
品番 商品名
改定前 改定後 総合カタログ

掲載ページ本体価格 消費税 本体価格 消費税
1791 スマホでスキャンしやすいノートカバー ¥1,600 ¥80 ¥1,920 ¥96 小冊子

1701 スマホでスキャンしやすいノートカバー ¥1,800 ¥90 ¥2,160 ¥108 小冊子

135SD ショットドックス クリアーファイル差し替え式 ¥1,000 ¥50 ¥1,200 ¥60 小冊子

135SDW ショットドックス クリアーファイル差し替え式 ¥1,300 ¥65 ¥1,560 ¥78 小冊子

103SDDP ショットドックス 透明ポケット ¥300 ¥15 ¥360 ¥18 小冊子

649SD ショットドックス リングファイル ¥450 ¥22 ¥540 ¥27 小冊子

659SD ショットドックス Dリングファイル ¥500 ¥25 ¥600 ¥30 小冊子

36SD ショットドックス 名刺ホルダー差し替え式 ¥1,000 ¥50 ¥1,200 ¥60 小冊子

36SDW ショットドックス 名刺ホルダー差し替え式 ¥1,300 ¥65 ¥1,560 ¥78 小冊子

542SD ショットドックス クリップファイル ¥320 ¥16 ¥380 ¥19 小冊子

703SD ショットドックス マグネットホルダー ¥500 ¥25 ¥600 ¥30 小冊子

704SD ショットドックス マグネットホルダー ¥750 ¥37 ¥900 ¥45 小冊子

771SD ショットドックス インデックスホルダー ¥120 ¥6 ¥140 ¥7 小冊子

1073BF ドッチファイルBF ¥380 ¥19 ¥460 ¥23 46

1075BF ドッチファイルBF ¥400 ¥20 ¥480 ¥24 46

1078BF ドッチファイルBF ¥480 ¥24 ¥580 ¥29 46

4465 ア－トカラ－ ドッチファイル ¥500 ¥25 ¥600 ¥30 48

4473 ア－トカラ－ パイプファイル ¥420 ¥21 ¥500 ¥25 48

4475 ア－トカラ－ パイプファイル ¥430 ¥21 ¥520 ¥26 48

3774 レバーリングファイル Dタイプ ¥950 ¥47 ¥1,140 ¥57 51

3775 レバーリングファイル Dタイプ ¥1,000 ¥50 ¥1,200 ¥60 51

3872 レバーリングファイル Dタイプ ¥500 ¥25 ¥600 ¥30 51

3873 レバーリングファイル Dタイプ ¥530 ¥26 ¥640 ¥32 51

3852 レバーリングファイル Dタイプ ¥450 ¥22 ¥540 ¥27 51

3853 レバーリングファイル Dタイプ ¥480 ¥24 ¥580 ¥29 51

3832 レバーリングファイル Dタイプ ¥420 ¥21 ¥500 ¥25 51

3833 レバーリングファイル Dタイプ ¥450 ¥22 ¥540 ¥27 51

3882 レバーリングファイル Dタイプ ¥520 ¥26 ¥620 ¥31 51

3883 レバーリングファイル Dタイプ ¥550 ¥27 ¥660 ¥33 51

3822 レバーリングファイル Dタイプ ¥370 ¥18 ¥440 ¥22 51

3823 レバーリングファイル Dタイプ ¥390 ¥19 ¥470 ¥23 51

3673GX レバーリングファイルGX ¥600 ¥30 ¥720 ¥36 52

3674GX レバーリングファイルGX ¥650 ¥32 ¥780 ¥39 52

3774GX レバーリングファイルGX Dタイプ ¥650 ¥32 ¥780 ¥39 52

3775GX レバーリングファイルGX Dタイプ ¥700 ¥35 ¥840 ¥42 52

1961LF レザフェス リングファイル ¥1,100 ¥55 ¥1,320 ¥66 53

641SP シンプリーズ リングファイル ¥240 ¥12 ¥290 ¥14 54

642SP シンプリーズ リングファイル ¥260 ¥13 ¥310 ¥15 54

643SP シンプリーズ リングファイル ¥320 ¥16 ¥380 ¥19 54

651SP シンプリーズ Dリングファイル ¥240 ¥12 ¥290 ¥14 54

652SP シンプリーズ Dリングファイル ¥280 ¥14 ¥340 ¥17 54

653SP シンプリーズ Dリングファイル ¥340 ¥17 ¥410 ¥20 54

641TSP シンプリーズ リングファイル（透明） ¥240 ¥12 ¥290 ¥14 55

652TSP シンプリーズ Dリングファイル（透明） ¥280 ¥14 ¥340 ¥17 55

603BF リングファイル BF ¥180 ¥9 ¥220 ¥11 55

608BF Dリングファイル BF ¥180 ¥9 ¥220 ¥11 55

691 Dリングファイル（エコノミータイプ） ¥340 ¥17 ¥410 ¥20 56

692 Dリングファイル（エコノミータイプ） ¥360 ¥18 ¥430 ¥21 56

673 リングファイルライト ¥700 ¥35 ¥840 ¥42 57

■価格改定一覧表【実施日：2013年8月21日（水）より】
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※上記リストの消費税は、5％（端数切り捨て処理）にて算出しています。



