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●XK-29 インナー入数15

B4ファイルケース
入数：60[15×4袋]
サイズ：375×277×22
材質：P.P.
カラー：C
才数：5.0ポイント 9(65233)

※色記号 B:ブルー BE:ベージュ BK:ブラック BR:ブラウン C:クリア G:グリーン GO:ゴールド GY:グレー I:アイボリー N:ナチュラル NB:ニューブルー OR:オレンジ P:ピンク R:レッド S:スモーク SI:シルバー U:アンバー W:ホワイト Y:イエロー
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●3057 インナー入数12

B5ステーショナリーケース40型
入数：96[12×8袋]
サイズ：268×208×43
材質：P.P.
カラー：C
才数：9.1ポイント 9(53226)

●たっぷり収納できる厚型タイプ。●たっぷり収納できる厚型タイプ。

●3736 インナー入数12

A6ステーショナリーケース仕切り板付
入数：144[12×12袋]
サイズ：158×128×42
材質：P.P.
カラー：C
才数：4.8ポイント 6(35715)

●カード収納用の仕切り板付！●カード収納用の仕切り板付！

●XK-94 インナー入数10

A5ステーショナリーケース
入数：120[10×12袋]
サイズ：226×176×25
材質：P.P.
カラー：C
才数：4.8ポイント 1(90818)

●文具の収納にも。●文具の収納にも。

●3593 インナー入数15

B5ファイルケース
入数：120[15×8袋]
サイズ：268×207×22
材質：P.P.
カラー：C
才数：5.4ポイント 8(68125)

●3567 インナー入数12

A4ステーショナリーケースM型
入数：96[12×8袋]
サイズ：307×235×22
材質：P.P.
カラー：C
才数：5.7ポイント 8(15028)

●どちらからでも開けることができます。●どちらからでも開けることができます。

●3567＊ インナー入数12

A4ステーショナリーケースM型・色込
入数：96[12×8袋]
サイズ：307×235×22
材質：P.P.
カラー：G・P・Y
才数：5.7ポイント 8(15028)

●どちらからでも開けることができます。●どちらからでも開けることができます。

●3579 インナー入数12

A4ステーショナリーケースL型
入数：96[12×8袋]
サイズ：317×253×27
材質：P.P.
カラー：C
才数：7.7ポイント 8(83226)

●A4クリアファイルが収納可能。●A4クリアファイルが収納可能。

●3579＊ インナー入数12

A4ステーショナリーケースL型・色込
入数：96[12×8袋]
サイズ：317×253×27
材質：P.P.
カラー：G・P・Y
才数：7.7ポイント 8(83226)

●インデックスを貼って整理できます。●インデックスを貼って整理できます。

●3566 インナー入数12

A4ステーショナリーケース40型
入数：96[12×8袋]
サイズ：307×235×43
材質：P.P.
カラー：C
才数：11.3ポイント 1(83626)

●たっぷり収納できる厚型タイプ。●たっぷり収納できる厚型タイプ。

★3573 インナー入数12

A4ステーショナリーケース40型
入数：96[12×8袋]
サイズ：307×235×43
材質：P.P.
カラー：B・P
才数：11.3ポイント 1(83626)
(B)ブルー (P)ピンク

●たっぷり収納できる厚型タイプ。●たっぷり収納できる厚型タイプ。

●3602 インナー入数12

A4ファイルケース20型
入数：96[12×8袋]
サイズ：307×235×22
材質：P.P.
カラー：C
才数：5.6ポイント 7(53323)

●2バックルタイプ。●2バックルタイプ。

●3559＊ インナー入数18

A4ハンディファイルケース
入数：72[18×4袋]
サイズ：322×260×45
材質：P.P.
カラー：C
才数：10.7ポイント 0(80535)

●収納できる取手付。クリアファイル対応。●収納できる取手付。クリアファイル対応。

★3123W インナー入数8

A3ラージケース
入数：48[8×6袋]
サイズ：440×322×20
材質：P.P.
カラー：W
才数：5.9ポイント 4(25936)
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●B5サイズのクリアファイルをピッタリ収納！●B5サイズのクリアファイルをピッタリ収納！ ●A4サイズのクリアファイルをピッタリ収納！●A4サイズのクリアファイルをピッタリ収納！

●3056 インナー入数12

2穴バインダー付ファイルケースB5
入数：72[12×6袋]
サイズ：287×235×16
材質：P.P.
カラー：C
才数：3.1ポイント 9(33228)

●2穴用クリップ付。●2穴用クリップ付。
●ポケットバインダーも収納できます。●ポケットバインダーも収納できます。

●図面や賞状の収納、持ち運びに！●図面や賞状の収納、持ち運びに！

●両面開きのファイルケースです。●両面開きのファイルケースです。

★3977C インナー入数12

A4ワイドケース
入数：72[12×6袋]
サイズ：325×246×44
材質：P.P.
カラー：C
才数：10.0ポイント 3(83625)

※製品の仕様、カラー、キャラクターは予告なしに変更する場合があります。 ☆単色梱包 ○色込み（カラーバランスは不均等）JANコード4906137

★3982C インナー入数12

A5アクティブファイルケース35型

●A5書類や文具の収納に。●A5書類や文具の収納に。

入数：96[12×8袋]
サイズ：255×202×35
材質：P.P.
カラー：C
才数：7.0ポイント 7(05812)

