
ページ 品 番 品  名 旧価格 新価格
5 4588 ブックキーパー木製棚用 ¥2,500 ¥3,000
7 SA-0141 スタンダード書架SA型 直立片面4段1連 ¥137,000 ¥191,800
7 SA-0142 スタンダード書架SA型 直立片面4段2連 ¥205,000 ¥287,000
7 SA-0151 スタンダード書架SA型 直立片面5段1連 ¥153,000 ¥214,200
7 SA-0152 スタンダード書架SA型 直立片面5段2連 ¥230,000 ¥322,000
7 SA-0161 スタンダード書架SA型 直立片面6段1連 ¥182,000 ¥254,800
7 SA-0162 スタンダード書架SA型 直立片面6段2連 ¥272,000 ¥380,800
7 SA-0171 スタンダード書架SA型 直立片面7段1連 ¥206,000 ¥288,400
7 SA-0172 スタンダード書架SA型 直立片面7段2連 ¥301,000 ¥421,400
7 SA-0241 スタンダード書架SA型 直立両面4段1連 ¥259,000 ¥305,600
7 SA-0242 スタンダード書架SA型 直立両面4段2連 ¥376,000 ¥526,400
7 SA-0251 スタンダード書架SA型 直立両面5段1連 ¥280,000 ¥330,400
7 SA-0252 スタンダード書架SA型 直立両面5段2連 ¥421,000 ¥589,400
7 SA-0261 スタンダード書架SA型 直立両面6段1連 ¥339,000 ¥400,000
7 SA-0262 スタンダード書架SA型 直立両面6段2連 ¥487,000 ¥633,100
7 SA-0271 スタンダード書架SA型 直立両面7段1連 ¥379,000 ¥447,200
7 SA-0272 スタンダード書架SA型 直立両面7段2連 ¥559,000 ¥726,700
7 SA-0141-C スタンダード書架SA型 直立片面4段1連 ブックサポート付 ¥154,000 ¥212,800
7 SA-0142-C スタンダード書架SA型 直立片面4段2連 ブックサポート付 ¥238,000 ¥328,000
7 SA-0151-C スタンダード書架SA型 直立片面5段1連 ブックサポート付 ¥174,000 ¥240,200
7 SA-0152-C スタンダード書架SA型 直立片面5段2連 ブックサポート付 ¥272,000 ¥374,000
7 SA-0161-C スタンダード書架SA型 直立片面6段1連 ブックサポート付 ¥207,000 ¥285,800
7 SA-0162-C スタンダード書架SA型 直立片面6段2連 ブックサポート付 ¥322,000 ¥442,800
7 SA-0171-C スタンダード書架SA型 直立片面7段1連 ブックサポート付 ¥236,000 ¥325,400
7 SA-0172-C スタンダード書架SA型 直立片面7段2連 ブックサポート付 ¥360,000 ¥494,400
7 SA-0241-C スタンダード書架SA型 直立両面4段1連 ブックサポート付 ¥292,000 ¥346,600
7 SA-0242-C スタンダード書架SA型 直立両面4段2連 ブックサポート付 ¥444,000 ¥610,400
7 SA-0251-C スタンダード書架SA型 直立両面5段1連 ブックサポート付 ¥322,000 ¥382,400
7 SA-0252-C スタンダード書架SA型 直立両面5段2連 ブックサポート付 ¥505,000 ¥693,400
7 SA-0261-C スタンダード書架SA型 直立両面6段1連 ブックサポート付 ¥389,000 ¥462,000
7 SA-0262-C スタンダード書架SA型 直立両面6段2連 ブックサポート付 ¥587,000 ¥757,100
7 SA-0271-C スタンダード書架SA型 直立両面7段1連 ブックサポート付 ¥437,000 ¥519,200
7 SA-0272-C スタンダード書架SA型 直立両面7段2連 ブックサポート付 ¥678,000 ¥873,700
8 SA-0341 スタンダード書架SA型 傾斜片面4段1連 ¥159,000 ¥226,000
8 SA-0342 スタンダード書架SA型 傾斜片面4段2連 ¥233,000 ¥326,200
8 SA-0351 スタンダード書架SA型 傾斜片面5段1連 ¥180,000 ¥234,000
8 SA-0352 スタンダード書架SA型 傾斜片面5段2連 ¥265,000 ¥371,000
8 SA-0361 スタンダード書架SA型 傾斜片面6段1連 ¥199,000 ¥268,700
8 SA-0362 スタンダード書架SA型 傾斜片面6段2連 ¥300,000 ¥420,000
8 SA-0371 スタンダード書架SA型 傾斜片面7段1連 ¥221,000 ¥298,500
8 SA-0372 スタンダード書架SA型 傾斜片面7段2連 ¥336,000 ¥470,400
8 SA-0441 スタンダード書架SA型 傾斜両面4段1連 ¥278,000 ¥333,600
8 SA-0442 スタンダード書架SA型 傾斜両面4段2連 ¥393,000 ¥550,000
8 SA-0451 スタンダード書架SA型 傾斜両面5段1連 ¥303,000 ¥363,600
8 SA-0452 スタンダード書架SA型 傾斜両面5段2連 ¥432,000 ¥604,800
8 SA-0461 スタンダード書架SA型 傾斜両面6段1連 ¥346,000 ¥415,200
8 SA-0462 スタンダード書架SA型 傾斜両面6段2連 ¥500,000 ¥700,000
8 SA-0471 スタンダード書架SA型 傾斜両面7段1連 ¥403,000 ¥483,000
8 SA-0472 スタンダード書架SA型 傾斜両面7段2連 ¥568,000 ¥767,000
8 SA-0341-C スタンダード書架SA型 傾斜片面4段1連 ブックサポート付 ¥176,000 ¥247,000
8 SA-0342-C スタンダード書架SA型 傾斜片面4段2連 ブックサポート付 ¥266,000 ¥367,200
8 SA-0351-C スタンダード書架SA型 傾斜片面5段1連 ブックサポート付 ¥201,000 ¥260,000
8 SA-0352-C スタンダード書架SA型 傾斜片面5段2連 ブックサポート付 ¥307,000 ¥423,000
8 SA-0361-C スタンダード書架SA型 傾斜片面6段1連 ブックサポート付 ¥225,000 ¥299,700
8 SA-0362-C スタンダード書架SA型 傾斜片面6段2連 ブックサポート付 ¥351,000 ¥482,000
8 SA-0371-C スタンダード書架SA型 傾斜片面7段1連 ブックサポート付 ¥250,000 ¥335,500
8 SA-0372-C スタンダード書架SA型 傾斜片面7段2連 ブックサポート付 ¥396,000 ¥543,400



ページ 品 番 品  名 旧価格 新価格
8 SA-0441-C スタンダード書架SA型 傾斜両面4段1連 ブックサポート付 ¥312,000 ¥374,600
8 SA-0442-C スタンダード書架SA型 傾斜両面4段2連 ブックサポート付 ¥460,000 ¥634,000
8 SA-0451-C スタンダード書架SA型 傾斜両面5段1連 ブックサポート付 ¥345,000 ¥415,600
8 SA-0452-C スタンダード書架SA型 傾斜両面5段2連 ブックサポート付 ¥516,000 ¥708,800
8 SA-0461-C スタンダード書架SA型 傾斜両面6段1連 ブックサポート付 ¥397,000 ¥477,200
8 SA-0462-C スタンダード書架SA型 傾斜両面6段2連 ブックサポート付 ¥600,000 ¥824,000
8 SA-0471-C スタンダード書架SA型 傾斜両面7段1連 ブックサポート付 ¥462,000 ¥555,000
8 SA-0472-C スタンダード書架SA型 傾斜両面7段2連 ブックサポート付 ¥686,000 ¥914,000
9 SA-0121 スタンダード書架SA型 直立片面2段1連 ¥105,000 ¥147,000
9 SA-0122 スタンダード書架SA型 直立片面2段2連 ¥160,000 ¥224,000
9 SA-0131 スタンダード書架SA型 直立片面3段1連 ¥128,000 ¥179,200
9 SA-0132 スタンダード書架SA型 直立片面3段2連 ¥181,000 ¥253,400
9 SA-0221 スタンダード書架SA型 直立両面2段1連 ¥198,000 ¥237,600
9 SA-0222 スタンダード書架SA型 直立両面2段2連 ¥286,000 ¥400,400
9 SA-0231 スタンダード書架SA型 直立両面3段1連 ¥218,000 ¥261,600
9 SA-0232 スタンダード書架SA型 直立両面3段2連 ¥318,000 ¥445,200
10 SA-0331 スタンダード書架SA型 傾斜片面3段1連 ¥140,000 ¥182,000
10 SA-0332 スタンダード書架SA型 傾斜片面3段2連 ¥193,000 ¥251,000
10 SA-0431 スタンダード書架SA型 傾斜両面3段1連 ¥248,000 ¥334,800
10 SA-0432 スタンダード書架SA型 傾斜両面3段2連 ¥352,000 ¥492,800
10 SA-0321 スタンダード書架SA型 全傾斜片面2段1連 ¥118,000 ¥165,200
10 SA-0322 スタンダード書架SA型 全傾斜片面2段2連 ¥163,000 ¥228,200
10 SA-0531 スタンダード書架SA型 全傾斜片面3段1連 ¥138,000 ¥193,200
10 SA-0532 スタンダード書架SA型 全傾斜片面3段2連 ¥192,000 ¥268,800
10 SA-0421 スタンダード書架SA型 全傾斜両面2段1連 ¥220,000 ¥264,000
10 SA-0422 スタンダード書架SA型 全傾斜両面2段2連 ¥307,000 ¥429,800
10 SA-0631 スタンダード書架SA型 全傾斜両面3段1連 ¥245,000 ¥294,000
10 SA-0632 スタンダード書架SA型 全傾斜両面3段2連 ¥339,000 ¥474,600
11 SB-0141 スタンダード書架SB型 直立片面4段1連 ¥135,000 ¥189,000
11 SB-0142 スタンダード書架SB型 直立片面4段2連 ¥204,000 ¥285,600
11 SB-0151 スタンダード書架SB型 直立片面5段1連 ¥151,000 ¥211,400
11 SB-0152 スタンダード書架SB型 直立片面5段2連 ¥227,000 ¥317,800
11 SB-0161 スタンダード書架SB型 直立片面6段1連 ¥180,000 ¥252,000
11 SB-0162 スタンダード書架SB型 直立片面6段2連 ¥269,000 ¥376,600
11 SB-0171 スタンダード書架SB型 直立片面7段1連 ¥204,000 ¥285,600
11 SB-0172 スタンダード書架SB型 直立片面7段2連 ¥300,000 ¥420,000
11 SB-0241 スタンダード書架SB型 直立両面4段1連 ¥254,000 ¥299,800
11 SB-0242 スタンダード書架SB型 直立両面4段2連 ¥370,000 ¥518,000
11 SB-0251 スタンダード書架SB型 直立両面5段1連 ¥275,000 ¥324,500
11 SB-0252 スタンダード書架SB型 直立両面5段2連 ¥415,000 ¥581,000
11 SB-0261 スタンダード書架SB型 直立両面6段1連 ¥332,000 ¥391,800
11 SB-0262 スタンダード書架SB型 直立両面6段2連 ¥474,000 ¥616,200
11 SB-0271 スタンダード書架SB型 直立両面7段1連 ¥373,000 ¥440,000
11 SB-0272 スタンダード書架SB型 直立両面7段2連 ¥552,000 ¥717,600
11 SB-0141-C スタンダード書架SB型 直立片面4段1連 ブックサポート付 ¥152,000 ¥210,000
11 SB-0142-C スタンダード書架SB型 直立片面4段2連 ブックサポート付 ¥237,000 ¥326,600
11 SB-0151-C スタンダード書架SB型 直立片面5段1連 ブックサポート付 ¥172,000 ¥237,400
11 SB-0152-C スタンダード書架SB型 直立片面5段2連 ブックサポート付 ¥270,000 ¥370,800
11 SB-0161-C スタンダード書架SB型 直立片面6段1連 ブックサポート付 ¥205,000 ¥283,000
11 SB-0162-C スタンダード書架SB型 直立片面6段2連 ブックサポート付 ¥319,000 ¥438,600
11 SB-0171-C スタンダード書架SB型 直立片面7段1連 ブックサポート付 ¥234,000 ¥322,600
11 SB-0172-C スタンダード書架SB型 直立片面7段2連 ブックサポート付 ¥358,000 ¥492,000
11 SB-0241-C スタンダード書架SB型 直立両面4段1連 ブックサポート付 ¥288,000 ¥341,800
11 SB-0242-C スタンダード書架SB型 直立両面4段2連 ブックサポート付 ¥437,000 ¥601,000
11 SB-0251-C スタンダード書架SB型 直立両面5段1連 ブックサポート付 ¥317,000 ¥376,500
11 SB-0252-C スタンダード書架SB型 直立両面5段2連 ブックサポート付 ¥500,000 ¥686,000
11 SB-0261-C スタンダード書架SB型 直立両面6段1連 ブックサポート付 ¥383,000 ¥454,800



