
カウネットカタログ　２０１7年秋冬号（第３４号） 2017年11月30日

日付 頁 商品番号 商品名 訂正箇所 誤 正

387 4269-6674
フィッツユニット　４５２０
幅４５×奥行５５ｃｍ　４個入

4269-6568
バックルコンテナ　ＢＬ－１３　クリア
１０個入

4269-6582
バックルコンテナ　ＢＬ－２２　クリア
５個入

4271-1643 取り出しやすい箱入り宅配袋　小　１００枚 １パック（１００枚入） １箱（１００枚入）

4271-1704
取り出しやすい箱入り宅配袋　小
１００枚×３

１箱（１００枚入×３） １セット（１００枚入×３）

4271-1650 取り出しやすい箱入り宅配袋　中　１００枚 １パック（１００枚入） １箱（１００枚入）

4271-1742
取り出しやすい箱入り宅配袋　中
１００枚×３

１箱（１００枚入×３） １セット（１００枚入×３）

4271-1667 取り出しやすい箱入り宅配袋　大　１００枚 １パック（１００枚入） １箱（１００枚入）

4271-1728
取り出しやすい箱入り宅配袋　大
１００枚×３

１箱（１００枚入×３） １セット（１００枚入×３）

4271-1674
取り出しやすい箱入り宅配袋ラミネート加工
小　１００枚

１パック（１００枚入） １箱（１００枚入）

4271-1711
取り出しやすい箱入り宅配袋ラミネート加工
小　１００枚×３

１箱（１００枚入×３） １セット（１００枚入×３）

4271-1681
取り出しやすい箱入り宅配袋ラミネート加工
中　１００枚

１パック（１００枚入） １箱（１００枚入）

4271-1735
取り出しやすい箱入り宅配袋ラミネート加工
中　１００枚×３

１箱（１００枚入×３） １セット（１００枚入×３）

4271-1698
取り出しやすい箱入り宅配袋ラミネート加工
大　１００枚

１パック（１００枚入） １箱（１００枚入）

4271-1759
取り出しやすい箱入り宅配袋ラミネート加工
大　１００枚×３

１箱（１００枚入×３） １セット（１００枚入×３）

34 ― 五十音ＩＮＤＥＸ
【ふ】
「袋」
掲載ページ

大型 記載削除

4102-4096
飛散防止形蛍光ランプ４０Ｗ
昼白色　２５本入

4102-0654
飛散防止形蛍光ランプ４０Ｗ
昼光色　２５本入

4247-9109
リサイクル７０白色度８０％　Ａ４
１冊（５００枚）

4248-3335
リサイクル７０白色度８０％　Ａ４
１冊（５００枚）×５

4247-9116 リサイクル７０白色度８０％　Ａ４　１箱

4248-3342 リサイクル７０白色度８０％　Ａ４　２箱以上

4247-9147
リサイクル７０白色度８０％　Ｂ４
１冊（５００枚）

4248-3359
リサイクル７０白色度８０％　Ｂ４
１冊（５００枚）×３

4247-9154 リサイクル７０白色度８０％　Ｂ４　１箱

4248-3366 リサイクル７０白色度８０％　Ｂ４　２箱以上

4247-8928
スタンダードカラーペーパー　Ａ４　１冊
ブルー

4248-3694
スタンダードカラーペーパー　Ａ４　１冊×３
ブルー

4248-3762
スタンダードカラーペーパー　Ａ４　１箱
ブルー

4248-3786
スタンダードカラーペーパー　Ａ４　１箱×２
ブルー

2017/8/15

注意事項記載追加
※当日配送対象外商品です。

389

注意事項 注意事項記載なし

1160 単位（入数）

580

2017/8/31 574

551

注意事項

商品名 飛散防止形蛍光ランプ４０Ｗ 飛散防止形蛍光ランプ３２Ｗ

注意事項記載なし
注意事項記載追加
※在庫がなくなり次第販売終了となりま
す。

注意事項 ※在庫がなくなり次第販売終了となりま
す。

記載削除

●紙厚／ 約９０μｍ 約９３±３μｍ
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日付 頁 商品番号 商品名 訂正箇所 誤 正

