
フィルムルックス株式会社商品価格表
フィルムルックス609 （透明度抜群のロングセラーフィルム） 補修クリアテープ　（センタースリット入　補修テープ）　シリーズ

品番 ＪＡＮ 品名・サイズ 税抜価格 税込価格 品番 ＪＡＮ サイズ 税抜価格 税込価格
10001 4945011100010  32cm×1.5m ¥690 ¥759 00500 4945011005001  32mm×30ｍ ¥1,900 ¥2,090
10002 4945011100027  50cm×  2m ¥1,300 ¥1,430 00560 4945011005605 マガジンホールド　50枚入り ¥1,250 ¥1,375
10003 4945011100034  文庫用 ・10枚入（18cm×26cm） ¥710 ¥781 00561 4945011005612 マガジンホールド　250枚入り ¥5,800 ¥6,380
10005 4945011100058  新書用 ・10枚入（20cm×26cm） ¥790 ¥869
10007 4945011100072  Ｂ6判用・10枚入（22cm×32cm） ¥1,100 ¥1,210 フィルムプラストＰ （粘着付き透明度の高い極薄中性紙補修テープ）
10009 4945011100096  Ａ5判用・10枚入（25cm×37cm） ¥1,460 ¥1,606 品番 ＪＡＮ サイズ 税抜価格 税込価格
10011 4945011100119  Ｂ5判用・10枚入（44cm×32cm） ¥2,200 ¥2,420 00104 4945011001041  2ｃｍ ×50ｍ ¥2,700 ¥2,970
10004 4945011100041  文庫用 ・50枚入 ¥3,300 ¥3,630 00105 4945011001058  4ｃｍ ×50ｍ ¥4,300 ¥4,730
10006 4945011100065  新書用 ・50枚入 ¥3,700 ¥4,070
10008 4945011100089  Ｂ6判用・50枚入 ¥5,200 ¥5,720 ペーパーエイド （プラストＰの個人向けサイズ）
10010 4945011100102  Ａ5判用・50枚入 ¥6,800 ¥7,480 品番 ＪＡＮ サイズ 税抜価格 税込価格
10012 4945011100126  Ｂ5判用・50枚入 ¥10,400 ¥11,440 00120 4945011001201  2ｃｍ×10ｍ ¥980 ¥1,078
10013 4945011100133     2cm ×50m ¥1,500 ¥1,650
10014 4945011100140     5cm ×25m ¥2,000 ¥2,200 フィルムプラストＰ90 （白色和紙状粘着付中性紙テープ）
10015 4945011100157   7.5cm×25m ¥2,800 ¥3,080 品番 ＪＡＮ サイズ 税抜価格 税込価格
10016 4945011100164    25cm×25m （Ａ5判） ¥7,300 ¥8,030 00107 4945011001072  2ｃｍ×50ｍ ¥2,700 ¥2,970
10017 4945011100171    32cm×25m （Ｂ5判） ¥9,300 ¥10,230 フィルムプラストＰ90プラス （Ｐ90の強粘着版）
10018 4945011100188    36cm×25m （Ａ4判） ¥10,500 ¥11,550 品番 ＪＡＮ サイズ 税抜価格 税込価格
10019 4945011100195    50cm×25m ¥14,500 ¥15,950 01863 4945011018636  2ｃｍ×50ｍ ¥2,700 ¥2,970
00020 4945011000204    64cm×25m ¥16,900 ¥18,590 アートエイド （Ｐ90プラスの個人向けサイズ）
00021 4945011000211  100cm×25m ¥26,400 ¥29,040 品番 ＪＡＮ サイズ 税抜価格 税込価格