★3981C インナー入数15

A4アクティブファイルケース35型
入数：60[15×4袋]
サイズ：315×263×35
材質：P.P.
カラー：C
才数：6.9ポイント 7(05728)

●丈夫な持ち手付き！●丈夫な持ち手付き！

★4303

A3アクティブファイルケース35型
入数：24
サイズ：433×347×35
材質：P.P.
カラー：C・S
才数：5.0ポイント 8(63161)

(C)クリア (S)スモーク

★3116 インナー入数12

デュアルファイルケースA6
入数：144[12×12袋]
サイズ：158×138×35
材質：P.P.
カラー：C
才数：4.7ポイント 2(55714)

★3114 インナー入数12

デュアルファイルケースB5
入数：72[12×6袋]
サイズ：267×215×35
材質：P.P.
カラー：C
才数：5.9ポイント 2(63627)

★3113 インナー入数12

デュアルファイルケースA4
入数：72[12×6袋]
サイズ：308×242×35
材質：P.P.
カラー：C
才数：7.7ポイント 2(85234)

★3071 インナー入数10

セパレートファイル
入数：80[10×8袋]
サイズ：257×185×23
材質：P.P.
カラー：C
才数：3.9ポイント 1(53323)

●3055 インナー入数12

2穴バインダー付ファイルケースA4
入数：72[12×6袋]
サイズ：316×253×16
材質：P.P.
カラー：C
才数：3.7ポイント 9(30528)

●A4用紙は穴を開けずに収納可能！●A4用紙は穴を開けずに収納可能！

★3058 インナー入数10

クリップファイルケースA4
入数：80[10×8袋]
サイズ：318×234×9
材質：P.P.
カラー：C・S
才数：2.2ポイント 9(35228)
(C)クリア (S)スモーク

●カバンの中でもジャマにならない薄型ファイル。●カバンの中でもジャマにならない薄型ファイル。

★5556C インナー入数15

ミスターキャリーA4
入数：60[15×4袋]
サイズ：316×275×30
材質：P.P.
カラー：C
才数：5.3ポイント 1(85727)

★5557C インナー入数25

ミスターキャリーB5
入数：100[25×4袋]
サイズ：275×250×30
材質：P.P.
カラー：C
才数：7.1ポイント 1(93328)

★3210C インナー入数12

B5ワイドケース
入数：72[12×6袋]
サイズ：285×219×44
材質：P.P.
カラー：C
才数：7.7ポイント 6(10128)

S
t
o
r
a
g
e―

収
納



ベストチョイス収納1-2.mcd  Page 2 17/05/31 13:50

Best Choiceベストチョイス

34 ※色記号 B:ブルー BE:ベージュ BK:ブラック BR:ブラウン C:クリア G:グリーン GO:ゴールド GY:グレー I:アイボリー N:ナチュラル NB:ニューブルー OR:オレンジ P:ピンク R:レッド S:スモーク SI:シルバー U:アンバー W:ホワイト Y:イエロー

S
t
o
r
a
g
e―

収
納

★3065 インナー入数12

カタログスタンドレター
入数：144[12×12箱]
サイズ：124×65×173
材質：P.S.
カラー：C
才数：4.3ポイント 0(28512)

●A4 三つ折パンフレットに最適！●A4 三つ折パンフレットに最適！

★3158 インナー入数12

NEWカタログスタンドA4
入数：72[12×6箱]
サイズ：245×84×205
材質：P.S.
カラー：C
才数：5.2ポイント 4(80123)

★3079 インナー入数12

カタログスタンド 2段
入数：72[12×6箱]
サイズ：118×121×209
材質：P.S.
カラー：C
才数：6.6ポイント 2(88226)

★3080 インナー入数12

カタログスタンド スライドタイプ
入数：120[12×10箱]
サイズ：140×176×160
材質：P.S.
カラー：C
才数：5.0ポイント 2(78514)

★3074 インナー入数10

ホールドブックスタンド
入数：120[10×12箱]
サイズ：171×140×168
材質：P.S.
カラー：C
才数：6.1ポイント 1(80814)

●レシピスタンドに最適！●レシピスタンドに最適！

★3128 インナー入数12

カードスタンド2P
入数：192[12×16箱]
サイズ：36×98×48
材質：P.S.
カラー：C
才数：3.1ポイント 3(48519)

★3087C インナー入数12

お知らせスタンドS・クリア
入数：192[12×16箱]
サイズ：120×35×100
材質：P.S.
カラー：C
才数：3.1ポイント 2(08314)

●メニューやカタログのスタンドに！●メニューやカタログのスタンドに！

★3087B インナー入数12

お知らせスタンドM・クリア
入数：144[12×12箱]
サイズ：152×48×125
材質：P.S.
カラー：C
才数：4.3ポイント 2(55613)

★3087A インナー入数12

お知らせスタンドL・クリア
入数：96[12×8箱]
サイズ：172×58×140
材質：P.S.
カラー：C
才数：4.0ポイント 2(60815)

