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現行価格 改定価格

セロテープ大巻箱入り CT-12 4987167000400 ¥260 ¥290
セロテープ大巻箱入り CT-15 4987167003234 ¥310 ¥340
セロテープ大巻箱入り CT-18 4987167000417 ¥340 ¥370
セロテープ大巻箱入り CT-24 4987167000424 ¥390 ¥420
セロテープ大巻エルパック LP-12 4987167000448 ¥2,600 ¥2,800
セロテープ大巻エルパック LP-15 4987167000455 ¥3,400 ¥3,700
セロテープ大巻エルパック LP-18 4987167000462 ¥3,600 ¥3,900
セロテープ大巻エルパック LP-24 4987167000479 ¥2,300 ¥2,500
セロテープ大巻クリーンルーム用 CRCT-18 4987167051815 ¥2,800 ¥3,000
セロテープ小巻箱入り CT-12S 49572773 ¥150 ¥170
セロテープ小巻箱入り CT-15S 4987167000332 ¥150 ¥170
セロテープ小巻箱入り CT-18S 49572612 ¥150 ¥170
セロテープ小巻箱入り CT-24S 4987167000325 ¥150 ¥170
セロテープ小巻2巻パック CT-12S2PN 4987167092405 ¥200 ¥220
セロテープ小巻2巻パック CT-15S2PN 4987167092412 ¥200 ¥220
セロテープ小巻2巻パック CT-18S2PN 4987167092429 ¥200 ¥220
セロテープ小巻エルパックエス LP-15S 4987167039097 ¥1,000 ¥1,100
セロテープ小巻エルパックエス LP-18S 4987167039103 ¥1,100 ¥1,200
セロテープ小巻カッターつき＜まっすぐ切れるタイプ＞ CT-12DCB 4987167090920 ¥200 ¥220
セロテープ小巻カッターつき＜まっすぐ切れるタイプ＞ CT-15DCY 4987167090937 ¥200 ¥220
セロテープ小巻カッターつき＜まっすぐ切れるタイプ＞ CT-18DCR 4987167090944 ¥200 ¥220
セロテープ小巻カッターつき＜まっすぐ切れるタイプ＞ CT-12DCC 4987167094683 ¥200 ¥220
セロテープ小巻カッターつき＜まっすぐ切れるタイプ＞ CT-15DCS 4987167094690 ¥200 ¥220
セロテープ小巻カッターつき＜まっすぐ切れるタイプ＞ CT-18DCG 4987167094706 ¥200 ¥220
セロテープハンドカッター直線美 TC-20CB5 4987167063412 ¥600 ¥660
セロテープハンドカッター直線美 TC-20CB6 4987167063429 ¥600 ¥660
セロテープ直線美mini CT-15SCB1 4987167066543 ¥480 ¥520
セロテープ直線美mini CT-15SCB5 4987167066536 ¥480 ¥520
セロテープ直線美mini CT-15SCB6 4987167066550 ¥480 ¥520
セロテープねこカッター CT-15NEKN 4987167091606 ¥320 ¥350
セロテープねこカッター CT-15NEBG 4987167091613 ¥320 ¥350
セロテープパンダカッター CT-15PAWB 4987167091620 ¥320 ¥350
セロテープパンダカッター CT-15PAWP 4987167091637 ¥320 ¥350
セロテープぞうさんカッター（ポップカラー） CT-15ZOCP 4987167092184 ¥320 ¥350
セロテープぞうさんカッター（ポップカラー） CT-15ZOAO 4987167092191 ¥320 ¥350
セロテープぞうさんカッター（ポップカラー） CT-15ZORP 4987167092207 ¥320 ¥350
セロテープぞうさんカッター（ポップカラー） CT-15ZOSB 4987167092214 ¥320 ¥350
セロテープぞうさんカッター（ポップカラー） CT-15ZOFG 4987167092221 ¥320 ¥350
セロテープぞうさんカッター（ポップカラー） CT-15ZOPU 4987167092238 ¥320 ¥350
セロテープうさぎカッター CT-15UBP 4987167079826 ¥320 ¥350
セロテープうさぎカッター CT-15UCR 4987167079819 ¥320 ¥350
