
あたらしい B I Z R A C Kは、

ずっと仕事をしてきたオフィスとは違う場所や空間でも、

いつものスタイルを快適に持ち込める

ワークツールブランドへとアップデートしました。

ワー ク スタイル は、もっと よくで きる。
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ツールペンケース
〈ピープ〉
（フラットタイプ）

P.6

ツールペンケース〈ピープ〉に
コンパクトに持ち運べる
フラットタイプが登場！



〈BIZRACK〉シリーズ

ワークスタイルは、もっとよくできる。
あたらしい「BIZRACK」より、第1弾5アイテム登場！

コピー用紙で作る
新しいノート

アイデアを記したコピー用紙や、
今必要とする書類などあらゆる紙を
穴をあけずに自分仕様にまとめることができます。

アイデアを書いたコピー用紙や資料がバラバラでお困りの方！

Before After

折り返して閲覧可能
穴をあけずにクリップの開閉だけでコピー用紙等の紙を 
とじられ、折り返しての閲覧もできます。

とじたまま書き込める
紙をとじたままでもメモ等を書き加えることができる機構
です。

1上下のクリップを開きます。

表紙は、同色印刷での模様
を加えることで、単色のカ
ラーイメージに深みのある
印象を演出しています。

②書類を挟みます。 ③書類がはみ出ないように整えます。 ④上下のクリップをとじます。

いつものバッグにスッキリ収納
A4クリヤーホルダーよりも一回り小さく薄型なので、 
持ち運びにも便利です。

■使用方法

クリップノート〈BIZRACK〉

品　番 JANコード コード メーカー希望小売価格
（税抜） サイズ 外寸法 最大収容枚数 包装単位4901480 高さ・幅・背幅

ノ-BRCN202D 373133 6651-2936 ￥550
A4-S 299・220・8 25枚

6/12/96
ノ-BRCN202DG 373157 6651-2950 ￥550 6/12/96
ノ-BRCN202W 373164 6651-2967 ￥550 6/12/96

■クリップノート〈BIZRACK〉

●表紙/R-PP　●中紙なし　◆表紙色/D…ブラウンブラック、DG…オリーブグリーン、W…オフホワイト　※最大収容枚数はPPC用紙64g/㎡換算となります。

ノ-BRCN202D ノ-BRCN202DG ノ-BRCN202W

10月既発売
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A4書類を2つ折りにして
持ち運べるクリヤーブック

2種類のポケットでA4書類をコンパクトに収容。
サッと書類を入れて、いつでも見返せる2つ折りクリヤーブック。

A4の書類がバッグの中でかさばってお困りの方！

ホルダー型ポケット
サッと書類の出し入れができるホルダー型ポケットは、 
脱落防止ストッパー付きで安心です。

閲覧しやすい
広げればA4サイズの状態で閲覧可能。折り返しての閲覧
もできます。

クリヤーポケット
パラパラとめくって閲覧したい書類にぴったりなクリヤー
ポケット。

A4書類を2つ折り
コンパクトに半分（A4→A5）に折りたたむことができ、持
ち運びに便利です。

表紙は、同色印刷での模様
を加えることで、単色のカ
ラーイメージに深みのある
印象を演出しています。

サイドスローポケット
大きく開いて出し入れしやすい、サイドスロータイプの 
ポケットです。

いつものバッグにスッキリ収納
ゴムバンド付きで安心です。

2つ折りクリヤーブック〈BIZRACK〉（固定式・サイドスロー®）

品　番 JANコード コード メーカー希望小売価格
（税抜） サイズ 外寸法 ポケット枚数 包装単位4901480 高さ・幅・背幅

ラ-BRFL10D 373201 6651-2974 ￥600
A4二つ折り 246・160・15 ホルダー型ポケット：1枚

クリヤーポケット：10枚

6/48
ラ-BRFL10DG 373218 6651-2981 ￥600 6/48
ラ-BRFL10W 373225 6651-2998 ￥600 6/48

■2つ折りクリヤーブック〈BIZRACK〉（固定式・サイドスローⓇ）

●表紙・ホルダー型ポケット・とじ足/R-PP、ポケット/PP　●中紙なし　●収容枚数（1ポケットにつき）/ホルダー型ポケット：10枚、クリヤーポケット：2枚（PPC用紙64g/㎡換算）
◆表紙色/D…ブラウンブラック、DG…オリーブグリーン、W…オフホワイト