ページ 品 番 品  名 旧価格 新価格
11 SB-0262-C スタンダード書架SB型 直立両面6段2連 ブックサポート付 ¥574,000 ¥740,200
11 SB-0271-C スタンダード書架SB型 直立両面7段1連 ブックサポート付 ¥432,000 ¥513,000
11 SB-0272-C スタンダード書架SB型 直立両面7段2連 ブックサポート付 ¥670,000 ¥863,600
12 SB-0341 スタンダード書架SB型 傾斜片面4段1連 ¥158,000 ¥221,200
12 SB-0342 スタンダード書架SB型 傾斜片面4段2連 ¥230,000 ¥322,000
12 SB-0351 スタンダード書架SB型 傾斜片面5段1連 ¥178,000 ¥230,000
12 SB-0352 スタンダード書架SB型 傾斜片面5段2連 ¥262,000 ¥366,800
12 SB-0361 スタンダード書架SB型 傾斜片面6段1連 ¥197,000 ¥266,000
12 SB-0362 スタンダード書架SB型 傾斜片面6段2連 ¥297,000 ¥415,800
12 SB-0371 スタンダード書架SB型 傾斜片面7段1連 ¥219,000 ¥296,000
12 SB-0372 スタンダード書架SB型 傾斜片面7段2連 ¥333,000 ¥466,200
12 SB-0441 スタンダード書架SB型 傾斜両面4段1連 ¥273,000 ¥328,000
12 SB-0442 スタンダード書架SB型 傾斜両面4段2連 ¥385,000 ¥539,000
12 SB-0451 スタンダード書架SB型 傾斜両面5段1連 ¥297,000 ¥350,500
12 SB-0452 スタンダード書架SB型 傾斜両面5段2連 ¥424,000 ¥593,600
12 SB-0461 スタンダード書架SB型 傾斜両面6段1連 ¥339,000 ¥400,000
12 SB-0462 スタンダード書架SB型 傾斜両面6段2連 ¥490,000 ¥637,000
12 SB-0471 スタンダード書架SB型 傾斜両面7段1連 ¥393,000 ¥463,700
12 SB-0472 スタンダード書架SB型 傾斜両面7段2連 ¥555,000 ¥721,500
12 SB-0341-C スタンダード書架SB型 傾斜片面4段1連 ブックサポート付 ¥174,000 ¥242,200
12 SB-0342-C スタンダード書架SB型 傾斜片面4段2連 ブックサポート付 ¥264,000 ¥363,000
12 SB-0351-C スタンダード書架SB型 傾斜片面5段1連 ブックサポート付 ¥199,000 ¥256,000
12 SB-0352-C スタンダード書架SB型 傾斜片面5段2連 ブックサポート付 ¥304,000 ¥419,800
12 SB-0361-C スタンダード書架SB型 傾斜片面6段1連 ブックサポート付 ¥223,000 ¥297,000
12 SB-0362-C スタンダード書架SB型 傾斜片面6段2連 ブックサポート付 ¥347,000 ¥477,800
12 SB-0371-C スタンダード書架SB型 傾斜片面7段1連 ブックサポート付 ¥249,000 ¥333,000
12 SB-0372-C スタンダード書架SB型 傾斜片面7段2連 ブックサポート付 ¥392,000 ¥538,200
12 SB-0441-C スタンダード書架SB型 傾斜両面4段1連 ブックサポート付 ¥306,000 ¥370,000
12 SB-0442-C スタンダード書架SB型 傾斜両面4段2連 ブックサポート付 ¥453,000 ¥622,000
12 SB-0451-C スタンダード書架SB型 傾斜両面5段1連 ブックサポート付 ¥339,000 ¥402,000
12 SB-0452-C スタンダード書架SB型 傾斜両面5段2連 ブックサポート付 ¥508,000 ¥698,600
12 SB-0461-C スタンダード書架SB型 傾斜両面6段1連 ブックサポート付 ¥390,000 ¥463,000
12 SB-0462-C スタンダード書架SB型 傾斜両面6段2連 ブックサポート付 ¥590,000 ¥761,000
12 SB-0471-C スタンダード書架SB型 傾斜両面7段1連 ブックサポート付 ¥452,000 ¥536,700
12 SB-0472-C スタンダード書架SB型 傾斜両面7段2連 ブックサポート付 ¥674,000 ¥867,500
13 SB-0121 スタンダード書架SB型 直立片面2段1連 ¥104,000 ¥145,600
13 SB-0122 スタンダード書架SB型 直立片面2段2連 ¥158,000 ¥221,200
13 SB-0131 スタンダード書架SB型 直立片面3段1連 ¥127,000 ¥177,800
13 SB-0132 スタンダード書架SB型 直立片面3段2連 ¥179,000 ¥250,600
13 SB-0221 スタンダード書架SB型 直立両面2段1連 ¥194,000 ¥232,800
13 SB-0222 スタンダード書架SB型 直立両面2段2連 ¥280,000 ¥392,000
13 SB-0231 スタンダード書架SB型 直立両面3段1連 ¥213,000 ¥255,600
13 SB-0232 スタンダード書架SB型 直立両面3段2連 ¥313,000 ¥438,200
14 SB-0331 スタンダード書架SB型 傾斜片面3段1連 ¥138,000 ¥179,400
14 SB-0332 スタンダード書架SB型 傾斜片面3段2連 ¥191,000 ¥248,300
14 SB-0431 スタンダード書架SB型 傾斜両面3段1連 ¥243,000 ¥328,000
14 SB-0432 スタンダード書架SB型 傾斜両面3段2連 ¥345,000 ¥483,000
14 SB-0321 スタンダード書架SB型 全傾斜片面2段1連 ¥117,000 ¥163,800
14 SB-0322 スタンダード書架SB型 全傾斜片面2段2連 ¥162,000 ¥226,800
14 SB-0531 スタンダード書架SB型 全傾斜片面3段1連 ¥137,000 ¥191,800
14 SB-0532 スタンダード書架SB型 全傾斜片面3段2連 ¥190,000 ¥266,000
14 SB-0421 スタンダード書架SB型 全傾斜両面2段1連 ¥216,000 ¥259,200
14 SB-0422 スタンダード書架SB型 全傾斜両面2段2連 ¥302,000 ¥422,800
14 SB-0631 スタンダード書架SB型 全傾斜両面3段1連 ¥236,000 ¥283,200
14 SB-0632 スタンダード書架SB型 全傾斜両面3段2連 ¥332,000 ¥464,800
15 SC-0151 文庫・新書用書架SC型 直立片面5段1連 ¥145,000 ¥203,000
15 SC-0152 文庫・新書用書架SC型 直立片面5段2連 ¥222,000 ¥310,800



ページ 品 番 品  名 旧価格 新価格
15 SC-0161 文庫・新書用書架SC型 直立片面6段1連 ¥162,000 ¥226,800
15 SC-0162 文庫・新書用書架SC型 直立片面6段2連 ¥239,000 ¥334,600
15 SC-0171 文庫・新書用書架SC型 直立片面7段1連 ¥173,000 ¥242,200
15 SC-0172 文庫・新書用書架SC型 直立片面7段2連 ¥262,000 ¥366,800
15 SC-0181 文庫・新書用書架SC型 直立片面8段1連 ¥198,000 ¥277,200
15 SC-0182 文庫・新書用書架SC型 直立片面8段2連 ¥303,000 ¥424,200
15 SC-0191 文庫・新書用書架SC型 直立片面9段1連 ¥223,000 ¥312,200
15 SC-0192 文庫・新書用書架SC型 直立片面9段2連 ¥324,000 ¥453,600
15 SC-0251 文庫・新書用書架SC型 直立両面5段1連 ¥250,000 ¥350,000
15 SC-0252 文庫・新書用書架SC型 直立両面5段2連 ¥381,000 ¥533,400
15 SC-0261 文庫・新書用書架SC型 直立両面6段1連 ¥270,000 ¥378,000
15 SC-0262 文庫・新書用書架SC型 直立両面6段2連 ¥415,000 ¥581,000
15 SC-0271 文庫・新書用書架SC型 直立両面7段1連 ¥291,000 ¥407,400
15 SC-0272 文庫・新書用書架SC型 直立両面7段2連 ¥438,000 ¥613,200
15 SC-0281 文庫・新書用書架SC型 直立両面8段1連 ¥336,000 ¥470,400
15 SC-0282 文庫・新書用書架SC型 直立両面8段2連 ¥529,000 ¥740,600
15 SC-0291 文庫・新書用書架SC型 直立両面9段1連 ¥390,000 ¥546,000
15 SC-0292 文庫・新書用書架SC型 直立両面9段2連 ¥583,000 ¥816,200
16 SC-0131 文庫・新書用書架SC型 直立片面3段1連 ¥119,000 ¥166,600
16 SC-0132 文庫・新書用書架SC型 直立片面3段2連 ¥176,000 ¥246,400
16 SC-0141 文庫・新書用書架SC型 直立片面4段1連 ¥134,000 ¥187,600
16 SC-0142 文庫・新書用書架SC型 直立片面4段2連 ¥197,000 ¥275,800
16 SC-0231 文庫・新書用書架SC型 直立両面3段1連 ¥195,000 ¥273,000
16 SC-0232 文庫・新書用書架SC型 直立両面3段2連 ¥298,000 ¥417,200
16 SC-0241 文庫・新書用書架SC型 直立両面4段1連 ¥212,000 ¥296,800
16 SC-0242 文庫・新書用書架SC型 直立両面4段2連 ¥313,000 ¥438,200
17 SC-0351 文庫・新書用書架SC型 傾斜片面5段1連 ¥165,000 ¥231,000
17 SC-0352 文庫・新書用書架SC型 傾斜片面5段2連 ¥250,000 ¥350,000
17 SC-0361 文庫・新書用書架SC型 傾斜片面6段1連 ¥183,000 ¥256,200
17 SC-0362 文庫・新書用書架SC型 傾斜片面6段2連 ¥274,000 ¥383,600
17 SC-0371 文庫・新書用書架SC型 傾斜片面7段1連 ¥194,000 ¥271,600
17 SC-0372 文庫・新書用書架SC型 傾斜片面7段2連 ¥297,000 ¥415,800
17 SC-0381 文庫・新書用書架SC型 傾斜片面8段1連 ¥225,000 ¥315,000
17 SC-0382 文庫・新書用書架SC型 傾斜片面8段2連 ¥345,000 ¥483,000
17 SC-0391 文庫・新書用書架SC型 傾斜片面9段1連 ¥246,000 ¥344,000
17 SC-0392 文庫・新書用書架SC型 傾斜片面9段2連 ¥379,000 ¥530,600
17 SC-0451 文庫・新書用書架SC型 傾斜両面5段1連 ¥294,000 ¥411,600
17 SC-0452 文庫・新書用書架SC型 傾斜両面5段2連 ¥408,000 ¥571,200
17 SC-0461 文庫・新書用書架SC型 傾斜両面6段1連 ¥314,000 ¥439,600
17 SC-0462 文庫・新書用書架SC型 傾斜両面6段2連 ¥429,000 ¥600,600
17 SC-0471 文庫・新書用書架SC型 傾斜両面7段1連 ¥336,000 ¥470,400
17 SC-0472 文庫・新書用書架SC型 傾斜両面7段2連 ¥473,000 ¥662,200
17 SC-0481 文庫・新書用書架SC型 傾斜両面8段1連 ¥374,000 ¥523,600
17 SC-0482 文庫・新書用書架SC型 傾斜両面8段2連 ¥525,000 ¥735,000
17 SC-0491 文庫・新書用書架SC型 傾斜両面9段1連 ¥410,000 ¥574,000
17 SC-0492 文庫・新書用書架SC型 傾斜両面9段2連 ¥577,000 ¥807,800
18 SC-0341 文庫・新書用書架SC型 傾斜片面4段1連 ¥153,000 ¥214,200
18 SC-0342 文庫・新書用書架SC型 傾斜片面4段2連 ¥225,000 ¥315,000
18 SC-0441 文庫・新書用書架SC型 傾斜両面4段1連 ¥262,000 ¥366,800
18 SC-0442 文庫・新書用書架SC型 傾斜両面4段2連 ¥353,000 ¥494,200
18 SC-0331 文庫・新書用書架SC型 全傾斜片面3段1連 ¥128,000 ¥179,200
18 SC-0332 文庫・新書用書架SC型 全傾斜片面3段2連 ¥185,000 ¥259,000
18 SC-0541 文庫・新書用書架SC型 全傾斜片面4段1連 ¥142,000 ¥198,800
18 SC-0542 文庫・新書用書架SC型 全傾斜片面4段2連 ¥214,000 ¥299,600
18 SC-0431 文庫・新書用書架SC型 全傾斜両面3段1連 ¥253,000 ¥354,200
18 SC-0432 文庫・新書用書架SC型 全傾斜両面3段2連 ¥329,000 ¥460,600
18 SC-0641 文庫・新書用書架SC型 全傾斜両面4段1連 ¥261,000 ¥365,400



ページ 品 番 品  名 旧価格 新価格
18 SC-0642 文庫・新書用書架SC型 全傾斜両面4段2連 ¥352,000 ¥492,800

8・10 3604 標準棚板 A4判用 ¥11,000 ¥13,000
12・14 3605 標準棚板 B5判用 ¥10,600 ¥12,500
16・18 3601 標準棚板 文庫新書用 ¥10,200 ¥12,000

19 9921 大型本用書架 直立片面2段3連 ¥292,000 ¥408,800
19 9931 大型本用書架 直立片面3段3連 ¥342,000 ¥478,800
19 9924 大型本用書架 直立両面2段3連 ¥496,000 ¥694,400
19 9934 大型本用書架 直立両面3段3連 ¥574,000 ¥803,600
19 9882 文庫用両面書架（固定棚式） ¥375,000 ¥525,000
19 9500 スタンダード書架SA型 上置き台 ¥135,000 ¥189,000
20 9680 ガラス戸付き書架S型 直立片面3段1連 ¥237,000 お問い合わせください。