★3148C インナー入数12

壁掛けポケットレター
入数：144[12×12箱]
サイズ：140×39×177
材質：P.P.
カラー：C
才数：3.5ポイント 4(90415)

★3144C インナー入数12

壁掛けポケットA4
入数：96[12×8袋]
サイズ：30×225×250
材質：P.P.
カラー：C
才数：5.1ポイント 4(55711)

★3177

カタログスタンドA4 2段
入数：20
サイズ：140×246×264
材質：P.S.
カラー：C
才数：9.1ポイント 5(205219)

●仕切りを使うことでA4三つ折りサイズにも対応します。●仕切りを使うことでA4三つ折りサイズにも対応します。

★3178

カタログスタンドA4 3段
入数：16
サイズ：200×249×320
材質：P.S.
カラー：C
才数：12.1ポイント 5(300511)

●仕切りを使うことでA4三つ折りサイズにも対応します。●仕切りを使うことでA4三つ折りサイズにも対応します。

★3218 インナー入数12

デスクスタンド
入数：144[12×12箱]
サイズ：90×86×101
材質：P.S.
カラー：C
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●A4レタートレーロング・ハーフサイズと●A4レタートレーロング・ハーフサイズと
組合わせて使用できます。組合わせて使用できます。

●スタッキングの高さを2通り選ぶことができます。●スタッキングの高さを2通り選ぶことができます。

●スタッキングOK。●スタッキングOK。
●A4サイズのファイルケースが●A4サイズのファイルケースが
収納できます。収納できます。

★3084 インナー入数6

ハンギングホルダーボックスA4
入数：60[6×10袋]
サイズ：326×124×242
材質：P.P.
カラー：C
才数：10.3ポイント 2(10031)

★3122 インナー入数10

レタースタンド
入数：60[10×6袋]
サイズ：248×107×120
材質：P.P.
カラー：BR・N
才数：6.3ポイント 3(80120)

(BR)ブラウン (N)ナチュラル

※製品の仕様、カラー、キャラクターは予告なしに変更する場合があります。 ☆単色梱包 ○色込み（カラーバランスは不均等）JANコード4906137
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★3059 インナー入数6

収納スタンドA4
入数：72[6×12袋]
サイズ：105×196×281
材質：P.P.
カラー：B・BK・G・P
才数：8.8ポイント

0(40917)
0(40127)

(B)ブルー (BK)ブラック

(G)グリーン (P)ピンク

●タテ、ヨコどちらでも使用できます。●タテ、ヨコどちらでも使用できます。

★3069C インナー入数10

収納トレーA4 クリア
入数：120[10×12袋]
サイズ：226×336×27
材質：P.P.
カラー：C
才数：7.7ポイント 1(55613)

★3070 インナー入数10

収納ラックA4
入数：120[10×12袋]
サイズ：248×338×36
材質：P.P.
カラー：B・P
才数：8.7ポイント 1(35814)

(B)ブルー (P)ピンク

★3726 インナー入数12

A4レタートレーロング
入数：96[12×8袋]
サイズ：245×340×60
材質：P.P.
カラー：B・C・S
才数：11.3ポイント

3(68127)

(B)ブルー

(C)クリア (S)スモーク

●スタッキングの高さを2通り選ぶことができます。●スタッキングの高さを2通り選ぶことができます。

★3727 インナー入数12

A4インデックストレー
入数：96[12×8袋]
サイズ：220×335×47
材質：P.P.
カラー：B・C・S
才数：8.2ポイント

3(30128)

(B)ブルー

(C)クリア (S)スモーク

★3082C インナー入数12

A4レタートレーロング・ハーフサイズ
入数：120[12×10袋]
サイズ：135×332×60
材質：P.P.
カラー：C
才数：7.6ポイント 9(30818)

★3081C インナー入数12

A4インデックストレー・ハーフサイズ
入数：120[12×10袋]
サイズ：110×332×47
材質：P.P.
カラー：C
才数：5.5ポイント 9(55718)

★3990C インナー入数12

B5レタートレーロング
入数：96[12×8袋]
サイズ：222×303×60
材質：P.P.
カラー：C
才数：8.8ポイント 9(25718)

●スタッキングの高さを2通り選ぶことができます。●スタッキングの高さを2通り選ぶことができます。

★3991C インナー入数12

B5インデックストレー
入数：96[12×8袋]
サイズ：200×302×47
材質：P.P.
カラー：C
才数：6.2ポイント 9(30717)

★3992C インナー入数12

A4レタートレーワイド・クリア
入数：96[12×8袋]
サイズ：342×262×60
材質：P.P.
カラー：C
才数：12.1ポイント 9(40421)

●スタッキングの高さを3通り選ぶことができます。●スタッキングの高さを3通り選ぶことができます。

★3993C インナー入数12

A4インデックストレーワイド・クリア
入数：96[12×8袋]
サイズ：320×270×48
材質：P.P.
カラー：C
才数：9.3ポイント 9(20226)

★3612 インナー入数20

レタートレー
入数：80[20×4箱]
サイズ：337×250×73
材質：P.S.
カラー：C
才数：12.2ポイント 8(73628)
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●キューブボックス、仕切り3トレー、●キューブボックス、仕切り3トレー、
仕切り4トレーの引出しになります。仕切り4トレーの引出しになります。

