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ページ 品番 品名 変更内容 変更前 変更後
xii 9100 ガスシリンダーテーブル 価格改定 ¥21,000 ¥22,000
xii 9105 リフトテーブル 取扱い状況 廃番
xiii 9110 折りたたみチェア(4脚入) 価格改定 ¥28,800 ¥33,000

xiii 9115 折りたたみハイチェア(4脚入)
価格改定
仕様訂正

\24,800
W400×D445×H885(SH600)

\26,000
W350×D445×H885(SH600)

xiii 9120 メッシュチェア(4脚入) 価格改定 ¥32,000 ¥36,000

xiii 9125 メッシュハイチェア(2脚入)
価格改定
仕様訂正

\18,000
W400×D445×H940(SH635)

\20,000
W400×D460×H940(SH635)

xiii 9130 ドーナッツチェア(4脚入)
名称訂正
価格改定
仕様訂正

ドーナッツチェア(4個入)
\30,000
W360×D460×H740(SH485)

ドーナッツチェア(4脚入)
\32,000
W330×D450×H740(SH485)

xiii 9135 ドーナッツハイチェア(4脚入) 価格改定 ¥34,000 ¥36,000
xiv 7813 カーペットマット 梱包数量訂正 1ケース　40枚 1ケース　16枚

xiv 7814 クッションマット
名称訂正
梱包数量訂正

クッショントマット
1ケース　40枚

クッションマット
1ケース　16枚

xiv 7815 畳タイプマット 梱包数量訂正 1ケース　40枚 1ケース　16枚
xv 7820 案内マットA型 価格改定 ¥16,800 ¥34,000

xvii 7801 ライブラリーバッグハンガー
名称訂正
価格改定

ライブラリーバックハンガー
\14,000

ライブラリーバッグハンガー
\16,000

xvii 7803 ライブラリーバッグハンガー 取扱い状況 廃番　
xvii 7850 ブックシェルフ 価格改定 ¥21,000 ¥23,000
xxi 6602 オリジナルミニブックキット（和装本）A7判 梱包数量訂正 2セット 2冊1セット(真紅色・藍色各1冊)

35～38,
43～48,
110,114

IS書架・IB書架・IU書架・移動式書架（電動
式）ISE型・移動式書架（ハンドル式）ISM型・
移動式書架（手動式）ISH型・スチール製雑
誌架IM型・展示用雑誌架ID型