20 9684 ガラス戸付き書架S型 直立片面6段1連 ¥457,000 お問い合わせください。

20 9681 ガラス戸付き書架S型 直立両面3段1連 ¥402,000 お問い合わせください。

20 9685 ガラス戸付き書架S型 直立両面6段1連 ¥779,000 お問い合わせください。

20 9682 ガラス戸付き書架L型 直立片面3段1連 ¥299,000 お問い合わせください。

20 9686 ガラス戸付き書架L型 直立片面6段1連 ¥577,000 お問い合わせください。

20 9683 ガラス戸付き書架L型 直立両面3段1連 ¥500,000 お問い合わせください。

20 9687 ガラス戸付き書架L型 直立両面6段1連 ¥963,000 お問い合わせください。

20 7798 スライド式書架A型 ¥387,000 お問い合わせください。

21 RA-3610 棚板(ラクーナ書架用) ¥7,200 ¥9,200
21 RA-3611 棚板背付き(ラクーナ書架用) ¥7,500 ¥9,500
22 RA-1121 ラクーナ書架 直立片面 1連 2段 ¥48,000 ¥61,800
22 RA-1131 ラクーナ書架 直立片面 1連 3段 ¥56,500 ¥79,000
22 RA-1141 ラクーナ書架 直立片面 1連 4段 ¥76,500 ¥97,600
22 RA-1151 ラクーナ書架 直立片面 1連 5段 ¥90,000 ¥114,400
22 RA-1122 ラクーナ書架 直立片面 2連 2段 ¥90,500 ¥119,000
22 RA-1132 ラクーナ書架 直立片面 2連 3段 ¥111,900 ¥153,400
22 RA-1142 ラクーナ書架 直立片面 2連 4段 ¥142,900 ¥186,500
22 RA-1152 ラクーナ書架 直立片面 2連 5段 ¥168,000 ¥218,000
22 RA-1123 ラクーナ書架 直立片面 3連 2段 ¥133,000 ¥176,200
22 RA-1133 ラクーナ書架 直立片面 3連 3段 ¥167,300 ¥227,800
22 RA-1143 ラクーナ書架 直立片面 3連 4段 ¥209,300 ¥275,400
22 RA-1153 ラクーナ書架 直立片面 3連 5段 ¥246,000 ¥321,600
22 RA-1321 ラクーナ書架 傾斜片面 1連 2段 ¥66,000 お問い合わせください。

22 RA-1331 ラクーナ書架 傾斜片面 1連 3段 ¥80,000 ¥109,000
22 RA-1341 ラクーナ書架 傾斜片面 1連 4段 ¥98,000 ¥129,000
22 RA-1351 ラクーナ書架 傾斜片面 1連 5段 ¥117,000 お問い合わせください。

22 RA-1322 ラクーナ書架 傾斜片面 2連 2段 ¥118,000 お問い合わせください。

22 RA-1332 ラクーナ書架 傾斜片面 2連 3段 ¥149,500 ¥200,000
22 RA-1342 ラクーナ書架 傾斜片面 2連 4段 ¥180,600 ¥236,000
22 RA-1352 ラクーナ書架 傾斜片面 2連 5段 ¥211,200 お問い合わせください。

22 RA-1323 ラクーナ書架 傾斜片面 3連 2段 ¥170,000 お問い合わせください。

22 RA-1333 ラクーナ書架 傾斜片面 3連 3段 ¥219,000 ¥291,000
22 RA-1343 ラクーナ書架 傾斜片面 3連 4段 ¥263,200 ¥343,000
22 RA-1353 ラクーナ書架 傾斜片面 3連 5段 ¥305,400 お問い合わせください。

22 RS-1151 ラクーナ書架 直立側面用(5段) ¥83,000 ¥110,000
22 4165 展示用金具セット ¥5,000 ¥5,500
27 BA-0331 ブラケット書架BA型 側板付 片面3段基本部 ¥120,000 ¥138,000
27 BA-0341 ブラケット書架BA型 側板付 片面4段基本部 ¥129,000 ¥148,000
27 BA-0351 ブラケット書架BA型 側板付 片面5段基本部 ¥136,000 ¥156,400
27 BA-0361 ブラケット書架BA型 側板付 片面6段基本部 ¥145,000 ¥166,700
27 BA-0371 ブラケット書架BA型 側板付 片面7段基本部 ¥163,000 ¥187,400
27 BA-0381 ブラケット書架BA型 側板付 片面8段基本部 ¥180,000 ¥207,000
27 BA-0332 ブラケット書架BA型 側板付 片面3段連結部 ¥48,000 ¥50,400
27 BA-0342 ブラケット書架BA型 側板付 片面4段連結部 ¥51,000 ¥53,600
27 BA-0352 ブラケット書架BA型 側板付 片面5段連結部 ¥54,000 ¥56,700
27 BA-0362 ブラケット書架BA型 側板付 片面6段連結部 ¥58,000 ¥60,900



ページ 品 番 品  名 旧価格 新価格
27 BA-0372 ブラケット書架BA型 側板付 片面7段連結部 ¥66,000 ¥69,300
27 BA-0382 ブラケット書架BA型 側板付 片面8段連結部 ¥70,000 ¥73,500
28 BA-0431 ブラケット書架BA型 側板付 両面3段基本部 ¥209,000 ¥240,000
28 BA-0441 ブラケット書架BA型 側板付 両面4段基本部 ¥221,000 ¥254,100
28 BA-0451 ブラケット書架BA型 側板付 両面5段基本部 ¥232,000 ¥266,800
28 BA-0461 ブラケット書架BA型 側板付 両面6段基本部 ¥243,000 ¥279,400
28 BA-0471 ブラケット書架BA型 側板付 両面7段基本部 ¥273,000 ¥313,900
28 BA-0481 ブラケット書架BA型 側板付 両面8段基本部 ¥299,000 ¥343,800
28 BA-0432 ブラケット書架BA型 側板付 両面3段連結部 ¥74,000 ¥77,700
28 BA-0442 ブラケット書架BA型 側板付 両面4段連結部 ¥80,000 ¥84,000
28 BA-0452 ブラケット書架BA型 側板付 両面5段連結部 ¥86,000 ¥90,300
28 BA-0462 ブラケット書架BA型 側板付 両面6段連結部 ¥92,000 ¥96,600
28 BA-0472 ブラケット書架BA型 側板付 両面7段連結部 ¥105,000 ¥110,200
28 BA-0482 ブラケット書架BA型 側板付 両面8段連結部 ¥114,000 ¥119,700
29 BA-0131 ブラケット書架BA型 片面3段基本部 ¥59,000 ¥62,000
29 BA-0141 ブラケット書架BA型 片面4段基本部 ¥63,000 ¥66,200
29 BA-0151 ブラケット書架BA型 片面5段基本部 ¥66,000 ¥69,300
29 BA-0161 ブラケット書架BA型 片面6段基本部 ¥69,000 ¥72,800
29 BA-0171 ブラケット書架BA型 片面7段基本部 ¥79,000 ¥83,000
29 BA-0181 ブラケット書架BA型 片面8段基本部 ¥91,000 ¥95,600
29 BA-0132 ブラケット書架BA型 片面3段連結部 ¥42,000 ¥44,400
29 BA-0142 ブラケット書架BA型 片面4段連結部 ¥45,000 ¥47,600
29 BA-0152 ブラケット書架BA型 片面5段連結部 ¥48,000 ¥50,700
29 BA-0162 ブラケット書架BA型 片面6段連結部 ¥52,000 ¥54,900
29 BA-0172 ブラケット書架BA型 片面7段連結部 ¥60,000 ¥63,300
29 BA-0182 ブラケット書架BA型 片面8段連結部 ¥64,000 ¥67,500
30 BA-0231 ブラケット書架BA型 両面3段基本部 ¥79,000 ¥83,000
30 BA-0241 ブラケット書架BA型 両面4段基本部 ¥86,000 ¥90,300
30 BA-0251 ブラケット書架BA型 両面5段基本部 ¥93,000 ¥97,700
30 BA-0261 ブラケット書架BA型 両面6段基本部 ¥99,000 ¥104,000
30 BA-0271 ブラケット書架BA型 両面7段基本部 ¥111,000 ¥116,600
30 BA-0281 ブラケット書架BA型 両面8段基本部 ¥129,000 ¥135,000
30 BA-0232 ブラケット書架BA型 両面3段連結部 ¥62,000 ¥65,700
30 BA-0242 ブラケット書架BA型 両面4段連結部 ¥68,000 ¥72,000
30 BA-0252 ブラケット書架BA型 両面5段連結部 ¥74,000 ¥78,300
30 BA-0262 ブラケット書架BA型 両面6段連結部 ¥80,000 ¥84,600
30 BA-0272 ブラケット書架BA型 両面7段連結部 ¥93,000 ¥98,200
30 BA-0282 ブラケット書架BA型 両面8段連結部 ¥102,000 ¥107,700
31 BC-0341 ブラケット文庫新書用書架BC型 側板付 片面4段基本部 ¥126,000 ¥138,600
31 BC-0351 ブラケット文庫新書用書架BC型 側板付 片面5段基本部 ¥135,000 ¥148,500
31 BC-0361 ブラケット文庫新書用書架BC型 側板付 片面6段基本部 ¥144,000 ¥158,400
31 BC-0371 ブラケット文庫新書用書架BC型 側板付 片面7段基本部 ¥157,000 ¥172,700
31 BC-0381 ブラケット文庫新書用書架BC型 側板付 片面8段基本部 ¥173,000 ¥190,300
31 BC-0391 ブラケット文庫新書用書架BC型 側板付 片面9段基本部 ¥192,000 ¥211,200
31 BC-0342 ブラケット文庫新書用書架BC型 側板付 片面4段連結部 ¥48,000 ¥50,400
31 BC-0352 ブラケット文庫新書用書架BC型 側板付 片面5段連結部 ¥52,000 ¥54,600
31 BC-0362 ブラケット文庫新書用書架BC型 側板付 片面6段連結部 ¥55,000 ¥57,800
31 BC-0372 ブラケット文庫新書用書架BC型 側板付 片面7段連結部 ¥60,000 ¥63,000
31 BC-0382 ブラケット文庫新書用書架BC型 側板付 片面8段連結部 ¥67,000 ¥70,400
31 BC-0392 ブラケット文庫新書用書架BC型 側板付 片面9段連結部 ¥76,000 ¥79,800
32 BC-0441 ブラケット文庫新書用書架BC型 側板付 両面4段基本部 ¥220,000 ¥242,000
32 BC-0451 ブラケット文庫新書用書架BC型 側板付 両面5段基本部 ¥232,000 ¥255,200
32 BC-0461 ブラケット文庫新書用書架BC型 側板付 両面6段基本部 ¥243,000 ¥267,300
32 BC-0471 ブラケット文庫新書用書架BC型 側板付 両面7段基本部 ¥257,000 ¥282,700
32 BC-0481 ブラケット文庫新書用書架BC型 側板付 両面8段基本部 ¥287,000 ¥315,700
32 BC-0491 ブラケット文庫新書用書架BC型 側板付 両面9段基本部 ¥318,000 ¥349,800
32 BC-0442 ブラケット文庫新書用書架BC型 側板付 両面4段連結部 ¥75,000 ¥78,800
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32 BC-0452 ブラケット文庫新書用書架BC型 側板付 両面5段連結部 ¥82,000 ¥86,100
32 BC-0462 ブラケット文庫新書用書架BC型 側板付 両面6段連結部 ¥88,000 ¥92,400
32 BC-0472 ブラケット文庫新書用書架BC型 側板付 両面7段連結部 ¥95,000 ¥99,800
32 BC-0482 ブラケット文庫新書用書架BC型 側板付 両面8段連結部 ¥109,000 ¥114,500
32 BC-0492 ブラケット文庫新書用書架BC型 側板付 両面9段連結部 ¥122,000 ¥128,100
33 BC-0141 ブラケット文庫新書用書架BC型 片面4段基本部 ¥62,000 ¥65,100
33 BC-0151 ブラケット文庫新書用書架BC型 片面5段基本部 ¥65,000 ¥68,300
33 BC-0161 ブラケット文庫新書用書架BC型 片面6段基本部 ¥69,000 ¥72,500
33 BC-0171 ブラケット文庫新書用書架BC型 片面7段基本部 ¥73,000 ¥76,700
33 BC-0181 ブラケット文庫新書用書架BC型 片面8段基本部 ¥86,000 ¥90,300
33 BC-0191 ブラケット文庫新書用書架BC型 片面9段基本部 ¥99,000 ¥104,000
33 BC-0142 ブラケット文庫新書用書架BC型 片面4段連結部 ¥43,000 ¥45,400
33 BC-0152 ブラケット文庫新書用書架BC型 片面5段連結部 ¥47,000 ¥49,600
33 BC-0162 ブラケット文庫新書用書架BC型 片面6段連結部 ¥50,000 ¥52,800
33 BC-0172 ブラケット文庫新書用書架BC型 片面7段連結部 ¥55,000 ¥58,000
33 BC-0182 ブラケット文庫新書用書架BC型 片面8段連結部 ¥62,000 ¥65,400
33 BC-0192 ブラケット文庫新書用書架BC型 片面9段連結部 ¥71,000 ¥74,800
34 BC-0241 ブラケット文庫新書用書架BC型 両面4段基本部 ¥82,000 ¥86,100
34 BC-0251 ブラケット文庫新書用書架BC型 両面5段基本部 ¥89,000 ¥93,500
34 BC-0261 ブラケット文庫新書用書架BC型 両面6段基本部 ¥96,000 ¥100,800
34 BC-0271 ブラケット文庫新書用書架BC型 両面7段基本部 ¥103,000 ¥108,200
34 BC-0281 ブラケット文庫新書用書架BC型 両面8段基本部 ¥116,000 ¥121,800
34 BC-0291 ブラケット文庫新書用書架BC型 両面9段基本部 ¥133,000 ¥139,700
34 BC-0242 ブラケット文庫新書用書架BC型 両面4段連結部 ¥65,000 ¥68,800
34 BC-0252 ブラケット文庫新書用書架BC型 両面5段連結部 ¥72,000 ¥76,100
34 BC-0262 ブラケット文庫新書用書架BC型 両面6段連結部 ¥78,000 ¥82,400
34 BC-0272 ブラケット文庫新書用書架BC型 両面7段連結部 ¥85,000 ¥89,800
34 BC-0282 ブラケット文庫新書用書架BC型 両面8段連結部 ¥99,000 ¥104,500
34 BC-0292 ブラケット文庫新書用書架BC型 両面9段連結部 ¥112,000 ¥118,100
36 IS-36A IS書架Aタイプ基本 単式6段 ¥38,500 ¥44,300
36 IS-37A IS書架Aタイプ基本 単式7段 ¥43,300 ¥49,800
36 IS-38A IS書架Aタイプ基本 単式8段 ¥48,200 ¥55,500
36 IS-39A IS書架Aタイプ基本 単式9段 ¥52,900 ¥60,900
36 IS-31A IS書架Aタイプ基本 単式10段 ¥57,800 ¥66,500
36 IS-361A IS書架Aタイプ連結 単式6段 ¥29,800 ¥34,300
36 IS-371A IS書架Aタイプ連結 単式7段 ¥33,600 ¥38,700
36 IS-381A IS書架Aタイプ連結 単式8段 ¥37,300 ¥42,900
36 IS-391A IS書架Aタイプ連結 単式9段 ¥40,900 ¥47,100
36 IS-311A IS書架Aタイプ連結 単式10段 ¥44,700 ¥51,500
36 IS-46A IS書架Aタイプ基本 複式6段 ¥64,200 ¥73,900
36 IS-47A IS書架Aタイプ基本 複式7段 ¥72,800 ¥83,800
36 IS-48A IS書架Aタイプ基本 複式8段 ¥81,300 ¥93,500
36 IS-49A IS書架Aタイプ基本 複式9段 ¥89,900 ¥103,400
36 IS-41A IS書架Aタイプ基本 複式10段 ¥98,300 ¥113,100
36 IS-461A IS書架Aタイプ連結 複式6段 ¥51,500 ¥59,300
36 IS-471A IS書架Aタイプ連結 複式7段 ¥58,300 ¥67,100
36 IS-481A IS書架Aタイプ連結 複式8段 ¥65,000 ¥74,800
36 IS-491A IS書架Aタイプ連結 複式9段 ¥71,800 ¥82,600
36 IS-411A IS書架Aタイプ連結 複式10段 ¥78,700 ¥90,600
36 IS-36AL IS書架ALタイプ基本 単式5段 ¥38,200 ¥44,000
36 IS-37AL IS書架ALタイプ基本 単式6段 ¥43,300 ¥49,800
36 IS-38AL IS書架ALタイプ基本 単式7段 ¥48,600 ¥55,900
36 IS-39AL IS書架ALタイプ基本 単式8段 ¥53,700 ¥61,800
36 IS-31AL IS書架ALタイプ基本 単式9段 ¥59,000 ¥67,900
36 IS-361AL IS書架ALタイプ連結 単式5段 ¥29,500 ¥34,000
36 IS-371AL IS書架ALタイプ連結 単式6段 ¥33,400 ¥38,500
36 IS-381AL IS書架ALタイプ連結 単式7段 ¥37,500 ¥43,200