★3145 インナー入数12

仕切り3トレー
入数：144[12×12箱]
サイズ：179×61×61
材質：P.S.
カラー：C
才数：4.8ポイント 4(60611)

★3146 インナー入数12

仕切り4トレー
入数：96[12×8箱]
サイズ：120×120×61
材質：P.S.
カラー：C
才数：4.0ポイント 4(70812)

★3154 インナー入数12

仕切り2トレー
入数：144[12×12箱]
サイズ：179×61×61
材質：P.S.
カラー：C
才数：4.8ポイント 4(35518)

★3155 インナー入数12

仕切り3ハーフトレー
入数：192[12×16箱]
サイズ：179×61×32
材質：P.S.
カラー：C
才数：3.5ポイント 4(50411)

★3156 インナー入数12

仕切り4ハーフトレー
入数：144[12×12箱]
サイズ：120×120×32
材質：P.S.
カラー：C
才数：3.2ポイント 4(65412)

★3136 インナー入数12

マスキングテープカッター
入数：144[12×12箱]
サイズ：87×69×58
材質：P.S.
カラー：C
才数：2.8ポイント 4(80712)

●15mm幅のマスキングテープが5個●15mm幅のマスキングテープが5個
収納できます。収納できます。

★3163 インナー入数12

キューブボックス
入数：216[12×18箱]
サイズ：62×63×60
材質：P.S.
カラー：C
才数：2.7ポイント 5(40312)

★3164 インナー入数12

キューブトレー
入数：216[12×18箱]
サイズ：57×57×57
材質：P.S.
カラー：C
才数：2.2ポイント 5(55213)

★3165 インナー入数12

スタック小物ケース
入数：144[12×12箱]
サイズ：60×92×82
材質：P.S.
カラー：C
才数：3.5ポイント 5(65511)

★3166 インナー入数12

スタック小物トレー
入数：216[12×18箱]
サイズ：63×85×33
材質：P.S.
カラー：C
才数：2.3ポイント 5(75212)

●スタック小物ケースの引出しになります。●スタック小物ケースの引出しになります。

★3192 インナー入数12

クリアボックス S
入数：192[12×16箱]
サイズ：97×68×71
材質：P.S.
カラー：C
才数：4.8ポイント 6(10415)

★3191 インナー入数12

クリアボックス M
入数：144[12×12箱]
サイズ：97×135×71
材質：P.S.
カラー：C
才数：6.8ポイント 6(20716)

★3176 インナー入数12

クリアケース ロング
入数：96[12×8箱]
サイズ：165×66×60
材質：P.S.
カラー：C
才数：3.2ポイント 6(95614)

●15mm幅のマスキングテープが10個収納できます。●15mm幅のマスキングテープが10個収納できます。
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●小物やアクセサリーの収納に！●小物やアクセサリーの収納に！
●積み重ねて使用できます。●積み重ねて使用できます。

★3160 インナー入数12

仕切り整理トレー・ショート
入数：192[12×16袋]
サイズ：130×65×40
材質：P.P.
カラー：C
才数：2.6ポイント 4(30315)

★3161 インナー入数12

仕切り整理トレー・ロング
入数：144[12×12袋]
サイズ：260×65×40
材質：P.P.
カラー：C
才数：3.8ポイント 4(55513)

★3162 インナー入数12

仕切り整理トレー・ワイド
入数：144[12×12袋]
サイズ：130×130×40
材質：P.P.
カラー：C
才数：3.8ポイント 4(65514)

仕切り整理トレーは
組み合わせて使用できます。

★3105 インナー入数12

システムトレー 1型
入数：120[12×10箱]
サイズ：217×155×43
材質：P.S.
カラー：C
才数：5.0ポイント 2(95713)

★3106 インナー入数12

システムトレー 2型
入数：216[12×18箱]
サイズ：217×62×43
材質：P.S.
カラー：C
才数：3.8ポイント 2(68413)

★3107 インナー入数12

システムトレー 3型
入数：216[12×18箱]
サイズ：124×93×43
材質：P.S.
カラー：C
才数：3.2ポイント 2(83317)

★3108 インナー入数12

システムトレー 4型
入数：216[12×18箱]
サイズ：93×93×43
材質：P.S.
カラー：C
才数：2.5ポイント 2(08214)

●システムトレーは組合わせて使用できます。●システムトレーは組合わせて使用できます。

※製品の仕様、カラー、キャラクターは予告なしに変更する場合があります。 ☆単色梱包 ○色込み（カラーバランスは不均等）JANコード4906137
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●3630 インナー入数12

引出し整理トレー
入数：144[12×12袋]
サイズ：272×171×33
材質：P.P.
カラー：BK・GY
才数：5.8ポイント 7(55615)

●3077 インナー入数12

引出し整理トレー C/S
入数：144[12×12袋]
サイズ：272×171×33
材質：P.P.
カラー：C・S
才数：5.8ポイント 2(45619)

●3078 インナー入数12

引出し整理トレーワイド C/S
入数：144[12×12袋]
サイズ：320×200×42
材質：P.P.
カラー：C・S
才数：6.6ポイント 2(45717)