品番 商品名
改定前 改定後 総合カタログ

掲載ページ本体価格 消費税 本体価格 消費税
332 ロックピットファイル ¥600 ¥30 ¥720 ¥36 57

331 ピットファイル ¥530 ¥26 ¥640 ¥32 57

333 ピットファイル ¥550 ¥27 ¥660 ¥33 57

4434 背幅伸縮ファイル クイックイン〈PP〉 ¥500 ¥25 ¥600 ¥30 58

4432 フラットファイル クイックイン〈PP〉 ¥200 ¥10 ¥240 ¥12 58

4432-3 フラットファイル クイックイン〈PP〉 ¥600 ¥30 ¥720 ¥36 58

4422 フラットファイル クイックイン〈PP〉 ¥180 ¥9 ¥220 ¥11 58

4452E フラットファイル クイックイン〈PP〉 ¥400 ¥20 ¥480 ¥24 58

4442E フラットファイル クイックイン〈PP〉 ¥260 ¥13 ¥310 ¥15 58

4432E フラットファイル クイックイン〈PP〉 ¥200 ¥10 ¥240 ¥12 58

4437SP シンプリーズ フラットファイル〈PP〉 ¥120 ¥6 ¥140 ¥7 58

4437SP-3 シンプリーズ フラットファイル〈PP〉 ¥300 ¥15 ¥360 ¥18 58

4437SP-5 シンプリーズ フラットファイル〈PP〉 ¥460 ¥23 ¥550 ¥27 58

358BF レターファイル BF ¥190 ¥9 ¥230 ¥11 59

354 レターファイル クイックイン〈PP〉 ¥380 ¥19 ¥460 ¥23 59

397N レターファイル スライドイン ¥200 ¥10 ¥240 ¥12 59

397T レターファイル（透明） ¥380 ¥19 ¥460 ¥23 60

134SD ショットドックス クリアーファイル ¥490 ¥24 ¥590 ¥29 63

134SDW ショットドックス クリアーファイル ¥850 ¥42 ¥1,020 ¥51 63

1931LF レザフェス クリアーファイル ¥1,200 ¥60 ¥1,440 ¥72 65

136SP シンプリーズ クリアーファイル ¥290 ¥14 ¥350 ¥17 68

136SPW シンプリーズ クリアーファイル ¥470 ¥23 ¥560 ¥28 68

136-3SP シンプリーズ クリアーファイル ¥650 ¥32 ¥780 ¥39 68

136-4SP シンプリーズ クリアーファイル ¥920 ¥46 ¥1,100 ¥55 68

136-5SP シンプリーズ クリアーファイル ¥1,110 ¥55 ¥1,330 ¥66 68

186TSPH シンプリーズ クリアーファイル（透明） ¥120 ¥6 ¥140 ¥7 68

186TSP シンプリーズ クリアーファイル（透明） ¥200 ¥10 ¥240 ¥12 68

186TSPW シンプリーズ クリアーファイル（透明） ¥350 ¥17 ¥420 ¥21 68

186-3TSP シンプリーズ クリアーファイル（透明） ¥530 ¥26 ¥640 ¥32 68

5136H クリアーファイルSE（スーパーエコノミー） ¥220 ¥11 ¥260 ¥13 68

5136 クリアーファイルSE（スーパーエコノミー） ¥300 ¥15 ¥360 ¥18 68

5136W クリアーファイルSE（スーパーエコノミー） ¥600 ¥30 ¥720 ¥36 68

5136-3 クリアーファイルSE（スーパーエコノミー） ¥900 ¥45 ¥1,080 ¥54 68

187TSP シンプリーズ クリアーファイル サイドイン（透明） ¥300 ¥15 ¥360 ¥18 69

187TSPW シンプリーズ クリアーファイル サイドイン（透明） ¥450 ¥22 ¥540 ¥27 69

137SD ショットドックス クリアーファイル サイドイン ¥450 ¥22 ¥540 ¥27 70

137SDW ショットドックス クリアーファイル サイドイン ¥600 ¥30 ¥720 ¥36 70

135BF クリアーファイルBF 差し替え式 ¥650 ¥32 ¥780 ¥39 72

135BFW クリアーファイルBF 差し替え式 ¥800 ¥40 ¥960 ¥48 72

135-3BF クリアーファイルBF 差し替え式 ¥950 ¥47 ¥1,140 ¥57 72

138SP シンプリーズ クリアーファイル差し替え式 ¥650 ¥32 ¥780 ¥39 74

138SPW シンプリーズ クリアーファイル差し替え式 ¥780 ¥39 ¥940 ¥47 74

138-3SP シンプリーズ クリアーファイル差し替え式 ¥900 ¥45 ¥1,080 ¥54 74

1922LF レザフェス リングバインダー ¥1,700 ¥85 ¥2,040 ¥102 75

1912LF レザフェス リングバインダー ¥1,400 ¥70 ¥1,680 ¥84 75

1902LF レザフェス リングバインダー ¥1,200 ¥60 ¥1,440 ¥72 75

667BF リングバインダーBF ¥500 ¥25 ¥600 ¥30 75

668BF リングバインダーBF ¥550 ¥27 ¥660 ¥33 75

669BF リングバインダーBF ¥600 ¥30 ¥720 ¥36 75
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※上記リストの消費税は、5％（端数切り捨て処理）にて算出しています。