4247-8959
スタンダードカラーペーパー　Ａ４　１冊
グリーン

4248-3625
スタンダードカラーペーパー　Ａ４　１冊×３
グリーン

4248-3632
スタンダードカラーペーパー　Ａ４　１箱
グリーン

4248-3649
スタンダードカラーペーパー　Ａ４　１箱×２
グリーン

4247-8980
スタンダードカラーペーパー　Ａ４　１冊
クリーム

4248-3595
スタンダードカラーペーパー　Ａ４　１冊×３
クリーム

4248-3601
スタンダードカラーペーパー　Ａ４　１箱
クリーム

4248-3618
スタンダードカラーペーパー　Ａ４　１箱×２
クリーム

4247-9017
スタンダードカラーペーパー　Ａ４　１冊
ピンク

4248-3656
スタンダードカラーペーパー　Ａ４　１冊×３
ピンク

4248-3663
スタンダードカラーペーパー　Ａ４　１箱
ピンク

4248-3687
スタンダードカラーペーパー　Ａ４　１箱×２
ピンク

4247-9048
スタンダードカラーペーパー　Ａ４　１冊
オレンジ

4248-3564
スタンダードカラーペーパー　Ａ４　１冊×３
オレンジ

4248-3571
スタンダードカラーペーパー　Ａ４　１箱
オレンジ

4248-3588
スタンダードカラーペーパー　Ａ４　１箱×２
オレンジ

4247-9079
スタンダードカラーペーパー　Ａ４　１冊
イエロー

4248-3533
スタンダードカラーペーパー　Ａ４　１冊×３
イエロー

4248-3540
スタンダードカラーペーパー　Ａ４　１箱
イエロー

4248-3557
スタンダードカラーペーパー　Ａ４　１箱×２
イエロー

4247-8935
スタンダードカラーペーパー　Ａ３　１冊
ブルー

4248-3502
スタンダードカラーペーパー　Ａ３　１箱
ブルー

4248-3519
スタンダードカラーペーパー　Ａ３　１箱×２
ブルー

4247-8966
スタンダードカラーペーパー　Ａ３　１冊
グリーン

4248-3465
スタンダードカラーペーパー　Ａ３　１箱
グリーン

4248-3472
スタンダードカラーペーパー　Ａ３　１箱×２
グリーン

4247-8997
スタンダードカラーペーパー　Ａ３　１冊
クリーム

4248-3441
スタンダードカラーペーパー　Ａ３　１箱
クリーム

4248-3458
スタンダードカラーペーパー　Ａ３　１箱×２
クリーム

4247-9024
スタンダードカラーペーパー　Ａ３　１冊
ピンク

4248-3489
スタンダードカラーペーパー　Ａ３　１箱
ピンク

4248-3496
スタンダードカラーペーパー　Ａ３　１箱×２
ピンク

4247-9055
スタンダードカラーペーパー　Ａ３　１冊
オレンジ

4248-3410
スタンダードカラーペーパー　Ａ３　１箱
オレンジ

4248-3427
スタンダードカラーペーパー　Ａ３　１箱×２
オレンジ

4247-9086
スタンダードカラーペーパー　Ａ３　１冊
イエロー

4248-3397
スタンダードカラーペーパー　Ａ３　１箱
イエロー

●紙厚／ 約９０μｍ

2017/8/31

約９０μｍ 約９３±３μｍ

580

約９３±３μｍ

●紙厚／
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日付 頁 商品番号 商品名 訂正箇所 誤 正

4248-3403
スタンダードカラーペーパー　Ａ３　１箱×２
イエロー

2017/8/31

約９０μｍ 約９３±３μｍ

580

●紙厚／
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日付 頁 商品番号 商品名 訂正箇所 誤 正

4247-8942
スタンダードカラーペーパー　Ｂ４　１冊
ブルー

4248-4035
スタンダードカラーペーパー　Ｂ４　１冊×３
ブルー

4248-4042
スタンダードカラーペーパー　Ｂ４　１箱
ブルー

4248-4059
スタンダードカラーペーパー　Ｂ４　１箱×２
ブルー

4247-8973
スタンダードカラーペーパー　Ｂ４　１冊
グリーン

4248-3939
スタンダードカラーペーパー　Ｂ４　１冊×３
グリーン

4248-3946
スタンダードカラーペーパー　Ｂ４　１箱
グリーン

4248-3953
スタンダードカラーペーパー　Ｂ４　１箱×２
グリーン

4247-9000
スタンダードカラーペーパー　Ｂ４　１冊
クリーム

4248-3908
スタンダードカラーペーパー　Ｂ４　１冊×３
クリーム

4248-3915
スタンダードカラーペーパー　Ｂ４　１箱
クリーム

4248-3922
スタンダードカラーペーパー　Ｂ４　１箱×２
クリーム

4247-9031
スタンダードカラーペーパー　Ｂ４　１冊
ピンク

4248-3960
スタンダードカラーペーパー　Ｂ４　１冊×３
ピンク

4248-3977
スタンダードカラーペーパー　Ｂ４　１箱
ピンク

4248-3991
スタンダードカラーペーパー　Ｂ４　１箱×２
ピンク

4247-9062
スタンダードカラーペーパー　Ｂ４　１冊
オレンジ

4248-3878
スタンダードカラーペーパー　Ｂ４　１冊×３
オレンジ

4248-3885
スタンダードカラーペーパー　Ｂ４　１箱
オレンジ

4248-3892
スタンダードカラーペーパー　Ｂ４　１箱×２
オレンジ

4247-9093
スタンダードカラーペーパー　Ｂ４　１冊
イエロー

4248-3823
スタンダードカラーペーパー　Ｂ４　１冊×３
イエロー

4248-3854
スタンダードカラーペーパー　Ｂ４　１箱
イエロー

4248-3861
スタンダードカラーペーパー　Ｂ４　１箱×２
イエロー

4273-7575 加湿器　ハイブリット式　ＨＶ－Ｇ７０－Ｗ

4273-7629
加湿器　ハイブリット式　ＨＶ－Ｇ７０－Ｗ
×２

4271-5153 ＭＡＲＵＣＨＡＮ　ＱＴＴＡ　シーフード　１２個 ３２２ｋｃａｌ ３１９ｋｃａｌ

4271-5160 ＭＡＲＵＣＨＡＮ　ＱＴＴＡ　とんこつ　１２個 ３１９ｋｃａｌ ３４１ｋｃａｌ

4271-5146 ＭＡＲＵＣＨＡＮ　ＱＴＴＡ　しょうゆ　１２個 ３４１ｋｃａｌ ３２２ｋｃａｌ

856 ― ―

858 ― ―

930 4266-3249
キュキュット　オレンジ
本体１本＋詰替用１本セット

誌面左下
お買い得セット枠

期間限定２０１７年９月２９日まで
セットで買うと約２３％ＯＦＦ

期間限定２０１７年９月２９日まで
約２３％ＯＦＦ

4251-4701
取り出しやすい再生トイレットペーパー
シングル２５０ｍ　３６個　５梱以上

4268-5050
取り出しやすい再生トイレットペーパー
ダブル１２５ｍ　３６個　１－４梱

4270-6557
取り出しやすい再生トイレットペーパー
ダブル１２５ｍ　３６個　５梱以上

1021

商品仕様
※左上イラスト（加湿方
式説明表記）

●カロリー（１個あたり）
／

ページ最下段
お問い合わせの電話
番号

リズム時計　０１２０-１８７-７３３

ハイブリッド式（超音波加熱式）

エコ情報

商品番号の色

【グリーン購入法】
適合記載なし

商品番号の色【青】

リズム時計　０１２０-５５７-００５

ハイブリッド式（温風気化式）

【グリーン購入法】
適合記載あり

商品番号の色【緑】
※【グリーン購入法】適合商品となりま
す。

●紙厚／ 約９０μｍ 約９３±３μｍ580

2017/8/31

737

830
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日付 頁 商品番号 商品名 訂正箇所 誤 正

1022 4271-8390
再生トイレットペーパー　シングル１５０ｍ
４８個　１０梱以上

エコ情報

商品番号の色

【グリーン購入法】【GPN掲載】【エコマー
ク】適合記載なし

商品番号の色【青】

【グリーン購入法】【GPN掲載】【エコマー
ク】適合記載あり

商品番号の色【緑】