★5591 インナー入数12

タワートレー2P
入数：144[12×12箱]
サイズ：φ99×50
材質：P.S.
カラー：C
才数：5.7ポイント 2(68517)

★3194BK インナー入数12

A4レザー調トレー
入数：72[12×6袋]
サイズ：355×284×51
材質：P.P.
カラー：BK
才数：2.8ポイント 7(70422)

★3195BK インナー入数12

A5レザー調トレー
入数：96[12×8袋]
サイズ：284×214×51
材質：P.P.
カラー：BK
才数：2.2ポイント 7(85613)

★3224 インナー入数12

スタッキングコンテナ スリム
入数：144[12×12箱]
サイズ：175×100×76
材質：P.S.
カラー：C

★3225 インナー入数12

スタッキングコンテナ ワイド
入数：144[12×12箱]
サイズ：112×163×76
材質：P.S.
カラー：C
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★5594W インナー入数12

ライフトレーM35型 仕切り付
入数：216[12×18袋]
サイズ：150×108×36
材質：P.P.
カラー：W
才数：4.9ポイント 4(85417)

ライフトレーは組合わせて使用できます。

※色記号 B:ブルー BE:ベージュ BK:ブラック BR:ブラウン C:クリア G:グリーン GO:ゴールド GY:グレー I:アイボリー N:ナチュラル NB:ニューブルー OR:オレンジ P:ピンク R:レッド S:スモーク SI:シルバー U:アンバー W:ホワイト Y:イエロー

★5592W インナー入数12

ライフトレーミニ35型
入数：216[12×18袋]
サイズ：108×75×36
材質：P.P.
カラー：W
才数：2.5ポイント 4(65115)
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★5593W インナー入数12

ライフトレーミニ70型
入数：216[12×18袋]
サイズ：108×75×70
材質：P.P.
カラー：W
才数：4.9ポイント 4(75316)

★5571W インナー入数12

ライフトレーM70型
入数：144[12×12袋]
サイズ：150×108×70
材質：P.P.
カラー：W
才数：6.4ポイント 9(93513)

★5572W インナー入数12

ライフトレーM35型
入数：216[12×18袋]
サイズ：150×108×36
材質：P.P.
カラー：W
才数：4.9ポイント 9(93412)

★5573W インナー入数12

ライフトレーM20型
入数：216[12×18袋]
サイズ：150×108×20
材質：P.P.
カラー：W
才数：2.5ポイント 9(68217)

★5574W インナー入数12

ライフトレーL35型
入数：144[12×12袋]
サイズ：215×150×36
材質：P.P.
カラー：W
才数：6.4ポイント 9(80714)

★5575W インナー入数12

ライフトレーL20型
入数：144[12×12袋]
サイズ：215×150×20
材質：P.P.
カラー：W
才数：3.4ポイント 9(58511)

★5576W インナー入数12

ライフトレーS35型
入数：216[12×18袋]
サイズ：215×75×36
材質：P.P.
カラー：W
才数：4.9ポイント 9(78418)

★5578W インナー入数12

ライフトレーL70型
入数：96[12×8袋]
サイズ：215×150×70
材質：P.P.
カラー：W
才数：8.0ポイント 9(40917)

★5579W インナー入数12

ライフトレーL105型
入数：72[12×6袋]
サイズ：215×150×105
材質：P.P.
カラー：W
才数：9.3ポイント 3(53224)

★3541 インナー入数10

ライフバスケット角型
入数：120[10×12袋]
サイズ：206×140×120
材質：P.P.
カラー：B・P
才数：4.4ポイント 8(65617)

(B)ブルー (P)ピンク

★5577W インナー入数12

ライフトレーS20型
入数：216[12×18袋]
サイズ：215×75×20
材質：P.P.
カラー：W
才数：2.5ポイント 9(53314)
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●カード収納用の仕切り板付！●カード収納用の仕切り板付！

★5568 インナー入数12

NEWミスターキャリーCD
入数：48[12×4袋]
サイズ：240×170×152
材質：P.P.
カラー：B・C
才数：11.5ポイント 0(30722)
(B)ブルー (C)クリア

●CDを約21枚収納できます。●CDを約21枚収納できます。

★5548S インナー入数12

かたづけ上手DX・スリム
入数：72[12×6袋]
サイズ：227×135×130
材質：P.P.
カラー：C
才数：10.5ポイント 2(55723)

●積み重ねができます。●積み重ねができます。

★5548W インナー入数10

かたづけ上手DX・ワイド
入数：60[10×6袋]
サイズ：230×185×150
材質：P.P.
カラー：C
才数：14.0ポイント 2(65235)

●文庫本やコミック本の収納に。●文庫本やコミック本の収納に。

●CDを約20枚収納。●CDを約20枚収納。

●5561 インナー入数12

ツーステップボックス
入数：96[12×8袋]
サイズ：157×145×97
材質：P.P.
カラー：B・G・OR
才数：8.2ポイント 2(20122)

●仕切り付きの便利な内トレー付。●仕切り付きの便利な内トレー付。

●3696 インナー入数20

なんでもストックケース
入数：80[20×4袋]
サイズ：200×363×111
材質：P.P.
カラー：G・P・Y
才数：5.4ポイント 7(23325)

