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ユーザーと永いパートナーであるために
切り心地を正直に追求したハサミ

高級ハサミ〈HASA〉

品　番 JANコード コード メーカー希望小売価格
（税抜） 刃タイプ 外寸法 刃渡り寸法 板厚 包装単位4901480

HASA-001 374055 2004-7535 ¥2,200 スタンダード 全長187・幅74 70 2.0 5/100
●材質/刃部：ステンレス、ハンドル部：R-ABS

■高級ハサミ〈HASA〉（強力）T

品　番 JANコード コード メーカー希望小売価格
（税抜） 刃タイプ 外寸法 刃渡り寸法 板厚 包装単位4901480

HASA-002 374079 2004-7542 ¥2,500 スタンダード 全長226・幅80 85 2.0 5/80
●材質/刃部：ステンレス、ハンドル部：R-ABS

■高級ハサミ〈HASA〉（強力ロング）T

品　番 JANコード コード メーカー希望小売価格
（税抜） 刃タイプ 外寸法 刃渡り寸法 板厚 包装単位4901480

HASA-003 374062 2004-7559 ¥2,200 スタンダード 全長177・幅74  70 2.0 5/100
●材質/刃部：ステンレス、ハンドル部：R-ABS

■高級ハサミ〈HASA〉（紙・工作用）T

切れ味を洗練させた独自設計刃
刃の位置に応じて最適なアーチを設計することで、
軽い切れ味を実現。（HASA-001・002のみ)

ダンボールが軽く切れる
多用途カーブ刃

ダンボールが一気に軽く切れる
多用途カーブ刃

直線切りに適した
ストレート刃

使い心地を追求したハンドル
内側の傾斜形状により、指とハンドルの接触による
負荷が軽減され、フィット感が向上。

刃物作り100年の貝印製
切り心地の良さを生み出す貝印社の技術を
採用。刃物の専門工場であるKAIベトナム
で、一本一本丁寧に仕上げています。

強力 強力ロング 紙・工作用

※画像使用品番は、HASA-001です。
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HASA-001 HASA-002 HASA-003

ショットブラスト
ガラスの微粒子を刃に吹き付けることで
マット調で高級感が出る仕上げを採用。

2段刃付けで
高い耐久性を実現。

鋼材(刃体)がハンドル奥部まで入ることで、
刃体の剛性がアップ。

コクヨ独自設計刃
切る際の力を効率よく伝えるために、
刃の位置に応じて最適なアーチを
緻密に設計することで、
一般的なストレート形状の刃では
力が伝わりづらい刃先においても、
軽い切れ味を実現。
（※HASA-001・002のみ）

キズが目立たずマットな質感の
粗シボのフィニッシュ。

肌ざわりを考慮した
薄シボのフィニッシュ。

内側の傾斜形状により、
ハサミを持った際に自然な握り方に導きつつ、
指とハンドルの接触による負荷が軽減され、
フィット感が向上。

力の入れやすい
厚めのハンドル。

多くの人が指が入れやすい
左右対称形状のハンドル。
（※HASA-001・003のみ）
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キャンパス インデックスで開けやすいバインダー

ワンアクションで
パッとインデックスを開けるバインダー
ワンアクションで開く
表紙に入った切り欠きにより、
ワンアクションでインデックスを開けます。

背をつかんでめくりやすい
表紙にヒンジが入っており背をつかんでめくり
やすく、大きく開いて閲覧しやすい仕様です。

開閉しやすいスライド式とじ具
開閉しやすく、中紙を差し替えやすいスライ
ド式とじ具を採用。

B5・ミドルタイプ B5・スリムタイプ

※画像使用品番は、ル-P737Dです。

複数教科を1冊にまとめて使っている学生におすすめ！

53%
34% 複数教科を

1冊にまとめている

1教科1冊に
入れている

N=1858（バインダーユーザーの高校生・大学生）
2021年12月コクヨ調べ

13%どちらの
パターンもある

バインダーユーザーの学生の約5割が
複数教科を1冊にまとめている

N=2003（バインダーユーザーの高校生・大学生）
2022年2月コクヨ調べ

38%
見出しは活用していない

3%
その他

バインダーユーザーの学生の約6割が
インデックスを活用している

インデックスで科目ごとに
分けていますが
開ける際に
手間取ります…

バインダーはカラフルな
デザインが多い…
もっと落ち着いたカラーの
バインダーが欲しい！

バインダーユーザーには
こんなお困りごとも！

38%
インデックスを活用している
（特に記入はしていない）

21%
インデックスを活用している
（科目名や用途を記入している）

S

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

ル-P737D 026060 2004-5074 ¥800 B5-S 26穴 272・212・19 20
ル-P737LB 026077 2004-5081 ¥800 20

