
ポケットが大きく開いて、欲しい書類がパッと見つかる！

ポケットが大きく開く 書類ファイル／カードホルダー
書類量に合わせて厚さが変わる〈ノビータ〉シリーズ
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ポケットが大きく開く〈ノビータ〉シリーズ

背幅が広がる〈ノビータ〉シリーズに
書類ファイルとカードホルダーが新登場！

●パッケージ
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フ-NV950W フ-NV970W フ-NV951W メイ-NV952W

遠足の
お知らせ

検索しやすい仕切り

クラス
だより

家庭の書類は…「種類も量も多い」「サイズがバラバラ」「増えつづける」

『ポケットが大きく開く書類ファイル〈ノビータ〉』がぴったり！

そんな家庭の書類を、整理整とんするために重要なポイントは

ポイントは

書類の検索性

書類の検索性

書類の検索性 書類の検索性

大きく開くポケット構造

収容効率

収容効率

収容効率

お知らせ

保証書

□ 簡単に分類ができること □ 量の増減に対応できること □ 書類が探しやすいこと

書類量に合わせて厚さが変わる

差し込み式のフタ

仕切りの上部が階段形状になっており、パラパラとめくりやすく目的のポケット
を検索しやすいです。また、前後のページが識別しやすいように仕切りは2色交
互に配色をしています。

開きたいポケットのみを大きく開くこと
ができる構造で、収容した書類やカード
が出し入れしやすく探しやすいです。

ポケ
ットが

大き
く開く

折り返しやすいフタになっており、書
類を出し入れする時にじゃまになりに
くいです。

差し込み式のフタになっており、厚み
が出ずにスリムです。

仕切りが側面に固定されていないので
ポケットが奥から手前に

大きく開く

折り返せるので
フタがじゃまにならず、
探しやすい

片手でパラパラめくりやすい階段形状
前後の仕切りが識別しやすい2色交互の配色

背幅が伸縮するので、スペースの無駄なく収容することができます。

CARD

CARD
診察券

おくすり
手帳
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フ-NV970W・LS・G

フ-NV950W・LS・G

ポケットが大きく開く書類ファイル〈ノビータ〉

ポケットが大きく開くカードホルダー〈ノビータ〉

クリヤーブック〈ノビータ〉

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

フ-NV950G 381510 2005-0603 ¥   680

A4（ヨコ型）

200枚 6 250・339・15～30※
10/40

フ-NV950LS 381503 2005-0597 ¥   680 10/40
フ-NV950W 381497 2005-0535 ¥   680 10/40
フ-NV970G 381541 2005-0627 ¥1,000

300枚 12 256・339・20～40※
10/30

フ-NV970LS 381534 2005-0610 ¥1,000 10/30
フ-NV970W 381527 2005-0566 ¥1,000 10/30
フ-NV951LS 381565 2005-0634 ¥   550 封筒サイズ 20mm相当 6 157・274・15～30※ 10/80
フ-NV951W 381558 2005-0580 ¥   550 10/80

●材質/表紙：R-PP、仕切り：PP　●仕切り色/ホワイト・ベージュ（全色共通）　※背幅が広くなった場合、外寸法の高さは少し小さくなります。　※最大収容量はPPC用紙64g/㎡換算となります。　
※封筒のサイズは長3封筒サイズ（タテ235×ヨコ120）です。　◆製品色/G…リーフグリーン、LS…サンドベージュ、W…オフホワイト

■ポケットが大きく開く書類ファイル〈ノビータ〉

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

メイ-NV952LS 381589 2005-0696 ¥420 カードサイズ 30枚※1 6 90・117・10～30※2 10/100
メイ-NV952W 381572 2005-0689 ¥420 10/100

●材質/表紙：R-PP、仕切り：PP　●仕切り色/ホワイト・ベージュ（全色共通）　●収容可能寸法/タテ55×ヨコ91　
※1：収容枚数はプラスチックカード0.76mm換算です。　※2：背幅が広くなった場合、外寸法の高さは少し小さくなります。　◆製品色/LS…サンドベージュ、W…オフホワイト

