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キャンパス ソフトリング®ノート
（ドット入り罫線）（カットオフ）
キャンパス英習帳（ソフトリング®）

P.2

大好評のキャンパス
ソフトリングシリーズに
A罫・英習罫が
仲間入り！



タ-D4900-06
タ-D4900-06X3

（しっかり貼るタイプ）

ペンケースの中で勝手にキャップが開かない、
つめ替えタイプで業界最小クラスのドットライナーが新登場！

テープのり〈ドットライナーフリック〉

品　番 JANコード コード メーカー希望小売価格
（税抜）

テープ寸法 仕　様 包装単位4901480 幅・長さ

タ-DM4900-06LB 377094 2000-0343 ¥290
6mm・12m 強粘着

10/200
タ-DM4900-06V 377087 2000-0354 ¥290 10/200
タ-DM4900-06W 377100 2000-0365 ¥290 10/200

●材質/本体ケース：R-PS・ABS、つめ替えケース：R-PS　●つめ替えタイプ　●ACID FREE　◆製品色/LB…ミント、V…ライラック、W…ホワイト

■テープのり〈ドットライナーフリック〉（本体）T

品　番 JANコード コード メーカー希望小売価格
（税抜）

テープ寸法 仕　様 包装単位4901480 幅・長さ

タ-D4900-06 377070 2000-0309 ¥210 6mm・12m 強粘着・タ-DM4900-06用 10/200
●材質/つめ替えケース：R-PS　●ACID FREE

■テープのり〈ドットライナーフリック〉（つめ替え用テープ）T

品　番 JANコード コード メーカー希望小売価格
（税抜）

テープ寸法 仕　様 包装単位4901480 幅・長さ

タ-D4900-06X3 377117 2000-0310 ¥630 6mm・12m 強粘着・タ-DM4900-06用 10/100
●材質/つめ替えケース：R-PS　●ACID FREE

■テープのり〈ドットライナーフリック〉（つめ替え用テープ3個パック）T

品　番 JANコード コード メーカー希望小売価格
（税抜）

テープ寸法 パック内容 包装単位4901480 幅・長さ

タ-DM4900-06-2R 377131 2000-0321 ¥640 6mm・12m ドットライナーフリック
本体（ライラック）×1・つめ替え用テープ×2 10/100

●材質/本体ケース：R-PS・ABS、つめ替えケース：R-PS　●つめ替えタイプ　●ACID FREE

■テープのり〈ドットライナーフリック〉（お徳用パック）T

※ACID FREE ：写真や紙の劣化の原因となる酸を抑えた商品を当社独自の基準に基づいて定義しております。

つめ替えタイプで
業界最小クラス
ペンケースの中でもかさばりにく
く、持ち運びに便利です。

マットな質感の
上品なデザイン
シボ加工と半透明樹脂を組み合わせ
た、マットな質感。学生だけでなく社
会人も手に取りやすいデザインです。

環境にも配慮した
経済的なつめ替えタイプ
本体を繰り返し使用できる、環境に配慮
したつめ替えタイプです。

小さい本体にたっぷり12m

本体（V色）1個+つめ替え用テープ2個が
セットになったお徳用パック。

スライドして横に開く
新機構「フリックキャップ」を採用

「ペンケースの中でキャップが開いて、ホコリがついてし
まう」という困りごとを解決するため、勝手にキャップが
開かない仕様にしました。

本　体

56mm

47mm

134
mm

140
mm

奥行き
18mm

奥行き
15mm

タ-DM4900-06V

タ-D4900-06 タ-D4900-06X3

つめ替え用テープ お徳用パック

エコマーク認定商品

タ-DM4900-06V
（しっかり貼るタイプ）

タ-DM4900-06W
（しっかり貼るタイプ）

タ-DM4900-06LB
（しっかり貼るタイプ）

タ-DM4900-06-2R

69mm

30
mm

●のり面　イメージ

6mm

64mm

25
mm

※画像使用品番は、タ-DM4900-06Vです。

110mm 110mm

142
mm

142
mm

奥行き
16mm

奥行き
18mm

●パッケージ

●パッケージ
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キャンパス ソフトリングRノート・キャンパス英習帳（ソフトリングR）