※【グリーン購入法】【GPN掲載】【エコ
マーク】適合商品となります。

4236-2968
再生ボックスティシュー　バード柄
６０箱　５梱以上

4236-2920
再生ボックスティシュー　リース柄
６０箱　５梱以上

4271-3531 マジクロボンド　ＡＢ面セット　黒

4271-3715 マジクロボンド　ＡＢ面セット　白

4271-3722 マジクロボンド　ＡＢ面セット　黄

4271-3739 マジクロボンド　ＡＢ面セット　茶

4271-3746 マジクロボンド　ＡＢ面セット　赤

4271-3753 マジクロボンド　ＡＢ面セット　青

4271-3760 マジクロボンド　ＡＢ面セット　黒

4271-3777 マジクロボンド　ＡＢ面セット　白

4271-3784 マジクロボンド　ＡＢ面セット　黒

4271-8208 マジクロボンド　ＡＢ面セット　白

4272-1215 マジクロボンド　Ａ面　２５ｍｍ×１ｍ　黒

4271-3517 マジクロボンド　Ａ面　２５ｍｍ×１ｍ　白

4271-8239 マジクロボンド　Ａ面　５０ｍｍ×１ｍ　黒

4271-8222 マジクロボンド　Ａ面　５０ｍｍ×１ｍ　白

4271-8215 マジクロボンド　Ｂ面　２５ｍｍ×１ｍ　黒

4271-3524 マジクロボンド　Ｂ面　２５ｍｍ×１ｍ　白

4271-8253 マジクロボンド　Ｂ面　５０ｍｍ×１ｍ　黒

4271-8246 マジクロボンド　Ｂ面　５０ｍｍ×１ｍ　白

141 4264-3913 書類掲示ポケット　Ａ４　１０枚入
商品画像左下の
価格表記

［ス業パ］A４ １セット（１０枚入）
１枚あたり
税抜￥３９．８（税込￥４３）

［ス業パ］A４ １セット（１０枚入）
１枚あたり
税抜￥３９８（税込￥４３０）

4155-6443 ＰＯＰクリップ　７５×１００　５個入

4156-5681 ＰＯＰクリップ　７５×１００　５個入×１０

4175-9929 ＰＯＰクリップ　７５×１６０　５個入

4176-0116 ＰＯＰクリップ　７５×１６０　５個入×１０

4155-6450 ＰＯＰクリップ　７５×２１０　５個入

4156-5698 ＰＯＰクリップ　７５×２１０　５個入×１０

4191-5080 ＰＯＰクリップ　２３×９２　１０個入

4191-8555 ＰＯＰクリップ　２３×９２　１０個入×１０

5010-0897
チューブファイル＜エコ＞青Ａ４縦
背幅３５ｍｍ

4109-5065
チューブファイル＜エコ＞青Ａ４縦
背幅３５ｍｍ　３冊

5052-3702
チューブファイル＜エコ＞青Ａ４縦
背幅３５ｍｍ　１０冊

5042-0551
チューブファイル＜エコ＞シルバーＡ４縦
背幅３５ｍｍ

4140-1958
チューブファイル＜エコ＞シルバーＡ４縦
背幅３５ｍｍ　３冊

4140-1965
チューブファイル＜エコ＞シルバーＡ４縦
背幅３５ｍｍ　１０冊

2017/8/31

1144

1144

1039

注意事項
※この商品はメーカー直送品のため、
お客様のご都合による返品はお受けで
きません。

記載削除

【グリーン購入法】
適合記載あり

商品番号の色【緑】
※【グリーン購入法】適合商品となりま
す。

注意事項
※この商品はメーカー直送品のため、
お客様のご都合による返品はお受けで
きません。

記載削除

エコ情報

商品番号の色

【グリーン購入法】
適合記載なし

商品番号の色【青】

2017/8/31

69
●表紙材質／ ＰＰフィルム貼り（芯材・背見出し紙：古

紙パルプ配合率１００％）
ＰＰフィルム貼り（芯材・背見出し紙：古
紙パルプ配合率８０％）

483

2017/9/12

説明記載なし 記載追加
※下クリップにスベリ止め付き

商品説明

下クリップにスベリ止め付き 記載削除

2017/9/29
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日付 頁 商品番号 商品名 訂正箇所 誤 正

5010-0903
チューブファイル＜エコ＞青Ａ４縦
背幅４５ｍｍ

4109-5072
チューブファイル＜エコ＞青Ａ４縦
背幅４５ｍｍ　３冊

5010-0965
チューブファイル＜エコ＞青Ａ４縦
背幅４５ｍｍ　１０冊

5058-3744
チューブファイル＜エコ＞青Ａ４縦
背幅４５ｍｍ　３０冊

5042-0582
チューブファイル＜エコ＞シルバーＡ４縦
背幅４５ｍｍ

4140-1972
チューブファイル＜エコ＞シルバーＡ４縦
背幅４５ｍｍ　３冊

4140-1989
チューブファイル＜エコ＞シルバーＡ４縦
背幅４５ｍｍ　１０冊

4225-7981
チューブファイル＜エコ＞シルバーＡ４縦
背幅４５ｍｍ　３０冊

5010-0910
チューブファイル＜エコ＞青Ａ４縦
背幅５５ｍｍ

4109-5089
チューブファイル＜エコ＞青Ａ４縦
背幅５５ｍｍ　３冊

5052-3719
チューブファイル＜エコ＞青Ａ４縦
背幅５５ｍｍ　１０冊

5042-0612
チューブファイル＜エコ＞シルバーＡ４縦
背幅５５ｍｍ

4140-1996
チューブファイル＜エコ＞シルバーＡ４縦
背幅５５ｍｍ　３冊

4140-2009
チューブファイル＜エコ＞シルバーＡ４縦
背幅５５ｍｍ　１０冊

5010-0927
チューブファイル＜エコ＞青Ａ４縦
背幅６５ｍｍ

4109-5096
チューブファイル＜エコ＞青Ａ４縦
背幅６５ｍｍ　３冊

5010-0972
チューブファイル＜エコ＞青Ａ４縦
背幅６５ｍｍ　１０冊

5058-3751
チューブファイル＜エコ＞青Ａ４縦
背幅６５ｍｍ　３０冊

5042-0636
チューブファイル＜エコ＞シルバーＡ４縦
背幅６５ｍｍ

4140-2016
チューブファイル＜エコ＞シルバーＡ４縦
背幅６５ｍｍ　３冊

4140-2023
チューブファイル＜エコ＞シルバーＡ４縦
背幅６５ｍｍ　１０冊

4225-7998
チューブファイル＜エコ＞シルバーＡ４縦
背幅６５ｍｍ　３０冊

5010-0934
チューブファイル＜エコ＞青Ａ４縦
背幅７５ｍｍ

4109-5102
チューブファイル＜エコ＞青Ａ４縦
背幅７５ｍｍ　３冊

5052-3726
チューブファイル＜エコ＞青Ａ４縦
背幅７５ｍｍ　１０冊

5042-0667
チューブファイル＜エコ＞シルバーＡ４縦
背幅７５ｍｍ

4140-2030
チューブファイル＜エコ＞シルバーＡ４縦
背幅７５ｍｍ　３冊

4140-2047
チューブファイル＜エコ＞シルバーＡ４縦
背幅７５ｍｍ　１０冊

5042-0698
チューブファイル＜エコ＞青Ａ４縦
背幅８５ｍｍ

4175-7277
チューブファイル＜エコ＞青Ａ４縦
背幅８５ｍｍ　３冊

4175-7291
チューブファイル＜エコ＞青Ａ４縦
背幅８５ｍｍ　１０冊

4225-8018
チューブファイル＜エコ＞青Ａ４縦
背幅８５ｍｍ　２０冊

5042-0704
チューブファイル＜エコ＞シルバーＡ４縦
背幅８５ｍｍ

4225-7950
チューブファイル＜エコ＞シルバーＡ４縦
背幅８５ｍｍ　３冊

4225-7967
チューブファイル＜エコ＞シルバーＡ４縦
背幅８５ｍｍ　１０冊

4225-7974
チューブファイル＜エコ＞シルバーＡ４縦
背幅８５ｍｍ　２０冊

5010-0941
チューブファイル＜エコ＞青Ａ４縦
背幅９５ｍｍ

4109-5119
チューブファイル＜エコ＞青Ａ４縦
背幅９５ｍｍ　３冊

5010-0989
チューブファイル＜エコ＞青Ａ４縦
背幅９５ｍｍ　１０冊

2017/9/29

69
●表紙材質／ ＰＰフィルム貼り（芯材・背見出し紙：古

紙パルプ配合率１００％）
ＰＰフィルム貼り（芯材・背見出し紙：古
紙パルプ配合率８０％）

2017/9/29

●表紙材質／
ＰＰフィルム貼り（芯材・背見出し紙：古
紙パルプ配合率１００％）

ＰＰフィルム貼り（芯材・背見出し紙：古
紙パルプ配合率８０％）
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日付 頁 商品番号 商品名 訂正箇所 誤 正