品番 商品名
改定前 改定後 総合カタログ

掲載ページ本体価格 消費税 本体価格 消費税
2632H スキットマン 取扱説明書ファイル ¥650 ¥32 ¥780 ¥39 76

2632 スキットマン 取扱説明書ファイル ¥1,050 ¥52 ¥1,260 ¥63 76

2622 スキットマン 取扱説明書ファイル ¥800 ¥40 ¥960 ¥48 76

2632TH スキットマン 取扱説明書ファイル（透明） ¥700 ¥35 ¥840 ¥42 76

2632T スキットマン 取扱説明書ファイル（透明） ¥1,150 ¥57 ¥1,380 ¥69 76

2631H スキットマン 取扱説明書ファイル（エコノミータイプ） ¥470 ¥23 ¥560 ¥28 76

2631 スキットマン 取扱説明書ファイル（エコノミータイプ） ¥760 ¥38 ¥910 ¥45 76

2635H スキットマン 取扱説明書ファイル 差し替え式 ¥900 ¥45 ¥1,080 ¥54 77

2635 スキットマン 取扱説明書ファイル 差し替え式 ¥1,300 ¥65 ¥1,560 ¥78 77

2625 スキットマン 取扱説明書ファイル 差し替え式 ¥1,000 ¥50 ¥1,200 ¥60 77

2635T スキットマン 取扱説明書ファイル 差し替え式（透明） ¥1,500 ¥75 ¥1,800 ¥90 77

2855 スキットマン 家庭の医療ファイル ¥850 ¥42 ¥1,020 ¥51 77

2855W スキットマン 家庭の医療ファイル ¥1,230 ¥61 ¥1,480 ¥74 77

2853 スキットマン 家庭の医療ファイル ¥660 ¥33 ¥790 ¥39 77

2853W スキットマン 家庭の医療ファイル ¥1,000 ¥50 ¥1,200 ¥60 77

2382H スキットマン 領収書ファイル ¥570 ¥28 ¥680 ¥34 78

2382 スキットマン 領収書ファイル ¥950 ¥47 ¥1,140 ¥57 78

2380H スキットマン 領収書ファイル ¥470 ¥23 ¥560 ¥28 78

2380 スキットマン 領収書ファイル ¥760 ¥38 ¥920 ¥46 78

2081 スキットマン 家庭の小物ファイル ¥980 ¥49 ¥1,180 ¥59 78

2352 スキットマン 出前メニューファイル ¥620 ¥31 ¥740 ¥37 78

1972LF レザフェス メニューファイル ¥1,400 ¥70 ¥1,680 ¥84 78

2921 スキットマン 冷蔵庫ピタッとファイル（見開きポケットタイプ） ¥950 ¥47 ¥1,140 ¥57 79

2922 スキットマン 冷蔵庫ピタッとファイル（スライドポケットタイプ） ¥950 ¥47 ¥1,140 ¥57 79

4631N Gボックス PP ¥290 ¥14 ¥350 ¥17 81

4633N Gボックス PP ¥320 ¥16 ¥380 ¥19 81

4635N Gボックス PP ¥460 ¥23 ¥550 ¥27 81

4653 Gボックス PP（A4タテ） ¥330 ¥16 ¥400 ¥20 81

4655 Gボックス PP（A4タテ） ¥470 ¥23 ¥560 ¥28 81

4644 Gボックス PP（仕切り付） ¥450 ¥22 ¥540 ¥27 82

4634 Gボックス PP（フタ付） ¥430 ¥21 ¥520 ¥26 82

4031 Gボックス ¥290 ¥14 ¥350 ¥17 82

4033 Gボックス ¥320 ¥16 ¥380 ¥19 82

1951LF レザフェス マガジンボックス ¥1,500 ¥75 ¥1,800 ¥90 83

1962LF レザフェス デスクトレー ¥2,400 ¥120 ¥2,880 ¥144 84

4008BF デスクトレー BF ¥500 ¥25 ¥600 ¥30 84

9000 テジグ ¥400 ¥20 ¥480 ¥24 86

9000W テジグ ¥600 ¥30 ¥720 ¥36 86

9000T テジグ（透明） ¥400 ¥20 ¥480 ¥24 86

9000TW テジグ（透明） ¥600 ¥30 ¥720 ¥36 86

9001TF Toffy テジグ ¥400 ¥20 ¥480 ¥24 86

294TSP シンプリーズ キャリングケース グリップタイプ（透明） ¥580 ¥29 ¥700 ¥35 87

294TSPW シンプリーズ キャリングケース グリップタイプ（透明） ¥840 ¥42 ¥1,000 ¥50 87

284TSP シンプリーズ キャリングケース（透明） ¥460 ¥23 ¥550 ¥27 87

2360 スキットマン 通帳＆カード収納ケース ¥2,300 ¥115 ¥2,760 ¥138 89

2514 スキットマン 旅行ガイドブックカバー ¥1,600 ¥80 ¥1,920 ¥96 89

2513 スキットマン 旅行ガイドブックカバー ¥1,400 ¥70 ¥1,680 ¥84 89

1941LF レザフェス ドキュメントケース ¥1,000 ¥50 ¥1,200 ¥60 90

2282TSP シンプリーズ ドキュメントファイル（透明） ¥340 ¥17 ¥410 ¥20 91
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※上記リストの消費税は、5％（端数切り捨て処理）にて算出しています。