■ポケットが大きく開くカードホルダー〈ノビータ〉T

A4（ヨコ型）　6ポケット

A4（ヨコ型）　12ポケット

封筒サイズ　6ポケット

ひとつひとつのポケットが大きく開いて欲しい書類がパッと見つかる！ 
背幅が広がる書類ファイル〈ノビータ〉

ひとつひとつのポケットが大きく開いて必要なカードがパッと見つかる！ 
背幅が広がるカードホルダー〈ノビータ〉

メイ-NV952LSメイ-NV952W

フ-NV951W・LS
●封筒サイズは、チケットや
郵便物などの保管に便利です。

※画像使用品番は、フ-NV950Wです。

※画像使用品番は、フ-NV970Gです。※画像使用品番は、フ-NV970Wです。

※画像使用品番は、フ-NV951Wです。

※画像使用品番は、メイ-NV952LSです。※画像使用品番は、メイ-NV952Wです。
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とじ具の
分別廃棄可能

●静音クリップなので、病院の受付や図書館などの静かな場所でも使いや
すい仕様です。

●ペーパーガイド機能で複数枚の書類も整えや
すいです。

●ペン（軸径14mmまで）のクリップ部を引っかけやすい
凹み形状があります。
※ペンにクリップが付属していない場合は引っかけられません。

●かばんや棚の収納が
しやすい薄型クリップです。

クリップボード（薄型・静音クリップ）

薄くてかさばりにくい静音クリップボード。
かさばりにくい薄型クリップ
従来のクリップに比べ、薄型クリップを採用しており、
複数枚重ねたときにもかさばりにくい仕様です。

小型クリップで閲覧・筆記がしやすい
小型クリップなので、とじた書類を隠す面積が小さく、
閲覧しやすく、筆記面を広く取れます。

静かにとじる静音クリップ
クリップが静かにとじるので、周りを気にせず開閉ができます。
また、開閉は軽い力でき、開いたまま固定できるので、片手で書類の抜き差しも可能です。

グリーン購入法適合

※画像使用品番は、ヨハ-US78DBです。

ヨハ-US73W

ヨハ-US73DB

S型E型

ヨハ-US78W
ヨハ-US78P

ヨハ-US78G
ヨハ-US78DB

●吊り下げや筆記具などの取り付けが可能なフック掛け（1カ所）が付いて
います。

従来品
クリップボード

（薄型・静音クリップ）

クリップボード
（薄型・静音クリップ）

従来品

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

ヨハ-US78DB 381961 2005-0245 ¥730

A4-E 220・320（クリップ部13）

10/60
ヨハ-US78G 381978 2005-0252 ¥730 10/60
ヨハ-US78P 381992 2005-0276 ¥730 10/60
ヨハ-US78W 381985 2005-0269 ¥730 10/60
ヨハ-US73DB 382005 2005-0283 ¥730 A4-S 307・233（クリップ部13） 10/60
ヨハ-US73W 382012 2005-0290 ¥730 10/60

●材質/本体・書類押さえ：R-ABS、操作レバー：POM　●最大収容枚数/30枚　※最大収容枚数（約3mm）以上挟むとクリップが破損、変形する恐れがあります。
◆製品色/DB…ネイビー、G…グリーン、P…ピンク、W…ホワイト

■クリップボード（薄型・静音クリップ）

従来品

クリップボード
（薄型・静音クリップ）1

月
発
売
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リングファイル〈NEOS〉

A4リフィル（クリヤーポケット）を
とじてもはみ出さない
A4リフィル（クリヤーポケット）が小口からはみ出さな
いセミワイド表紙を採用※。
契約書やカタログなど、穴をあけられない書類も合わ
せて管理可能です。
※ポケットは、コクヨのA4・2穴ポケットをご利用ください。
※4穴･30穴ポケットや他社製品をご使用いただく場合は、ポケットが
表紙からはみ出す場合がございます。

収容枚数を減らさず、
背幅がスリムに
背幅がスリムになる「スリムリング」を採用。
省スペースながらも収容枚数330枚を実現しました。

スタイリッシュなカラーリング
最新のオフィスや家庭のインテリアにも合う4色の 
カラーラインアップです。

スリム背幅のリングファイル〈NEOS〉に330枚とじが新登場！
A4リフィル（クリヤーポケット）をとじてもスッキリ。

グリーン購入法適合

※画像使用品番は、フ-NE440Bです。

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

フ-NE440B 381732 2005-0764 ¥690

A4-S 35 330枚 307・273・42

30
フ-NE440D 381749 2005-0757 ¥690 30
フ-NE440DB 381756 2005-0740 ¥690 30
フ-NE440W 381763 2005-0719 ¥690 30

●穴数/2穴　●とじ穴間隔/80mmピッチ　●表紙/R-PP　●替背紙式　●スリムリング　
※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。
◆表紙色/B…ターコイズブルー、D…ブラック、DB…ネイビー、G…ライトオリーブ、W…オフホワイト