セロテープうさぎカッター CT-15UIB 4987167079840 ¥320 ¥350
セロテープうさぎカッター CT-15UPP 4987167079833 ¥320 ¥350
セロテープペンギンカッター CT-15PCY 4987167072292 ¥320 ¥350
セロテープペンギンカッター CT-15PMG 4987167072308 ¥320 ¥350
セロテープペンギンカッター CT-15PAB 4987167072315 ¥320 ¥350
セロテープペンギンカッター CT-15PCP 4987167072322 ¥320 ¥350
セロテープテープカッターミッキーマウス CTD-15BK 4987167086909 ¥380 ¥420
セロテープテープカッターミッキーマウス CTD-15PK 4987167086923 ¥380 ¥420
セロテープテープカッターミッキーマウス CTD-15RD 4987167086916 ¥380 ¥420
セロテープ大巻 CT-12PF 4987167036485 ¥220 ¥240
セロテープ大巻 CT-15PF 4987167036492 ¥240 ¥260
セロテープ大巻 CT-18PF 4987167036508 ¥260 ¥280
セロテープ大巻 CT-24PF 4987167036515 ¥320 ¥350
セロテープ小巻箱入り CT-15S30P 4987167088170 ¥3,400 ¥3,700
セロテープ小巻収納カッターつき TC-15SAC 4987167095949 ¥230 ¥250
セロテープストアテープ ST-A 4987167004927 ¥220 ¥240
セロテープストアテープ ST-C 4987167004941 ¥220 ¥240
セロテープストアテープ ST-D 4987167004958 ¥220 ¥240
セロテープストアテープ ST-F 4987167060466 ¥220 ¥240
セロテープストアテープ ST-G 4987167060473 ¥220 ¥240
セロテープストアテープ ST-H 4987167096830 ¥220 ¥240
セロテープストアテープ ST-I 4987167096847 ¥220 ¥240
ナイスタック一般タイプ NW-5S 4987167020583 ¥270 ¥300
ナイスタック一般タイプ NW-10S 49572728 ¥240 ¥260
ナイスタック一般タイプ NW-15S 49572711 ¥240 ¥260
ナイスタック一般タイプ NW-5SF 4987167020576 ¥270 ¥300
ナイスタック一般タイプ NW-10SF 4987167020507 ¥240 ¥260
ナイスタック一般タイプ NW-15SF 4987167020514 ¥240 ¥260
ナイスタック一般タイプ NW-5 4987167020958 ¥440 ¥480
ナイスタック一般タイプ NW-10 4987167000196 ¥400 ¥440
ナイスタック一般タイプ NW-15 4987167000202 ¥550 ¥600
ナイスタック一般タイプ NW-20 4987167000165 ¥400 ¥440
ナイスタック一般タイプ NW-25 4987167000172 ¥480 ¥520
ナイスタック一般タイプ NW-40 4987167000189 ¥790 ¥870
ナイスタック一般タイプ NW-50 4987167015695 ¥930 ¥1,000

品名 品番 JAN
メーカー希望小売価格（税抜）



2

現行価格 改定価格
品名 品番 JAN

メーカー希望小売価格（税抜）

ナイスタック一般タイプブンボックス NWBB-5 4987167059279 ¥4,840 ¥5,280
ナイスタック一般タイプブンボックス NWBB-10 4987167036140 ¥4,400 ¥4,840
ナイスタック一般タイプブンボックス NWBB-15 4987167036157 ¥4,950 ¥5,400
ナイスタック一般タイプブンボックス NWBB-20 4987167036164 ¥4,400 ¥4,840
ナイスタック一般タイプブンボックス NWBB-40 4987167036171 ¥4,400 ¥4,840
ナイスタック一般タイプビジネスパック NWBP-10 4987167046408 ¥2,300 ¥2,530
ナイスタック一般タイプビジネスパック NWBP-15 4987167046415 ¥3,150 ¥3,450
ナイスタック弱粘着タイプ NW-R15S 4987167009403 ¥240 ¥260
ナイスタック弱粘着タイプ NW-R15SF 4987167020521 ¥240 ¥260
ナイスタック弱粘着タイプ NW-R10 4987167020927 ¥400 ¥440