5058-3768
チューブファイル＜エコ＞青Ａ４縦
背幅９５ｍｍ　２０冊

5042-0711
チューブファイル＜エコ＞シルバーＡ４縦
背幅９５ｍｍ

4140-2054
チューブファイル＜エコ＞シルバーＡ４縦
背幅９５ｍｍ　３冊

4140-2061
チューブファイル＜エコ＞シルバーＡ４縦
背幅９５ｍｍ　１０冊

4225-8001
チューブファイル＜エコ＞シルバーＡ４縦
背幅９５ｍｍ　２０冊

5042-0742
チューブファイル＜エコ＞青Ａ４縦
背幅１０５ｍｍ

4175-7284
チューブファイル＜エコ＞青Ａ４縦
背幅１０５ｍｍ　３冊

4175-7307
チューブＦ＜エコ＞青Ａ４縦
背幅１０５ｍｍ　１０冊

5010-0958
チューブファイル＜エコ＞青Ａ４縦
背幅１１５ｍｍ

4109-5126
チューブファイル＜エコ＞青Ａ４縦
背幅１１５ｍｍ　３冊

5052-3733
チューブＦ＜エコ＞青Ａ４縦
背幅１１５ｍｍ　１０冊

5042-0544
チューブファイル＜エコ＞シルバーＡ４縦
背幅１１５ｍｍ

4140-2078
チューブファイル＜エコ＞シルバーＡ４縦
背幅１１５ｍｍ　３冊

4140-2085
チューブＦ＜エコ＞シルバーＡ４縦
背幅１１５ｍｍ　１０冊

5039-9505
チューブファイル＜エコ＞青Ａ４横
背幅４５ｍｍ

4140-2283
チューブファイル＜エコ＞青Ａ４横
背幅４５ｍｍ　３冊

5052-3771
チューブファイル＜エコ＞青Ａ４横
背幅４５ｍｍ　８冊

5042-0803
チューブファイル＜エコ＞シルバーＡ４横
背幅４５ｍｍ

4140-2177
チューブファイル＜エコ＞シルバーＡ４横
背幅４５ｍｍ　３冊

4140-2160
チューブファイル＜エコ＞シルバーＡ４横
背幅４５ｍｍ　８冊

5039-9529
チューブファイル＜エコ＞青Ａ４横
背幅６５ｍｍ

4140-2276
チューブファイル＜エコ＞青Ａ４横
背幅６５ｍｍ　３冊

5052-3788
チューブファイル＜エコ＞青Ａ４横
背幅６５ｍｍ　８冊

5042-0933
チューブファイル＜エコ＞シルバーＡ４横
背幅６５ｍｍ

4140-2191
チューブファイル＜エコ＞シルバーＡ４横
背幅６５ｍｍ　３冊

4140-2184
チューブファイル＜エコ＞シルバーＡ４横
背幅６５ｍｍ　８冊

5039-9499
チューブファイル＜エコ＞青Ａ３横
背幅４５ｍｍ

4140-2269
チューブファイル＜エコ＞青Ａ３横
背幅４５ｍｍ　３冊

5052-3740
チューブファイル＜エコ＞青Ａ３横
背幅４５ｍｍ　８冊

5042-0780
チューブファイル＜エコ＞シルバーＡ３横
背幅４５ｍｍ

4140-2214
チューブファイル＜エコ＞シルバーＡ３横
背幅４５ｍｍ　３冊

4140-2207
チューブファイル＜エコ＞シルバーＡ３横
背幅４５ｍｍ　８冊

5039-9512
チューブファイル＜エコ＞青Ａ３横
背幅６５ｍｍ

4140-2290
チューブファイル＜エコ＞青Ａ３横
背幅６５ｍｍ　３冊

5052-3757
チューブファイル＜エコ＞青Ａ３横
背幅６５ｍｍ　８冊

5042-0919
チューブファイル＜エコ＞シルバーＡ３横
背幅６５ｍｍ

4140-2238
チューブファイル＜エコ＞シルバーＡ３横
背幅６５ｍｍ　３冊

4140-2221
チューブファイル＜エコ＞シルバーＡ３横
背幅６５ｍｍ　８冊

5039-9543
チューブファイル＜エコ＞青Ｂ４横
背幅６５ｍｍ

2017/9/29

2017/9/29

●表紙材質／
ＰＰフィルム貼り（芯材・背見出し紙：古
紙パルプ配合率１００％）

ＰＰフィルム貼り（芯材・背見出し紙：古
紙パルプ配合率８０％）

●表紙材質／
ＰＰフィルム貼り（芯材・背見出し紙：古
紙パルプ配合率１００％）

ＰＰフィルム貼り（芯材・背見出し紙：古
紙パルプ配合率８０％）

●表紙材質／
ＰＰフィルム貼り（芯材・背見出し紙：古
紙パルプ配合率１００％）

ＰＰフィルム貼り（芯材・背見出し紙：古
紙パルプ配合率８０％）

●表紙材質／
ＰＰフィルム貼り（芯材・背見出し紙：古
紙パルプ配合率１００％）

ＰＰフィルム貼り（芯材・背見出し紙：古
紙パルプ配合率８０％）

●表紙材質／ ＰＰフィルム貼り（芯材・背見出し紙：古
紙パルプ配合率１００％）

ＰＰフィルム貼り（芯材・背見出し紙：古
紙パルプ配合率８０％）

69

69

7 ページ



日付 頁 商品番号 商品名 訂正箇所 誤 正

4140-2306
チューブファイル＜エコ＞青Ｂ４横
背幅６５ｍｍ　３冊

5052-3764
チューブファイル＜エコ＞青Ｂ４横
背幅６５ｍｍ　８冊

5042-1015
チューブファイル＜エコ＞シルバーＢ４横
背幅６５ｍｍ

4140-2252
チューブファイル＜エコ＞シルバーＢ４横
背幅６５ｍｍ　３冊

4140-2245
チューブファイル＜エコ＞シルバーＢ４横
背幅６５ｍｍ　８冊

5039-9536
チューブファイル＜エコ＞青Ａ５横
背幅６５ｍｍ

4140-2313
チューブファイル＜エコ＞青Ａ５横
背幅６５ｍｍ　３冊

4140-2320
チューブファイル＜エコ＞青Ａ５横
背幅６５ｍｍ　８冊

5072-9531
プレミアムティーバッグ　５０バッグ
抹茶入緑茶

4124-8461
プレミアムティーバッグ　５０バッグ
宇治抹茶入玄米茶

4137-6843
プレミアムティーバッグ　５０バッグ
一番茶入ほうじ茶

5054-3816 おーいお茶　さらさら緑茶　４０ｇ

4106-5747 おーいお茶　さらさら緑茶　８０ｇ

4255-7135 ハッピーターンアソート

4255-7548 ハッピーターンアソート　３パック

4202-0974 ハイチュウ　アソート　１袋

4204-1092 ハイチュウ　アソート　６袋

854 4248-9573 充電式１０Ｗ　ＬＥＤ投光器

商品画像

●サイズ／

●質量／

旧仕様

本体：約幅１３．５×奥行１６．３×
高さ２６．０ｃｍ

約８８５ｇ

新仕様
※正しい商品画像は、Ｗｅｂでご確認く
ださいますようお願い致します。

本体：約幅１４．５×奥行１６．３×
高さ２９．３ｃｍ

約９２０ｇ

4184-4823 替糸　１５０ｇ

4184-5899 替糸　１５０ｇ×１０枚入

4184-4830 替糸　２６０ｇ

4184-5905 替糸　２６０ｇ×１０枚入

4260-1074 替糸（綿混紡タイプ）　２６０ｇ

4260-1104 替糸（綿混紡タイプ）　２６０ｇ×５枚入

4260-1081 替糸（綿混紡タイプ）　３００ｇ

4260-1111 替糸（綿混紡タイプ）　３００ｇ×５枚入

4255-2123
取り出しやすい箱入り養生テープ
ライトグリーン　１５０巻

4260-7182
取り出しやすい箱入り養生テープ
クリア　１５０巻

4145-1632 Ａ４サイズポスト　ブラック

4145-1649 Ａ４サイズポスト　アイボリー

4145-1656 ステンレスポスト 注意事項
※設置面に付属のねじを取り付け、ポ
スト背面もしくは底面のポスト取付穴を
利用して取り付けてください。