●表紙/R-PP　●最大収容枚数/65枚　●とじ具のタイプ/スリムタイプ（スライド式）
●セット内容/扉紙・中紙10枚・PP製カラー見出しシート5枚（ル-P737D：ブルー3枚・淡グレー2枚、ル-P737LB：淡グレー3枚・濃グレー2枚)
※この製品は、「リベットはずし機」（フ-RVT1）で表紙ととじ具を分別することができます。
◆製品色/D…黒、LB…ライトブルー　●中紙/ノ-836BT

■キャンパス インデックスで開けやすいバインダー（スリムタイプ）

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

ル-P337DB 026084 2004-5098 ¥900 B5-S 26穴 272・217・27 20
ル-P337W 026091 2004-5104 ¥900 20

●表紙/R-PP　●最大収容枚数/100枚　●とじ具のタイプ/ミドルタイプ（スライド式）
●セット内容/扉紙・中紙10枚・PP製カラー見出しシート5枚（ル-P337DB：淡グレー3枚・濃グレー2枚、ル-P337W：ブルー3枚・淡グレー2枚)
※この製品は、「リベットはずし機」（フ-RVT1）で表紙ととじ具を分別することができます。
◆製品色/DB…紺、W…白　●中紙/ノ-836BT

■キャンパス インデックスで開けやすいバインダー（ミドルタイプ） M

※最大収容枚数の表示は、ルーズリーフ（さらさら書ける）70g/㎡・0.10mmを使用時の数値です。　　

ル-P337DB ル-P737D ル-P737Dル-P337W ル-P737LB

パッと開く！
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収容物に合わせて選べる４サイズ展開

ツールペンケース・ミニポーチ〈ピープ〉

“スタメンアイテム”がおしゃれにキマる〈ピープ〉に
A5サイズとミニの二つのポーチが仲間入り！

厚手のA5ノートもすっぽり収まる、大容量フラットタイプ

ボールチェーン付きで小物を出し入れしやすいミニタイプ

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-VBF243-1 380124 2004-5753 ¥1,800

255・30・200

5/100
F-VBF243-4 380131 2004-5760 ¥1,800 5/100
F-VBF243-5 380148 2004-5777 ¥1,800 5/100
F-VBF243-6 380155 2004-5784 ¥1,800 5/100

●材質/透明ケース：PVC、インナーケース：ポリエステル　◆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。
※素材の特性上、透明ケースに雑誌の切り抜きや写真などの印刷物が密着すると、インクが移るおそれがありますのでご注意ください。

■ツールペンケース〈ピープ〉（A5フラットタイプ）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 W・D・H

F-VBF242-1 380087 2004-5715 ¥1,100

130・20・90

5/100
F-VBF242-4 380094 2004-5722 ¥1,100 5/100
F-VBF242-5 380100 2004-5739 ¥1,100 5/100
F-VBF242-6 380117 2004-5746 ¥1,100 5/100

●材質/透明ケース：PVC、インナーケース：ポリエステル　◆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。　
※素材の特性上、透明ケースに雑誌の切り抜きや写真などの印刷物が密着すると、インクが移るおそれがありますのでご注意ください。

■ミニポーチ〈ピープ〉（フラットタイプ）T

F-VBF243-1 F-VBF243-4 F-VBF243-5 F-VBF243-6

F-VBF242-1 F-VBF242-4 F-VBF242-5 F-VBF242-6

見せる×隠せる
お気に入りのアイテムは透明ポケットに入れて、
見せて収容！サブアイテムはインナーケースに
入れて隠せます。推し活にもおすすめです。

※ペン約3本
+小物ポケット×2

カバンの中を整理できる
ビッグサイズのリュックの中身もすっきり整理
整とんできます。A5サイズはA5厚手ノートも
入る大容量、ミニポーチはボールチェーン付き
で吊り下げ可能。