ラ-BRFL10D ラ-BRFL10DG ラ-BRFL10W

脱落防止
ストッパー付き

Before After
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〈BIZRACK〉シリーズ

A4書類と小物を
コンパクトに持ち運びできる
２つ折りドキュメントファイル

A4書類と小物が1冊にまとまるドキュメントファイル。
いつものバッグにコンパクトに収容できます。

いざという時に必要な小物がなくてお困りの方！

3つに分類できる書類ポケット
インデックス付きの仕切りで書類を3つに分類できるポケッ
ト付きです。

大きく開くポケット
書類を探しやすく取り出しやすい、大きく開くポケットです。

小物が入るミニポケット
ペン・ふせん・イヤホン・マスキングテープなど、厚さ8mm
までの小物が入るフラップ付きミニポケット。

A4サイズを2つ折り
半分に折りたたむことができます。

名刺用スリット
名刺～A6までの書類が入るスリットが付いています。

いつものバッグにスッキリ収納
ゴムバンド付きで安心です。

2つ折りドキュメントファイル〈BIZRACK〉（ミニポケット付き）

品　番 JANコード コード メーカー希望小売価格
（税抜） サイズ 外寸法 最大収容量 包装単位4901480 高さ・幅・背幅

フ-BRFLD950D 373171 6651-3001 ￥700
A4二つ折り 232・160・16 書類：30枚まで

ミニポケット：厚さ8mmの小物まで

6/48
フ-BRFLD950DG 373188 6651-3018 ￥700 6/48
フ-BRFLD950W 373195 6651-3025 ￥700 6/48

■2つ折りドキュメントファイル〈BIZRACK〉（ミニポケット付き）

●表紙・ポケット/R-PP、ミニポケット窓部/オレフィン系樹脂　※最大収容枚数はPPC用紙64g/㎡換算となります。
◆表紙色/D…ブラウンブラック、DG…オリーブグリーン、W…オフホワイト

フ-BRFLD950D フ-BRFLD950DG フ-BRFLD950W

10月既発売

表紙は、同色印刷での模様
を加えることで、単色のカ
ラーイメージに深みのある
印象を演出しています。

Before After
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スライドボードを引き出すことで、
パソコン手前のスペースを有効に使えます。
折り返すことでキーボードに干渉しにくいノート筆記台となります。

PCを置くとノートをとるスペースがなくなってお困りの方！

スライドボードが筆記台に
引き出したスライドボードを折り返すことで、キーボードに
干渉しにくいノート筆記台として使用できます。

2段階調節が可能
スタンドは15°／25°の2段階調節が可能です。

作業スペースを確保
狭い場所でもノート筆記スペースを確保できます。

いつものバッグにスッキリ収納
折りたたんでスリムに持ち運びができます。

スライドボード付きノートＰＣスタンド 〈BIZRACK〉

品　番 JANコード コード メーカー希望小売価格
（税抜）

外寸法（折りたたみ時） 質量 対応機種 包装単位4901480 W・D・H

EAM-BRST10LS 374116 6651-3049 ￥4,500 333 ・12・240 約450g 13.3インチ ノートPC 20
EAM-BRST10M 374123 6651-3056 ￥4,500 20

■スライドボード付きノートＰＣスタンド 〈BIZRACK〉T

●材質/表材：PU、芯材：PP・紙・マグネット・スチール
◆製品色/LS…ベージュ、M…グレー

EAM-BRST10LS EAM-BRST10M

ノート筆記台になる
スライドボード付き
ノートＰＣスタンド

1段階目

15°
2段階目

25°

Before After

付属のクッションゴムを
貼り付けることで、より
干渉しにくくなります。
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〈BIZRACK〉シリーズ