00121 4945011001218  2ｃｍ×10ｍ ¥980 ¥1,078
ブックカバーＥ （お徳用ＰＰフィルム）

品番 ＪＡＮ サイズ 税抜価格 税込価格 フィルムプラストＳＨ （コシのある寒冷紗タイプの粘着付布テープ）
03301 4945011033011  19ｃｍ×50ｍ（文庫判） ¥5,900 ¥6,490 品番 ＪＡＮ サイズ 税抜価格 税込価格
03302 4945011033028  21ｃｍ×50ｍ（新書判） ¥6,500 ¥7,150 10115 4945011101154  2ｃｍ×25ｍ ¥2,100 ¥2,310
03303 4945011033035  25ｃｍ×50ｍ（Ａ5判） ¥7,800 ¥8,580 10133 4945011101338  3ｃｍ×25ｍ ¥3,300 ¥3,630
03304 4945011033042  28ｃｍ×50ｍ（菊判） ¥8,600 ¥9,460
03308 4945011033080  30cm×50m ¥9,300 ¥10,230 フィルムプラストＴ （粘着付布製テープ）
03305 4945011033059  32ｃｍ×50ｍ ¥10,400 ¥11,440 品番 ＪＡＮ サイズ・色 税抜価格 税込価格
03306 4945011033066  36ｃｍ×50ｍ（Ａ4判） ¥11,000 ¥12,100 10205 4945011102052  25ｍｍ×10ｍ　シロ ¥1,200 ¥1,320
03309 4945011033097  40cm×50m ¥12,400 ¥13,640 10215 4945011102151  38ｍｍ×10ｍ　シロ ¥1,750 ¥1,925
03307 4945011033073  50ｃｍ×50ｍ ¥16,400 ¥18,040 10224 4945011102243  50ｍｍ×10ｍ　クロ ¥2,200 ¥2,420

10225 4945011102250  50ｍｍ×10ｍ　シロ ¥2,200 ¥2,420
フィルムルックスソフトＰＰ （貼付直後の貼りなおし可能）

品番 ＪＡＮ サイズ 税抜価格 税込価格 布製本テープＴ （8色の粘着付布製テープ）
01001 4945011010012  32ｃｍ× 2ｍ ¥950 ¥1,045 品番 ＪＡＮ サイズ・色 税抜価格 税込価格
01011 4945011010111    5ｃｍ×25ｍ ¥2,300 ¥2,530 01201 4945011012016  30ｍｍ×10ｍ　ブルー ¥1,650 ¥1,815
01012 4945011010128  7.5ｃｍ×25ｍ ¥3,300 ¥3,630 01202 4945011012023  30ｍｍ×10ｍ　レッド ¥1,650 ¥1,815
26282 4945011262824  26ｃｍ×25ｍ（Ａ5判） ¥8,500 ¥9,350 01203 4945011012030  30ｍｍ×10ｍ　グリーン ¥1,650 ¥1,815
26283 4945011262831  28ｃｍ×25ｍ（菊判） ¥9,100 ¥10,010 01204 4945011012047  30ｍｍ×10ｍ　クロ ¥1,650 ¥1,815
26285 4945011262855  32ｃｍ×25ｍ（Ｂ5判） ¥10,300 ¥11,330 01205 4945011012054  30ｍｍ×10ｍ　シロ ¥1,650 ¥1,815
26287 4945011262879  36ｃｍ×25ｍ（Ａ4判） ¥11,700 ¥12,870 01206 4945011012061  30ｍｍ×10ｍ　グレー ¥1,650 ¥1,815
26288 4945011262886  41ｃｍ×25ｍ（Ａ3判） ¥13,300 ¥14,630 01207 4945011012078  30ｍｍ×10ｍ　ブラウン ¥1,650 ¥1,815
26289 4945011262893  61ｃｍ×25ｍ（大型絵本） ¥19,700 ¥21,670 01208 4945011012085  30ｍｍ×10ｍ　イエロー ¥1,650 ¥1,815