ツールペンケース〈ピープ〉（A5フラットタイプ）

ミニポーチ〈ピープ〉（フラットタイプ）

※画像使用品番は、F-VBF243-4です。

※画像使用品番は、F-VBF242-6です。

※画像使用品番は、F-VBF243-6です。

※画像使用品番は、F-VBF242-6です。

※画像使用品番は、F-VBF243-4です。

※画像使用品番は、F-VBF242-4です。

隠したいアイテムは
インナーケースの中へ

お気に入りの
アイテムをディスプレイ

ボールチェーン付きで
吊り下げ可能

しっかり閉まるスナップボタン

A5サイズのノートが入る 隠したいアイテムは
インナーケースの中へ

小物ポケット2個付きで埋もれない

お気に入りの
アイテムを
ディスプレイ

ペン類をタテに収容できる
仕切りが付いたペンポケット

F-VBF242

/NEW/

/NEW/

/NEW/

/NEW/

F-VBF242 F-VBF241 F-VBF240 F-VBF243
F-VBF241

F-VBF240
F-VBF243
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「ななめ仕切り」で、
ペンや小物がかさならず見つけやすい！

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-VBF250-1 026886 2004-5791 ¥1,500

210・55・120

5/100
F-VBF250-2 026916 2004-5807 ¥1,500 5/100
F-VBF250-3 026923 2004-5814 ¥1,500 5/100
F-VBF250-4 026930 2004-5821 ¥1,500 5/100

●材質/表材：ナイロン・ポリエステル、内装：ポリエステル、芯材：PP　
◆製品色/-1…ブラック、-2…スモークブルー、-3…ピンクテラコッタ、-4…マスタード
※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。

■ペンケース〈Nストレージ〉T

※ペン収容本数：ペン約13本+小物スペース×3

ななめ仕切り
一覧性がよく、ペンや小物が取り
出しやすい新構造「ななめ仕切り」
ペンケース。

3つの仕切りで、小物、筆記具、薄い小物を 
直観的に分類できます。

底にでっぱりがあるため、ペンを入れても段
差ができて取り出しやすくなります。

ななめ仕切り構造のため、一覧性がよく、 
ペンや小物が取り出しやすいです。

上部を折り返すと、中身がより取り出しやす
くなります。

シンプルで
カジュアルなデザイン
ナチュラルな風合いの生地を使っ
たシンプルな形状と、持ちやすい
引き手とワンポイントロゴで男女
問わず使いやすいデザインです。

簡単に整理整とん
3つの仕切りで、収容物が簡単に整理整とん
できます。消しゴムなどのよく使う小物が埋
もれず、取り出しやすいです。

中身が見つけやすく取り出しやすい“ななめ仕切り”

底にでっぱりがあるので
ペンをたくさん入れても

下のペンが
埋もれません

ふせんや定規など
薄い小物が入る
ポケット

消しゴムなど
よく使う小物が
さっと取り出せます 予備の小物が

入ります

ペンケース〈Nストレージ〉

F-VBF250-1 F-VBF250-2 F-VBF250-3 F-VBF250-4

※画像使用品番は、F-VBF250-2です。
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A4P-NELFM-D・DG・W A4PH-NELFM-D・DG・W

すっきり収納できるキャリーボックス〈NEOS〉

A4サイズ ハーフサイズ

ワークツールや日用品を仕切りでサッと整理して
持ち運べるキャリーボックスが新登場！

折りたたみ可能
組み立てが簡単で、使わない時にはたた
んで省スペースでしまえます。

落ち着いたカラー
オフィスにもリビングにもなじむ柔らかい
カラーリング。取っ手は本体よりも濃い色
でアクセントになります。

L字仕切りでPCや水筒がすっきり！
（13.3インチPC対応）

在宅ワークやリビング学
習のアイテム整理に。

掃除用品をまとめて収容。 メイク道具をひとまとめ。

オフィスの棚にもすっきりなじみます。　　

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 内寸法 耐荷重 包装単位4901480 高さ・幅・背幅 高さ・幅・背幅

A4P-NELFM-D 026176 2004-5180 ¥950
A4 260・328・102 259・326・95

（仕切り内：182・80・76）
約49N

（約5kgf）

50
A4P-NELFM-DG 026138 2004-5173 ¥950 50
A4P-NELFM-W 026121 2004-5166 ¥950 50

●材質/本体：R-PP、取っ手：ポリエステル　●対応機種/13.3インチノートPC　◆製品色/D…ブラック、DG…オリーブグリーン、W…オフホワイト

■すっきり収納できるキャリーボックス〈NEOS〉

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 内寸法 耐荷重 包装単位4901480 高さ・幅・背幅 高さ・幅・背幅