PCに装着して持ち運び、
ワンタッチでスタンドできる
オーガナイザー

裏面にメッシュポケットが付いているので、
ACアダプタやケーブルも一緒に持ち運べます。
スマホスタンドとしても使用可能。

社内移動時に、ついパソコンの上に載せたマウスやペンを落として
お困りの方！

スマートに持ち運べる
ゴムバンドでノートパソコンにセットして、スタイリッシュに
持ち運びできます。

ゴムバンドでセット
ゴムバンドでノートパソコンに簡単に装着できます。

小物が入る前面ポケット
前面ポケットにはマウス・スマートフォン・筆記具・イヤホ
ンなどを収容できます。

スマホスタンドにも
左右を後方に折り曲げて固定するとスマホスタンドに。

背面のメッシュポケット
ACアダプタやケーブル類は、背面のメッシュポケットに
収容できます。

いつものバッグにスッキリ収納
ノートパソコンと一緒にスッキリと持ち運べます。

スタンド型ノートＰＣオーガナイザー〈BIZRACK〉

品　番 JANコード コード メーカー希望小売価格
（税抜）

外寸法（本体） 質量 対応機種 包装単位4901480 W・D・H

EAM-BRGA10-1 374154 6651-3070 ￥3,200 302・14・182 約190g 13.3インチ ノートPC 5/60
EAM-BRGA10-2 374147 6651-3087 ￥3,200 5/60

■スタンド型ノートＰＣオーガナイザー〈BIZRACK〉T

●材質/生地：ポリエステル・ポリウレタン、マグネット：スチール、芯材：紙　●製品色/-1・…グレー×ブラック、-2・…グレージュ×ブラウン
●参考収容寸法/スマートフォン：W78・D8・H160、薄型マウス：W80・D155・H30、ACアダプタ：W97・D80・H30

EAM-BRGA10-1 EAM-BRGA10-2

10月既発売

スタンド時 スタンド時

マグネットで固定

タグがスマホスタンドとして
利用できます。

Before After
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ツールペンケース〈ピープ〉（フラットタイプ）

“スタメン文具”がおしゃれにキマるツールペンケース〈ピープ〉に
コンパクトに持ち運びができるフラットタイプが新登場！

大人かわいい雰囲気のナチュラルカラー
人気のナチュラルカラーでコーディネートが楽しめます。

品　番 JANコード コード メーカー希望小売価格
（税抜）

外寸法 包装単位4901480 W・D・H

F-VBF241-1 375649 6657-4774 ¥1,400

190・20・100

5/100
F-VBF241-4 375656 6657-4781 ¥1,400 5/100
F-VBF241-5 375663 6657-4798 ¥1,400 5/100
F-VBF241-6 375670 6657-4804 ¥1,400 5/100

●材質/透明ケース：PVC、インナーケース：ポリエステル、芯材：PP　◆製品色/-1…シルバーグレー、-4…シャイニーベージュ、-5…セージグリーン、-6…ピンクテラコッタ
※縫製品ですので、上記寸法には差が出る場合がございます。ご了承ください。　※ペン収容本数は目安です。ペンの種類によって前後します。