品番 商品名
改定前 改定後 総合カタログ

掲載ページ本体価格 消費税 本体価格 消費税
2288TSP シンプリーズ ドキュメントファイル（透明） ¥460 ¥23 ¥550 ¥27 91

5078 ドキュメントファイルSE ¥650 ¥32 ¥780 ¥39 92

596SA Zファイル ツァルト〈脱・着〉A ¥600 ¥30 ¥720 ¥36 95

576A Zファイル ツァルト〈脱・着〉A ¥410 ¥20 ¥490 ¥24 95

556A Zファイル ツァルト〈脱・着〉A ¥400 ¥20 ¥480 ¥24 95

596EA Zファイル ツァルト〈脱・着〉A ¥540 ¥27 ¥650 ¥32 95

586A Zファイル ツァルト〈脱・着〉A ¥470 ¥23 ¥560 ¥28 95

566A Zファイル ツァルト〈脱・着〉A ¥450 ¥22 ¥540 ¥27 95

546A Zファイル ツァルト〈脱・着〉A ¥370 ¥18 ¥440 ¥22 95

526A Zファイル ツァルト〈脱・着〉A ¥350 ¥17 ¥420 ¥21 95

596SAH Zファイル ツァルト〈脱・着〉A用替え表紙 ¥4,600 ¥230 ¥5,520 ¥276 95

576AH Zファイル ツァルト〈脱・着〉A用替え表紙 ¥2,700 ¥135 ¥3,240 ¥162 95

556AH Zファイル ツァルト〈脱・着〉A用替え表紙 ¥2,600 ¥130 ¥3,120 ¥156 95

596EAH Zファイル ツァルト〈脱・着〉A用替え表紙 ¥4,000 ¥200 ¥4,800 ¥240 95

586AH Zファイル ツァルト〈脱・着〉A用替え表紙 ¥3,300 ¥165 ¥3,960 ¥198 95

566AH Zファイル ツァルト〈脱・着〉A用替え表紙 ¥3,100 ¥155 ¥3,720 ¥186 95

546AH Zファイル ツァルト〈脱・着〉A用替え表紙 ¥2,300 ¥115 ¥2,760 ¥138 95

526AH Zファイル ツァルト〈脱・着〉A用替え表紙 ¥2,100 ¥105 ¥2,520 ¥126 95

568BF ZファイルBF ¥190 ¥9 ¥230 ¥11 96

575 Zファイルライト ¥530 ¥26 ¥640 ¥32 96

578SP シンプリーズ Zファイル ¥140 ¥7 ¥170 ¥8 97

308BF クリップボード BF ¥200 ¥10 ¥240 ¥12 97

508 キングクリップ マグパワー ¥450 ¥22 ¥540 ¥27 97

509 キングクリップ マグパワー ¥550 ¥27 ¥660 ¥33 97

507-10 キングクリップ マグネット ¥300 ¥15 ¥360 ¥18 97

1932LF レザフェス クリップボード ¥1,600 ¥80 ¥1,920 ¥96 98

1942LF レザフェス 伝票挟み ¥950 ¥47 ¥1,140 ¥57 98

1952LF レザフェス 伝票挟み（カバー付） ¥1,200 ¥60 ¥1,440 ¥72 98

533 プレッサファイル カラー ¥350 ¥17 ¥420 ¥21 98

531 プレッサファイル ライト ¥180 ¥9 ¥220 ¥11 99

502 レールファイル ハッサム ¥90 ¥4 ¥110 ¥5 99

502-10 レールファイル ハッサム（10冊パック） ¥850 ¥42 ¥1,020 ¥51 99

757SD ショットドックス ハードホルダー ¥190 ¥9 ¥230 ¥11 104

735SD3 ショットドックス クリアーホルダー（3枚パック） ¥250 ¥12 ¥300 ¥15 104

737SP-10 シンプリーズ クリアーホルダー ¥150 ¥7 ¥180 ¥9 109

737SP-50 シンプリーズ クリアーホルダー ¥710 ¥35 ¥850 ¥42 109

737SP-100 シンプリーズ クリアーホルダー ¥1,170 ¥58 ¥1,400 ¥70 109

2630 スキットマン 取扱説明書ファイル用ポケット（6穴） ¥310 ¥15 ¥370 ¥18 112