A4PH-NELFM-D 027609 2005-0450 ¥730
A4 1/2 157・328・102 156・326・95

（仕切り内：91・94・94）
約49N

（約5kgf）

50
A4PH-NELFM-DG 027616 2005-0467 ¥730 50
A4PH-NELFM-W 027623 2005-0474 ¥730 50

●材質/本体：R-PP、取っ手：ポリエステル　◆製品色/D…ブラック、DG…オリーブグリーン、W…オフホワイト

■すっきり収納できるキャリーボックス〈NEOS〉（ハーフサイズ）

グリーン購入法適合

すっきり社内移動
オフィス移動時の荷物をすっきり整理して持ち運べます。
サッとつかめる持ちやすい取っ手付き。

Before After

※画像使用品番は、A4P-NELFM-Wです。

可動式L字仕切り付き
仕切り付きなのでノートパソコンや水
筒をすっきりと整理できます。
可動式なので使わない時にはたたん
で、収容スペースを広くできます。

仕切りはワンアクションで動かせます。

仕切りを閉じて広いスペースを確保。

仕切りを開いて、水筒や小物を収容。
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収納ボックス〈NEOS〉

オフィスや家庭で人気の収納ボックス〈NEOS〉に
家庭収納にぴったりな新サイズが仲間入り！
家庭収納に最適な新サイズ設計
従来のLサイズより小さく、カラーボックスなどの
家具や棚に効率よくきれいに収まり、散らかりや
すい小物や雑誌などをすっきり整理できます。

ホコリも防げるフタ付き
積み重ねができ、ホコリから守れる
フタ付き。ご家庭やオフィスの備品
を美しく整理・収容できます。

●レギュラーハーフサイズは
5段まで積み重ね可能です。

2種類の見出し面
タイトルを記入できる機能面と美観を重
視した意匠デザイン面の表裏異なる見
出し面を選んでお使いいただけます。

モノトーンカラー
ご家庭のインテリアやオフィス
にも溶け込むモノトーンカラー
をラインアップしました。

品　番 JANコード コード メーカー希望小売価格
（税抜） サイズ 入り数 外寸法 内寸法 耐荷重 包装単位4901480 W・D・H W・D・H

フ-NE983D 382098 2005-0672 ¥   950 レギュラー 1冊 370・265・235 335・245・228 約98N
(約10kgf)

10
フ-NE983W 382104 2005-0665 ¥   950 10
フ-NE9832DX2 382111 2005-0658 ¥1,500 レギュラー

ハーフ 2冊 370・265・117 335・245・110 約49N
(約5kgf)

10
フ-NE9832WX2 382128 2005-0641 ¥1,500 10

●材質/段ボール（古紙パルプ配合）　●3段の積み重ねができます。（レギュラーサイズ）　●5段の積み重ねができます。（レギュラーハーフサイズ）　●付属品なし　
◆製品色/D…ブラック、W…ホワイト

■収納ボックス〈NEOS〉

グリーン購入法適合

レギュラーサイズ

レギュラーハーフサイズ（2冊入り）

フ-NE983D フ-NE9832DX2

フ-NE983W フ-NE9832WX2

●レギュラーハーフサイズの高さは、レギュラーサイズ
の1/2なので、積み重ねて効率よく収納できます。

●Lサイズよりも一回り小さく、
家庭の棚内や棚上、カラーボック
スにきれいに収まるサイズ設計。

●レギュラーサイズは、日用品のストック、
アルバムや古い教科書などに。

●レギュラーハーフサイズは、文房具などの
ストック、子供の作品や旅行のパンフレット
の保存に。

既発売 L・Mサイズも好評発売中！

※価格は、メーカー希望小売価格（税抜）で表記しています。

■収納ボックス〈NEOS〉

Lサイズ ¥1,080（税抜）

A4-NELB-D  
6427-4065

Mサイズ ¥860（税抜）

A4-NEMB-D  
6427-4140

A4-NELB-W  
6427-4072

A4-NEMB-W  
6427-4157

Mサイズ Lサイズ レギュラーサイズ レギュラー
ハーフサイズ

※画像使用品番は、フ-NE983Dです。

※画像使用品番は、
フ-NE983W・フ-NE9832WX2です。

※画像使用品番は、
フ-NE983W・フ-NE9832WX2です。

※画像使用品番は、フ-NE983Wです。 ※画像使用品番は、フ-NE9832DX2です。

※画像使用品番は、フ-NE9832DX2です。※画像使用品番は、フ-NE983Wです。 ※画像使用品番は、フ-NE9832WX2です。

●レギュラーサイズは
3段まで積み重ね可能です。

6
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浮かせてすっきりエア収納！
出し入れしやすく、省スペースで使える壁掛けポケットが新登場！

