903 付録バンド・3色セット(赤・緑・ｸﾞﾚｰ)500g入 ¥3,100

R134 レジ休止板　 ¥2,700