※設置面に付属のねじを取り付け、ポ
スト背面のポスト取付穴を利用して取り
付けてください。

4269-0733 エアーゼロワン　肘なしナイロン脚　ブラック

4269-0757 エアーゼロワン　肘なしナイロン脚　ブルー

4272-0997 エアーゼロワン　肘付ナイロン脚　ブラック

2017/9/29

2017/9/29

旧パッケージ 新パッケージ

●表紙材質／ ＰＰフィルム貼り（芯材・背見出し紙：古
紙パルプ配合率１００％）

ＰＰフィルム貼り（芯材・背見出し紙：古
紙パルプ配合率８０％）

●表紙材質／
ＰＰフィルム貼り（芯材・背見出し紙：古
紙パルプ配合率１００％）

ＰＰフィルム貼り（芯材・背見出し紙：古
紙パルプ配合率８０％）

69

69

商品画像 旧仕様
新仕様
※正しい商品画像は、Ｗｅｂでご確認く
ださいますようお願い致します。

商品画像 旧仕様 新仕様
※正しい商品画像は、Ｗｅｂでご確認く
ださいますようお願い致します。

981

822

商品画像

商品仕様（アソート内
容）

旧パッケージ

・ハッピーターンチーズ味
・ハッピーターン　・ハッピーターン和風
バーベキュー味

新パッケージ

・ハッピーターンチーズ味
・ハッピーターン　・ハッピーターンやみ
つきコンソメ味

827

商品画像

商品仕様（アソート内
容）

旧パッケージ

・ストロベリー　・グリーンアップル　・グ
レープ　・桃

新パッケージ

・ストロベリー　・グリーンアップル　・グ
レープ　・温州みかん

787 商品画像 旧パッケージ 新パッケージ

791 商品画像

商品仕様
※商品画像右のイラス
ト（イスのサイズ説明表
記）

高さ：１０７５～１１７０ 高さ：９４０～１０３５1356

1139
商品画像右の
価格表記

［ス業パ］１セット（１５０巻入）
１巻あたり
税抜￥１１９．８（税込￥２１６）

［ス業パ］１セット（１５０巻入）
１巻あたり
税抜￥１９９．８（税込￥２１６）

注意事項
※設置面に付属のねじを取り付け、ポ
スト背面もしくは底面のポスト取付穴を
利用して取り付けてください。

※設置面に付属のねじを取り付け、ポ
スト背面のポスト取付穴を利用して取り
付けてください。

1178

8 ページ



日付 頁 商品番号 商品名 訂正箇所 誤 正

4272-1017 エアーゼロワン　肘付ナイロン脚　ブルー

4269-1990 サクサ　グルーレスタイプ　　ブルー

4269-2003 サクサ　グルーレスタイプ　　グリーン

2017/10/31 4269-2010 サクサ　グルーレスタイプ　　レッド

4269-2027 サクサ　グルーレスタイプ　　ホワイト

4269-2034 サクサ　グルーレスタイプ　　イエロー

4269-2324 サクサ　グルーレスタイプ　ブルー　３本

4269-2331 サクサ　グルーレスタイプ　グリーン　３本

4269-2348 サクサ　グルーレスタイプ　レッド　３本 ●寸法／ 全長１７４×幅７５ｍ 全長１７４×幅７５ｍｍ

4269-2355 サクサ　グルーレスタイプ　ホワイト　３本

4269-2362 サクサ　グルーレスタイプ　イエロー　３本

4218-2603 クイックフレーム　Ａ１

4218-2832 クイックフレーム　Ａ１×３枚

4218-2610 クイックフレーム　Ａ２

4218-2849 クイックフレーム　Ａ２×３枚

4218-2627 クイックフレーム　Ｂ１

4218-2863 クイックフレーム　Ｂ１×３枚

4218-2634 クイックフレーム　Ｂ２

4218-2870 クイックフレーム　Ｂ２×３枚

4155-4838 Ａ型看板用レインカバー　Ｍ ●寸法／ 幅５1０×奥行４００×高さ７００ｍｍ 幅５２０×奥行４００×高さ７００ｍｍ

4228-3591 Ａ型看板用レインカバー　スリム
●寸法／

商品名（サイズ）

幅４７０×奥５００×高さ９００ｍｍ

Ａ型看板用レインカバー　スリム

幅４７０×奥行３９０×高さ８９０ｍｍ

Ａ型看板用レインカバー　スタンダード

5009-3618 健康ミネラルむぎ茶　２Ｌ　６本

5022-4944 健康ミネラルむぎ茶　２Ｌ　１２本

5009-1010 健康ミネラルむぎ茶　６００ｍｌ　２４本

5054-2765 健康ミネラルむぎ茶　６００ｍｌ　４８本

4176-3995 リラックスジャスミンティー　５００ｍｌ　２４本 商品画像 旧パッケージ 新パッケージ

4106-8724 ワンダ　金の微糖　１８５ｇ　３０缶

4251-4848 ワンダ　金の微糖　１８５ｇ　６０缶

808 4234-7149 カテキン緑茶　３５０ｍｌ　２４本 商品画像 旧パッケージ 新パッケージ

4100-3770 １日分の野菜　２００ｍｌ　２４本

4208-3986 毎日１杯の青汁　２００ｍｌ　２４本

4109-1777 有田焼　おもかげ８号土瓶

4233-9571 青磁特大土瓶（ガラス蓋）

925 4266-3188 ビオレｕ　泡ハンドソープ　本体＋詰替セット
お買い得セット枠の
期間限定価格表記

期間限定価格
 ’１７／１１／１～１１／３０まで
税抜￥５７６（税込￥６２２）

期間限定価格
 ’１７／１１／１～１１／３０まで
税抜￥５７０（税込￥６１５）

4263-3624 ウェーブハンディワイパーのびるタイプ

4263-3631
ウェーブハンディワイパーのびるタイプ
４個

2017/10/31

897 商品説明
電子レンジ可
※茶こしは不可

記載削除

商品画像 旧パッケージ 新パッケージ965

802 商品画像 旧パッケージ 新パッケージ

799

810 商品画像 旧パッケージ 新パッケージ

798 商品画像 旧パッケージ 新パッケージ

商品画像 旧パッケージ 新パッケージ

473 ●材質／
フレーム：アルミ、表面：ＰＥＴ（１ｍｍ
厚）、背板：ＭＤＦ

フレーム：アルミ、表面：塩ビ（１ｍｍ
厚）、背板：ＭＤＦ

480

304

304

●寸法／ 全長１７４×幅７５ｍ 全長１７４×幅７５ｍｍ

2017/9/29

商品仕様
※商品画像右のイラス
ト（イスのサイズ説明表
記）

高さ：１０７５～１１７０ 高さ：９４０～１０３５1356

9 ページ



日付 頁 商品番号 商品名 訂正箇所 誤 正

4194-2840 ウェーブ取り替えシート　８枚入

4194-2864 ウェーブ取り替えシート　８枚×３

4243-7697 ウェーブ取り替えシートピンク　８枚入

4243-7741 ウェーブ取り替えシートピンク　８枚×３

4110-6204
再生トイレットペーパーシングル１５０ｍ
４８個　５梱以上

4126-2269
再生トイレットペーパー個包装
シングル１５０ｍ　４８個　５梱以上

4263-3921 エリエールキレキラ！本体　１０枚入

4263-3938 エリエールキレキラ！詰替用　２０枚入

4263-3945 エリエールキレキラ！詰替用　２０枚入×４

4263-3976
エリエールキレキラ！詰替用
２０枚入×１２

4270-8018
エリエールキレキラ！ハッピーローズ本体