2620 スキットマン 取扱説明書ファイル用ポケット（4穴） ¥240 ¥12 ¥290 ¥14 112

2630P スキットマン 取扱説明書ファイル用ポケット（30穴） ¥310 ¥15 ¥370 ¥18 112

2620P スキットマン 取扱説明書ファイル用ポケット（差し替え式4穴） ¥220 ¥11 ¥260 ¥13 112

2630PA スキットマン 取扱説明書ファイル用ポケット 2段タイプ（30穴） ¥240 ¥12 ¥290 ¥14 112

2640 スキットマン 取扱説明書ファイル ボックスタイプ用ポケット ¥310 ¥15 ¥370 ¥18 112

2640A スキットマン 取扱説明書ファイル ボックスタイプ用ポケット2段タイプ ¥240 ¥12 ¥290 ¥14 112

2850A スキットマン 家庭の医療ファイル用ポケット（2穴）カードタイプ ¥160 ¥8 ¥190 ¥9 113

2850BC スキットマン 家庭の医療ファイル用ポケット（2穴）1段・2段タイプ ¥160 ¥8 ¥190 ¥9 113

2850PA スキットマン 家庭の医療ファイル用ポケット（30穴）カードタイプ ¥220 ¥11 ¥260 ¥13 113

2850PB スキットマン 家庭の医療ファイル用ポケット（30穴）2段タイプ ¥220 ¥11 ¥260 ¥13 113

2380P スキットマン 領収書ファイル用ポケット（4穴） ¥280 ¥14 ¥340 ¥17 113

4
※上記リストの消費税は、5％（端数切り捨て処理）にて算出しています。



品番 商品名
改定前 改定後 総合カタログ

掲載ページ本体価格 消費税 本体価格 消費税
2390P スキットマン クッキングファイル用ポケット ¥260 ¥13 ¥310 ¥15 113

1982 レザフェス メニューファイル用ポケット（6穴） ¥1,300 ¥65 ¥1,560 ¥78 114

2350 スキットマン 出前メニューファイル用ポケット（6穴） ¥220 ¥11 ¥260 ¥13 114

2030 スキットマン デジカメファイル用ポケット（6穴） ¥290 ¥14 ¥350 ¥17 114

2514P スキットマン 旅行ガイドブックカバー用ファイル ¥500 ¥25 ¥600 ¥30 114

2513P スキットマン 旅行ガイドブックカバー用ファイル ¥400 ¥20 ¥480 ¥24 114

2670 取扱説明書ファイル用ポケット（2穴） ¥350 ¥17 ¥420 ¥21 115

2670A 取扱説明書ファイル用ポケット（2穴）2段タイプ ¥280 ¥14 ¥340 ¥17 115

103SPDP-20 シンプリーズ 透明ポケット ¥240 ¥12 ¥290 ¥14 120

103SPDP-50 シンプリーズ 透明ポケット ¥480 ¥24 ¥580 ¥29 120

7060 フォトファイル ヒクタス±用台紙（3段ポケット） ¥200 ¥10 ¥240 ¥12 121

7050 フォトファイル ヒクタス±用台紙（2段ポケット） ¥160 ¥8 ¥190 ¥9 121

2160DC フォトステージ台紙 ¥750 ¥37 ¥900 ¥45 121

2160DL フォトステージ台紙 ¥750 ¥37 ¥900 ¥45 121

2160DH フォトステージ台紙 ¥750 ¥37 ¥900 ¥45 121

72D カーズ台紙 ¥170 ¥8 ¥200 ¥10 122

36SDD ショットドックス 名刺ホルダー台紙 ¥400 ¥20 ¥480 ¥24 123

37SPD-20 シンプリーズ 名刺ホルダー台紙 ¥500 ¥25 ¥600 ¥30 124

9314TF Toffy メッセージクリップ（ハート） ¥500 ¥25 ¥600 ¥30 125

9304TF Toffy メッセージクリップ（リボン） ¥500 ¥25 ¥600 ¥30 125

9324TF Toffy メッセージクリップ（フラワー） ¥500 ¥25 ¥600 ¥30 125

9301 ペーパークリップシリーズ　ハンコ型クリップ（漢字） ¥500 ¥25 ¥600 ¥30 125

9311 ペーパークリップシリーズ　ハンコ型クリップ（漢字－2） ¥500 ¥25 ¥600 ¥30 125

