
ノートのように使えるバインダー（2×2リング）
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待望の“つめ替えタイプ”
が登場！
つめ替えタイプで
業界最小クラス！

キャンパス ノートのための修正テープ
（つめ替えタイプ）



上下セパレートリングで手当たり軽減
上下にリングが分かれたセパレートリングのため、中央にリングがなく
ルーズリーフをとじたまま書いても、とじ具が手に当たりにくい仕様です。

持ち運びがラクなスリム設計
40枚収容のバインダーでありながらスリムな設計を実現。
薄くて軽いので複数教科持ちしやすくなっています。

きれいに折り返せる
きれいに折り返せて、省スペースで筆記が可能。タブレット・PCの授業時にも使いやすい！
0.7mmの少し厚めの表紙は、下敷き代わりにもなります。

開閉&差し替えがしやすいとじ具

キャンパス ノートのように使えるバインダー（2×2リング）

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-NP174LB 380179 2004-5883 ￥680 A4-S

4穴

304・223・14 10/40
ル-NP174P 380162 2004-5890 ￥680 10/40
ル-NP704DB 380209 2004-5852 ￥560

B5-S 264・195・14

10/40
ル-NP704LB 380223 2004-5838 ￥560 10/40
ル-NP704M 380193 2004-5869 ￥560 10/40
ル-NP704P 380216 2004-5845 ￥560 10/40
ル-NP704Y 380186 2004-5876 ￥560 10/40

●表紙/R-PP　●最大収容枚数/40枚（厚さ4.0mm）　●セット内容/扉紙・中紙10枚　
◆表紙色/DB…ネイビー、LB…ライトブルー、M…グレー、P…ピンク、Y…イエロー　●中紙/ル-NP174：ノ-816ATN、ル-NP704：ノ-836BT
※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。　　

■キャンパス ノートのように使えるバインダー（2×2リング）

A4 B5

とじたままでも書きやすい2×２リング！ 
ノートのように使える薄型バインダー

リング間のスペースに手が入
るので、とじ具付近も書きや
すい！

とじ具が表紙の内側にあるので、ほかの
荷物に引っ掛かりにくく、ノートのような
スマートな見た目です。リングを内側に軽くつまんで開きます。 左右からリングをつまむと閉じます。

B5サイズは26穴の
ルーズリーフに対応しています。

A4サイズは30穴の
ルーズリーフに対応しています。

ル-NP174LB・P

ル-NP704DB・LB・M・P・Y

※画像使用品番は、ル-NP704LBです。

2×2リング

従来品

■とじ具の開き方 ■とじ具の閉じ方
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つめ替えタイプ 5.5・6.5mm幅

キャンパス ノートのための修正テープ（つめ替えタイプ）

つめ替え用テープ つめ替え用テープ

紙の色に合わせた「テープ色」
キャンパスノートの紙の色と同色のテープのため、
修正したところが目立ちにくいです。

業界最小クラス
つめ替えタイプで業界最小クラスを実現しました。

環境に配慮
つめ替えて使用することで、廃棄プラスチック重量
を67％※削減できます。（※TW-NT305・NT306と比較）

●ペン先で削れにくく、キレイに上書
きできるテープを採用しています。

●ペンケースに入れやすく、持ち運び
にぴったりなコンパクトサイズです。

罫線に合わせた「テープ幅」
ノートの罫幅に合わせたテープ幅のため、ぴったり
修正することができます。

きれいに切れる「メタルプレート」
先端に金属製のプレートを採用し、テープの定着性
と切れの良さを両立しています。

ノートのための修正テープに、待望の“つめ替えタイプ”が登場！
つめ替えタイプで業界最小クラス、携帯に便利です。

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-MNT336 380308 2004-7030 ¥250 A罫用 ピンク 6.5mm・6m 10/400
TW-MNT335 380292 2004-7023 ¥250 B罫用 青 5.5mm・6m 10/400

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-NT336 380322 2004-7054 ¥150 A罫用 ピンク 6.5mm・6m 10/400
TW-NT335 380315 2004-7047 ¥150 B罫用 青 5.5mm・6m 10/400

●材質/ケース：R-ABS・R-PS、リフィルフレーム：R-PC　●テープ色/キャンパスノートの中紙の色

●材質/リフィルフレーム：R-PC　●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（つめ替えタイプ）T