●3137 インナー入数12

仕切り付きハガキケース
入数：144[12×12袋]
サイズ：158×128×42
材質：P.P.
カラー：B・C・G・P
才数：4.8ポイント 3(45712)

★3139 インナー入数12

カードケース
入数：192[12×16袋]
サイズ：100×66×21
材質：P.P.
カラー：C
才数：1.6ポイント 4(38215)

●名刺やポイントカードの収納に最適。●名刺やポイントカードの収納に最適。

●3134 インナー入数12

トレーディングカードボックス
入数：144[12×12箱]
サイズ：105×75×30
材質：P.S.
カラー：B・S
才数：1.9ポイント 3(58416)

●トレーディングカードが60枚収納できます。●トレーディングカードが60枚収納できます。

●5528 インナー入数15

カセット10（テン）
入数：120[15×8袋]
サイズ：235×90×87
材質：P.P.
カラー：C
才数：9.2ポイント 5(70713)

●カセットが10枚収納可能。●カセットが10枚収納可能。

●5532 インナー入数10

多目的ボックス
入数：120[10×12袋]
サイズ：182×150×80
材質：P.P.
カラー：C
才数：10.1ポイント 7(65619)

●薬箱・道具箱・おもちゃ箱などに利用●薬箱・道具箱・おもちゃ箱などに利用
できます。できます。

●5533 インナー入数20

フロッピーテン
入数：120[20×6袋]
サイズ：126×138×113
材質：P.P.
カラー：C
才数：9.1ポイント 7(73511)

●フロッピーディスクが約10枚収納●フロッピーディスクが約10枚収納
できます。できます。

●5534 インナー入数10

CDセブン
入数：120[10×12袋]
サイズ：174×163×78
材質：P.P.
カラー：C
才数：9.8ポイント 7(20713)

●CDが約7枚収納できます。●CDが約7枚収納できます。

★3066 インナー入数10

お道具箱
入数：120[10×12袋]
サイズ：258×143×41
材質：P.P.
カラー：C
才数：6.9ポイント 0(50814)

●文具や封筒、小物の収納に！●文具や封筒、小物の収納に！

★3076 インナー入数10

お道具箱ワイド
入数：80[10×8袋]
サイズ：238×171×41
材質：P.P.
カラー：C
才数：4.9ポイント 1(65023)

●15×15cmの折り紙を収納できます。●15×15cmの折り紙を収納できます。

★5541 インナー入数30

APSインデックスプリントホルダー2P
入数：180[30×6袋]
サイズ：188×102×12
材質：P.P.
カラー：C
才数：3.6ポイント 8(35718)

●APSのインデックスプリント●APSのインデックスプリント
の収納にピッタリサイズ！の収納にピッタリサイズ！

★5562 インナー入数12

救急BOX
入数：96[12×8袋]
サイズ：157×145×97
材質：P.P.
カラー：W
才数：8.5ポイント 7(05619)

※製品の仕様、カラー、キャラクターは予告なしに変更する場合があります。 ☆単色梱包 ○色込み（カラーバランスは不均等）JANコード4906137
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★3167 インナー入数12

フリーボックス・ロング
入数：216(12×18袋）
サイズ：202×66×40
材質：P.P.
カラー：C
才数：4.3ポイント 5(30517)

★3168 インナー入数12

フリーボックス・スクエア
入数：216(12×18袋）
サイズ：132×92×40
材質：P.P.
カラー：C
才数：3.9ポイント 5(45418)
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●CDやDVDの収納にも！●CDやDVDの収納にも！●A4ファイルも収納できます。●A4ファイルも収納できます。

●A4ファイルも収納できます。●A4ファイルも収納できます。

★3120 インナー入数12

ブロックボックスS
入数：216[12×18袋]
サイズ：100×72×108
材質：P.P.
カラー：C
才数：6.9ポイント 2(53211)

★3119 インナー入数12

ブロックボックスM
入数：120[12×10袋]
サイズ：152×104×110
材質：P.P.
カラー：C
才数：8.0ポイント 2(43512)

★3118 インナー入数12

ブロックボックスL
入数：96[12×8袋]
サイズ：211×155×110
材質：P.P.
カラー：C
才数：9.3ポイント 2(00122) LとM、MとSは積み重ねが可能です。

Mサイズ

Lサイズ

Sサイズ

★3050 インナー入数10

インデックスバスケットワイドⅡ
入数：80[10×8袋]
サイズ：384×260×73
材質：P.P.
カラー：B・C・S
才数：6.8ポイント 6(13326)

(B)ブルー (C)クリア (S)スモーク

★3051 インナー入数12

インデックスバスケット深型Ⅱ
入数：96[12×8袋]
サイズ：196×280×138
材質：P.P.
カラー：B・C・S
才数：5.4ポイント 6(30129)

(B)ブルー (C)クリア (S)スモーク

スリム

深型Ⅱ

ワイドⅡ

置き場所を選ば
ないスタンダード
スリムタイプ。

簡単に汚れが
拭き取れる

プラスチック製。

必要なものを
さっと取り出せる
ハンドル付タイプ。

★3061 インナー入数10

ロングバスケット深型
入数：80[10×8袋]
サイズ：344×133×138
材質：P.P.
カラー：C
才数：4.4ポイント 0(55815)