ページ 品 番 品  名 旧価格 新価格
36 IS-391AL IS書架ALタイプ連結 単式8段 ¥41,500 ¥47,800
36 IS-311AL IS書架ALタイプ連結 単式9段 ¥45,700 ¥52,600
36 IS-46AL IS書架ALタイプ基本 複式5段 ¥63,700 ¥73,300
36 IS-47AL IS書架ALタイプ基本 複式6段 ¥72,800 ¥83,800
36 IS-48AL IS書架ALタイプ基本 複式7段 ¥82,100 ¥94,500
36 IS-49AL IS書架ALタイプ基本 複式8段 ¥91,200 ¥104,900
36 IS-41AL IS書架ALタイプ基本 複式9段 ¥100,400 ¥115,500
36 IS-461AL IS書架ALタイプ連結 複式5段 ¥50,600 ¥58,200
36 IS-471AL IS書架ALタイプ連結 複式6段 ¥58,200 ¥67,000
36 IS-481AL IS書架ALタイプ連結 複式7段 ¥65,700 ¥75,600
36 IS-491AL IS書架ALタイプ連結 複式8段 ¥73,000 ¥84,000
36 IS-411AL IS書架ALタイプ連結 複式9段 ¥80,500 ¥92,600
36 IS-36B IS書架Bタイプ基本 単式5段 ¥43,900 ¥50,500
36 IS-37B IS書架Bタイプ基本 単式6段 ¥49,900 ¥57,400
36 IS-38B IS書架Bタイプ基本 単式7段 ¥56,100 ¥64,600
36 IS-39B IS書架Bタイプ基本 単式8段 ¥62,200 ¥71,600
36 IS-31B IS書架Bタイプ基本 単式9段 ¥68,200 ¥78,500
36 IS-361B IS書架Bタイプ連結 単式5段 ¥35,000 ¥40,300
36 IS-371B IS書架Bタイプ連結 単式6段 ¥39,900 ¥45,900
36 IS-381B IS書架Bタイプ連結 単式7段 ¥44,900 ¥51,700
36 IS-391B IS書架Bタイプ連結 単式8段 ¥49,800 ¥57,300
36 IS-311B IS書架Bタイプ連結 単式9段 ¥54,800 ¥63,100
36 IS-46B IS書架Bタイプ基本 複式5段 ¥74,600 ¥85,800
36 IS-47B IS書架Bタイプ基本 複式6段 ¥85,700 ¥98,600
36 IS-48B IS書架Bタイプ基本 複式7段 ¥96,700 ¥111,300
36 IS-49B IS書架Bタイプ基本 複式8段 ¥107,900 ¥124,100
36 IS-41B IS書架Bタイプ基本 複式9段 ¥118,900 ¥136,800
36 IS-461B IS書架Bタイプ連結 複式5段 ¥61,300 ¥70,500
36 IS-471B IS書架Bタイプ連結 複式6段 ¥70,600 ¥81,200
36 IS-481B IS書架Bタイプ連結 複式7段 ¥80,900 ¥93,100
36 IS-491B IS書架Bタイプ連結 複式8段 ¥89,300 ¥102,700
36 IS-411B IS書架Bタイプ連結 複式9段 ¥98,700 ¥113,600
36 IS-36BL IS書架BLタイプ基本 単式4段 ¥46,500 ¥53,500
36 IS-37BL IS書架BLタイプ基本 単式5段 ¥53,900 ¥62,000
36 IS-38BL IS書架BLタイプ基本 単式6段 ¥61,300 ¥70,500
36 IS-39BL IS書架BLタイプ基本 単式7段 ¥68,600 ¥78,900
36 IS-361BL IS書架BLタイプ連結 単式4段 ¥37,300 ¥42,900
36 IS-371BL IS書架BLタイプ連結 単式5段 ¥43,600 ¥50,200
36 IS-381BL IS書架BLタイプ連結 単式6段 ¥49,700 ¥57,200
36 IS-391BL IS書架BLタイプ連結 単式7段 ¥56,100 ¥64,600
36 IS-46BL IS書架BLタイプ基本 複式4段 ¥79,300 ¥91,200
36 IS-47BL IS書架BLタイプ基本 複式5段 ¥93,000 ¥107,000
36 IS-48BL IS書架BLタイプ基本 複式6段 ¥106,700 ¥122,800
36 IS-49BL IS書架BLタイプ基本 複式7段 ¥120,200 ¥138,300
36 IS-461BL IS書架BLタイプ連結 複式4段 ¥65,600 ¥75,500
36 IS-471BL IS書架BLタイプ連結 複式5段 ¥77,400 ¥89,100
36 IS-481BL IS書架BLタイプ連結 複式6段 ¥89,200 ¥102,600
36 IS-491BL IS書架BLタイプ連結 複式7段 ¥101,200 ¥116,400
37 IB-170 IB書架 単柱式 基本 単式 7段 ¥51,000 ¥58,700
37 IB-180 IB書架 単柱式 基本 単式 8段 ¥56,400 ¥64,900
37 IB-190 IB書架 単柱式 基本 単式 9段 ¥67,300 ¥77,400
37 IB-110 IB書架 単柱式 基本 単式 10段 ¥73,800 ¥84,900
37 IB-1701 IB書架 単柱式 連結 単式 7段 ¥35,500 ¥40,900
37 IB-1801 IB書架 単柱式 連結 単式 8段 ¥39,200 ¥45,100
37 IB-1901 IB書架 単柱式 連結 単式 9段 ¥44,700 ¥51,500
37 IB-1101 IB書架 単柱式 連結 単式 10段 ¥48,600 ¥55,900
37 IB-270 IB書架 単柱式 基本 複式 7段 ¥73,000 ¥84,000



ページ 品 番 品  名 旧価格 新価格
37 IB-280 IB書架 単柱式 基本 複式 8段 ¥81,400 ¥93,700
37 IB-290 IB書架 単柱式 基本 複式 9段 ¥95,300 ¥109,600
37 IB-210 IB書架 単柱式 基本 複式 10段 ¥104,600 ¥120,300
37 IB-2701 IB書架 単柱式 連結 複式 7段 ¥57,500 ¥66,200
37 IB-2801 IB書架 単柱式 連結 複式 8段 ¥64,100 ¥73,800
37 IB-2901 IB書架 単柱式 連結 複式 9段 ¥72,500 ¥83,400
37 IB-2101 IB書架 単柱式 連結 複式 10段 ¥79,400 ¥91,400
38 IU-36A IU書架 複柱式 ボルトレス D262 基本 5段 ¥34,800 ¥40,100
38 IU-37A IU書架 複柱式 ボルトレス D262 基本 6段 ¥38,900 ¥44,800
38 IU-361A IU書架 複柱式 ボルトレス D262 複式 5段 ¥30,800 ¥35,500
38 IU-371A IU書架 複柱式 ボルトレス D262 複式 6段 ¥34,300 ¥39,500
38 IU-36B IU書架 複柱式 ボルトレス D342 基本 5段 ¥41,100 ¥47,300
38 IU-37B IU書架 複柱式 ボルトレス D342 基本 6段 ¥46,600 ¥53,600
38 IU-361B IU書架 複柱式 ボルトレス D342 複式 5段 ¥37,200 ¥42,800
38 IU-371B IU書架 複柱式 ボルトレス D342 複式 6段 ¥42,000 ¥48,300
38 IU-36C IU書架 複柱式 ボルトレス D432 基本 5段 ¥42,700 ¥49,200
38 IU-37C IU書架 複柱式 ボルトレス D432 基本 6段 ¥49,200 ¥56,600
38 IU-361C IU書架 複柱式 ボルトレス D432 複式 5段 ¥38,700 ¥44,600
38 IU-371C IU書架 複柱式 ボルトレス D432 複式 6段 ¥44,600 ¥51,300
39 HM-2260 HM 22用 スチール書架 複柱式 基本(単式) 6段 ¥42,000 ¥45,090
39 HM-2270 HM 22用 スチール書架 複柱式 基本(単式) 7段 ¥46,140 ¥49,570
39 HM-2261 HM 22用 スチール書架 複柱式 連結(単式) 6段 ¥31,670 ¥34,010
39 HM-2271 HM 22用 スチール書架 複柱式 連結(単式) 7段 ¥35,010 ¥37,610
39 HM-2260D HM 22用 スチール書架 複柱式 基本(複式) 6段 ¥69,140 ¥74,290
39 HM-2270D HM 22用 スチール書架 複柱式 基本(複式) 7段 ¥76,620 ¥82,370
39 HM-2261D HM 22用 スチール書架 複柱式 連結(複式) 6段 ¥53,760 ¥57,750
39 HM-2271D HM 22用 スチール書架 複柱式 連結(複式) 7段 ¥60,040 ¥64,510
39 HM-2450 HM 24用 スチール書架 複柱式 基本(単式) 6段 ¥40,540 ¥43,590
39 HM-2460 HM 24用 スチール書架 複柱式 基本(単式) 7段 ¥44,840 ¥48,260
39 HM-2451 HM 24用 スチール書架 複柱式 連結(単式) 6段 ¥30,140 ¥32,440
39 HM-2461 HM 24用 スチール書架 複柱式 連結(単式) 7段 ¥33,640 ¥54,610
39 HM-2450D HM 24用 スチール書架 複柱式 基本(複式) 6段 ¥66,220 ¥71,250
39 HM-2460D HM 24用 スチール書架 複柱式 基本(複式) 7段 ¥74,020 ¥79,710
39 HM-2451D HM 24用 スチール書架 複柱式 連結(複式) 6段 ¥50,700 ¥54,610
39 HM-2461D HM 24用 スチール書架 複柱式 連結(複式) 7段 ¥57,300 ¥61,750
41 9335 天板 木製(ブラケット書架用) 片面1連用 ¥25,000 ¥28,800
41 9336 天板 木製(ブラケット書架用) 片面2連用 ¥35,000 ¥40,300
41 9337 天板 木製(ブラケット書架用) 両面1連用 ¥39,000 ¥44,900
41 9338 天板 木製(ブラケット書架用) 両面2連用 ¥53,000 ¥61,000
41 9446 天板 木製(ブラケット文庫新書用) 片面1連用 ¥19,000 ¥20,900
41 9447 天板 木製(ブラケット文庫新書用) 片面2連用 ¥32,000 ¥35,200
41 9448 天板 木製(ブラケット文庫新書用) 両面1連用 ¥25,000 ¥27,500
41 9449 天板 木製(ブラケット文庫新書用) 両面2連用 ¥44,000 ¥48,400
41 9444 天板 スチール製(ブラケット書架用) 片面1連用 ¥6,000 ¥6,300
41 9445 天板 スチール製(ブラケット書架用) 両面1連用 ¥12,000 ¥12,600
41 9450 天板 スチール製(ブラケット文庫新書用) 片面1連用 ¥5,200 ¥5,400
41 9451 天板 スチール製(ブラケット文庫新書用) 両面1連用 ¥10,400 ¥10,800
41 9440 ブラケット書架用棚板 （木製） ¥14,000 廃番
41 9442 ブラケット書架用棚板 文庫新書用 （木製） ¥13,000 廃番
41 9441 ブラケット書架用棚板 （スチール製） ¥4,000 ¥4,200
41 9443 ブラケット書架用棚板 文庫新書用 （スチール製） ¥3,800 ¥4,000
41 4248 ブックサポート(IS書架用)A.ALタイプ専用 ¥830 ¥960
41 4247 背当たり ¥670 ¥780
41 4584 ブックキーパーII(感震式) ¥5,350 ¥6,200
42 7641 回転式書架 文庫用 ¥183,000 ¥201,000
42 7642 回転式書架 新書用 ¥181,000 ¥199,000
42 7645 回転式書架 CD用 ¥171,000 お問い合わせください。