■リングファイル〈NEOS〉

大リングタイプ（330枚とじ）

小リングタイプ（180枚とじ） 中リングタイプ（220枚とじ）

フ-NE440B・D・DB・W

フ-NE440B

●背幅を狭くするため
4カ所に穴をあけています。

●棚からスムーズに取り出しが
できるフィンガーホール付き。

②下側のリングを閉じると、
上側のリングも一緒に閉じます。

①リングを内側に軽く片手でつ
まむだけで簡単に開きます。

開ける 閉める

使用方法

一般的な
リングファイル
（表紙幅=258mm）

〈NEOS〉
セミワイド表紙
（表紙幅=273mm）

※330枚とじ ※330枚とじ

ハミダス
… スッキリ！！

一般的な
リングファイル
（表紙幅=258mm）

〈NEOS〉
セミワイド表紙
（表紙幅=273mm）

※330枚とじ ※330枚とじ

ハミダス
… スッキリ！！

背幅がスリムになり、
収納スペースを
有効活用！

ワンタッチ
で開閉

既発売 180枚とじ・220枚とじも好評発売中！

※価格は、メーカー希望小売価格（税抜）で表記しています。

■リングファイル〈NEOS〉 ¥500（税抜）
●リング内径/22mm
●適正収容枚数/180枚
●外寸法/高さ307×幅256×背幅27mm

■リングファイル〈NEOS〉 ¥560（税抜）
●リング内径/26mm
●適正収容枚数/220枚
●外寸法/高さ307×幅264×背幅33mm

フ-NE420NB・D・DB・G・R・W フ-NE430NB・D・DB・G・R・W

リング
内径

22mm

リング
内径

26mm

リング
内径

35mm

とじ具の
分別廃棄可能
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封筒400枚分※1塗れる大容量
本体設計の見直しで、従来品からサイズはそのままに大容量化。
テープ長さが、従来品の36mからシリーズ最長の50mになりました。
たっぷり使えてつめ替えの手間も削減します。

使いやすさへのこだわり
従来品でも好評だった安心感のある10mm幅のりを踏襲。ギア比の
最適化や新構造により、従来品より長尺ながら軽い走行感を実現し
ました。

環境に配慮した設計
つめ替え時の廃棄プラスチック重量を約50%削減しました※2。 
本体はつめ替え可能回数2倍※3、長く使えるロングライフ設計です。

テープのり〈ドットライナーロング50〉

ドットライナーロングがさらに使いやすくなって新登場！
封筒約400枚分※1塗れる、シリーズ最長テープのり

●パッケージ

環境に配慮した
紙箱です。

（※1：長形3号封筒の場合）

（※2：タｰD4400-10との比較　※3：タｰDM4400-10との比較）

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-DM4300-10 380636 2005-0214 ￥740 10mm・50m 強粘着 5/100
●材質/本体ケース：R-ABS・R-PS、つめ替えケース：R-ABS　●つめ替えタイプ　●ACID FREE

■テープのり〈ドットライナーロング50〉（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-D4300-10 380643 2005-0221 ￥610 10mm・50m 強粘着・タ-DM4300-10用 5/100
●材質/つめ替えケース：R-ABS　●ACID FREE

■テープのり〈ドットライナーロング50〉（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-D4300-10X5 380650 2005-0238 ￥3,050 10mm・50m 強粘着・タ-DM4300-10用 20
●材質/つめ替えケース：R-ABS　●ACID FREE

■テープのり〈ドットライナーロング50〉（つめ替え用テープ5個パック）

※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。

グリーン購入法適合
エコマーク認定商品

85mm 63mm
100mm 68mm

158
mm

158
mm

125
mm

奥行き
25mm

奥行き
20mm

タ-DM4300-10 タ-D4300-10 タ-D4300-10X5

本体 つめ替え用テープ

122mm

66
mm

●のり面　イメージ

10
mm

105mm

57
mm

エコマーク認定商品

●大型封筒にも安心の10mm幅。

●経済的なつめ替えタイプ。
廃棄プラスチック重量を約50%削減しました。
※タ-4400-10との比較

タ-DM4300-10
（しっかり貼るタイプ）

タ-D4300-10
（しっかり貼るタイプ）

タ-D4300-10X5
（5個パック）

1
月
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キレイが続くホワイトボードイレーザー〈マイクロフィット〉