キャンバステープＴ （額装装飾テープ）
フィルムマット （つや消しフィルム） 品番 ＪＡＮ サイズ・色 税抜価格 税込価格

品番 ＪＡＮ サイズ 税抜価格 税込価格 01234 4945011012344  30mm×10m　黒 ¥1,650 ¥1,815
01000 4945011010005  32ｃｍ ×1.5ｍ ¥900 ¥990 01235 4945011012351  30mm×10m　白 ¥1,650 ¥1,815
10104 4945011101048  29ｃｍ × 25ｍ ¥12,000 ¥13,200 01236 4945011012368  30mm×10m　灰 ¥1,650 ¥1,815
10102 4945011101024  62ｃｍ × 25ｍ ¥30,000 ¥33,000 01254 4945011012542  50mm×10m　黒 ¥2,200 ¥2,420
10103 4945011101031  124ｃｍ× 25ｍ ¥58,000 ¥63,800 01255 4945011012559  50mm×10m　白 ¥2,200 ¥2,420

＊フィルムプラストＴ・布製本テープＴ・キャンバステープＴは
シールラミ （Ａ4サイズのカットフィルム3枚入）   同品質商品となります

品番 ＪＡＮ サイズ・入数 税抜価格 税込価格
11001 4945011110019  22ｃｍ×32ｃｍ　3枚入 ¥450 ¥495 グディ831 （強粘着中性紙両面テープ　基材：中性紙）

品番 ＪＡＮ サイズ 税抜価格 税込価格
26383 4945011263838   9mm ×30m ¥1,100 ¥1,210

Ｈ200 （厚みのあるハードタイプフィルム） 26384 4945011263845  19mm×30m ¥2,200 ¥2,420
品番 ＪＡＮ サイズ・入数 税抜価格 税込価格 26385 4945011263852  38mm×30m ¥3,850 ¥4,235
10113 4945011101130  Ａ4　20枚入 ¥3,700 ¥4,070 グディ870 （基材が無い両面粘着テープ　基材：無し）

品番 ＪＡＮ サイズ 税抜価格 税込価格
フィルムプラストR （酸化を防ぐホットラミネートシート） 10109 4945011101093  31cm×10m ¥5,500 ¥6,050

品番 ＪＡＮ サイズ 税抜価格 税込価格 26471 4945011264712  62cm×10m ¥11,000 ¥12,100
10140 4945011101406  31cm×50m ¥21,000 ¥23,100

グディドット （糊を取る事ができるアシッドフリーの粘着剤）
ラベル用 （ラベルの保護に） 品番 ＪＡＮ サイズ 税抜価格 税込価格

品番 ＪＡＮ 品名・サイズ・入数 税抜価格 税込価格 35157 4945011351573 2.5ｃｍｘ50ｍ ¥2,300 ¥2,530
10022 4945011100225  609　40ｍｍ×45ｍｍ 500枚 ¥2,600 ¥2,860 グディローラードット（ディスペンサー付きの剥がせる粘着糊）
02022 4945011020226  E　   40ｍｍ×60ｍｍ 500枚 ¥1,600 ¥1,760 品番 ＪＡＮ サイズ 税抜価格 税込価格

バーコード用 （バーコードの保護に） 35566 4945011355663 8.4mm×10ｍ ¥850 ¥935
品番 ＪＡＮ 品名・サイズ・入数 税抜価格 税込価格
10023 4945011100232  609　33ｍｍ×66ｍｍ 1000枚 ¥5,200 ¥5,720 ブックカバー用スクイージー
02023 4945011020233  E　   45ｍｍ×66ｍｍ 1000枚 ¥3,800 ¥4,180 品番 ＪＡＮ サイズ 税抜価格 税込価格

52010 4945011520108  300×50×5（mm） ¥2,200 ¥2,420
エフセル差込表示板ポケット付　（軽くて丈夫なエフセル素材）

品番 ＪＡＮ 色・入数・サイズ 税抜価格 税込価格 ブックグルー （水溶性の無酸性糊）
52005 4945011520054 イエロー　10枚入　242×35×362（mm） ¥4,900 ¥5,390 品番 ＪＡＮ 品名・サイズ 税抜価格 税込価格
52006 4945011520061 ブルー　　10枚入　242×35×362（mm） ¥4,900 ¥5,390 01538 4945011015383  1ｋｇ ¥4,800 ¥5,280
52007 4945011520078 グリーン　10枚入　242×35×362（mm） ¥4,900 ¥5,390 01539 4945011015390  ミニ　200ｇ ¥1,600 ¥1,760