書類やプリントの整理や受け渡しに最適！
薄型設計の壁掛けポケット。

さっと出し入れできる壁掛けポケット

製造現場・医療介護現場でニーズの高い
壁掛けタイプ
フックに吊るして使える壁掛けタイプの商品です。書類、小物類の整理
だけでなく、回章書類など職場内での情報伝達にも役立ちます。

●出し入れしやすい立体ポケット構造。書類やプリントを片手で差し込みやすく、また取り出しやすくなっています。
●仕分けがしやすい5段ポケット設計。用途に合わせて書類やプリントを分類して使うことができます。
●書類をタテ向きに入れても見出し面を隠さず、横向きに入れてもポケット内に埋もれません。（※Ａ４サイズの場合）
●書類を入れてもかさばりにくい薄型設計なので、省スペースで使うことができます。

●出し入れしやすい立体ポケット。

●ラベルガイド付き。

●パッケージ

●タテ・ヨコどちらの向きの書類も見つけ
やすい。（※Ａ４サイズの場合）

●ラベルガイドに合わせて、テープラベル
を貼ると、分類整理がしやすくなります。
(※本製品にラベルは付属していません)

●薄型設計で
すっきり収納

出し入れしやすい
ポケット構造
片手が塞がっていても、スムーズに中身を
取り出しやすい設計です。

使用シーンに合わせて選べるデザイン
用途に合わせて使い分けられる「書類用」「書類・カタロ
グ用」「小物用」の3種類をラインアップ。また、現場だけ
でなくオフィスや家庭にもなじむカラーリングです。

さっと出し入れできる壁掛けポケット（書類用）

品　番 JANコード コード メーカー希望小売価格
（税抜） 対応書類サイズ ポケット数 外寸法 包装単位4901480 W・D・H

フ-KPM50-1 380728 2005-0344 ¥2,200
A4 5 350･15・985

4/24
フ-KPM50-2 380735 2005-0351 ¥2,200 4/24
フ-KPM50-3 380742 2005-0368 ¥2,200 4/24

●材質/本体：R-PP、フック：POM、ベルト：PE　●最大保持荷重/約24N(約2.5kgf)※1ポケットあたり約500gf　●フック寸法/51・105・14　◆製品色-1…ホワイト、-2…ブラック、-3…マルチカラー

■さっと出し入れできる壁掛けポケット（書類用）T

フ-KPM50-1 フ-KPM50-2 フ-KPM50-3

※画像使用品番は、フ-KPM50-1（書類用）です。

※画像使用品番は、フ-KPM50-3です。

※画像使用品番は、フ-KPL30-2（書類・カタログ用）です。 ※画像使用品番は、フ-KPS10-1（小物用）です。

約360mm

約320
mm

奥行き
約33mm
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品　番 JANコード コード メーカー希望小売価格
（税抜） 対応書類サイズ ポケット数 外寸法 包装単位4901480 W・D・H

フ-KPL30-1 380759 2005-0375 ¥2,800 A4
※厚みは45mmまで

3 350･85～158・560 12
フ-KPL30-2 380766 2005-0382 ¥2,800 12

●材質/本体：R-PP、フック：POM、ベルト：PE　●最大保持荷重/約58N(約6kgf)　●フック寸法/51・105・14　◆製品色-1…ホワイト、-2…ブラック

■さっと出し入れできる壁掛けポケット（書類・カタログ用）T

●中身が少ない時は折りたためてかさば
りにくい。

厚手のカタログも収納OK！
折りたためば薄型でも使える壁掛けポケット

ごちゃつきやすい文房具や小物の整理に最適！
中身が見やすい透明タイプの壁掛けポケット

●出し入れしやすい広口3段ポケット。

●ポケットが大きく開くから、出し入れし
やすい。

●ハガキやペン類を分けて入れられる
中仕切り付き。

●中身が少ない時は、マグネットホックを
留めて省スペースに。

●パッケージ

●パッケージ

●ラベルガイド

●入り口が大きい広口ポケットなので、カタログサイズの厚手の冊子・
　書類も出し入れがしやすくなっています。（※厚み45mmまで）
●仕分けがしやすい3段ポケット設計。
　用途に合わせて書類や冊子を分類して使うことができます。
●中身が少ないときは折りたためるので、省スペースで使うことができます。