■キャンパス ノートのための修正テープ（つめ替え用テープ）T

●パッケージ ●パッケージ

57mm

46mm

123
mm

120
mm

奥行き
19mm

奥行き
15mm

A罫用（テープ幅6.5mm） B罫用（テープ幅5.5mm）

58mm

26
mm

奥行き：18mm

A罫用 ノートの
罫幅7mm

テープ幅6.5mm

A罫用 ノートの
罫幅7mm

テープ幅6.5mm

B罫用 ノートの
罫幅6mm

テープ幅5.5mm

B罫用 ノートの
罫幅6mm

テープ幅5.5mm

ノートのための修正テープ

新製品 
ノートのための
修正テープ

従来品

ノートに合うから目立ちにくい

ノートよりも白くて目立つ…

しっかり定着
キレがいい！

TW-MNT335TW-MNT336

TW-NT336 TW-NT335

グリーン購入法適合

（TW-MNT335・MNT336）

※画像使用品番は、TW-MNT335です。従来品（失敗時）
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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10月19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）

202210A12KH

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

A4-FBX7-10 ……………………… 11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
NS-TB5 …………………………… 11月
PM-M120N-1P ………………………9月
PM-M120N-S …………………………9月
PM-M221N-1P ………………………9月

品　　番� 掲載月

PM-M221N-S …………………………9月
PM-ME100-1P ………………………9月
PM-MT100-5S2 ………………… 11月
PM-MT100B・G・P-1P ……………6月
PM-MT100DB・K・LG・M・R …… 11月
PM-MT100K・M-1P ……………… 11月
PM-MT200-5S2 ………………… 11月
PM-MT200B・G・P-1P ……………6月
PM-MT200DB・K・LG・M・R …… 11月
PM-MT200K・M-1P ……………… 11月
TW-MNT335・MNT336 ………… 12月
TW-NT305X3 ………………………6月
TW-NT306X3 ………………………6月
TW-NT315X3 ………………………6月
TW-NT316X3 ………………………6月
TW-NT335・NT336 ……………… 12月

品　　番� 掲載月

カハ-BRB130DB・DG・M …………3月
カハ-BRB135DB・DG・M …………3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-373NT …………………………… 12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
タ-DM4920-06 ………………………9月

品　　番� 掲載月

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
ノ-K836A・K836AT・K836B・K836BT 
………………………………………… 11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
フ-NE9832DX2・NE9832WX2 … 10月
フ-NE983D・W …………………… 10月
フ-UDS423B・UDS429B・UDS431B・

品　　番� 掲載月

UDS432B・UDS435B・UDS437B・
UDS438B ……………………………1月
フ-VB95B・G・P …………………… 11月
フ-VB97B ………………………… 11月
ヨハ-MC50D ……………………… 11月
ヨハ-MC50G・P・W …………………1月
ヨハ-WR50D・G・LS …………………1月
ラ-BRFL10D・DG・W ………………2月
ル-NP174LB・P …………………… 12月
ル-NP704DB・LB・M・P・Y ……… 12月
ル-P337DB・W …………………… 10月
ル-P737D・LB……………………… 10月

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆  2022年1〜12月 掲載新商品リスト  ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

ひっつきシート（両面弱粘着）

くり返し貼ってはがせる粘着シートの「ひっつきシート（カットタイプ）」が、
ひっつき虫ファミリーとしてパッケージ・品名をリニューアル！
パッケージをリニューアル
何度も使えるソフト粘着材「ひっつき虫」とパッケージの
ロゴ・カラーなどを共通化し、注目度を高めました。
パッケージでは、繰り返し使えること、洗うと粘着力が�
もどることを訴求しています。

品名もリニューアル
「ひっつきシート（カットタイプ）」から「ひっつきシート
（両面弱粘着）」に品名をリニューアルしました。

くり返し使え、洗うと粘着力がもどる
紙や壁を傷めずキレイにはがせ、くり返し使えます。
表面が汚れてきたら、水洗いして自然乾燥させるだ
けで、粘着力が回復します。

タ-373NT
品名：ひっつきシート（両面弱粘着）

（リニューアル後商品）

品　番 JANコード コード メーカー希望小売価格
（税抜）

外寸法 入り数 包装単位4901480 タテ・ヨコ・厚み

タ-373NT 406121 2007-1455 ¥440 20・20・t0.5 12片 10/400
●材質/シート：ウレタン、セパレータ：PET　●外寸法は1片の寸法です。　◆製品色/T…透明

■ひっつきシート（両面弱粘着）T

タ-373T
品名：ひっつきシート（カットタイプ）

（リニューアル前商品）
ポスターなどの掲示物の貼り付けや小物のすべり止めに最適です。

リニューアル後は
品名・パッケージが変更になります。

既発売 ひっつき虫も好評発売中！

※価格は、メーカー希望小売価格（税抜）で表記しています。

■ひっつき虫

●入り数/約55山
¥370（税抜）
タ-380
5421-9113

●入り数/約55山×5シート
¥1,700（税抜）
タ-380X5
6385-0239
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