代本板 キレイにはがせるカラーシート （弱粘着付シート。インクジェット対応）
品番 ＪＡＮ 品名・入数 税抜価格 税込価格 品番 ＪＡＮ サイズ・色・入数 税抜価格 税込価格
52012 4945011520122  代本板　10個入 ¥4,400 ¥4,840 51001 4945011510017  A4　8色　　　　 各10枚入り※ ¥5,600 ¥6,160
52013 4945011520139  代本板用ラベル 500枚入 ¥700 ¥770 51002 4945011510024  A4　シロ            20枚入り※ ¥1,500 ¥1,650

51003 4945011510031  A4　アサギ　　　  20枚入り※ ¥1,500 ¥1,650
グリッピングスタッフ （フェルトタイプの弱粘着両面シート）※ 51004 4945011510048  A4　ピンク　　　   20枚入り※ ¥1,500 ¥1,650

品番 ＪＡＮ 品名・サイズ 税抜価格 税込価格 51005 4945011510055  A4　クリーム　　  20枚入り※ ¥1,500 ¥1,650
02012 4945011020127  ﾎﾟｽﾀｰﾊﾟｯﾄﾞ 12枚入　ﾈｵｸﾞﾘｰﾝ※ ¥700 ¥770 51006 4945011510062  A4　キイロ　　　   20枚入り※ ¥1,500 ¥1,650
02015 4945011020158  ﾎﾟｽﾀｰﾊﾟｯﾄﾞ 12枚入　ｲｴﾛｰ※ ¥700 ¥770 51007 4945011510079  A4　オレンジ　　  20枚入り※ ¥1,500 ¥1,650
02016 4945011020165  ﾎﾟｽﾀｰﾊﾟｯﾄﾞ 12枚入　ｱｲﾎﾞﾘｰ※ ¥700 ¥770 51008 4945011510086  A4　ブルー　　　  20枚入り※ ¥1,500 ¥1,650
02046 4945011020462  ﾒﾓﾎﾞｰﾄﾞ　   4枚入　ｱｲﾎﾞﾘｰ※ ¥2,300 ¥2,530 51009 4945011510093  A4　ウグイス　　  20枚入り※ ¥1,500 ¥1,650

※在庫無くなり次第廃番となります。 ※在庫無くなり次第廃番となります。
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フィルムルックス株式会社商品価格表
セルフラベル （中性紙ベース・無酸水溶性糊使用） 写真保存用品