★3053C インナー入数12

ロングバスケットスリムクリア・仕切り2枚付
入数：96[12×8袋]
サイズ：337×96×94
材質：P.P.
カラー：C
才数：3.6ポイント 0(55713)

★3054C インナー入数12

ロングバスケットワイドクリア・仕切り1枚付
入数：96[12×8袋]
サイズ：337×126×94
材質：P.P.
カラー：C
才数：4.5ポイント 9(50813)

●3053 インナー入数12

ロングバスケットスリム・仕切り2枚付
入数：96[12×8袋]
サイズ：337×96×94
材質：P.P.
カラー：C
才数：3.6ポイント 9(55713)

●タンスの引き出しにピッタリサイズ。●タンスの引き出しにピッタリサイズ。

●3054 インナー入数12

ロングバスケットワイド・仕切り1枚付
入数：96[12×8袋]
サイズ：337×126×94
材質：P.P.
カラー：C
才数：4.5ポイント 9(50813)

●タンスの引き出しにピッタリサイズ。●タンスの引き出しにピッタリサイズ。

★3026C インナー入数12

インデックスバスケットスリムタイプ
入数：144[12×12袋]
サイズ：130×277×148
材質：P.P.
カラー：C
才数：5.0ポイント 5(55611)

★3027C インナー入数12

インデックスバスケットハンドル付スリムタイプ
入数：144[12×12袋]
サイズ：130×310×148
材質：P.P.
カラー：C
才数：6.6ポイント 5(30817)

★3193 インナー入数12

クローバーバスケットスリム
入数：96[12×8袋]
サイズ：300×128×87
材質：P.P.
カラー：BR・G
才数：3.9ポイント 6(65511)

(BR)ブラウン (G)グリーン
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●お札や領収書も収納可能！●お札や領収書も収納可能！ ●1週間分の薬を小分けして収納できます。●1週間分の薬を小分けして収納できます。●セパレートタイプなので携帯にも便利です。●セパレートタイプなので携帯にも便利です。●取り出しやすいラウンド形状！●取り出しやすいラウンド形状！

★3980A インナー入数12

セパレート薬ケース Aタイプ
入数：192[12×16袋]
サイズ：182×84×20
材質：P.P.
才数：2.6ポイント

0(65614)

★3980B インナー入数12

セパレート薬ケース Bタイプ
入数：192[12×16袋]
サイズ：182×84×20
材質：P.P.
才数：2.6ポイント

0(85717)

★3980C インナー入数12

セパレート薬ケース 1週間用
入数：192[12×16袋]
サイズ：182×84×20
材質：P.P.
才数：2.6ポイント

0(00818)

★5539C インナー入数10

デュアルコインケース
入数：120[10×12袋]
サイズ：164×128×38
材質：P.P.
カラー：C
才数：4.1ポイント 3(13326)

●5569 インナー入数12

NEWセパレートコインケース
入数：192[12×16袋]
サイズ：118×76×33
材質：P.P.
カラー：B・S
才数：2.8ポイント 0(63517)

※製品の仕様、カラー、キャラクターは予告なしに変更する場合があります。 ☆単色梱包 ○色込み（カラーバランスは不均等）JANコード4906137
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●XV-91A インナー入数12

モノトーンカラーボックス・スリム
入数：96[12×8袋]
サイズ：130×250×150
材質：P.P.、紙
カラー：BK・I
才数：3.1ポイント 5(70814)

●XV-91B インナー入数12

モノトーンカラーボックス・ミディアム
入数：72[12×6袋]
サイズ：190×250×150
材質：P.P.、紙
カラー：BK・I
才数：2.7ポイント 5(25913)

●XV-91C インナー入数12

モノトーンカラーボックス・ラージ
入数：72[12×6袋]
サイズ：250×250×150
材質：P.P.、紙
カラー：BK・I
才数：2.9ポイント 5(30021)

★3791 インナー入数12

セパレートボックスSサイズ
入数：144[12×12袋]
サイズ：140×122×35
材質：P.P.
カラー：C
才数：3.6ポイント 6(15716)

★3790 インナー入数12

セパレートボックスMサイズ
入数：96[12×8袋]
サイズ：182×150×41
材質：P.P.
カラー：C
才数：4.5ポイント 6(33229)

★3147 インナー入数12

セパレートボックスLサイズ
入数：96[12×8袋]
サイズ：229×162×40
材質：P.P.
カラー：C
才数：5.8ポイント 4(80323)

★3159 インナー入数12

セパレートボックスSSサイズ
入数：192[12×16袋]
サイズ：105×85×23
材質：P.P.
カラー：C
才数：1.6ポイント 4(85213)

●なくしやすいネジやアクセサリー等の小物を●なくしやすいネジやアクセサリー等の小物を

スマートに整理収納できます。スマートに整理収納できます。

●3044N インナー入数10

NEWランジェリーセレクト
入数：80[10×8袋]
サイズ：120×355×66
材質：P.P.
カラー：C・P
才数：8.5ポイント 2(40717)