品　番 JANコード コード メーカー希望小売価格
（税抜） サイズ 中紙寸法 罫内容 行数 枚数 包装単位4901480 タテ・ヨコ

ス-S111AT-B 018416 2003-8786 ￥280

6号（セミB5） 252・179 普通横罫（ドット入り） 29行 40枚

5/80
ス-S111AT-G 018423 2003-8793 ￥280 5/80
ス-S111AT-P 018430 2003-8809 ￥280 5/80
ス-S111AT-V 018447 2003-8816 ￥280 5/80
ス-S111AT-Y 018454 2003-8823 ￥280 5/80

●中紙/上質紙（森林認証紙）　●紙厚/70g/㎡　●表紙/板紙　●リング/オレフィン系樹脂　◆表紙色/B…ブルー、G…グリーン、P…ピンク、V…バイオレット、Y…イエロー
●罫幅/普通横罫（A罫）：7mm

■キャンパス ソフトリングⓇノート（ドット入り罫線）（カットオフ）

品　番 JANコード コード メーカー希望小売価格
（税抜） サイズ 中紙寸法 罫内容 枚数 包装単位4901480 タテ・ヨコ

ス-S810F13 008745 2001-2229 ￥290 6号（セミB5） 252・179
英習罫13段（並罫）

40枚 5/80
ス-S810F15 008752 2001-2236 ￥290 英習罫15段（並罫） 5/80

●中紙/上質紙（森林認証紙）　●紙厚/70g/㎡　●表紙/板紙　●リング/オレフィン系樹脂

■キャンパス英習帳（ソフトリングⓇ）

英習罫13段（並罫）

普通横罫（ドット入り）

英習罫15段（並罫）

●「美しく書く」をサポートする
ドット入り罫線を採用しました。

既発売

B罫（6mm）もセミB5・A5サイズの
ラインアップで好評発売中！

リピート意向率97.8%※！ 
大好評のキャンパスソフトリングRノートにA罫・英習罫が仲間入り！

※2020年10月に発売したキャンパスソフトリングⓇノートB罫の購入者アンケートより

書くとき心地いい
コクヨ独自の“やわらかリング”を
採用。書くとき手が当たっても気
にならず端まで美しく書けます。

切り取りミシン目入り
（ス-S111ATのみ）

折り返せてコンパクト
折り返せるので、狭い場所でも書きやすくコンパク
トに使えます。カットオフタイプ（ス-S111AT）は、切り
取りミシン目入りで切り離しても使えます。

ス-S111AT-B

ス-S810F13

ス-S111AT-G

ス-S810F15

ス-S111AT-P ス-S111AT-V ス-S111AT-Y

英習帳罫内容
■13段（並罫）

3.5ｍｍ

3.5ｍｍ

3.5ｍｍ

3ｍｍ
3ｍｍ
3ｍｍ

■15段（並罫）

10.5ｍｍ10.5ｍｍ
7ｍｍ7ｍｍ

9ｍｍ9ｍｍ
6ｍｍ6ｍｍ

10.5ｍｍ10.5ｍｍ
7ｍｍ7ｍｍ 6ｍｍ6ｍｍ

9ｍｍ9ｍｍ

※画像使用品番は、ス-S111AT-Bです。

キャンパス ソフトリングRノート（ドット入り罫線）（カットオフ）

キャンパス英習帳（ソフトリングR）

●リングも5色で、
教科や用途別にカ
ラー分類でき、背部
で見分けられます。

※価格は、メーカー希望小売価格（税抜）で表記しています。

セミB5
ス-S111BT-B・G・P・V・Y  
¥280（税抜）

A5
ス-S131BT-B・G・P・V・Y  
¥260（税抜）

■キャンパス ソフトリングⓇノート（ドット入り罫線）（カットオフ）　

中横罫（ドット入り）

各教科で使いたいので色を10色、
A幅、英語ノートを
作って欲しいです。 

Instagramで見て色とデザインに一目惚れして購入しました。
リングの色までピンクなのが本当に可愛くて気に入っています。
ただ、罫線がBの6mmしかないのが残念です。
7mmも発売して欲しいです。

パステルカラーも出して欲しいなって
思いました！
あと英語バージョンなど

6mm幅だけでなく
7mm幅を
使用したいと
思いました！
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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、2022年4月15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）