品番 ＪＡＮ 種類・色 税抜価格 税込価格 品番 ＪＡＮ 品名・サイズ 税抜価格 税込価格
10301 4945011103011 　3段細枠　300片　青 ¥650 ¥715 53001 4945011530015  保存写真用ｱﾙﾊﾞﾑﾍﾟｰｼﾞ  　 A4 5枚入 1ﾎﾟｹｯﾄ ¥1,600 ¥1,760
10302 4945011103028 　　　　 　     　赤 ¥650 ¥715 53002 4945011530022 A4 5枚入 2ﾎﾟｹｯﾄ ¥1,600 ¥1,760
10303 4945011103035 　　　　 　     　緑 ¥650 ¥715 53003 4945011530039 A4 5枚入 4ﾎﾟｹｯﾄ ¥1,600 ¥1,760
10304 4945011103042 　　　　 　     　紫 ¥650 ¥715 53004 4945011530046 A4 5枚入 7ﾎﾟｹｯﾄ ¥1,600 ¥1,760
10305 4945011103059 　　　 　　     　黄 ¥650 ¥715 53011 4945011530114  保存写真用ｱﾙﾊﾞﾑﾍﾟｰｼﾞ用ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰﾎﾞｯｸｽ ¥4,800 ¥5,280
10306 4945011103066 　　　　 　     　空 ¥650 ¥715 53021 4945011530213  資料保存用中性紙箱 ¥3,600 ¥3,960
10307 4945011103073 　　　　 　     　桃 ¥650 ¥715
10308 4945011103080 　　　 　　     　灰 ¥650 ¥715 デオサニーシリーズ
10309 4945011103097 　　　 　　     　茶 ¥650 ¥715 品番 ＪＡＮ 品名 税抜価格 税込価格
10310 4945011103103 　　　　 　     　黒 ¥650 ¥715 54002 4945011540021 貼って吊してデオドラントシート 3枚入 ¥600 ¥660
10311 4945011103110 　　　　 　     　橙 ¥650 ¥715 54021 4945011540212 D'TRAVELﾃﾞｵﾄﾞﾗﾝﾄｽﾀｯﾌﾊﾞｯｸﾞ持ち手付S ¥1,200 ¥1,320
10321 4945011103219 　3段太枠　300片　青 ¥650 ¥715 54022 4945011540229 D'TRAVELﾃﾞｵﾄﾞﾗﾝﾄｽﾀｯﾌﾊﾞｯｸﾞ持ち手付L ¥1,500 ¥1,650
10322 4945011103226 　　　　 　     　赤 ¥650 ¥715 54023 4945011540236 D'TRAVELﾃﾞｵﾄﾞﾗﾝﾄｽﾀｯﾌﾊﾞｯｸﾞﾘｭｯｸﾀｲﾌﾟL※ ¥1,600 ¥1,760
10323 4945011103233 　　　　 　     　緑 ¥650 ¥715 ※在庫無くなり次第廃番となります。
10324 4945011103240 　　　　 　     　紫 ¥650 ¥715
10325 4945011103257 　　　 　　     　黄 ¥650 ¥715 その他
10326 4945011103264 　　　　 　     　空 ¥650 ¥715 品番 ＪＡＮ 品名 税抜価格 税込価格
10327 4945011103271 　　　　 　     　桃 ¥650 ¥715 52014 4945011520146  ブックトラックコンパクト ¥49,500 ¥54,450
10328 4945011103288 　　　 　　     　灰 ¥650 ¥715 50100 4945011501008  Conservation Bath  5ℓ N ※ オープン価格
10329 4945011103295 　　　 　　     　茶 ¥650 ¥715 50101 4945011501015  Fixing Bath  5ℓ N ※ オープン価格
10330 4945011103301 　　　　 　     　黒 ¥650 ¥715 ※受注販売商品となります。
10331 4945011103318 　　　　 　     　橙 ¥650 ¥715
10381 4945011103813 　1段細枠  700片　赤 ¥1,650 ¥1,815 コリブリ （糊を使わないブックカバー作成機）
10382 4945011103820 　　　　 　     　青 ¥1,650 ¥1,815 品番 ＪＡＮ 品名・サイズ 税抜価格 税込価格
10383 4945011103837 　　　　 　　     黄 ¥1,650 ¥1,815 02150 4945011021506  コリブリ・e-ダビンチ 本体 ¥198,000 ¥217,800
10384 4945011103844 　　　 　　     　茶 ¥1,650 ¥1,815 02151 4945011021513  ウェルディングバー（e-ダビンチ用） ¥10,000 ¥11,000
10385 4945011103851 　　　　 　     　橙 ¥1,650 ¥1,815 02111 4945011021117 コリブリカバー・ ミニ250枚入（25ｃｍ×33ｃｍ）※ ¥25,000 ¥27,500