ナイスタック弱粘着タイプ NW-R15 4987167009410 ¥550 ¥600
ナイスタック弱粘着タイプ NW-R25 4987167009427 ¥480 ¥520
ナイスタック超強力タイプ NW-U7 4987167095239 ¥800 ¥880
ナイスタック超強力タイプ NW-U7SF 4987167095222 ¥550 ¥600
ナイスタック超強力タイプ NW-U15SF 4987167030261 ¥500 ¥550
ナイスタック超強力タイプ NW-U15 4987167054892 ¥720 ¥790
ナイスタック超強力タイプ NW-U25 4987167084868 ¥600 ¥660
ナイスタック強力タイプ NW-K15S 49572650 ¥240 ¥260
ナイスタック強力タイプブンボックス NWBB-K10 4987167063511 ¥4,400 ¥4,840
ナイスタック強力タイプブンボックス NWBB-K15 4987167063528 ¥4,950 ¥5,400
ナイスタック強力タイプ NW-K5 4987167095215 ¥440 ¥480
ナイスタック強力タイプ NW-K5SF 4987167095208 ¥270 ¥300
ナイスタック強力タイプ NW-K10 4987167000042 ¥400 ¥440
ナイスタック強力タイプ NW-K15 4987167000066 ¥550 ¥600
ナイスタック強力タイプ NW-K15SF 4987167020545 ¥240 ¥260
ナイスタック強力タイプ NW-K25 4987167000073 ¥480 ¥520
ナイスタックカーペット固定用 NW-F30 4987167046422 ¥500 ¥550
ナイスタックカーペット固定用 NW-F50 4987167046439 ¥720 ¥790
ナイスタック屋外掲示用ブンボックス NWBB-N20 4987167063566 ¥2,790 ¥3,060
ナイスタック屋外掲示用ブンボックス NWBB-N30 4987167063573 ¥3,960 ¥4,320
ナイスタック屋外掲示用 NW-N20 4987167000011 ¥310 ¥340
ナイスタック屋外掲示用 NW-N30 4987167000028 ¥440 ¥480
ナイスタック屋外掲示用 NW-N50 4987167000035 ¥660 ¥720
ナイスタック粗面・凹凸面に貼りやすいタイプ NW-P15 4987167018832 ¥550 ¥600
ナイスタック粗面・凹凸面に貼りやすいタイプ NW-P15SF 4987167020552 ¥310 ¥340
ナイスタックはく離紙がはがしやすいタイプブンボックス NWBB-DE15 4987167063559 ¥4,950 ¥5,400
ナイスタックはく離紙がはがしやすいタイプ NW-DE15 4987167059989 ¥550 ¥600
ナイスタックしっかり貼れてはがしやすいタイプブンボックス NWBB-H10 4987167063535 ¥4,400 ¥4,840
ナイスタックしっかり貼れてはがしやすいタイプブンボックス NWBB-H15 4987167063542 ¥4,950 ¥5,400
ナイスタックしっかり貼れてはがしやすいタイプ NW-H5 4987167095192 ¥440 ¥480
ナイスタックしっかり貼れてはがしやすいタイプ NW-H5SF 4987167095185 ¥270 ¥300
ナイスタックしっかり貼れてはがしやすいタイプ NW-H10 4987167041700 ¥400 ¥440
ナイスタックしっかり貼れてはがしやすいタイプ NW-H15 4987167041694 ¥550 ¥600
ナイスタックしっかり貼れてはがしやすいタイプ NW-H15SF 4987167041717 ¥240 ¥260
ナイスタックしっかり貼れてはがしやすいタイプ NW-H25 4987167060428 ¥480 ¥520
ナイスタックエコタイプ NW-10ECO 4987167054830 ¥400 ¥440
ナイスタックエコタイプ NW-15ECO 4987167054847 ¥550 ¥600
ナイスタックエコタイプブンボックス NWBB-10ECO 4987167054854 ¥4,400 ¥4,840
ナイスタックエコタイプブンボックス NWBB-15ECO 4987167054861 ¥4,950 ¥5,400
ナイスタック布・手芸工作用 NW-NU15 4987167052126 ¥550 ¥600
ナイスタック布・手芸工作用 NW-NU15SF 4987167052119 ¥240 ¥260
ナイスタック皮革・ゴム・プラスチック用 NW-PK15 4987167046385 ¥550 ¥600