202204A12KH

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

2トーン・2ウェイカラーマーカー〈マークタス〉（吊り下げパック）

品　番 JANコード コード メーカー希望小売価格
（税抜） 種  類 本体色 テープ寸法 包装単位4901480 幅・長さ

TW-NT306X3 017716 2003-8403 ¥660 A罫用 ピンク
6.5mm・  6m 10/200

TW-NT316X3 017921 2003-8427 ¥810 6.5mm・10m 10/200
TW-NT305X3 017655 2003-8397 ¥660 B罫用 青

5.5mm・  6m 10/200
TW-NT315X3 017914 2003-8410 ¥810 5.5mm・10m 10/200

●材質/ケース：R-ABS・ABS　●使い切りタイプ　●テープ色/キャンパスノートの中紙の色

■キャンパス ノートのための修正テープ（使い切りタイプ・3個パック）T 使いきりタイプ 5.5・6.5mm幅

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 軸径・長さ

PM-MT100B-1P 023779 2004-1366 ¥150
φ15・131

10/1000
PM-MT100G-1P 023786 2004-1373 ¥150 10/1000
PM-MT100P-1P 023793 2004-1380 ¥150 10/1000

●水性顔料インク（OA対応）　●材質/軸・キャップ：PP、内尾栓：R-PP　◆インク色/B…ブルー、G…グリーン、P…ピンク

■2トーンカラーマーカー〈マークタス〉（吊り下げパック）T

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 軸径・長さ

PM-MT200B-1P 024028 2004-1397 ¥150
φ13・142

10/1000
PM-MT200G-1P 024035 2004-1403 ¥150 10/1000
PM-MT200P-1P 024042 2004-1410 ¥150 10/1000

●水性インク　●材質/軸・キャップ：PP　●通気仕様キャップ　◆インク色/B…ブルー、G…グリーン、P…ピンク

■2ウェイカラーマーカー〈マークタス〉（吊り下げパック）T

品　　番 掲載月

EAM-BRGA10-1・2 …………………2月
EAM-BRST10LS・M ………………2月
F-VBF122-7・8 ………………………1月
F-VBF140-7・8・9 ……………………1月
F-VBF241-1・4・5・6 …………………2月
PM-MT100B・G・P-1P ……………6月
PM-MT200B・G・P-1P ……………6月

品　　番 掲載月

TW-NT305X3 ………………………6月
TW-NT306X3 ………………………6月
TW-NT315X3 ………………………6月
TW-NT316X3 ………………………6月
カハ-BRB130DB・DG・M …………3月
カハ-BRB135DB・DG・M …………3月
カハ-BRSB130-1・2 …………………4月

品　　番 掲載月

ス-S111AT-B・G・P・V・Y …………6月
ス-S810F13 …………………………6月
ス-S810F15 …………………………6月
スク-TC115DB・LV …………………2月
タ-D4900-06 …………………………6月
タ-D4900-06X3 ………………………6月
タ-DM4900-06-2R …………………6月

品　　番 掲載月

タ-DM4900-06LB・V・W ……………6月
ノ-BRCN202D・DG・W ……………2月
フ-BRFLD950D・DG・W ……………2月
フ-H12B ………………………………1月
フ-H17B・G・P ………………………1月
フ-UDS423B・UDS429B・UDS431B・
UDS432B・UDS435B・UDS437B・

品　　番 掲載月

UDS438B ……………………………1月
ヨハ-MC50G・P・W …………………1月
ヨハ-WR50D・G・LS …………………1月
ラ-BRFL10D・DG・W ………………2月

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆  2022年1〜6月 掲載新商品リスト  ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

キャンパス ノートのための修正テープ（使い切りタイプ・3個パック）

キャンパスノートの「色」と罫線の「幅」に合わせた
ノートのための修正テープに、好評につき3個パックが仲間入り！

グリーン購入法適合

TW-NT306X3
（テープ長さ6m）

PM-MT100P-1P
（2トーンカラーマーカー）

PM-MT200P-1P
（2ウェイカラーマーカー）

TW-NT316X3
（テープ長さ10m）

98mm
113mm

113
mm

123
mm

奥行き
18mm

奥行き
18mm

A罫用

TW-NT305X3
（テープ長さ6m）

TW-NT315X3
（テープ長さ10m）

B罫用

スッキリまとまるマーキングペン〈マークタス〉に
吊り下げパック品番が仲間入り！

46mm 40mm

190
mm

200
mm

奥行き
15mm

奥行き
13mm
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