10386 4945011103868 　　　　 　     　緑 ¥1,650 ¥1,815 02113 4945011021131 　　  ビッグ125枚入（43ｃｍ×63ｃｍ）※ ¥16,250 ¥17,875
10387 4945011103875 　　　 　　     　紫 ¥1,650 ¥1,815 02131 4945011021315 コリブリカバー・ エコミニ250枚入（25ｃｍ×33ｃｍ） ¥26,500 ¥29,150
10388 4945011103882 　　　 　     　　空 ¥1,650 ¥1,815 02132 4945011021322 エコスタンダード250枚入（32ｃｍ×49ｃｍ） ¥29,000 ¥31,900
10389 4945011103899 　　　　 　     　桃 ¥1,650 ¥1,815 02133 4945011021339 　　  エコビッグ125枚入（43ｃｍ×63ｃｍ） ¥17,000 ¥18,700
10390 4945011103905 　　　　      　　灰 ¥1,650 ¥1,815 02101 4945011021018  ウェルディングバー（ポケット用）※ ¥9,000 ¥9,900
10371 4945011103714 　1段太枠 700片 　赤 ¥1,650 ¥1,815 ※在庫無くなり次第廃番となります。
10372 4945011103721 　　　　 　     　青 ¥1,650 ¥1,815
10373 4945011103738 　　　　 　     　黄 ¥1,650 ¥1,815 貴重資料保存袋 （PAT取得の1枚物資料用保存袋）※
10374 4945011103745 　　　 　　     　茶 ¥1,650 ¥1,815 品番 ＪＡＮ 品名・サイズ 税抜価格 税込価格
10375 4945011103752 　　　　 　     　橙 ¥1,650 ¥1,815 02116 4945011021162  A2対応サイズ 25枚入※ ¥5,000 ¥5,500
10376 4945011103769 　　　　 　     　緑 ¥1,650 ¥1,815 ※在庫無くなり次第廃番となります。
10377 4945011103776 　　　 　　     　紫 ¥1,650 ¥1,815
10378 4945011103783 　　　 　　     　空 ¥1,650 ¥1,815 貴重資料保存袋エコ （PAT取得の1枚物資料用保存袋のエコタイプ）
10379 4945011103790 　　　　 　     　桃 ¥1,650 ¥1,815 品番 ＪＡＮ 品名・サイズ 税抜価格 税込価格
10380 4945011103806 　　　　 　     　灰 ¥1,650 ¥1,815 02134 4945011021346  A4対応サイズ 50枚入 ¥4,000 ¥4,400
10361 4945011103615 　1段ベタ 700片 　赤 ¥1,650 ¥1,815 02135 4945011021353  A3対応サイズ 50枚入 ¥6,000 ¥6,600
10362 4945011103622 　　　　 　　     青 ¥1,650 ¥1,815 02136 4945011021360  A2対応サイズ 25枚入 ¥5,000 ¥5,500
10363 4945011103639 　　　　 　     　黄 ¥1,650 ¥1,815 02137 4945011021377  A1対応サイズ 25枚入 ¥8,750 ¥9,625
10364 4945011103646 　　　 　　     　茶 ¥1,650 ¥1,815
10365 4945011103653 　　　　 　     　橙 ¥1,650 ¥1,815
10366 4945011103660 　　　　 　     　緑 ¥1,650 ¥1,815 貴重資料保存袋用スマートボックス （アシッドフリーコルゲート容器）
10367 4945011103677 　　　 　　　     紫 ¥1,650 ¥1,815 品番 ＪＡＮ 品名・サイズ 税抜価格 税込価格
10368 4945011103684 　　　 　　     　空 ¥1,650 ¥1,815 02124 4945011021247  A4対応サイズ   （シェルタイプ） ¥1,200 ¥1,320
10369 4945011103691 　　　　      　　桃 ¥1,650 ¥1,815 02125 4945011021254  A3対応サイズ 　（シェルタイプ） ¥1,600 ¥1,760
10370 4945011103707 　　　　      　　灰 ¥1,650 ¥1,815 02126 4945011021261  A2対応サイズ 　（かぶせ箱） ¥3,200 ¥3,520
10411 4945011104117 　1段ＳＬ 700片 　赤 ¥1,650 ¥1,815 02127 4945011021278  A1対応サイズ 　（かぶせ箱） ¥8,100 ¥8,910
10412 4945011104124 　　　　 　     　青 ¥1,650 ¥1,815