つめ替え用

板面のキレイが長持ち
立体編みのマイクロファイバーのシートが汚れをしっかり除去
してキープするので、板面のキレイな状態が長持ちします。

細かなところも消しやすいデザイン
持つ部分は幅広、先端は狭くしました。カバー先端を斜めに
カットすることで細かなところが消しやすい形状です。

手を汚さず交換できるタグ付き
タグを引くだけで手を汚さずに廃棄できます。

交換はワンタッチ
つめ替え用はカバーに差し込むだけでセットでき
ます。

ホワイトボード面に固定できる
マグネット付きなのでスチール製ボードに固定でき、すぐに
使えます。また、収納場所に困りません。

３Dニットマイクロファイバーで
板面のキレイが約3倍※長持ち！ 

品　番 JANコード コード メーカー希望小売価格
（税抜）

外寸法 仕様 包装単位4901480 W・D・H

RA-R51 380513 2004-7511 ￥410 178・40・18 RA-51用 10/120
RA-R52 380520 2004-7528 ￥370 118・40・18 RA-52用 10/120

●材質/芯材：EVA、生地部：ポリエステル・ナイロン

■キレイが続くホワイトボードイレーザー〈マイクロフィット〉つめ替え用T

●パッケージ

環境に配慮した
紙箱です。

50mm 45mm50mm 45mm

211
mm 205

mm

151
mm 145

mm

奥行き
30mm

奥行き
20mm

奥行き
30mm

奥行き
20mm

グリーン購入法適合

（RA-51・52）

※画像使用品番は、RA-52です。

品　番 JANコード コード メーカー希望小売価格
（税抜）

外寸法 仕様 包装単位4901480 W・D・H

RA-51 380490 2004-7498 ￥640 187・45・28
マグネット付き、つめ替え式 10/120

RA-52 380506 2004-7504 ￥530 127・45・28 10/120
●材質/カバー：R-PP、マグネット：フェライト磁石、芯材：EVA、生地部：ポリエステル・ナイロン

■キレイが続くホワイトボードイレーザー〈マイクロフィット〉T マグ
ネット

RA-51

RA-51 RA-R51RA-52 RA-R52

RA-R51RA-52 RA-R52

■100回試験後の板面の黒ずみ比較

従来品（RA-12N）
板面が黒ずむ

〈マイクロフィット〉
キレイが続く

 （※RA-12N比）

1
月
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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11月16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）

202211A12KH

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

RA-51・52 ……………………………1月
RA-R51・R52 …………………………1月
タ-D4300-10 …………………………1月

品　　番� 掲載月

タ-D4300-10X5 ………………………1月
タ-DM4300-10 ………………………1月
ハサ-500LG・LV ………………………1月

品　　番� 掲載月

フ-NE440B・D・DB・W ………………1月
フ-NV950G・LS・W …………………1月
フ-NV951LS・W ……………………1月

品　　番� 掲載月

フ-NV970G・LS・W …………………1月
メイ-NV952LS・W …………………1月
ヨハ-US73DB・W ……………………1月

品　　番� 掲載月

ヨハ-US78DB・G・P・W ……………1月

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆  2023年1月 掲載新商品リスト  ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

コクヨのはじめてハサミ

初めてのハサミにぴったり！ 安心のプラスチック刃なのに、
しっかり切れる「コクヨのはじめてハサミ」

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

ハサ-500LG 380841 2006-5386 ¥450 全長121・幅60 50 10/180
ハサ-500LV 380834 2006-5379 ¥450 10/180

●材質/ABS　●練習用台紙・練習用シート付き　◆製品色/LG…パステルミント、LV…パステルライラック
※右利き用　※推奨年齢2～4歳　※薄い紙を切ることを目的としたハサミです。厚紙（牛乳パックやダンボール）など硬いものは絶対に切らないでください。

■コクヨのはじめてハサミT

2022年12月発売

マイクロギザ刃でしっかり切れる！
マイクロギザ刃によって紙が逃げにくいので、�
プラスチック製でもよく切れます。

シンプルデザイン
キャラクターものが多い市場ですが、シンプルなモ
ノ選びをしたいお父さんお母さん向けに、トレンド
カラーを意識したカラーリングでご用意しました。

練習用台紙と練習用シート付き
練習用台紙と練習用シートが付いているので、
最初はお子様と一緒に練習できます。

丸い刃先
プラスチック製で、刃先が丸いので安心です。

●ハサミの上手な使い方が練習できる練習用台紙付き。 ●直線や曲線を切る練習ができる練習用シート付き。

●練習用シート●練習用台紙

※画像使用品番は、ハサ-500LVです（刃先アップを除く）。

※画像使用品番は、ハサ-500LGです。

ハサ-500LG ハサ-500LV

●パッケージ

75mm

160
mm

奥行き
15mm

ハサ-500LG ハサ-500LV
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