１０枚

4270-8025
エリエールキレキラ！ハッピーローズ
詰替用　２０枚

4270-8117
エリエールキレキラ！ハッピーローズ
詰替用　２０枚×４

4270-8124
エリエールキレキラ！ハッピーローズ
詰替用　２０枚×１２

4214-5967 ＣＫ配線対応テーブル幅１５００　ホワイト

4214-5936 ＣＫ配線対応テーブル幅１５００　ナチュラル

4190-0635 ＣＫ配線対応テーブル幅１８００　ホワイト

4214-5912 ＣＫ配線対応テーブル幅１８００　ナチュラル

4254-4890 傘立て　伸長式　２４本－４８本用

4254-4906 傘立て　伸長式　３６本－７２本用

1621 -

1624 -

1623 -
お申込締切日
（●ポイント有効期限／
賞品交換部分）

１２月１５日（金）・１２月２９日（金） １２月８日（金）・１２月２９日（金）

29 - 五十音ＩＮＤＥＸ
【し】
「除雪用品」
掲載ページ

７５１・８６２ ７５１

4240-9205
タイトルラベルがはがしやすいフラットファイル
背補強タイプ　ブルー　Ａ４　１０冊

4240-9212
タイトルラベルがはがしやすいフラットファイル
背補強タイプ　グリーン　Ａ４　１０冊

4240-9229
タイトルラベルがはがしやすいフラットファイル
背補強タイプ　ピンク　Ａ４　１０冊

4240-9236
タイトルラベルがはがしやすいフラットファイル
背補強タイプ　イエロー　Ａ４　１０冊

4243-7383
タイトルラベルがはがしやすいフラットファイル
背補強タイプ　ブルー　Ａ４　５０冊

4243-7406
タイトルラベルがはがしやすいフラットファイル
背補強タイプ　グリーン　Ａ４　５０冊

2017/11/30 4243-6782
タイトルラベルがはがしやすいフラットファイル
背補強タイプ　ピンク　Ａ４　５０冊

4243-6829
タイトルラベルがはがしやすいフラットファイル
背補強タイプ　イエロー　Ａ４　５０冊

4243-7390
タイトルラベルがはがしやすいフラットファイル
背補強タイプ　ブルー　Ａ４　１００冊

4243-7413
タイトルラベルがはがしやすいフラットファイル
背補強タイプ　グリーン　Ａ４　１００冊

2017/10/31

2017/10/31

1455 商品説明 折りたたみ可 ※記載削除

お申込締切日
※２０１７年１２月につきましては、お申
込締切日が１５日（金）、２９日（金）とな
りますのでご注意ください。

※２０１７年１２月につきましては、お申
込締切日が８日（金）、２９日（金）となり
ますのでご注意ください。

ポイントアップコレクション

1022

1050 商品画像 旧パッケージ 新パッケージ

1395 商品画像内寸法 奥行き９００ｍｍ 奥行き８００・９００ｍｍ

単位（入数）
１梱（４８個入）　５梱以上のご注文1梱
あたり

１梱（４８個入）　５～９梱までのご注文1
梱あたり

商品画像 旧パッケージ 新パッケージ965

40 商品画像
※正しい商品画像は、Ｗｅｂでご確認く
ださいますようお願い致します。

フラットファイル画像

10 ページ



日付 頁 商品番号 商品名 訂正箇所 誤 正

4243-6805
タイトルラベルがはがしやすいフラットファイル
背補強タイプ　ピンク　Ａ４　１００冊

4243-6836
タイトルラベルがはがしやすいフラットファイル
背補強タイプイエロー　Ａ４　１００冊

4249-1118
タイトルラベルがはがしやすいフラットファイル
背補強タイプ　ブルー　Ａ４　２００冊

4249-1125
タイトルラベルがはがしやすいフラットファイル
背補強タイプ　グリーン　Ａ４　２００冊

4249-1132
タイトルラベルがはがしやすいフラットファイル
背補強タイプ　ピンク　Ａ４　２００冊

4249-1149
タイトルラベルがはがしやすいフラットファイル
背補強タイプ　イエロー　Ａ４　２００冊

4191-0948
リングファイル（スリムスタイル）
ライトブルー　Ａ４縦　背幅２７ｍｍ１０冊

4191-0979
リングファイル（スリムスタイル）　透明
Ａ４縦　背幅２７ｍｍ１０冊

4191-0955
リングファイル（スリムスタイル）
ライトグリーン　Ａ４縦　背幅２７ｍｍ１０冊

4191-0986
リングファイル（スリムスタイル）　　黄
Ａ４縦　背幅２７ｍｍ１０冊

4191-0962
リングファイル（スリムスタイル）　ピンク
Ａ４縦　背幅２７ｍｍ１０冊

4191-1044
リングファイル（スリムスタイル）　ライトブルー
Ａ４縦　背幅３３ｍｍ１０冊

4191-1075
リングファイル（スリムスタイル）　透明
Ａ４縦　背幅３３ｍｍ１０冊

4191-1051
リングファイル（スリムスタイル）
ライトグリーン　Ａ４縦　背幅３３ｍｍ１０冊

4191-1082
リングファイル（スリムスタイル）　黄
Ａ４縦　背幅３３ｍｍ１０冊

4191-1068
リングファイル（スリムスタイル）　ピンク
Ａ４縦　背幅３３ｍｍ１０冊

4191-0795
リングファイル（スリムスタイル）
ダークグレー　Ａ４縦　背幅２７ｍｍ１０冊

4191-0788
リングファイル（スリムスタイル）　青
Ａ４縦　背幅２７ｍｍ１０冊

4191-0801
リングファイル（スリムスタイル）　緑
Ａ４縦　背幅２７ｍｍ１０冊

4191-0849
リングファイル（スリムスタイル）　黄緑
Ａ４縦　背幅２７ｍｍ１０冊

4191-0832
リングファイル（スリムスタイル）　黄
Ａ４縦　背幅２７ｍｍ１０冊

4191-0856
リングファイル（スリムスタイル）　オレンジ
Ａ４縦　背幅２７ｍｍ１０冊

4191-0818
リングファイル（スリムスタイル）　ピンク
Ａ４縦　背幅２７ｍｍ１０冊

4191-0825
リングファイル（スリムスタイル）　赤
Ａ４縦　背幅２７ｍｍ１０冊

4175-0155
リングファイル（スリムスタイル）
ダークグレー　Ａ４縦　背幅３３ｍｍ１０冊

4175-0148
リングファイル（スリムスタイル）　青
Ａ４縦　背幅３３ｍｍ１０冊

4175-0162
リングファイル（スリムスタイル）　緑
Ａ４縦　背幅３３ｍｍ１０冊

4189-3500
リングファイル（スリムスタイル）　黄緑
Ａ４縦　背幅３３ｍｍ１０冊

4175-0186
リングファイル（スリムスタイル）　黄
Ａ４縦　背幅３３ｍｍ１０冊

4189-3517
リングファイル（スリムスタイル）　オレンジ
Ａ４縦　背幅３３ｍｍ１０冊

4189-3494
リングファイル（スリムスタイル）　ピンク
Ａ４縦　背幅３３ｍｍ１０冊

4175-0179
リングファイル（スリムスタイル）　赤
Ａ４縦　背幅３３ｍｍ１０冊

90

40 商品画像
※正しい商品画像は、Ｗｅｂでご確認く
ださいますようお願い致します。

単位（入数） １箱（１０冊入） １セット（１０冊入）2017/11/30

フラットファイル画像
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日付 頁 商品番号 商品名 訂正箇所 誤 正