10413 4945011104131 　　　　 　     　黄 ¥1,650 ¥1,815 CIRE 213 （革製本の保湿クリーム)
10414 4945011104148 　　　 　　     　茶 ¥1,650 ¥1,815 品番 ＪＡＮ サイズ 税抜価格 税込価格
10415 4945011104155 　　　　 　     　橙 ¥1,650 ¥1,815 01336 4945011013365  50ml ¥6,000 ¥6,600
10416 4945011104162 　　　　 　     　緑 ¥1,650 ¥1,815
10417 4945011104179 　　　 　     　　紫 ¥1,650 ¥1,815 ソラミミブックカバー （フェルト製耳の付いた文庫用ブックカバー）
10418 4945011104186 　　　 　     　　空 ¥1,650 ¥1,815 品番 ＪＡＮ 品名 税抜価格 税込価格
10419 4945011104193 　　　　      　　桃 ¥1,650 ¥1,815 52021 4945011520214 昼空 ¥900 ¥990
10420 4945011104209 　　　　      　　灰 ¥1,650 ¥1,815 52022 4945011520221 夕空 ¥900 ¥990
10461 4945011104612 　2段　400片　  　青 ¥2,100 ¥2,310 52023 4945011520238 夜空 ¥900 ¥990
10462 4945011104629 　　　　 　　　　 赤 ¥2,100 ¥2,310
10463 4945011104636 　　　　 　     　緑 ¥2,100 ¥2,310 旅するブックカバー （組み立てれば手紙を出せる文庫用ブックカバー）
10464 4945011104643 　　　 　　　     紫 ¥2,100 ¥2,310 品番 ＪＡＮ 品名 税抜価格 税込価格
10465 4945011104650 　　　　 　     　黄 ¥2,100 ¥2,310 52031 4945011520313 のる編 ¥350 ¥385
10466 4945011104667 　　　　 　     　空 ¥2,100 ¥2,310 52032 4945011520320 とく編 ¥350 ¥385
10467 4945011104674 　　　　 　     　桃 ¥2,100 ¥2,310 52033 4945011520337 ゆだねる編 ¥350 ¥385
10468 4945011104681 　　　 　　　     灰 ¥2,100 ¥2,310 52034 4945011520344 まとめる編 ¥350 ¥385
10469 4945011104698 　　　　 　     　茶 ¥2,100 ¥2,310
10470 4945011104704 　　　　　　      黒 ¥2,100 ¥2,310
10471 4945011104711 　　　　 　     　橙 ¥2,100 ¥2,310
10403 4945011104032 　1段白無地700片　8mm×20mm ¥1,650 ¥1,815
10404 4945011104049 　　　　　　 　　10mm×21mm ¥1,650 ¥1,815
10391 4945011103912 　20mm丸　400片 　赤 ¥1,350 ¥1,485
10392 4945011103929 　　　　 　　　　 青　　 ¥1,350 ¥1,485
10393 4945011103936 　　　　 　     　黄 ¥1,350 ¥1,485
10394 4945011103943 　　　 　　     　茶 ¥1,350 ¥1,485
10395 4945011103950 　　　　 　     　橙 ¥1,350 ¥1,485
10396 4945011103967 　　　　 　     　緑 ¥1,350 ¥1,485
10397 4945011103974 　　　 　　     　紫 ¥1,350 ¥1,485
10398 4945011103981 　　　 　　     　空 ¥1,350 ¥1,485
10399 4945011103998 　　　　 　     　桃 ¥1,350 ¥1,485
10400 4945011104001 　　　　　　      灰 ¥1,350 ¥1,485
10433 4945011104339   20mm丸  400片 　E　黄  ¥1,600 ¥1,760
10351 4945011103516 　禁帯出　　 300片 ¥650 ¥715
10352 4945011103523 　参考書　　 300片 ¥650 ¥715
10353 4945011103530 　教師用　　 300片 ¥650 ¥715

プリンター対応ラベル　
品番 ＪＡＮ 色・入数 税抜価格 税込価格
10501 4945011105015  3段　青 400片入 ¥2,900 ¥3,190
10502 4945011105022  3段　赤 400片入 ¥2,900 ¥3,190
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