ナイスタック皮革・ゴム・プラスチック用 NW-PK15SF 4987167046392 ¥240 ¥260
ナイスタック耐水タイプ NW-G15 4987167084899 ¥770 ¥850
ナイスタック耐水タイプ NW-G15SF 4987167020538 ¥550 ¥600
ナイスタックプラスチック用 NW-UP15 4987167054915 ¥720 ¥790
ナイスタックプラスチック用 NW-UP15SF 4987167054908 ¥500 ¥550
ナイスタック木材工作用 NW-M15 4987167054816 ¥550 ¥600
ナイスタック木材工作用 NW-M15SF 4987167054823 ¥240 ¥260
ナイスタック透明タイプ NW-C15 4987167084905 ¥550 ¥600
ナイスタック透明タイプ NW-C15SF 4987167084912 ¥270 ¥300
ナイスタックハンドカッター詰替式（一般タイプ） NW-10CS 4987167069599 ¥260 ¥290
ナイスタックハンドカッター詰替式（一般タイプ） NW-15C 4987167069575 ¥600 ¥660
ナイスタックハンドカッター詰替式（一般タイプ） NW-15CS 4987167069582 ¥350 ¥390
ナイスタックハンドカッター詰替式（強力タイプ） NW-K15C 4987167069605 ¥600 ¥660
ナイスタックハンドカッター詰替式（強力タイプ） NW-K15CS 4987167069612 ¥330 ¥360
ナイスタックテサパワーストリップ粘着フック HK-M03N 4987167083274 ¥420 ¥460
ナイスタックテサパワーストリップ粘着フック HK-S015N 4987167083298 ¥340 ¥370
ナイスタックテサパワーストリップ粘着フック HK-S03N 4987167083267 ¥420 ¥460
ナイスタックテサパワーストリップ粘着フック HK-T01N 4987167083281 ¥420 ¥460
ナイスタックテサパワーストリップ粘着タブ NWTB-M1N 4987167083205 ¥260 ¥280
ナイスタックテサパワーストリップ粘着タブ NWTB-M2N 4987167083243 ¥700 ¥770
ナイスタックテサパワーストリップ粘着タブ NWTB-P1N 4987167083212 ¥260 ¥280
ナイスタックテサパワーストリップ粘着タブ NWTB-P2N 4987167083250 ¥700 ¥770
ナイスタックテサパワーストリップ粘着タブ NWTB-S1N 4987167083199 ¥260 ¥280
ナイスタックテサパワーストリップ粘着タブ NWTB-S2N 4987167083236 ¥700 ¥770
ナイスタックテサパワーストリップ粘着タブ NWTB-T1N 4987167083229 ¥260 ¥280
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布強力両面テープ H855-25 4987167062637 ¥600 ¥660
カベタック粘着ピン KW-211 4987167018849 ¥220 ¥240
カベタック粘着シート KW-231 4987167018856 ¥220 ¥240
カベタック粘着シート KW-232 4987167018863 ¥220 ¥240
テープはがし強力タイプ TH-K220 4987167048464 ¥880 ¥960
テープはがし強力タイプ TH-K50 4987167048457 ¥660 ¥720
テープはがしプラスチック用 TH-P220 4987167050788 ¥880 ¥960
テープはがしプラスチック用 TH-P50 4987167050771 ¥660 ¥720
ビニールテープ VT-19 4987167150006 ¥150 ¥170
ビニールテープ VT-191 4987167150013 ¥150 ¥170
ビニールテープ VT-1911 4987167002749 ¥150 ¥170
ビニールテープ VT-1913 4987167002756 ¥150 ¥170
ビニールテープ VT-1915 4987167002763 ¥150 ¥170
ビニールテープ VT-1916 4987167002770 ¥150 ¥170
ビニールテープ VT-1917 4987167002787 ¥150 ¥170
ビニールテープ VT-1918 4987167002794 ¥150 ¥170
ビニールテープ VT-192 4987167002701 ¥150 ¥170
ビニールテープ VT-193 4987167002718 ¥150 ¥170