4175-0209
リングファイル（スリムスタイル）
ダークグレー　Ａ４縦　背幅４２ｍｍ１０冊

4175-0193
リングファイル（スリムスタイル）　青
Ａ４縦　背幅４２ｍｍ１０冊

4175-0216
リングファイル（スリムスタイル）　緑
Ａ４縦　背幅４２ｍｍ１０冊

4175-0230
リングファイル（スリムスタイル）　黄
Ａ４縦　背幅４２ｍｍ１０冊

4175-0223
リングファイル（スリムスタイル）　赤
Ａ４縦　背幅４２ｍｍ１０冊

4235-1191
リングファイル（スリムスタイル）　青
Ａ５縦　背幅２７ｍｍ１０冊

4235-1207
リングファイル（スリムスタイル）　青
Ａ５横　背幅２７ｍｍ１０冊

5118-3929
クリヤーブック（替紙式）　Ａ４縦　グレー
１０枚

5118-3615 クリヤーブック（替紙式）　Ａ４縦　青　１０枚

5118-3622 クリヤーブック（替紙式　）Ａ４縦　緑　１０枚

5118-5084 クリヤーブック（替紙式）　Ａ４縦　黄　１０枚

5118-3936 クリヤーブック（替紙式）　Ａ４縦　赤　１０枚

4157-3297
クリヤーブック（替紙式）　Ａ４縦　グレー
２００枚

4157-3273 クリヤーブック（替紙式）　Ａ４縦　青　２００枚

4157-3280 クリヤーブック（替紙式）　Ａ４縦　緑　２００枚

4157-3310 クリヤーブック（替紙式）　Ａ４縦　黄　２００枚

4157-3303 クリヤーブック（替紙式）　Ａ４縦　赤　２００枚

5118-6241
クリヤーブック（替紙式）   Ａ４縦　グレー
１０枚

5062-6496
クリヤーブック（替紙式）   Ａ４縦　グレー
２００枚

5042-4610
クリヤーブック（替紙式）  Ａ４縦　黄
１０枚

4175-4160
クリヤーブック（替紙式）　Ａ４縦　黄
２００枚

334 - ―
紙面最下段
「プリンタ対応インデッ
クスラベル」紹介ページ

Ｐ．６２４・６２５ Ｐ６０６・６０７

4134-8376 フロアケース　深型６段

4134-8383 フロアケース　浅型６段深型３段

4134-8390 フロアケース　浅型１２段

4134-8406 フロアケース　深型９段

4134-8413 フロアケース　浅型１２段深型３段

4134-8420 フロアケース　浅型１８段

4137-8090 キャスター

4271-6822 高速起動ラミネーター　２本ローラー　Ａ４ 約１．６ｋｇ 約１．８ｋｇ

4271-6839 高速起動ラミネーター　２本ローラー　Ａ３ 約２．２ｋｇ 約２．３ｋｇ

4203-9433 純正トナー　イプシオＳＰ　Ｃ８３０Ｈ　シアン

4218-7752
リサイクルトナー（プール）ＳＰ　Ｃ８３０Ｈ
シアン

4203-9426
純正トナー　イプシオＳＰ　Ｃ８３０Ｈ
マゼンタ

4218-7769
リサイクルトナー（プール）ＳＰ　Ｃ８３０Ｈ
マゼンタ

4203-9419 純正トナー　イプシオＳＰ　Ｃ８３０Ｈ　イエロー

90 単位（入数） １箱（１０冊入） １セット（１０冊入）

●ポケット厚／ ０．０５ｍｍ ０．０６ｍｍ

●ポケット厚／ ０．０５ｍｍ ０．０６ｍｍ

372
商品名横記載の
国旗（生産国）

Ｍａｄｅ　ｉｎ　Japan
記載削除
※中国製となります。

印刷可能枚数 約２５，０００枚 約２０，０００枚

651

501 ●質量／

印字可能枚数 約２５，０００枚 約２０，０００枚

印字可能枚数 約２５，０００枚 約２０，０００枚

2017/11/30

2017/11/30

103

12 ページ



日付 頁 商品番号 商品名 訂正箇所 誤 正

4218-7776
リサイクルトナー（プール）ＳＰ　Ｃ８３０Ｈ
イエロー

747 4274-9509 シーズヒーター Ｍ品番 ＫＫＳ－０８７１／Ｗ ＫＳＳ－０８７１／Ｗ

4265-5282 京都宇治抹茶入りおーいお茶　１００ｇ

4265-5299 京都宇治抹茶入りおーいお茶　１００ｇ入×３

5209-5122 おーいお茶　若芽・若茎入り緑茶　１００ｇ

4132-6640
おーいお茶　若芽・若茎入り緑茶
１００ｇ入×３

4185-0411 おーいお茶　抹茶入り緑茶　１００ｇ

4185-0466 おーいお茶　抹茶入り緑茶　１００ｇ入×３

4248-8033
一番摘みのおいしいお茶
かなやみどりブレンド１００ｇ

4248-8040
一番摘みのおいしいお茶
かなやみどりブレンド　１００ｇ×３

4106-5785 ワンポット　５０ティーバッグ入　抹茶入緑茶 商品画像 旧パッケージ 新パッケージ

4268-3803
京都宇治抹茶入り　おーいお茶
ティーバッグ　２４バッグ入

4268-3810
京都宇治抹茶入りおーいお茶
ティーバッグ　２４バック入×３

5023-9542 香り薫るむぎ茶ティーバッグ　５４バッグ入

4100-5583
香り薫るむぎ茶ティーバッグ
５４バッグ入×３

794 4268-4169
おーいお茶　氷水出し抹茶入りおーいお茶
２８０ｍｌ　２４本

商品画像 旧パッケージ 新パッケージ

4234-0249
氷水出し抹茶入りおーいお茶　５２５ｍｌ
２４本

4251-5425
氷水出し抹茶入りおーいお茶　５２５ｍｌ
４８本

4106-5334 おーいお茶　ほうじ茶　２Ｌ　６本

4107-0550 おーいお茶　ほうじ茶　２Ｌ　１２本

4124-8638
おーいお茶　抹茶入り玄米茶　２８０ｍｌ
２４本

4124-8621
おーいお茶　抹茶入り玄米茶　５２５ｍｌ
２４本

4124-8584 おーいお茶　ほうじ茶　２８０ｍｌ　２４本

4249-4027 おーいお茶　ほうじ茶　３５０ｍｌ　２４本

4106-5327 おーいお茶　ほうじ茶　５２５ｍｌ　２４本

4249-4058 バリスタズ　ブラック　３９０ｍｌ　２４本

4273-9104 バリスタズ　無糖カフェラテ　３７０ｍｌ　２４本

4234-0300 バリスタズ　ブラック　２８５ｍｌ　２４缶

4252-9002 バリスタズ　無糖カフェラテ　２６０ｍｌ　２４缶

4126-9046 ファイア　微糖　１８５ｇ　３０缶

4251-4817 ファイア　微糖　１８５ｇ　６０缶