ページ 品 番 品  名 旧価格 新価格
42 7643 回転式書架 B5判用 ¥203,000 ¥223,000
42 7644 回転式書架 大型本用 ¥203,000 ¥223,000
51 TF-0169 スタンダード閲覧テーブルTF型 平机(奥行900) ¥204,000 ¥255,000
51 TF-0189 スタンダード閲覧テーブルTF型 平机(奥行900) ¥207,000 ¥265,000
51 TF-0162 スタンダード閲覧テーブルTF型 平机(奥行1200) ¥243,000 ¥303,000
51 TF-0182 スタンダード閲覧テーブルTF型 平机(奥行1200) ¥246,000 ¥307,000
51 TF-0112 スタンダード閲覧テーブルTF型 平机(奥行1200) ¥286,000 廃番
51 TF-0142 スタンダード閲覧テーブルTF型 平机(奥行1200) ¥324,000 廃番
52 TF-0362 スタンダード閲覧テーブルTF型 衝立付 ¥321,000 ¥401,000
52 TF-0382 スタンダード閲覧テーブルTF型 衝立付 ¥341,000 ¥426,000
52 TF-0562 スタンダード閲覧テーブルTF型 ワイド衝立付 ¥335,000 ¥418,000
52 TF-0582 スタンダード閲覧テーブルTF型 ワイド衝立付 ¥354,000 ¥442,000
52 TF-0462 スタンダード閲覧テーブルTF型 衝立･LED照明付 ¥388,000 ¥485,000
52 TF-0482 スタンダード閲覧テーブルTF型 衝立･LED照明付 ¥390,000 ¥487,000
52 TF-0662 スタンダード閲覧テーブルTF型 ワイド衝立･LED照明付 ¥403,000 ¥503,000
52 TF-0682 スタンダード閲覧テーブルTF型 ワイド衝立･LED照明付 ¥408,000 ¥510,000
53 TP-0169 スタンダード閲覧テーブルTP型 平机(奥行900) ¥221,000 ¥287,000
53 TP-0189 スタンダード閲覧テーブルTP型 平机(奥行900) ¥224,000 ¥291,000
53 TP-0162 スタンダード閲覧テーブルTP型 平机(奥行1200) ¥243,000 ¥315,000
53 TP-0182 スタンダード閲覧テーブルTP型 平机(奥行1200) ¥246,000 ¥319,000
53 TP-0112 スタンダード閲覧テーブルTP型 平机(奥行1200) ¥297,000 ¥386,000
53 TP-0142 スタンダード閲覧テーブルTP型 平机(奥行1200) ¥339,000 ¥408,000
54 TP-0362 スタンダード閲覧テーブルTP型 衝立付 ¥324,000 ¥421,000
54 TP-0382 スタンダード閲覧テーブルTP型 衝立付 ¥344,000 ¥447,000
54 TP-0562 スタンダード閲覧テーブルTP型 ワイド衝立付 ¥338,000 ¥439,000
54 TP-0582 スタンダード閲覧テーブルTP型 ワイド衝立付 ¥358,000 ¥465,000
54 TP-0462 スタンダード閲覧テーブルTP型 衝立･LED照明付 ¥392,000 ¥509,000
54 TP-0482 スタンダード閲覧テーブルTP型 衝立･LED照明付 ¥397,000 ¥516,000
54 TP-0662 スタンダード閲覧テーブルTP型 ワイド衝立･LED照明付 ¥406,000 ¥527,000
54 TP-0682 スタンダード閲覧テーブルTP型 ワイド衝立･LED照明付 ¥415,000 ¥539,000
55 8038 デザイン閲覧テーブル 平机(奥行900) ¥311,000 廃番
55 8042 デザイン閲覧テーブル 平机(奥行900) ¥314,000 廃番
55 8041 デザイン閲覧テーブル 平机(奥行1200) ¥371,000 廃番
55 8043 デザイン閲覧テーブル 平机(奥行1200) ¥373,000 廃番
55 8039 デザイン閲覧テーブル 平机(奥行1200) ¥410,000 廃番
55 8044 デザイン閲覧テーブル 平机(奥行1200) ¥444,000 廃番
56 8015 円形閲覧テーブルF型 φ1200 ¥173,000 ¥224,000
56 8016 円形閲覧テーブルF型 φ1500 ¥199,000 ¥258,000
56 7680 楕円形閲覧テーブルF型 ¥259,000 ¥336,000
56 7207 台形閲覧テーブルF型 ¥129,000 ¥180,000
56 7228 台形閲覧テーブルF型 ¥142,000 ¥198,000
57 TS-0169 スタンダード閲覧テーブルTS型 平机(奥行900) ¥78,000 ¥101,000
57 TS-0189 スタンダード閲覧テーブルTS型 平机(奥行900) ¥81,000 ¥105,000
57 TS-0162 スタンダード閲覧テーブルTS型 平机(奥行1200) ¥104,000 ¥135,000
57 TS-0182 スタンダード閲覧テーブルTS型 平机(奥行1200) ¥107,000 ¥139,000
57 TS-0112 スタンダード閲覧テーブルTS型 平机(奥行1200) ¥118,000 ¥153,000
57 TS-0142 スタンダード閲覧テーブルTS型 平机(奥行1200) ¥138,000 ¥179,000
58 TS-0362 スタンダード閲覧テーブルTS型 衝立付 ¥234,000 ¥257,000
58 TS-0382 スタンダード閲覧テーブルTS型 衝立付 ¥241,000 ¥265,000
58 TS-0562 スタンダード閲覧テーブルTS型 ワイド衝立付 ¥242,000 ¥266,000
58 TS-0582 スタンダード閲覧テーブルTS型 ワイド衝立付 ¥249,000 ¥273,000
58 TS-0462 スタンダード閲覧テーブルTS型 衝立･LED照明付 ¥373,000 ¥410,000
58 TS-0482 スタンダード閲覧テーブルTS型 衝立･LED照明付 ¥382,000 ¥420,000
58 TS-0662 スタンダード閲覧テーブルTS型 ワイド衝立･LED照明付 ¥383,000 ¥421,000
58 TS-0682 スタンダード閲覧テーブルTS型 ワイド衝立･LED照明付 ¥392,000 ¥431,000
59 7102 円形閲覧テーブルS型 φ1200 ¥93,000 ¥130,000
59 7100 円形閲覧テーブルS型 φ1500 ¥120,000 ¥168,000



ページ 品 番 品  名 旧価格 新価格
59 7203 台形閲覧テーブルS型 700型 ¥88,000 ¥123,000
59 7225 台形閲覧テーブルS型 900型 ¥96,000 ¥134,000
60 RT-0162 ラクーナ閲覧テーブルRT型 ¥226,000 廃番
60 RT-0189 ラクーナ閲覧テーブルRT型 ¥213,000 廃番
60 RT-0182 ラクーナ閲覧テーブルRT型 ¥230,000 廃番
60 RT-0112 ラクーナ閲覧テーブルRT型 ¥275,000 廃番
60 RT-0142 ラクーナ閲覧テーブルRT型 ¥284,000 廃番
60 RT-0362 ラクーナ閲覧テーブルRT型 衝立付 ¥255,000 廃番
60 RT-0382 ラクーナ閲覧テーブルRT型 衝立付 ¥261,000 廃番
60 RT-0312 ラクーナ閲覧テーブルRT型 衝立付 ¥325,000 廃番
60 RT-0342 ラクーナ閲覧テーブルRT型 衝立付 ¥345,000 廃番
60 RT-0462 ラクーナ閲覧テーブルRT型 衝立･LED照明付 ¥441,000 廃番
60 RT-0482 ラクーナ閲覧テーブルRT型 衝立･LED照明付 ¥462,000 廃番
60 RT-0412 ラクーナ閲覧テーブルRT型 衝立･LED照明付 ¥582,000 廃番
60 RT-0442 ラクーナ閲覧テーブルRT型 衝立･LED照明付 ¥627,000 廃番
60 RT-0360 オプション 衝立ユニット ¥66,000 廃番
60 RT-0380 オプション 衝立ユニット ¥68,000 廃番
60 RT-0310 オプション 衝立ユニット ¥85,000 廃番
60 RT-0340 オプション 衝立ユニット ¥96,000 廃番
60 RT-0460 オプション 衝立･LED照明ユニット ¥250,000 廃番
60 RT-0480 オプション 衝立･LED照明ユニット ¥267,000 廃番
60 RT-0410 オプション 衝立･LED照明ユニット ¥340,000 廃番
60 RT-0440 オプション 衝立･LED照明ユニット ¥375,000 廃番
61 CP-0196 キャレルデスクCP型 平机(幅900) ¥109,000 ¥152,600
61 CP-0186 キャレルデスクCP型 平机(幅1800) ¥140,000 ¥182,000
62 CP-0396 キャレルデスクCP型 衝立付 (1人用) ¥171,000 ¥239,000
62 CP-0596 キャレルデスクCP型 ワイド衝立付 (1人用) ¥177,000 ¥247,000
62 CP-0386 キャレルデスクCP型 衝立付 (2人用) ¥234,000 ¥304,000
62 CP-0586 キャレルデスクCP型 ワイド衝立付 (2人用) ¥240,000 ¥312,000
62 CP-0496 キャレルデスクCP型 衝立･LED照明付 (1人用) ¥211,000 ¥280,000
62 CP-0696 キャレルデスクCP型 ワイド衝立･LED照明付 (1人用) ¥217,000 ¥290,000
62 CP-0486 キャレルデスクCP型 衝立･LED照明付 (2人用) ¥312,000 ¥430,500
62 CP-0686 キャレルデスクCP型 ワイド衝立･LED照明付 (2人用) ¥318,000 ¥440,000
63 CS-0196 キャレルデスクCS型 平机(幅900) ¥56,000 ¥78,400
63 CS-0186 キャレルデスクCS型 平机(幅1800) ¥79,000 ¥110,600
64 CS-0396 キャレルデスクCS型 衝立付 (1人用) ¥103,000 ¥144,000
64 CS-0596 キャレルデスクCS型 ワイド衝立付 (1人用) ¥111,000 ¥155,000
64 CS-0386 キャレルデスクCS型 衝立付 (2人用) ¥155,000 ¥217,000
64 CS-0586 キャレルデスクCS型 ワイド衝立付 (2人用) ¥163,000 ¥228,000
64 CS-0496 キャレルデスクCS型 衝立･LED照明付 (1人用) ¥141,000 ¥183,000
64 CS-0696 キャレルデスクCS型 ワイド衝立･LED照明付 (1人用) ¥152,000 ¥197,000
64 CS-0486 キャレルデスクCS型 衝立･LED照明付 (2人用) ¥230,000 ¥276,000
64 CS-0686 キャレルデスクCS型 ワイド衝立･LED照明付 (2人用) ¥240,000 ¥288,000
65 7179 木製椅子300 ¥37,000 廃番
65 7178 木製椅子310 ¥57,000 廃番
65 7468-N 木製椅子504 ¥29,400 ¥32,000
65 7470-N 木製椅子508 ¥36,600 ¥41,500
65 7472-N 木製椅子509 ¥26,000 ¥28,000
65 7471-N 木製椅子511 ¥27,200 ¥30,800
65 7469-N 木製椅子606 ¥24,700 ¥28,000
67 7468 木製椅子504 ¥28,000 ¥30,000
67 7470 木製椅子508 ¥35,200 ¥39,000
67 7472 木製椅子509 ¥25,000 ¥26,500
67 7471 木製椅子511 ¥26,500 ¥29,000
67 7469 木製椅子606 ¥24,000 ¥26,500
69 7516 閲覧椅子MC-1 ¥24,200 廃番
69 7517 閲覧椅子MC-2 ¥26,100 廃番