9321 ペーパークリップシリーズ　ハンコ型クリップ（漢字－3） ¥500 ¥25 ¥600 ¥30 125

9302 ペーパークリップシリーズ　ハンコ型クリップ（英語） ¥500 ¥25 ¥600 ¥30 125

9322 ペーパークリップシリーズ　ハンコ型クリップ（顔文字） ¥500 ¥25 ¥600 ¥30 125

9312 ペーパークリップシリーズ　ハンコ型クリップ（数字） ¥500 ¥25 ¥600 ¥30 125

9332 ペーパークリップシリーズ　ハンコ型クリップ（ウェブ用語） ¥500 ¥25 ¥600 ¥30 125

9342 ペーパークリップシリーズ　ハンコ型クリップ（ウェブ用語－2） ¥500 ¥25 ¥600 ¥30 125

9303 ペーパークリップシリーズ　ヒト型クリップ ¥500 ¥25 ¥600 ¥30 —

7032TFH Toffy フォトファイル ¥140 ¥7 ¥170 ¥8 133

7062TF Toffy フォトファイル ヒクタス± ¥450 ¥22 ¥540 ¥27 133

7052TFH Toffy フォトファイル ヒクタス± ¥260 ¥13 ¥310 ¥15 133

7052TFW Toffy フォトファイル ヒクタス± ¥450 ¥22 ¥540 ¥27 133

1921LF レザフェス フォトファイル ¥800 ¥40 ¥960 ¥48 133

7051T フォトファイル ヒクタス±（透明）スティック・タイプ ¥400 ¥20 ¥480 ¥24 133

2132C フォトステージ・クロスインタイプ ¥1,150 ¥57 ¥1,380 ¥69 134

2133C フォトステージ・クロスインタイプ ¥1,650 ¥82 ¥1,980 ¥99 134

2134C フォトステージ・クロスインタイプ ¥1,850 ¥92 ¥2,220 ¥111 134

2122C フォトステージ・クロスインタイプ ¥800 ¥40 ¥960 ¥48 134

2123C フォトステージ・クロスインタイプ ¥1,200 ¥60 ¥1,440 ¥72 134

2065 フォトステージ ポストカードサイズ ¥1,050 ¥52 ¥1,260 ¥63 134

42SD ショットドックス 名刺ホルダーコンパクトタイプ ¥350 ¥17 ¥420 ¥21 140

32SP シンプリーズ 名刺ホルダーコンパクトタイプ ¥320 ¥16 ¥380 ¥19 140

32SPW シンプリーズ 名刺ホルダーコンパクトタイプ ¥440 ¥22 ¥530 ¥26 140

36BFW 名刺ホルダーBF 差し替え式 ¥1,000 ¥50 ¥1,200 ¥60 141

36-3BF 名刺ホルダーBF 差し替え式 ¥1,350 ¥67 ¥1,620 ¥81 141

35TSP シンプリーズ 名刺ホルダー（透明） ¥360 ¥18 ¥430 ¥21 141

35TSPW シンプリーズ 名刺ホルダー（透明） ¥480 ¥24 ¥580 ¥29 141

5
※上記リストの消費税は、5％（端数切り捨て処理）にて算出しています。



品番 商品名
改定前 改定後 総合カタログ

掲載ページ本体価格 消費税 本体価格 消費税
37SP シンプリーズ 名刺ホルダー差し替え式 ¥820 ¥41 ¥980 ¥49 141

37SPW シンプリーズ 名刺ホルダー差し替え式 ¥1,060 ¥53 ¥1,270 ¥63 141

37-3SP シンプリーズ 名刺ホルダー差し替え式 ¥1,400 ¥70 ¥1,680 ¥84 141

71 カードホルダー・カーズ（差し替え式） ¥800 ¥40 ¥960 ¥48 143

72 カードホルダー・カーズ（差し替え式） ¥1,050 ¥52 ¥1,260 ¥63 143

1911LF レザフェス カードホルダー ¥700 ¥35 ¥840 ¥42 143

2370 スキットマン ポイントカードケース ¥800 ¥40 ¥960 ¥48 145

9574Y ショットドックスノート ¥140 ¥7 ¥170 ¥8 147

9575Y ショットドックスノート ¥150 ¥7 ¥180 ¥9 147