4202-3289 ファイア　ブラック　１８５ｇ　３０缶

4251-4824 ファイア　ブラック　１８５ｇ　６０缶

4255-7067 ソイジョイクリスピー　プレーン　１２本入

4255-7074 ソイジョイクリスピー　ミックスベリー　１２本

4255-7081
ソイジョイクリスピー　ゴールデンベリー
１２本

4264-3548
ソイジョイクリスピー　ホワイトマカダミア
１２本

810 4146-6896 ビタミン野菜　２００ｍｌ　２４本 商品画像 旧パッケージ 新パッケージ

4271-9939 雪の宿　２種アソート　１５袋

印刷可能枚数 約２５，０００枚 約２０，０００枚

782

782

781 商品画像 旧パッケージ 新パッケージ

651

商品画像 旧パッケージ 新パッケージ

商品画像 旧パッケージ 新パッケージ

商品画像 旧パッケージ 新パッケージ

商品画像 旧パッケージ 新パッケージ

商品画像 旧パッケージ 新パッケージ

商品画像 旧パッケージ 新パッケージ

800 商品画像 旧パッケージ 新パッケージ

799

796 商品画像 旧パッケージ 新パッケージ

798 商品画像 旧パッケージ 新パッケージ

商品画像 旧パッケージ 新パッケージ

822

商品画像 旧パッケージ 新パッケージ

商品画像 旧パッケージ 新パッケージ

802

807 商品画像 旧パッケージ 新パッケージ

2017/11/30

2017/11/30

788

商品画像

商品説明
（アソート内容）

旧パッケージ

瀬戸内レモン

新パッケージ

プリン味

13 ページ



日付 頁 商品番号 商品名 訂正箇所 誤 正

4272-0072 雪の宿　２種アソート　１５袋入×３

4100-5934 ばかうけアソート　４０枚入

4100-5941 ばかうけアソート　４０枚入×３

5064-8283 エコベール　食器用洗剤　カモミール５００ｍｌ

5064-8276 エコベール　食器用洗剤　レモン５００ｍｌ

4175-4849
エコベール　食器用洗剤　カモミール
１０００ｍｌ

5064-8269 エコベール　食器用洗剤　レモン１０００ｍｌ

943 4275-0390
アタック高浸透バイオジェル
本体１本＋詰替１パックセット

お買い得セット枠の
期間限定価格表記

期間限定価格
 ’１７／１２／１～’１８／1／３１まで
税抜￥５７６（税込￥６２２）

期間限定価格
 ’１７／１２／１～’１８／1／３１まで
税抜￥５７５（税込￥６２１）

990 4274-9639 充電式スティッククリーナー ●寸法／ 幅１４２×奥行１０３×高さ４５４ｍｍ 幅１４２×奥行１０３×高さ９６６ｍｍ

4156-1676 クラフトテープ　重ね貼り可　白　１巻

4156-1713 クラフトテープ　重ね貼り可　白　５０巻

4156-1720 クラフトテープ　重ね貼り可　白　１５０巻

5009-9245
無地ダンボール　Ｎｏ．５－１（底面３Ｌ）
１０枚

5009-9283
無地ダンボール　Ｎｏ．５－１（底面３Ｌ）
３０枚

5067-9133
無地ダンボール　Ｎｏ．５－１（底面３Ｌ）
６０枚

4159-7927
無地ダンボール　Ｎｏ．５－１（底面３Ｌ）
９０枚

5063-1773
無地ダンボール　Ｎｏ．５－２（底面３Ｌ）
１０枚

5063-1872
無地ダンボール　Ｎｏ．５－２（底面３Ｌ）
３０枚

5067-8174
無地ダンボール　Ｎｏ．５－２（底面３Ｌ）
６０枚

4159-7934
無地ダンボール　Ｎｏ．５－２（底面３Ｌ）
９０枚

5063-1780
無地ダンボール　Ｎｏ．５－３（底面３Ｌ）
１０枚

5063-1889
無地ダンボール　Ｎｏ．５－３（底面３Ｌ）
３０枚

5067-8181
無地ダンボール　Ｎｏ．５－３（底面３Ｌ）
６０枚

4159-7941
無地ダンボール　Ｎｏ．５－３（底面３Ｌ）
９０枚

4175-4870 宅配袋　８０ｇ　Ａ４　５０枚×４

4175-4955 宅配袋　８０ｇ　小　５０枚×４

4175-4917 宅配袋　８０ｇ　中　５０枚×４

4175-4788 宅配袋　１００ｇ　大　５０枚×４

4175-5228 宅配袋（マチ広）　１００ｇ　大　５０枚×４

4175-4900 宅配袋　８０ｇ　Ａ４　ラミネート付　５０枚×４

4175-4962 宅配袋　８０ｇ　小　ラミネート付　５０枚×４

4175-4948 宅配袋　８０ｇ　中　ラミネート付　５０枚×４

4175-4856 宅配袋　１００ｇ　大　ラミネート付　５０枚×４

4175-5266
宅配袋（マチ広）　１００ｇ　大　ラミネート
５０枚×４

4175-5044 宅配袋　Ａ４　５０枚×４

4175-5198 宅配袋　小　５０枚×４

4175-5136 宅配袋　中　５０枚×４

4175-5297 宅配袋（マチ広）　中　５０枚×４

4175-5082 宅配袋　大　５０枚×４

●界面活性剤２４％

中性

●界面活性剤２２％

弱酸性

822

823 商品画像 旧パッケージ 新パッケージ

2017/11/30

2017/11/30

1136 商品画像 旧パッケージ 新パッケージ

注意事項
注意事項記載追加
※当日配送対象外商品です。

1156

1160 単位（入数） １箱（５０枚入×４） １セット（５０枚入×４）

注意事項記載なし

商品画像

商品説明
（アソート内容）

旧パッケージ

瀬戸内レモン

新パッケージ

プリン味

934 商品仕様

14 ページ



日付 頁 商品番号 商品名 訂正箇所 誤 正

4175-5273 宅配袋（マチ広）　大　５０枚×４

4175-5068 宅配袋　Ａ４　ラミネート付　５０枚×４

4175-5204 宅配袋　小　ラミネート付　５０枚×４

4175-5181 宅配袋　中　ラミネート付　５０枚×４

4175-5303 宅配袋（マチ広）　中　ラミネート付　５０枚×４

4175-5105 宅配袋　大　ラミネート付　５０枚×４

4175-5280 宅配袋（マチ広）　大　ラミネート付　５０枚×４

2017/11/30

1160 単位（入数） １箱（５０枚入×４） １セット（５０枚入×４）

15 ページ