●大きく開くポケットは小物の出し入れがしやすく、
　中身が一目で分かる透明塩ビ素材を使用しています。
●中身が少ないときはポケット入り口のマグネットホックを留めて
　省スペースで使うことができます。
●ポケット内に中仕切りが付いているので、
　ハガキやペンなどを分けて入れることができます。

さっと出し入れできる壁掛けポケット（書類・カタログ用）

さっと出し入れできる壁掛けポケット（小物用）

品　番 JANコード コード メーカー希望小売価格
（税抜） ポケット数 外寸法 内寸法 包装単位4901480 W・D・H W・H

フ-KPS10-1 380773 2005-0399 ¥1,600 1 280･30～90・338 262・155 10/20
フ-KPS10-2 380780 2005-0405 ¥1,600 10/20

●材質/本体：PVC、フック：POM、ベルト：PP　●最大保持荷重/約14N(約1.5kgf)　●フック寸法/54・97・14　◆製品色-1…ホワイト、-2…ブラック

■さっと出し入れできる壁掛けポケット（小物用）T

フ-KPL30-1

フ-KPS10-1

フ-KPS10-2

※画像使用品番は、フ-KPS10-1です。

※画像使用品番は、フ-KPL30-2です。

●余裕のあるポケットサイズで厚手の冊
子も入ります。（※厚み45mmまで）
●ラベルの貼り位置をそろえやすいガイ
ド付き。(※本製品にラベルは付属していません)

約360mm

約
435
mm

奥行き
約50mm

フ-KPL30-2

約310mm

約230
mm

奥行き
約25mm
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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8月18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）

202208A12KH

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

A4P-NELFM-D・DG・W ………… 10月
A4PH-NELFM-D・DG・W ……… 10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
F-VBF242-1・4・5・6 ……………… 10月
F-VBF243-1・4・5・6 ……………… 10月
F-VBF250-1・2・3・4 ……………… 10月
HASA-001・002・003 …………… 10月
PM-M120N-1P ………………………9月

品　　番� 掲載月

PM-M120N-S …………………………9月
PM-M221N-1P ………………………9月
PM-M221N-S …………………………9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
タ-DM4900-06-2R …………………6月
タ-DM4900-06B ……………………9月
タ-DM4900-06LB・V・W ……………6月

品　　番� 掲載月

タ-DM4920-06 ………………………9月
タ-DM4970-06-1 ……………………9月
タ-KS311B-3P …………………… 10月
タ-S70-54W …………………………9月
タ-S70-55W …………………………9月
ノ-BRCN202D・DG・W ……………2月
フ-BRFLD950D・DG・W ……………2月
フ-H12B ………………………………1月
フ-H17B・G・P ………………………1月
フ-KPL30-1・2 …………………… 10月
フ-KPM50-1・2・3 ………………… 10月
フ-KPS10-1・2 …………………… 10月

品　　番� 掲載月

フ-NE9832DX2・NE9832WX2 … 10月
フ-NE983D・W …………………… 10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
ル-P337DB・W …………………… 10月
ル-P737D・LB……………………… 10月

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆  2022年1〜10月 掲載新商品リスト  ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

スティックのり〈カクノリ〉3個パック

シカクい形で角までキレイに塗れるスティックのり〈カクノリ〉に
まとめ買いに便利な3個パックが新登場！

品　番 JANコード コード 価　格 外寸法 内容量 包装単位4901480 直径・高さ

タ-KS311B-3P 380629 2005-0993 オープンプライス φ24・83 約8g 6/60
●色が消えるタイプ　●材質/容器本体・キャップ・エレベータ：PP、つまみ：PE　◆製品色/B…青

■スティックのり〈カクノリ〉3個パックT

タ-KS311B-3P

角までキレイに塗れる
のり面が四角のため、角までキレイに塗れます。

塗ったところが一目で分かる
色つきなので、塗ったところが一目で分かります。
塗ってからしばらく経つと、色は消えます。

従来品

カクノリ

指にしっかりフィット
引っかかりが指にフィットし、
滑りにくくて持ちやすい！

約90mm

約142
mm

奥行き
約24mm

既発売 スティックのりの単品、液体のりも好評発売中！

※価格は、メーカー希望小売価格（税抜）で表記しています。

■スティックのり〈カクノリ〉�¥130（税抜） ■液体のり〈カクノリ〉�¥170（税抜）

タ-KS311B-1P
6567-5427

タ-KL801B-1P
6567-5403

タ-KS311P-1P
6567-5434

タ-KL801P-1P
6567-5410
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月
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