ページ 品 番 品  名 旧価格 新価格
70 7177 回転椅子WX-2 ¥27,800 廃番
70 7189 肘掛け ¥9,500 廃番
71 7954 木製スツールR型 ¥42,000 廃番
71 8907 木製スツールC型 ¥9,500 ¥10,000
71 7949 木製スツールM型 ¥26,500 廃番
85 7250 ユニットカウンターU型 一段直線部 (W900) ¥191,000 ¥248,000
85 7255 ユニットカウンターU型 一段直線部 (W1200) ¥220,000 ¥286,000
85 7260 ユニットカウンターU型 一段直線部 (W1500) ¥254,000 ¥317,500
85 7265 ユニットカウンターU型 一段直線部 (W1800) ¥274,000 ¥342,500
85 7270 ユニットカウンターU型 二段直線部 (W900) ¥251,000 ¥326,000
85 7275 ユニットカウンターU型 二段直線部 (W1200) ¥280,000 ¥364,000
85 7280 ユニットカウンターU型 二段直線部 (W1500) ¥314,000 ¥392,500
85 7285 ユニットカウンターU型 二段直線部 (W1800) ¥349,000 ¥436,300
85 8300 ユニットカウンターU型 レファレンス直線部 (W900) ¥204,000 ¥265,000
85 8305 ユニットカウンターU型 レファレンス直線部 (W1200) ¥238,000 ¥309,000
85 8310 ユニットカウンターU型 レファレンス直線部 (W1500) ¥274,000 ¥356,000
85 8315 ユニットカウンターU型 レファレンス直線部 (W1800) ¥285,000 ¥370,000
85 7240 ユニットカウンターU型 一段90度コーナー部 ¥211,000 ¥295,000
85 7245 ユニットカウンターU型 二段90度コーナー部 ¥332,000 ¥431,000
85 7290 ユニットカウンターU型 エンドパネル ¥56,000 ¥78,000
86 7570 ユニットカウンターH型 一段直線部 (W900) ¥196,000 お問い合わせください。

86 7575 ユニットカウンターH型 一段直線部 (W1200) ¥229,000 お問い合わせください。

86 7580 ユニットカウンターH型 一段直線部 (W1500) ¥257,000 お問い合わせください。

86 7585 ユニットカウンターH型 一段直線部 (W1800) ¥273,000 お問い合わせください。

86 7590 ユニットカウンターH型 エンドパネル ¥64,000 お問い合わせください。

86 7550 ユニットカウンターH型 45度A部 (W1500) ¥355,000 お問い合わせください。

86 7555 ユニットカウンターH型 45度A部 (W1800) ¥375,000 お問い合わせください。

86 7560 ユニットカウンターH型 45度B部 (W1500) ¥355,000 お問い合わせください。

86 7565 ユニットカウンターH型 45度B部 (W1800) ¥375,000 お問い合わせください。

87 7556 ユニットカウンターR型 ¥620,000 ¥775,000
87 7592 ユニットカウンターL型 事務机部 ¥169,000 ¥236,000
87 7593 ユニットカウンターL型 保管戸棚部 ¥166,000 ¥232,000
87 7594 ユニットカウンターL型 90度コーナー部 ¥156,000 ¥218,000
88 7195 ユニットケース 事務用三段引出 ¥193,000 ¥212,000
88 7197 ユニットケース 一般貸出用 ¥225,000 お問い合わせください。

88 7198 ユニットケース ブラウン式貸出用 ¥241,000 お問い合わせください。

88 7196 ユニットケース 返本棚 ¥185,000 ¥214,000
88 8360 ユニットケース 二段引出 ¥154,000 ¥185,000
88 8361 ユニットケース 一段引出 ¥138,000 ¥165,000
88 7530 ユニットケース 返本用 ¥115,000 ¥149,000
88 7535 ユニットケース 運搬用 ¥115,000 ¥143,000
88 7540 ユニットケース 事務用四段引出 ¥125,000 ¥175,000
89 7500 カウンター用整理棚B型 1連 ¥308,000 ¥369,600
89 7505 カウンター用整理棚B型 2連 ¥429,000 ¥600,000
89 7506 カウンター用整理棚C型 ¥475,000 ¥617,500
89 7551 カウンター椅子A ¥49,800 ¥53,000
89 7541 カウンター椅子B ¥46,000 ¥49,500
89 7531 カウンター椅子C ¥21,400 廃番
89 7536 カウンター椅子D ¥26,300 廃番
91 7050 検索台 一般用 ¥194,000 ¥234,000
91 7052 検索台 児童用 ¥190,000 ¥228,000
91 3565 地図ケースA型 ¥443,000 ¥700,000
91 3572 地図ケースD型 ¥642,000 ¥1,027,000
92 7650 記載台 一般用 ¥244,000 ¥317,000
92 7655 記載台 児童用 ¥240,000 ¥311,000
94 7413 図書返却ポストA型 スチール製 ¥368,000 ¥386,000
94 7414 図書返却ポストA型 ステンレス製 ¥478,000 ¥501,000



ページ 品 番 品  名 旧価格 新価格
94 7423 図書返却ポストE型 スチール製 ¥368,000 ¥386,000
94 7424 図書返却ポストE型 ステンレス製 ¥478,000 ¥501,000
94 7420 図書返却ポストB型 ¥330,000 ¥346,000
94 7446 図書返却ポストG型 ¥208,000 ¥228,000
95 7422 図書返却ポストD型 木製 ¥302,000 ¥388,800
95 7415 図書返却カート 木製 ¥145,000 ¥203,000
95 7435 図書返却カート スチール製 ¥238,000 ¥250,000
99 7425 小型ブックトラック 水平2段 ¥42,000 ¥44,000
99 7417 ブックトラックB型 水平3段 ¥56,000 ¥62,000
99 7405 ブックトラックC型 水平3段 ¥80,000 ¥88,000
99 7426 小型ブックトラック 傾斜片面2段 ¥47,400 ¥49,000
99 7416 ブックトラックA型 傾斜片面3段 ¥61,000 ¥64,000
99 7410 ブックトラックY型 傾斜片面4段 ¥68,000 ¥71,000
99 7406 ブックトラックH型 傾斜両面3段 ¥80,000 ¥88,000
99 7408 ブックトラックM型 傾斜両面3段 ¥92,000 ¥99,000
99 3409 ブックトラックD型 水平1段+傾斜両面2段 ¥73,000 ¥80,000
100 7428 小型ブックトラック 傾斜片面2段 (IR材天然木側板付) ¥59,000 ¥65,000
100 7498 小型ブックトラックS型 傾斜片面2段 ¥34,000 ¥37,400
100 7429 パンチングブックトラック 傾斜片面3段 ¥98,000 ¥108,000
100 7416-C カラーブックトラックA型 傾斜片面3段 ¥67,000 ¥70,000
100 7425-C カラー小型ブックトラック 水平2段 ¥47,000 ¥49,000
100 7426-C カラー小型ブックトラック 傾斜片面3段 ¥52,400 ¥54,000
100 7629 ディスプレイブックカート(見出付) ¥38,000 ¥40,000
101 7430 スチール製図書返却台A型 ¥79,000 お問い合わせください。

101 7431 スチール製図書返却台B型 ¥63,000 お問い合わせください。

101 7432 木製図書返却台C型 ¥139,000 ¥160,000
101 7419 木製ブックトラックF型 水平3段 ¥105,000 ¥157,000
101 7418 木製ブックトラックE型 傾斜両面3段 ¥116,000 ¥174,000
101 7628 マルチ展示ラック ¥56,000 ¥69,000
102 7437 多機能ブックトラック 木製片面 ¥128,000 ¥174,000
102 7438 多機能ブックトラック 木製両面 ¥190,000 ¥256,000
102 7448 多機能ブックトラック スチール製片面 ¥69,000 ¥72,000
102 7441 多機能ブックトラック スチール製両面 ¥95,000 ¥99,000
104 7990 スチール製一段踏台 ¥30,000 廃番
104 7995 スチール製二段踏台 ¥42,000 ¥46,000
104 7994 スチール製三段踏台 ¥54,000 ¥59,000
104 7996 スチール製手すり付三段踏台 ¥74,500 ¥82,000
107 7347 新聞架A型 ¥130,000 ¥182,000
107 7348 新聞架B型 ¥171,000 ¥239,000
107 7359 新聞架D型 ¥192,000 ¥268,800
107 7342 新聞用サスペンダー ¥3,800 ¥4,400
107 7345 新聞用ハンガー ¥36,400 ¥54,200
108 7355 新聞差しA型 ¥153,000 ¥214,000
108 7375 新聞差しB型 ¥123,000 ¥172,000
108 7376 新聞差しC型 ¥412,000 お問い合わせください。

108 7378 新聞差しD型 ¥461,000 ¥576,000
108 7353 新聞収納棚A型 ¥450,000 ¥630,000
108 7354 新聞収納棚B型 ¥560,000 ¥784,000
109 7351 新聞棚A型 ¥359,000 お問い合わせください。

109 7365 新聞棚B型 ¥395,000 お問い合わせください。

109 7360 新聞棚C型 ¥399,000 お問い合わせください。

109 7370 新聞閲覧台A型 1連 ¥166,000 ¥232,000
109 7371 新聞閲覧台A型 2連 ¥295,000 お問い合わせください。

109 7357 新聞閲覧台C型 ¥153,000 ¥214,000
110 7300 木製雑誌架G型 1連 ¥286,000 お問い合わせください。

110 7305 木製雑誌架G型 2連 ¥421,000 お問い合わせください。

110 IM-141RA スチール製雑誌架 IM型 片面1連 3段 ¥385,900 ¥443,800



ページ 品 番 品  名 旧価格 新価格
110 IM-151RA スチール製雑誌架 IM型 片面1連 4段 ¥416,200 ¥478,700
110 IM-161RA スチール製雑誌架 IM型 片面1連 5段 ¥483,700 ¥556,300
110 IM-241RA スチール製雑誌架 IM型 両面1連 3段 ¥683,100 ¥785,600
110 IM-251RA スチール製雑誌架 IM型 両面1連 4段 ¥755,400 ¥868,800
110 IM-261RA スチール製雑誌架 IM型 両面1連 5段 ¥883,400 ¥1,016,000
110 IM-142RA スチール製雑誌架 IM型 片面2連 3段 ¥649,600 ¥747,100
110 IM-152RA スチール製雑誌架 IM型 片面2連 4段 ¥701,200 ¥806,500
110 IM-162RA スチール製雑誌架 IM型 片面2連 5段 ¥827,500 ¥951,700
110 IM-242RA スチール製雑誌架 IM型 両面2連 3段 ¥1,151,800 ¥1,324,700
110 IM-252RA スチール製雑誌架 IM型 両面2連 4段 ¥1,267,000 ¥1,457,200
110 IM-262RA スチール製雑誌架 IM型 両面2連 5段 ¥1,507,500 ¥1,733,800
111 7381 木製個別雑誌架A型 ¥384,000 ¥537,000
111 7382 木製個別雑誌架B型 ¥547,000 お問い合わせください。

111 7380 木製個別雑誌架C型 ¥546,000 ¥764,000
111 7329 木製個別雑誌架D型 ¥390,000 ¥546,000
111 7324 木製個別雑誌架E型 ¥632,000 お問い合わせください。

112 7390 アクリル扉式個別雑誌架B型 ¥516,000 ¥670,000
112 7393 アクリル扉式個別雑誌架D型 ¥516,000 お問い合わせください。

112 7394 アクリル扉式個別雑誌架E型 ¥852,000 お問い合わせください。

112 7395 アクリル扉式個別雑誌架F型 ¥862,000 お問い合わせください。

112 7396 アクリル扉式個別雑誌架G型 ¥844,000 ¥1,080,000
112 7320 アクリル扉式個別雑誌架A型 ¥867,000 お問い合わせください。

113 7317 差込式雑誌架B型 ¥268,000 ¥375,000
113 7316 差込式雑誌架B型 ¥379,000 ¥491,000
113 8278 差込式雑誌架D型 片面 ¥196,000 ¥245,000
113 8268 差込式雑誌架D型 片面 ¥278,000 ¥389,000
113 8277 差込式雑誌架D型 両面 ¥298,000 ¥417,000
113 8287 差込式雑誌架D型 両面 ¥420,000 お問い合わせください。

