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テープのり〈ドットライナーフリック〉がラインアップ拡充！
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暗記用ペン〈チェックル〉

P.2

暗記用ペン〈チェックル〉が
デザインリニューアル！



タ-D4920-06
（あとから貼りつくタイプ）

タ-D4970-06-1
（しっかり貼るタイプ）

ペンケースの中でキャップが開かず安心の
ドットライナーフリックに、
あとから貼りつくタイプ・ハート柄が仲間入り！

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-DM4900-06B 022895 2004-1311 ¥290 6mm・12m 強粘着 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/B…青

■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-DM4920-06 022963 2004-1328 ¥290 6mm・12m 強粘着（約6時間後） 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　※封筒の口止めには使用できません。

■テープのり〈ドットライナーフリック〉（本体・あとから貼りつく）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-DM4970-06-1 023038 2004-1335 ¥270 6mm・10m 強粘着 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　※柄によりのり溜まりやカケが発生する場合があります。

■テープのり〈ドットライナーフリック〉（本体・ハート柄）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-D4920-06 023403 2004-1342 ¥210 6mm・12m 強粘着（約6時間後）・タ-DM4920-06用 10/200
●材質/つめ替えケース：R-PS　●ACID FREE　※封筒の口止めには使用できません。

■テープのり〈ドットライナーフリック〉（つめ替え用テープ・あとから貼りつく）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-D4970-06-1 023441 2004-1359 ¥190 6mm・10m 強粘着・タ-DM4970-06-1用 10/200
●材質/つめ替えケース：R-PS　●ACID FREE　※柄によりのり溜まりやカケが発生する場合があります。

■テープのり〈ドットライナーフリック〉（つめ替え用テープ・ハート柄）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。

既発売

しっかり貼るタイプの
つめ替え用テープはこちら

「しっかり貼る」
に青色を追加！

ラインアップ追加
スライドして横に開く新機構「フリックキャップ」
を採用した、つめ替えタイプで業界最小クラスの
ドットライナーフリックに、あとから貼りつくタイ
プ・ハート柄が仲間入り。しっかり貼るタイプには
本体カラー青色を追加しました。
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（しっかり貼るタイプ）
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※価格は、メーカー希望小売価格（税抜）で表記しています。

1個
タ-D4900-06 
¥210（税抜）

3個パック
タ-D4900-06X3 
¥630（税抜）

■テープのり〈ドットライナーフリック〉
（つめ替え用テープ）

※のり面はピンク色の
ハート柄です。

1分間貼り直しOKで、
時間がたつとしっかり貼りつく！
※のり面は薄い緑色です。

グリーン購入法適合
エコマーク認定商品

グリーン購入法適合
エコマーク認定商品

グリーン購入法適合
エコマーク認定商品
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暗記用ペン〈チェックル〉

品　番 JANコード コード メーカー希望小売価格
（税抜） 仕　様 包装単位4901480

PM-M120N-1P 316130 2004-7382 ¥200 中字角芯・緑/極細・オレンジ 10/1000
●水性染料インク　●袋外寸法/ヨコ40×タテ200　●外寸法/軸径φ13×長さ142　●材質/軸・キャップ：PP　●通気仕様キャップ　

■暗記用ペン〈チェックル〉T

品　番 JANコード コード メーカー希望小売価格
（税抜） 仕　様 包装単位4901480

PM-M221N-1P 334288 2004-7405 ¥200 中字角芯・青/極細・オレンジ 10/1000
●水性染料インク　●袋外寸法/ヨコ40×タテ200　●外寸法/軸径φ13×長さ142　●材質/軸・キャップ：PP　●通気仕様キャップ　※青・オレンジは暗記用消しペンで消えません。　

■暗記用ペン〈チェックル〉（ブライトカラー）T

品　番 JANコード コード メーカー希望小売価格
（税抜） 仕　様 包装単位4901480

PM-ME100-1P 316147 6332-9346 ¥170 中字角芯・透明（消去インク） 10/1000
●水性消去インク　●袋外寸法/ヨコ40×タテ200　●外寸法/軸径φ13×長さ120　●材質/軸・キャップ：PP　●通気仕様キャップ
※暗記用消しペンは、暗記用ペンの緑専用です。緑以外は消えません。　※一度暗記用消しペンで消したところは、暗記用ペンの緑で上書きできません。　

■暗記用消しペン〈チェックル〉T

品　番 JANコード コード メーカー希望小売価格
（税抜） 仕　様 包装単位4901480

PM-M120N-S 316154 2004-7399 ￥400 暗記用ペン（PM-M120N）・暗記用消しペン（PM-ME100）・暗記用シート（赤） 10/320
●袋外寸法/ヨコ115×タテ200

［暗記用ペン］ ●水性染料インク　●外寸法/軸径φ13×長さ142　●材質/軸・キャップ：PP　●通気仕様キャップ
［暗記用消しペン］ ●水性消去インク　●外寸法/軸径φ13×長さ120　●材質/軸・キャップ：PP　●通気仕様キャップ
［暗記用シート（赤）］ ●外寸法/タテ162×ヨコ100　●材質/PVC　●製品色/赤　●落下防止切り込み付き
※暗記用消しペンは、暗記用ペンの緑専用です。緑以外は消えません。　※一度暗記用消しペンで消したところは、暗記用ペンの緑で上書きできません。