9100 ショットノート（メモパッド） ¥320 ¥16 ¥380 ¥19 148

9101 ショットノート（メモパッド） ¥430 ¥21 ¥520 ¥26 148

9102 ショットノート（メモパッド） ¥600 ¥30 ¥720 ¥36 148

9120 ショットノート（ツインリングタイプ） ¥300 ¥15 ¥360 ¥18 148

9121 ショットノート（ツインリングタイプ） ¥400 ¥20 ¥480 ¥24 148

9122 ショットノート（ツインリングタイプ） ¥550 ¥27 ¥660 ¥33 148

9123 ショットノート（ツインリングタイプ） ¥600 ¥30 ¥720 ¥36 148

9130 ショットノート〈透明表紙〉（ツインリングタイプ） ¥230 ¥11 ¥280 ¥14 148

9131 ショットノート〈透明表紙〉（ツインリングタイプ） ¥300 ¥15 ¥360 ¥18 148

9132 ショットノート〈透明表紙〉（ツインリングタイプ） ¥370 ¥18 ¥440 ¥22 148

9182 ショットノート（ケース付ルーズリーフタイプ） ¥300 ¥15 ¥360 ¥18 149

9183 ショットノート（ケース付ルーズリーフタイプ） ¥350 ¥17 ¥420 ¥21 149

9190 ショットノート（貼ってはがせるタイプ） ¥340 ¥17 ¥410 ¥20 149

9170 ショットノート（ホワイトボードタイプ） ¥8,500 ¥425 ¥10,200 ¥510 149

9554Y スキャンノート ¥200 ¥10 ¥240 ¥12 149

9555Y スキャンノート ¥210 ¥10 ¥250 ¥12 149

9554DH スキャンノート ¥200 ¥10 ¥240 ¥12 149

9555DH スキャンノート ¥210 ¥10 ¥250 ¥12 149

9232TF Toffyノート（クロス調） ¥550 ¥27 ¥660 ¥33 150

9230TF Toffyノート（クロス調） ¥400 ¥20 ¥480 ¥24 150

9100C ショットノート専用カバー ¥1,200 ¥60 ¥1,440 ¥72 150

9101C ショットノート専用カバー ¥1,600 ¥80 ¥1,920 ¥96 150

9102C ショットノート専用カバー ¥2,000 ¥100 ¥2,400 ¥120 150

9120C ショットノート（ツインリングタイプ・カバー付） ¥1,200 ¥60 ¥1,440 ¥72 150

9121C ショットノート（ツインリングタイプ・カバー付） ¥1,600 ¥80 ¥1,920 ¥96 150

9122C ショットノート（ツインリングタイプ・カバー付） ¥2,000 ¥100 ¥2,400 ¥120 150

9123C ショットノート（ツインリングタイプ・カバー付） ¥2,200 ¥110 ¥2,640 ¥132 150

1801 ノートカバー（マグネットタイプ） ¥1,600 ¥80 ¥1,920 ¥96 150

1891 ノートカバー（マグネットタイプ） ¥1,400 ¥70 ¥1,680 ¥84 150

1881 ノートカバー（マグネットタイプ） ¥1,300 ¥65 ¥1,560 ¥78 150

1871 ノートカバー（マグネットタイプ） ¥1,200 ¥60 ¥1,440 ¥72 150

1901LF レザフェス ノートカバー ¥1,800 ¥90 ¥2,160 ¥108 151

1991LF レザフェス ノートカバー ¥1,700 ¥85 ¥2,040 ¥102 151

1981LF レザフェス ノートカバー ¥1,400 ¥70 ¥1,680 ¥84 151

1971LF レザフェス ノートカバー ¥1,300 ¥65 ¥1,560 ¥78 151

1893 ノートカバーアンティーク（2冊収納タイプ） ¥1,800 ¥90 ¥2,160 ¥108 151

1873 ノートカバーアンティーク（2冊収納タイプ） ¥1,400 ¥70 ¥1,680 ¥84 151

1892 ノートカバーアンティーク（1冊収納タイプ） ¥1,700 ¥85 ¥2,040 ¥102 151