113 7721 差込式雑誌架FB型 ¥312,000 ¥405,000
113 7703 差込式雑誌架H型 ¥220,000 ¥308,000
113 7700 差込式雑誌架H型 ¥302,000 ¥422,000
113 7701 差込式雑誌架HB型 ¥353,000 ¥494,000
114 7313 スチール製雑誌架 片面3段 ¥66,000 ¥75,500
114 7319 スチール製雑誌架 片面5段 ¥96,300 ¥110,200
114 7322 スチール製雑誌架用ベース ¥7,400 ¥8,500
114 ID-151 展示用雑誌架 ID型 片面1連 4段 ¥74,800 ¥86,100
114 ID-161 展示用雑誌架 ID型 片面1連 5段 ¥86,200 ¥99,200
114 ID-152 展示用雑誌架 ID型 片面2連 4段 ¥135,500 ¥156,000
114 ID-162 展示用雑誌架 ID型 片面2連 5段 ¥157,500 ¥181,200
114 ID-251 展示用雑誌架 ID型 両面1連 4段 ¥115,000 ¥132,300
114 ID-261 展示用雑誌架 ID型 両面1連 5段 ¥136,600 ¥157,100
114 ID-252 展示用雑誌架 ID型 両面2連 4段 ¥215,000 ¥247,300
114 ID-262 展示用雑誌架 ID型 両面2連 5段 ¥256,800 ¥295,400
115 7675 木製小型テーブルA型 ¥110,000 お問い合わせください。

115 7676 木製小型テーブルB型 ¥173,000 お問い合わせください。

115 7677 木製⾧椅子 弓状A型 ¥427,000 お問い合わせください。

115 7678 木製⾧椅子 弓状B型 ¥546,000 お問い合わせください。

115 7681 木製⾧椅子 直線A型 ¥376,000 お問い合わせください。

116 7930 ブラウジングベンチM-3A ¥157,500 廃番
116 7931 ブラウジングベンチM-2A ¥115,500 廃番
116 7932 ブラウジングベンチM-3 ¥142,800 廃番
116 7933 ブラウジングベンチM-2 ¥108,200 廃番
117 7940 ⾧椅子708A ¥61,500 ¥68,500
117 7941 ⾧椅子708B ¥42,400 ¥47,600
117 7835 グリーンスタンド ¥91,600 廃番
117 7837 フラワーボックスB型 ¥229,000 お問い合わせください。

119 8500 木製CD・DVD架 傾斜片面6段1連 ¥217,000 ¥303,800



ページ 品 番 品  名 旧価格 新価格
119 8502 木製CD・DVD架 傾斜片面6段2連 ¥324,000 ¥453,600
119 8504 木製CD・DVD架 傾斜片面8段1連 ¥231,000 ¥323,400
119 8506 木製CD・DVD架 傾斜片面8段2連 ¥344,000 ¥481,600
119 8508 木製CD・DVD架 傾斜片面9段1連 ¥249,000 ¥348,600
119 8510 木製CD・DVD架 傾斜片面9段2連 ¥373,000 ¥522,200
119 8501 木製CD・DVD架 傾斜両面6段1連 ¥347,000 ¥485,800
119 8503 木製CD・DVD架 傾斜両面6段2連 ¥524,000 ¥733,600
119 8505 木製CD・DVD架 傾斜両面8段1連 ¥372,000 ¥520,800
119 8507 木製CD・DVD架 傾斜両面8段2連 ¥565,000 ¥791,000
119 8509 木製CD・DVD架 傾斜両面9段1連 ¥414,000 ¥579,600
119 8511 木製CD・DVD架 傾斜両面9段2連 ¥615,000 ¥861,000
120 8550 ガラス戸付きCD・DVD架S型 直立片面6段1連 ¥270,000 お問い合わせください。

120 8551 ガラス戸付きCD・DVD架S型 直立両面6段1連 ¥459,000 お問い合わせください。

120 8554 ガラス戸付きCD・DVD架S型 直立片面10段1連 ¥405,000 お問い合わせください。

120 8555 ガラス戸付きCD・DVD架S型 直立両面10段1連 ¥687,000 お問い合わせください。

120 8552 ガラス戸付きCD・DVD架L型 直立片面6段1連 ¥335,000 お問い合わせください。

120 8553 ガラス戸付きCD・DVD架L型 直立両面6段1連 ¥564,000 お問い合わせください。

120 8556 ガラス戸付きCD・DVD架L型 直立片面10段1連 ¥494,000 お問い合わせください。

120 8557 ガラス戸付きCD・DVD架L型 直立両面10段1連 ¥830,000 お問い合わせください。

121 7009 AVブースA型 1人用 ¥318,000 ¥413,000
121 7008 AVブースA型 2人用 ¥351,000 ¥456,000
123 8185 AV資料棚A型 両開き式 ¥837,000 お問い合わせください。

123 8187 AV資料棚A型 引出式 ¥1,001,000 お問い合わせください。

123 8189 AV資料棚B型 両開き式 ¥820,000 お問い合わせください。

123 8191 AV資料棚B型 引出式 ¥980,000 お問い合わせください。

123 8193 AV資料棚C型 両開き式 ¥750,000 お問い合わせください。

123 8195 AV資料棚C型 引出式 ¥882,000 お問い合わせください。

125 7753 木製展示ケースB型 ¥1,020,000 ¥1,326,000
125 7770 木製展示ケースD型 ¥502,000 ¥702,800
125 7776 木製展示ケースN型 片面 ¥307,000 ¥460,500
125 7777 木製展示ケースN型 両面 ¥416,000 ¥624,000
126 7765 木製展示ケースG型 ¥450,000 ¥675,000
126 7766 木製展示ケースGB型 ¥670,000 ¥800,000
126 7750 木製展示ケースE型 ¥451,000 ¥687,000
126 7779 木製展示ケースM型 ¥625,000 ¥875,000
126 7755 木製展示ケースF型 1連 ¥505,000 ¥550,000
126 7760 木製展示ケースF型 2連 ¥937,000 ¥1,000,000
126 7778 木製展示ケースO型 ¥430,000 ¥602,000
127 7891 カタログスタンドC-210 ¥66,000 ¥76,400
127 7892 カタログスタンドC-310 ¥86,000 ¥99,500
127 7885 カタログスタンド ワイヤ式10 ¥23,800 ¥25,000
127 7886 カタログスタンド ワイヤ式20 ¥32,800 ¥34,500
128 4185 展示スタンド251 ¥1,200 廃番
129 7621 机上型図書展示台 ¥34,000 廃番
133 7630 新刊展示架A型 ¥317,000 ¥443,000
133 7635 新刊展示架B型 ¥342,000 ¥581,800
133 7685 新刊展示架C型 ¥860,000 ¥1,118,000
134 8275 新刊展示架K型 ¥461,000 ¥553,000
134 7687 新刊展示架J型 ¥259,000 ¥362,000
134 7690 新刊展示架F型 ¥680,000 ¥884,000
134 7695 新着図書紹介棚A型 ¥388,000 ¥465,000
134 7625 床上型図書展示台 ¥217,000 ¥282,000
137 JB-0131 児童用書架 直立片面3段1連 ¥128,000 ¥177,800
137 JB-0132 児童用書架 直立片面3段2連 ¥179,000 ¥250,600
137 JB-0141 児童用書架 直立片面4段1連 ¥135,000 ¥189,000
137 JB-0142 児童用書架 直立片面4段2連 ¥204,000 ¥285,600
137 JB-0151 児童用書架 直立片面5段1連 ¥151,000 ¥211,400



ページ 品 番 品  名 旧価格 新価格
137 JB-0152 児童用書架 直立片面5段2連 ¥227,000 ¥317,800
137 JB-0231 児童用書架 直立両面3段1連 ¥213,000 ¥255,600
137 JB-0232 児童用書架 直立両面3段2連 ¥313,000 ¥438,200
137 JB-0241 児童用書架 直立両面4段1連 ¥254,000 ¥299,800
137 JB-0242 児童用書架 直立両面4段2連 ¥370,000 ¥518,000
137 JB-0251 児童用書架 直立両面5段1連 ¥275,000 ¥324,500
137 JB-0252 児童用書架 直立両面5段2連 ¥415,000 ¥581,000
138 JB-0331 児童用書架 傾斜片面3段1連 ¥138,000 ¥179,400
138 JB-0332 児童用書架 傾斜片面3段2連 ¥191,000 ¥248,300
138 JB-0341 児童用書架 傾斜片面4段1連 ¥158,000 ¥221,200
138 JB-0342 児童用書架 傾斜片面4段2連 ¥230,000 ¥322,000
138 JB-0351 児童用書架 傾斜片面5段1連 ¥178,000 ¥230,000
138 JB-0352 児童用書架 傾斜片面5段2連 ¥262,000 ¥366,800
138 JB-0431 児童用書架 傾斜両面3段1連 ¥243,000 ¥328,000
138 JB-0432 児童用書架 傾斜両面3段2連 ¥345,000 ¥483,000
138 JB-0441 児童用書架 傾斜両面4段1連 ¥273,000 ¥328,000
138 JB-0442 児童用書架 傾斜両面4段2連 ¥385,000 ¥539,000
138 JB-0451 児童用書架 傾斜両面5段1連 ¥297,000 ¥350,500
138 JB-0452 児童用書架 傾斜両面5段2連 ¥424,000 ¥593,600
138 JB-0531 児童用書架 全傾斜片面3段1連 ¥137,000 ¥191,800
138 JB-0532 児童用書架 全傾斜片面3段2連 ¥190,000 ¥266,000
138 JB-0631 児童用書架 全傾斜両面3段1連 ¥236,000 ¥283,200
138 JB-0632 児童用書架 全傾斜両面3段2連 ¥332,000 ¥464,800
139 8201 絵本架A型(幅900) ¥205,000 ¥287,000
139 8200 絵本架A型(幅1800) ¥274,000 ¥383,000
139 8205 絵本架B型 ¥148,000 ¥207,000
139 8211 絵本架C型 片面 ¥311,000 ¥435,000
139 8210 絵本架C型 両面 ¥461,000 ¥645,000
140 8220 絵本架D型 ¥273,000 ¥382,000
140 8261 絵本架G型(幅900) ¥247,000 ¥345,000
140 8271 絵本架G型(幅1800) ¥330,000 ¥533,000
140 8262 絵本架H型(幅900) ¥234,000 ¥327,000
140 8272 絵本架H型(幅1800) ¥312,000 ¥523,000
140 8263 絵本架 I 型(幅900) ¥279,000 ¥390,000
140 8273 絵本架 I 型(幅1800) ¥372,000 ¥558,000
140 8292 絵本架M型 片面(幅900) ¥159,000 ¥238,500
140 8290 絵本架M型 片面(幅1800) ¥198,000 ¥350,000
140 8293 絵本架M型 両面(幅900) ¥298,000 ¥417,200
140 8291 絵本架M型 両面(幅1800) ¥358,000 ¥612,500
141 3551 紙芝居架A型 ¥239,000 ¥334,000
141 3580 紙芝居架B型 ¥237,000 ¥320,000
141 3585 紙芝居架C型 ¥284,000 ¥400,000
142 8281 紙芝居架 キャスター付 ¥137,000 ¥191,800
142 8080 演台A型 ¥146,000 ¥198,000
142 8085 演台B型 ¥136,000 ¥190,000
143 8250 児童用ユニット書架 曲線1連 ¥280,000 お問い合わせください。

143 8255 児童用ユニット書架 曲線2連 ¥385,000 お問い合わせください。

143 8260 児童用ユニット書架 直線 ¥187,000 お問い合わせください。

144 8096 児童用角形閲覧テーブル ¥164,000 ¥229,000
144 8097 児童用角形閲覧テーブル ¥190,000 ¥247,000
144 8098 児童用角形閲覧テーブル ¥212,000 ¥265,000
144 8059 児童用円形閲覧テーブル ¥157,000 ¥210,000
144 8060 児童用円形閲覧テーブル ¥177,000 ¥230,000
145 8064 児童用楕円形閲覧テーブル ¥213,000 ¥310,000
145 8065 児童用楕円形閲覧テーブル ¥234,000 ¥325,000
145 8068 児童用楕円形閲覧テーブル ¥252,000 ¥340,000
145 8050 児童用台形閲覧テーブル ¥114,000 ¥171,000



ページ 品 番 品  名 旧価格 新価格
145 8058 児童用台形閲覧テーブル ¥138,000 ¥193,200
145 8051 児童用魚形閲覧テーブル ¥572,000 ¥743,600
147 7970 児童用木製椅子M1(園児用) ¥16,000 ¥17,600
147 7971 児童用木製椅子M2(園児用) ¥17,000 ¥18,700
147 7972 児童用木製椅子M3(園児用) ¥15,000 ¥15,800
147 7973 児童用木製椅子M4(園児用) ¥15,000 ¥16,800
147 7974 児童用木製椅子102（小学生用） ¥20,000 ¥21,000
148 7006 児童用⾧椅子A型 ¥120,000 ¥180,000
148 8090 児童用⾧椅子C型 ¥129,000 廃番
148 8092 児童用⾧椅子D型 ¥346,000 廃番
148 8280 児童用⾧椅子 絵本架付 ¥274,000 ¥383,600
149 7184 角形スツールA型 ¥28,000 ¥33,600
149 7185 角形スツールA型 ¥28,000 ¥33,600
149 7183 円形スツールA型 ¥28,000 ¥33,600
149 7283 円形スツールA型 ¥28,000 ¥33,600
149 7180 角形ねころび台 ¥96,000 ¥115,000
149 7181 角形ねころび台 ¥99,000 ¥120,000
149 7182 六角形ねころび台 ¥93,000 ¥118,000
149 7282 六角形ねころび台 ¥96,000 ¥123,000
151 7033-B 幼児用椅子 キュービック 1人用 ¥40,000 お問い合わせください。