■暗記用ペンセット〈チェックル〉T

品　番 JANコード コード メーカー希望小売価格
（税抜） 仕　様 包装単位4901480

PM-M221N-S 334295 2004-7412 ￥260 暗記用ペン（PM-M221N）・暗記用シート（赤） 10/320
●袋外寸法/ヨコ140×タテ200

［暗記用ペン］ ●水性染料インク　●外寸法/軸径φ13×長さ142　●材質/軸・キャップ：PP　●通気仕様キャップ
［暗記用シート（赤）］ ●外寸法/タテ162×ヨコ100　●材質/PVC　●製品色/赤　●落下防止切り込み付き
※青・オレンジは暗記用消しペンで消えません。

■暗記用ペンセット〈チェックル〉（ブライトカラー）T

塗って覚える＆書いて覚える！ 
1本で２役の暗記用ペン〈チェックル〉が
シンプルなデザインにリニューアル。
※細字ピンクの品番（PM-M120P-S、PM-M120P-1P）は
リニューアル対象外です。

塗って覚える 書いて覚える

旧パッケージ

旧パッケージ

新パッケージ

新パッケージ

PM-M120-S

PM-M221-S

PM-M120N-S

PM-M221N-S

PM-M120-1P

PM-M221-1P

PM-M120N-1P

PM-M221N-1P

PM-ME100N-1P PM-ME100-1P

PM-M120N-1P

PM-M221N-1P

PM-ME100-1P

中字角芯
筆記線幅
約3.5mm

極細
筆記線幅
約0.3mm

中字角芯
筆記線幅
約4.0mm

中字角芯
筆記線幅
約3.5mm

極細
筆記線幅
約0.3mm

細字0.35mmを
極細0.3mm
にリニューアル

機能性を訴求しつつも、
シンプルで洗練されたデザインに！

緑色 オレンジ色

青色

細字0.35mmを
極細0.3mm
にリニューアル

9
月
発
売

2



●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7月22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）

202207A12KH

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

1212

33 1.51.5

2.52.5

2.52.5

120120

1515

2.752.75 2222

2.52.5

2.52.5

120120

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-M120N-1P ………………………9月
PM-M120N-S …………………………9月
PM-M221N-1P ………………………9月
PM-M221N-S …………………………9月

品　　番� 掲載月

PM-ME100-1P ………………………9月
PM-MT100B・G・P-1P ……………6月
PM-MT200B・G・P-1P ……………6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

品　　番� 掲載月

カハ-BRSB130-1・2 …………………4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-D4920-06 …………………………9月
タ-D4970-06-1 ………………………9月

品　　番� 掲載月

タ-DM4900-06-2R …………………6月
タ-DM4900-06B ……………………9月
タ-DM4900-06LB・V・W ……………6月
タ-DM4920-06 ………………………9月
タ-DM4970-06-1 ……………………9月
タ-S70-54W …………………………9月
タ-S70-55W …………………………9月
ノ-BRCN202D・DG・W ……………2月
フ-BRFLD950D・DG・W ……………2月

品　　番� 掲載月

フ-H12B ………………………………1月
フ-H17B・G・P ………………………1月
フ-UDS423B・UDS429B・UDS431B・
UDS432B・UDS435B・UDS437B・
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1〜9月 掲載新商品リスト  ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

タックタイトル（樹脂ラベル）

PPファイルの背や表紙にしっかり貼れる、
強粘着タイプのファイルタイトル用樹脂ラベル
ファイルのタイトル作成に
タ-S70-54Wは、フラットファイルのタイトル作成に便利なサ
イズです。タ-S70-55Wは、リングファイルやチューブファイル
などで背幅が15mm以上のファイルのタイトル作成に便利な
サイズです。

タイトルブレーン対応
タイトルブレーン対応の樹脂ラベル（白・ツヤ消し）です。
コクヨのタイトルブレーンは、印字の際の文字の大きさ
や位置を決める手間を省いた、簡単便利な電子タイトル
プリンタ。印刷後もラベルがカールせず、はくり紙からは
がしやすく、貼りやすい仕様です。また、角丸なので貼り
付け後も引っかかりにくく、はがれにくい仕上がりです。

しっかり貼れて、水に強い
ラベルがつきにくいPP素材のファイルにも、しっかり貼
りつく強粘着。水に強いフィルムタイプで、水はねが気に
なりません。油性マーカーでも記入できます。

タ-S70-54W
タ-S70-54W タ-S70-55W

タ-S70-55W

品　番 JANコード コード メーカー希望小売価格
（税抜） 種類 ラベル寸法 入り数 シートNo. 包装単位4901480

タ-S70-54W 025872 2004-4695 ¥500 無地・ファイルタイトル用
12・120 60片（6片×10シート） CY 10/400

タ-S70-55W 025889 2004-4701 ¥500 15・120 50片（5片×10シート） CZ 10/400
●インクリボンは、樹脂用をお使いください。　◆ラベル色/W…白

■タックタイトル（樹脂ラベル）T TB
強
粘着

TB…タイトルブレーン対応タックタイトルです。

タ-S70-54Wは、
フラットファイルに適した
細め12mm幅×長さ120mm

タ-S70-55Wは、
チューブファイルに適した
広め15mm幅×長さ120mm
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