■ツールペンケース〈ピープ〉（フラットタイプ）

F-VBF241-1 F-VBF241-4 F-VBF241-5 F-VBF241-6

●外寸法/W190×D55×H122mm

既発売

※価格は、メーカー希望小売価格（税抜）で表記しています。

F-VBF240-1
6567-4529

F-VBF240-4
6646-2187

F-VBF240-5
6646-2194

F-VBF240-6
6646-2200

¥1,500（税抜）

■ツールペンケース〈ピープ〉

ペン収容本数

約15本
+ 小物スペース × 4

ペン収容本数

約10本
+ 小物スペース × 2 

累計出荷数25万個※を突破！ マチが広い大容量タイプも好評発売中！ ※2021年12月現在

シルバーグレー シャイニーベージュ セージグリーン ピンクテラコッタ

インナーケース付き透明ペンケース
お気に入りの文具は透明ポケットに入れて、見せて収容！ 
機能性重視のペンや文具はインナーケースに入れて隠せ
ます。

ポケット付きインナーケースで
小物が埋もれにくい
インナーケースには、クリップやふせんなどの収容に便利
なメッシュポケットが付いています。

持ち運びしやすいフラットな形状
フラットな形状なのでカバンに収納しても収まりがよく、
書類やノートと重ねてもかさばりにくいため、持ち歩きに
便利です。

従来品フラットタイプ
55mm20mm 2

月
発
売
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●JANコードの上7桁（4901480）につきましては、JANコード項目内に記載しています｡前に4901480をつけ加えてください｡（例）品番 フ-U330B 154855の場合､4901480154855となります｡
●コードでのご注文につきましては、流通販社・代理店にお問い合わせください。　●本カタログに記載の寸法表示は、mm（ミリメートル）で表しています。　
●商品仕様および価格は、2021年12月20日現在のものです。諸般の事情により予告なく変更することもありますので、あらかじめご了承ください。
●本カタログに記載の価格は、メーカー希望小売価格（税抜）で表記しています。お買い上げの際には別途消費税がかかります。実際の販売価格については、窓口の販売店にお問い合わせください。
●「GPNエコ商品ねっと掲載」の記載がある商品は、グリーン購入ネットワーク（GPN）が運営する「エコ商品ねっと（GPNデータベース）」に当社の判断で選んで掲載している商品です。同サイトは、
ＧＰＮ購入ガイドライン対応商品やグリーン購入法適合商品を掲載し、商品選択の際に比較可能な環境データを提供するものです。（※同ネットの掲載商品はＧＰＮが推奨するものではありません）

202112A12KH

ホームページURL  https://www.kokuyo-st.co.jp/

本社オフィス
〒537-8686  大阪市東成区大今里南6丁目1番1号

ステーショナリー事業本部

お問い合わせ、ご相談はフリーダイヤル（全国共通）

コクヨお客様相談室 0120-201-594

品　　番� 掲載月

EAM-BRGA10-1・2 …………………2月
EAM-BRST10LS・M ………………2月
F-VBF122-7・8 ………………………1月

品　　番� 掲載月

F-VBF140-7・8・9 ……………………1月
F-VBF241-1・4・5・6 …………………2月
スク-TC115DB・LV …………………2月

品　　番� 掲載月

ノ-BRCN202D・DG・W ……………2月
フ-BRFLD950D・DG・W ……………2月
フ-H12B ………………………………1月

品　　番� 掲載月

フ-H17B・G・P ………………………1月
フ-UDS423B・UDS429B・UDS431B・
UDS432B・UDS435B・UDS437B・
UDS438B ……………………………1月

品　　番� 掲載月

ヨハ-MC50G・P・W …………………1月
ヨハ-WR50D・G・LS …………………1月
ラ-BRFL10D・DG・W ………………2月

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆  2022年1〜2月 掲載新商品リスト  ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

ランドセルに入れやすいＰＣ・タブレットケース

水や衝撃に強く、ランドセルから出し入れしやすい
PC・タブレットケースが新登場！
水・衝撃に強い
耐水性・耐衝撃性の高い防水
生地と止水ファスナーを採用
しています。

品　番 JANコード コード メーカー希望小売価格
（税抜）

ノートPC・タブレット
対応サイズ

外寸法 内寸法 質量 包装単位4901480 W・D・H W・D・H

スク-TC115DB 376417 6663-4034 ¥2,600 11.6インチ 235・30・390
（持ち手を含む）

211・23.5・304
（収容可能サイズ目安） 約220g 5/40

スク-TC115LV 376424 6663-4041 ¥2,600 5/40

■ランドセルに入れやすいＰＣ・タブレットケース

●材質/表層生地：ポリエステル、中間層：SBR、内装生地：ポリエステル、持ち手：PP　●外寸法/W235×D30×H325mm(持ち手を除く)　●内側にネームタグ付き
◆製品色/DB…ネイビー、LV…ラベンダー　※縫製品のため完全防水ではありません。また、縫製品のため上記寸法には差が出る場合がございます。ご了承ください。

※本製品は縫製品のため
　完全防水ではありません。

表面生地

防水・耐衝撃ゴム層

起毛素材

止水ファスナー

スク-TC115DB スク-TC115LV

●パッケージ

ランドセルから出し入れしやすい
外側がフラット形状でポケットがないため、ランド
セルから出し入れしやすいデザインです。

タブレット・PCが出し入れしやすい
タブレット・PCが出し入れしやすい、開口部が広いL字型
ファスナーを採用。また、ファスナーの引き手は小さなお子
様でも開け閉めしやすいリング型です。

2
月
発
売
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