ビニールテープ VT-194 4987167002725 ¥150 ¥170
ビニールテープ VT-195 4987167002732 ¥150 ¥170
ビニールテープ VT-196 4987167150068 ¥150 ¥170
ビニールテープ VT-38 4987167005351 ¥300 ¥330
ビニールテープ VT-381 4987167005368 ¥300 ¥330
ビニールテープ VT-3813 4987167018481 ¥300 ¥330
ビニールテープ VT-3817 4987167005405 ¥300 ¥330
ビニールテープ VT-382 4987167005375 ¥300 ¥330
ビニールテープ VT-383 4987167018443 ¥300 ¥330
ビニールテープ VT-384 4987167018467 ¥300 ¥330
ビニールテープ VT-385 4987167005382 ¥300 ¥330
ビニールテープ VT-386 4987167005399 ¥300 ¥330
ビニールテープ VT-50 4987167005412 ¥380 ¥410
ビニールテープ VT-501 4987167005429 ¥380 ¥410
ビニールテープ VT-5013 4987167018498 ¥380 ¥410
ビニールテープ VT-5017 4987167005467 ¥380 ¥410
ビニールテープ VT-502 4987167005436 ¥380 ¥410
ビニールテープ VT-503 4987167018450 ¥380 ¥410
ビニールテープ VT-504 4987167018474 ¥380 ¥410
ビニールテープ VT-505 4987167005443 ¥380 ¥410
ビニールテープ VT-506 4987167005450 ¥380 ¥410
布粘着テープ強力くん NN-405 4987167003005 ¥350 ¥390
布粘着テープ強力くん NN-406 4987167003012 ¥350 ¥390
布粘着テープ強力くん NN-407 4987167003029 ¥350 ¥390
オートテーパー TCE-100 4987167010768 ¥9,500 ¥10,000
オートテーパー TCE-200 4987167015046 ¥19,500 ¥20,500
オートテーパー TCE-700 4987167032395 ¥61,500 ¥67,500
バッグシーラー BS-2200 4987167055813 ¥3,500 ¥3,850
バッグシーラー BS-2700 4987167037659 ¥22,000 ¥24,200
バッグシーラー BS-3200 4987167086145 ¥4,400 ¥4,850
ハンドカッター HC-50 4987167011260 ¥1,400 ¥1,550
ハンドカッター HC-75 4987167011277 ¥1,600 ¥1,750
ハンドカッター HCP-50 4987167030315 ¥650 ¥720
テープカッタータブメーカー TC-TB64 4987167067700 ¥2,000 ¥2,200
テープカッタータブメーカー TC-TB65 4987167067717 ¥2,000 ¥2,200
テープカッター小巻・大巻兼用 TC-C1 4987167031299 ¥800 ¥880
テープカッター小巻・大巻兼用 TC-C2 4987167031305 ¥800 ¥880
テープカッター直線美大巻用 TC-CB5 4987167058760 ¥2,200 ¥2,500
テープカッター直線美大巻用 TC-CB6 4987167058777 ¥2,200 ¥2,500
テープカッター直線美小巻用 TC-CBK5 4987167061623 ¥1,800 ¥2,000
テープカッター直線美小巻用 TC-CBK6 4987167061630 ¥1,800 ¥2,000
テープカッター直線美forBusiness TC-CBE5 4987167067915 オープン オープン
テープカッター直線美forBusiness TC-CBE6 4987167067922 オープン オープン
セルバインド背貼り製本機 SB-100 4987167026516 ¥53,000 ¥58,000
セルバインド背貼り製本機 SB-100K 4987167066970 ¥53,000 ¥58,000
セルバインド背貼り製本機　替え刃 SB-CUT 4987167026752 ¥330 ¥400
セルバインド背貼り製本機　カッターマット SB-MAT 4987167026745 ¥660 ¥800
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