●タンスの引出し収納に便利な奥行き36cm。●タンスの引出し収納に便利な奥行き36cm。

●S503 インナー入数30

3型バスケット
入数：120[30×4袋]
サイズ：294×225×89
材質：P.P.
カラー：G・P・Y
才数：5.8ポイント 4(28519)

●3067 インナー入数12

ハンディバスケット
入数：72[12×6袋]
サイズ：266×230×130
材質：P.P.
カラー：B・G・P
才数：4.0ポイント 0(30321)
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●タテ、ヨコどちらの使い方でもOK！●タテ、ヨコどちらの使い方でもOK！
●CDケースを10枚収納可能。●CDケースを10枚収納可能。

●CDやDVDを24枚収納できます。●CDやDVDを24枚収納できます。
●収納ケース付き！●収納ケース付き！

●CDやDVDを24枚収納できます。●CDやDVDを24枚収納できます。
●収納ケース付き！●収納ケース付き！

●ブックレットが収納できるトールケース。●ブックレットが収納できるトールケース。 ●スタンダードタイプ2枚セット●スタンダードタイプ2枚セット●ひとつのケースに4枚収納できます。●ひとつのケースに4枚収納できます。

●厚さ5mmのスリムタイプ4枚セット●厚さ5mmのスリムタイプ4枚セット

●3098 インナー入数12

折りたたみスマートフォンスタンド
入数：360[12×30袋]
サイズ：135×100×15
材質：P.P.
カラー：BK・W
才数：2.4ポイント 2(53211)

●2段階に角度調節可能！●2段階に角度調節可能！
●携帯ゲーム機にも対応！●携帯ゲーム機にも対応！

●3097 インナー入数12

折りたたみタブレットPCスタンド
入数：192[12×16袋]
サイズ：226×160×14
材質：P.P.
カラー：BK・W
才数：3.3ポイント 2(55611)

●4段階に角度調節可能！●4段階に角度調節可能！
●折りたためるので持ち運びに便利！●折りたためるので持ち運びに便利！

※色記号 B:ブルー BE:ベージュ BK:ブラック BR:ブラウン C:クリア G:グリーン GO:ゴールド GY:グレー I:アイボリー N:ナチュラル NB:ニューブルー OR:オレンジ P:ピンク R:レッド S:スモーク SI:シルバー U:アンバー W:ホワイト Y:イエロー
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●XV-27B インナー入数12

Days CD/DVDファイル24
入数：144[12×12箱]
サイズ：277×151×27
材質：P.P.
カラー：B・C・G・P
才数：7.7ポイント 4(88912)

★5566C インナー入数12

ジョイントCDラック クリア
入数：96[12×8袋]
サイズ：155×130×164
材質：P.P.
カラー：C
才数：4.0ポイント 7(30911)

★XC-498C インナー入数10

CD＆DVDソフトケース4枚収納2P
入数：160[10×16箱]
サイズ：124×142×10
材質：P.P.
カラー：C
才数：3.1ポイント 5(10816)

★XC-502C インナー入数10

CD＆DVDケーススリムタイプ3P
入数：80[10×8箱]
サイズ：124×142×5
材質：P.S.
カラー：C
才数：1.2ポイント 5(55710)

★XC-503C インナー入数10

CD&DVDケーススリムタイプ 2枚収納 2P
入数：160[10×16箱]
サイズ：142×124×5
材質：P.S.
カラー：C
才数：1.6ポイント 6(65511)

●ひとつのケースに2枚収納できます。●ひとつのケースに2枚収納できます。

★XC-505A インナー入数10

CD/DVD用 両面ポケット 20枚入
入数：150[10×15袋]
サイズ：141×130
材質：P.P.
カラー：W
才数：1.6ポイント 6(70512)

●両面収納できる不織布ケースです。●両面収納できる不織布ケースです。

★XC-501C インナー入数10

CD＆DVDケーススタンダードタイプ2P
入数：80[10×8箱]
サイズ：124×142×10
材質：P.S.
カラー：C
才数：1.5ポイント 5(40719)

★XC-499C インナー入数10

CD＆DVDソフトケース10枚収納
入数：120[10×12箱]
サイズ：124×142×28
材質：P.P.
カラー：C
才数：2.9ポイント 5(20717)

●ジャケットカバー付き！●ジャケットカバー付き！

★XC-500BK インナー入数12

DVDトールケーススリムタイプ3P
入数：72[12×6箱]
サイズ：190×135×7
材質：P.P.
カラー：BK
才数：1.8ポイント 5(30718)

★XV-68A インナー入数10

CD/DVD用 収納ボックス
入数：160[10×16袋]
サイズ：70×140×147
材質：P.P.
カラー：C
才数：1.7ポイント 6(80413)

●スタンダードタイプを6枚収納可能。●スタンダードタイプを6枚収納可能。

●XV-27C インナー入数12

Days CD/DVDファイル24ワイド
入数：72[12×6箱]
サイズ：143×151×41
材質：P.P.
カラー：B・C・G・P
才数：3.2ポイント 6(90814)

折りたたみブックエンド
●入数：144[12×12袋]
●サイズ：124×205×6
●材質：P.S.
●カラー：C・S
●才数：1.1ポイント 4(75413)

●3157 インナー入数12