1872 ノートカバーアンティーク（1冊収納タイプ） ¥1,300 ¥65 ¥1,560 ¥78 151

9245TF Toffy タッチペン＆ボールペン ¥400 ¥20 ¥480 ¥24 153

6
※上記リストの消費税は、5％（端数切り捨て処理）にて算出しています。



7

ハガキファイル各種【実施日：2014年1月6日（月）より】

品番 商品名
改定前 改定後 総合カタログ

掲載ページ本体価格 消費税 本体価格 消費税
65PD 葉書ホルダー台紙 ¥400 ¥20 ¥440 ¥22 121

91PD 葉書ホルダー台紙 ¥150 ¥7 ¥170 ¥8 121

61HB 葉書ホルダー差し替え式（ハイブリッド・タイプ） ¥1,050 ¥52 ¥1,160 ¥58 135

62HB 葉書ホルダー差し替え式（ハイブリッド・タイプ） ¥1,400 ¥70 ¥1,540 ¥77 135

91HB 葉書ホルダー差し替え式（ハイブリッド・タイプ） ¥430 ¥21 ¥470 ¥23 135

92HB 葉書ホルダー差し替え式（ハイブリッド・タイプ） ¥650 ¥32 ¥720 ¥36 135

65C 葉書ホルダー差し替え式 ¥1,700 ¥85 ¥1,870 ¥93 136

66C 葉書ホルダー差し替え式 ¥2,600 ¥130 ¥2,860 ¥143 136

61 葉書ホルダー ¥1,050 ¥52 ¥1,160 ¥58 136

62 葉書ホルダー ¥1,400 ¥70 ¥1,540 ¥77 136

63 葉書ホルダー ¥2,100 ¥105 ¥2,300 ¥115 136

64T ハガキホルダー ポストイン ¥900 ¥45 ¥990 ¥49 136

64TW ハガキホルダー ポストイン ¥1,200 ¥60 ¥1,320 ¥66 136

98T ハガキホルダー ポストイン ¥350 ¥17 ¥390 ¥19 136

98TW ハガキホルダー ポストイン ¥550 ¥27 ¥610 ¥30 136

90C クリアーファイルミニ ¥300 ¥15 ¥330 ¥16 136

91C クリアーファイルミニ ¥430 ¥21 ¥470 ¥23 136

92C クリアーファイルミニ ¥650 ¥32 ¥720 ¥36 136

93C クリアーファイルミニ ¥900 ¥45 ¥990 ¥49 136

N91HB 葉書ホルダー差し替え式（ハイブリッド・タイプ） ¥430 ¥21 ¥470 ¥23 年賀状ファイル
セットのご案内

N92HB 葉書ホルダー差し替え式（ハイブリッド・タイプ） ¥650 ¥32 ¥720 ¥36 年賀状ファイル
セットのご案内

N61HB 葉書ホルダー差し替え式（ハイブリッド・タイプ） ¥1,050 ¥52 ¥1,160 ¥58 年賀状ファイル
セットのご案内

N62HB 葉書ホルダー差し替え式（ハイブリッド・タイプ） ¥1,400 ¥70 ¥1,540 ¥77 年賀状ファイル
セットのご案内

N91C クリアーファイルミニ ¥430 ¥21 ¥470 ¥23 年賀状ファイル
セットのご案内

N92C クリアーファイルミニ ¥650 ¥32 ¥720 ¥36 年賀状ファイル
セットのご案内

N93C クリアーファイルミニ ¥900 ¥45 ¥990 ¥49 年賀状ファイル
セットのご案内

N61 葉書ホルダー ¥1,050 ¥52 ¥1,160 ¥58 年賀状ファイル
セットのご案内

N62 葉書ホルダー ¥1,400 ¥70 ¥1,540 ¥77 年賀状ファイル
セットのご案内

N63 葉書ホルダー ¥2,100 ¥105 ¥2,300 ¥115 年賀状ファイル
セットのご案内

N98T ハガキホルダー ポストイン ¥350 ¥17 ¥390 ¥19 年賀状ファイル
セットのご案内

N98TW ハガキホルダー ポストイン ¥550 ¥27 ¥610 ¥30 年賀状ファイル
セットのご案内

N64T ハガキホルダー ポストイン ¥900 ¥45 ¥990 ¥49 年賀状ファイル
セットのご案内

N64TW ハガキホルダー ポストイン ¥1,200 ¥60 ¥1,320 ¥66 年賀状ファイル
セットのご案内

※上記リストの消費税は、5％（端数切り捨て処理）にて算出しています。