151 7034-B 幼児用椅子 キュービック 2人用 ¥60,000 お問い合わせください。

153 7653 記載台D型 車椅子対応 ¥206,000 ¥267,800
174 6905 電熱ごて ¥7,700 廃番
177 5780 クリアタックロールD TP-50 ¥900 ¥950
177 5781 クリアタックロールD TP-75 ¥1,350 ¥1,420
177 5782 クリアタックロールD TP-100 ¥1,800 ¥1,890
177 5783 クリアタックロールD 19cm×25m ¥3,000 ¥3,150
177 5784 クリアタックロールD 21cm×25m ¥3,300 ¥3,470
177 5785 クリアタックロールD 23cm×25m ¥3,600 ¥3,780
177 5786 クリアタックロールD 25cm×25m ¥3,900 ¥4,100
177 5786-B クリアタックロールD 27cm×25m ¥4,300 ¥4,520
177 5787 クリアタックロールD 30cm×25m ¥4,650 ¥4,890
177 5787-B クリアタックロールD 32cm×25m ¥5,000 ¥5,250
177 5788 クリアタックロールD 35cm×25m ¥5,450 ¥5,730
177 5788-B クリアタックロールD 40cm×25m ¥6,300 ¥6,620
177 5789-B クリアタックロールD 46cm×25m ¥7,300 ¥7,670
177 5789 クリアタックロールD 52cm×25m ¥8,300 ¥8,720
178 5655 クリアタックロール 図書分類ラベル用 500枚入 ¥1,350 ¥1,450
178 5656 クリアタックロール バーコードラベル用 500枚入 ¥2,300 ¥2,500
178 5771 クリアタックシート 図書分類ラベル用 100枚入 ¥320 ¥350
178 5772 クリアタックシート 図書分類ラベル用 1000枚入 ¥2,600 ¥2,800
178 5773 クリアタックシート 図書分類ラベル 粗面タイプ 1000枚入 ¥2,800 ¥3,000
178 5775 クリアタックシート バーコードラベル用 1000枚入 ¥4,200 ¥4,600
178 5669 クリアタックロールS TP-30 ¥950 ¥1,000
178 5670 クリアタックロールS TP-50 ¥1,470 ¥1,550
178 5671 クリアタックロールS TP-75 ¥2,150 ¥2,260
178 5672 クリアタックロールS TP-100 ¥2,600 ¥2,730
178 5673 クリアタックロールS 19cm×50m ¥4,800 ¥5,040
178 5674 クリアタックロールS 21cm×50m ¥5,350 ¥5,620
178 5675 クリアタックロールS 23cm×50m ¥5,850 ¥6,150
178 5676 クリアタックロールS 25cm×50m ¥6,350 ¥6,670
178 5677 クリアタックロールS 27cm×50m ¥6,900 ¥7,250
178 5678 クリアタックロールS 30cm×50m ¥7,600 ¥7,980
178 5679 クリアタックロールS 32cm×50m ¥8,100 ¥8,510
178 5680 クリアタックロールS 35cm×50m ¥8,950 ¥9,400
178 5681 クリアタックロールS 40cm×50m ¥10,200 ¥10,710
178 5682-B クリアタックロールS 46cm×50m ¥11,700 ¥12,300



ページ 品 番 品  名 旧価格 新価格
178 5682 クリアタックロールS 52cm×50m ¥13,200 ¥13,860
178 5660 クリアタックシートS 文庫判用 100枚入 ¥3,650 ¥3,840
178 5661 クリアタックシートS 新書判用 100枚入 ¥4,000 ¥4,200
178 5662 クリアタックシートS B6判用 100枚入 ¥5,350 ¥5,620
178 5663 クリアタックシートS A5判用 100枚入 ¥6,500 ¥6,830
178 5664 クリアタックシートS B5判用 100枚入 ¥9,100 ¥9,560
179 5690 メンディングテープ 12mm×50m ¥750 ¥830
179 5691 メンディングテープ 18mm×50m ¥900 ¥990
179 5692 メンディングテープ 24mm×50m ¥1,200 ¥1,310
180 5693 透明ブックテープ(厚手) 38.1mm×13.7m ¥1,260 ¥1,630
180 5694 透明ブックテープ(厚手) 50.8mm×13.7m ¥1,700 ¥2,160
180 5695 透明ブックテープ(厚手) 76.2mm×13.7m ¥2,530 ¥3,280
180 5696 透明ブックテープ(厚手) 101.6mm×13.7m ¥3,410 ¥4,340
180 5697 透明ブックテープ(薄手) 25.4mm×65.8m ¥1,650 ¥1,920
180 5698 透明ブックテープ(薄手) 50.8mm×65.8m ¥3,300 ¥3,840
189 4119 切抜台紙用ゴム印 ¥1,950 廃番
193 1611 標準型見出カード 1山切 黄色 100枚入 ¥1,650 お問い合わせください。

193 1621 標準型見出カード 1山切 桃色 100枚入 ¥1,650 廃番
193 1631 標準型見出カード 1山切 青色 100枚入 ¥1,650 廃番
193 1612 標準型見出カード 1/2山切 黄色 100枚入 ¥1,650 お問い合わせください。

193 1622 標準型見出カード 1/2山切 桃色 100枚入 ¥1,650 廃番
193 1632 標準型見出カード 1/2山切 青色 100枚入 ¥1,650 廃番
193 1613 標準型見出カード 1/3山切 黄色 100枚入 ¥1,650 お問い合わせください。

193 1623 標準型見出カード 1/3山切 桃色 100枚入 ¥1,650 廃番
193 1633 標準型見出カード 1/3山切 青色 100枚入 ¥1,650 廃番
193 1614 標準型見出カード 1/4山切 黄色 100枚入 ¥1,650 お問い合わせください。

193 1624 標準型見出カード 1/4山切 桃色 100枚入 ¥1,650 廃番
193 1634 標準型見出カード 1/4山切 青色 100枚入 ¥1,650 廃番
193 1615 標準型見出カード 1/5山切 黄色 100枚入 ¥1,650 お問い合わせください。

193 1625 標準型見出カード 1/5山切 桃色 100枚入 ¥1,650 廃番
193 1635 標準型見出カード 1/5山切 青色 100枚入 ¥1,650 廃番
194 4401 カード仕訳器 ¥12,000 廃番
194 3015 小型カード容器 ¥17,400 廃番
198 3029 ブラウン式貸出カード容器 ¥7,500 ¥8,500
200 3021 貸出カード容器A型 ¥27,000 廃番
200 3022 貸出カード容器B型 ¥27,000 お問い合わせください。

203 1750 資料保存用封筒 一般資料用 ⾧形1号 ¥2,750 ¥5,000
203 1751 資料保存用封筒 一般資料用 ⾧形2号 ¥2,500 ¥4,600
203 1752 資料保存用封筒 一般資料用 角形0号 ¥4,750 ¥7,800
203 1753 資料保存用封筒 一般資料用 角形1号 ¥4,750 ¥7,800
203 1754 資料保存用封筒 一般資料用 角形2号 ¥4,250 ¥6,700
203 1755 資料保存用封筒 一般資料用 角形3号 ¥3,250 ¥5,400
203 1756 資料保存用封筒 一般資料用 角形6号 ¥2,500 ¥4,600
203 1757 資料保存用封筒 古文書用 ⾧形1号 ¥2,750 ¥5,000
203 1758 資料保存用封筒 古文書用 ⾧形2号 ¥2,500 ¥4,600
203 1759 資料保存用封筒 古文書用 角形2号 ¥4,250 ¥6,700
203 1760 資料保存用封筒 古文書用 角形3号 ¥3,250 ¥5,700
203 1761 資料保存用封筒 古文書用 細⾧ ¥4,750 ¥7,800
203 1762 資料保存用封筒 古文書用 横⾧大 ¥6,250 ¥10,500
203 1763 資料保存用封筒 写真用 4×5インチ ¥2,000 ¥3,500
203 1764 資料保存用封筒 写真用 5×7インチ ¥2,750 ¥5,000
203 1765 資料保存用封筒 写真用 8×10インチ ¥3,250 ¥5,700
203 1782 ピュアSILティッシュ 1000枚入 ¥22,000 ¥32,500
203 1783 ピュアガード45 200枚入 ¥12,000 ¥17,500
204 1779 フォルダー A3 ¥1,250 ¥2,000
204 1780 フォルダー A4 ¥950 ¥1,500
204 1766 もんじょ箱 大型 ¥24,000 ¥37,000
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204 1767 もんじょ箱 新聞用 ¥21,000 ¥32,500
204 1768 ストレッジボックス 8×10×2インチ ¥20,000 ¥30,000
204 1768-B ストレッジボックス 10×12×2インチ ¥24,000 ¥37,000
204 1769 ストレッジボックス 11×14×2インチ ¥27,000 ¥41,000
204 1770 ストレッジボックス 14×18×2インチ ¥18,000 ¥27,000
204 1771 ストレッジボックス 16×20×2インチ ¥20,000 ¥30,000
204 1772 ストレッジボックス 20×24×2インチ ¥25,000 ¥38,500
204 1773 ストレッジボックス 24×30×2インチ ¥33,000 ¥50,000
204 1774 ストレッジボックス 26×32×2インチ ¥39,000 ¥58,500
204 1775 キットボックス A3 ¥15,500 ¥24,000
204 1776 キットボックス A4 ¥9,500 ¥14,000
204 1777 キットボックス B4 ¥13,000 ¥20,000
204 1778 キットボックス B5 ¥8,500 ¥12,500
208 4210 文庫新書用ブックエンドL ¥3,600 ¥3,960
208 4211 文庫新書用ブックエンドL 裏底コルク付 ¥5,000 ¥5,750
208 4550 標準型ブックエンドL ¥4,900 ¥5,390
208 4551 標準型ブックエンドL 裏底コルク付 ¥7,100 ¥8,170
208 4552 大型ブックエンドL ¥7,500 ¥8,250
208 4553 大型ブックエンドL 裏底コルク付 ¥10,600 ¥12,190
208 4554 超大型ブックエンドL ¥11,300 ¥13,000
208 4555 超大型ブックエンドL 裏底コルク付 ¥14,900 ¥17,800
208 4201 標準型ブックエンド ¥4,200 ¥5,000
208 4200 標準型ブックエンド 裏底コルク付 ¥7,000 ¥8,400
208 4202 大型ブックエンド ¥6,600 ¥7,500
208 4203 大型ブックエンド 裏底コルク付 ¥9,700 ¥11,200
208 4208 超大型ブックエンド ¥9,400 ¥10,800
208 4209 超大型ブックエンド 裏底コルク付 ¥12,700 ¥14,800
208 4530 文庫新書用ブックスタンドU ¥2,400 ¥2,640
208 4531 文庫新書用ブックスタンドU 裏底コルク付 ¥3,300 ¥3,630
208 4532 小型ブックスタンドU ¥2,800 ¥3,080
208 4533 小型ブックスタンドU 裏底コルク付 ¥3,900 ¥4,290
208 4534 標準型ブックスタンドU ¥4,100 ¥4,510
208 4535 標準型ブックスタンドU 裏底コルク付 ¥5,300 ¥5,830
210 5600 透明雑誌カバー B6 ¥1,400 廃番
210 5609 透明雑誌カバー グラフ版 ¥3,000 廃番
210 5610 透明雑誌カバー B4 ¥3,150 廃番
212 2350 紙芝居ケースA型 レギュラー用 20枚入 ¥9,600 ¥10,560
212 2350 紙芝居ケースA型 レギュラー用 50枚入 ¥21,000 ¥23,100
212 2350 紙芝居ケースA型 レギュラー用 100枚入 ¥38,000 ¥41,800
212 2351 紙芝居ケースA型 レギュラー用ポケット付 20枚入 ¥11,400 ¥12,540
212 2351 紙芝居ケースA型 レギュラー用ポケット付 50枚入 ¥25,500 ¥28,050
212 2351 紙芝居ケースA型 レギュラー用ポケット付 100枚入 ¥46,500 ¥51,150
212 2352 紙芝居ケースB型 レギュラー用 20枚入 ¥19,600 ¥21,560
212 2352 紙芝居ケースB型 レギュラー用 50枚入 ¥44,500 ¥48,950
212 2352 紙芝居ケースB型 レギュラー用 100枚入 ¥82,000 ¥90,200
212 2353 紙芝居ケースB型 レギュラー用ポケット付 20枚入 ¥21,600 ¥23,760
212 2353 紙芝居ケースB型 レギュラー用ポケット付 50枚入 ¥49,000 ¥53,900
212 2353 紙芝居ケースB型 レギュラー用ポケット付 100枚入 ¥90,000 ¥99,000
212 2356 紙芝居ケースD型 ワイド版用 50枚入 ¥23,000 ¥25,300
212 2356 紙芝居ケースD型 ワイド版用 100枚入 ¥42,000 ¥46,200
212 2357 紙芝居ケースD型 ワイド版用ポケット付 50枚入 ¥28,000 ¥30,800
212 2357 紙芝居ケースD型 ワイド版用ポケット付 100枚入 ¥51,000 ¥56,100
212 2358 紙芝居ケースE型 ジャンボ版用 50枚入 ¥24,000 ¥26,400
212 2358 紙芝居ケースE型 ジャンボ版用 100枚入 ¥43,000 ¥47,300
212 2359 紙芝居ケースE型 ジャンボ版用ポケット付 50枚入 ¥29,000 ¥31,900
212 2359 紙芝居ケースE型 ジャンボ版用ポケット付 100枚入 ¥52,000 ¥57,200