基本色変更 シルキーアイボリー
ホワイト
※シルキーアイボリーはオプションとして
継続

41 4583 ブックキーパーⅠ(手動式) 価格改定 ¥1,740 ¥2,100
65 7481 木製椅子902　布地 取扱い状況 廃番

65,71,
148,149

色見本（布基準色A） 取扱い状況 ライトブラウン、グレー廃番

66 7490-N 木製椅子853　布地
価格改定
仕様訂正

¥33,000
W484×D511×H721(SH407)
本体：ホワイトビーチ
背：ナラ柾目

¥34,000
W460×D530×H800(SH450)
本体：アッシュ材

66 7503-N 木製椅子860　布地
価格改定
仕様訂正

¥39,000
W486×D535×H800(SH400)
本体：ホワイトビーチ
スタッキング可

¥41,000
W420×D540×H800(SH440)
本体：オーク材

68 7502 木製椅子858　ﾋﾞﾆｰﾙﾚｻﾞｰ 取扱い状況 廃番
69 7068 閲覧椅子MC4 価格改定 ¥24,000 ¥26,400
69 7069 閲覧椅子MC4C 価格改定 ¥25,700 ¥28,300
69 7071 閲覧椅子TNC 取扱い状況 廃番
69 7080 閲覧椅子MCC 価格改定 ¥28,200 ¥31,000
69 7081 閲覧椅子MCK 価格改定 ¥40,800 ¥44,900
69 7516 閲覧椅子MC-1 価格改定 ¥24,200 ¥25,600
69 7517 閲覧椅子MC-2 価格改定 ¥26,100 ¥27,600
69 色見本（布地） 生地色名訂正 ホワイト×ブルー/ホワイト×グレー ブラック×ブルー/ブラック×グレー
70 7010 閲覧椅子A-1 取扱い状況 廃番
70 7011 閲覧椅子A-2 取扱い状況 廃番
70 7012 閲覧椅子B-1 取扱い状況 廃番
70 7013 閲覧椅子B-2 取扱い状況 廃番
70 7014 閲覧椅子C-1 取扱い状況 廃番
70 7015 閲覧椅子C-2 取扱い状況 廃番
70 7016 閲覧椅子D-1 取扱い状況 廃番
70 7017 閲覧椅子D-2 取扱い状況 廃番
70 7056 閲覧椅子AS 取扱い状況 廃番
70 7174 回転椅子WX-1 取扱い状況 廃番
70 7177 回転椅子WX-2 価格改定 ¥27,800 ¥30,600
71 7983-N 木製スツール　T型　布地 価格訂正 ¥22,500 ¥24,000
71 7984 木製スツール　T型　レザー 価格訂正 ¥22,000 ¥23,500
71 7959-N 木製スツール　L型　布地 価格訂正 ¥32,000 ¥34,000
71 7959 木製スツール　L型　レザー 価格訂正 ¥31,000 ¥33,000
71 7935 木製スツールK型 価格改定 ¥28,000 ¥29,000
71 7936 木製スツールD型 価格改定 ¥26,000 ¥29,000
89 7531 カウンター椅子C 価格改定 ¥21,400 ¥22,200
89 7536 カウンター椅子D 価格改定 ¥26,300 ¥27,200
89 7541 カウンター椅子B 価格改定 ¥46,000 ¥49,700
89 7551 カウンター椅子A 価格改定 ¥49,800 ¥53,000
91 7050 検索台 名称変更 検索台 記載台(一般用)
91 7052 検索台 名称変更 検索台 記載台（児童用）

92 机上型カード容器 取扱い状況
在庫限り
在庫以降は仕様と値段変更有

103 7944 ブックカートB型 取扱い状況 廃番
103 7945 ブックカートM型 取扱い状況 廃番
104 7992 ABS樹脂製踏み台 寸法訂正 W405×D330 W406×D330
105 7492 運搬車 価格改定 ¥29,000 ¥32,000
107 7342 新聞用サスペンダー 価格改定 ¥3,800 ¥4,100

107 7345 新聞用ハンガー
価格改定
付属品説明訂正

\36,400
サスペンダーは別売です。

\37,600
サスペンダー6本付

110 スチール製雑誌架IM型 標準装備訂正 ●標準装備　スチール巾木、インデックスホルダー
●標準装備　スチール巾木
※インデックスホルダーはオプションです。

114 7313 スチール製雑誌架 片面3段 価格改定 ¥66,000 ¥69,300
114 7319 スチール製雑誌架 片面5段 価格改定 ¥96,300 ¥101,100
114 7322 雑誌架用ベース 価格改定 ¥7,400 ¥7,800
116 7927 ブラウジングベンチWCNB 価格改定 ¥98,300 ¥101,200
116 7930 ブラウジングベンチM-3A 価格改定 ¥157,500 ¥173,300
116 7931 ブラウジングベンチM-2A 価格改定 ¥115,500 ¥127,100
116 7932 ブラウジングベンチM-3 価格改定 ¥142,800 ¥157,100
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116 7933 ブラウジングベンチM-2 価格改定 ¥108,200 ¥119,000
117 7047 ブラウジングソファー100 価格改定 ¥60,000 ¥63,000
117 7048 ブラウジングソファー300S 価格改定 ¥108,000 ¥113,400
117 7049 ブラウジングソファー300 価格改定 ¥140,000 ¥147,000
117 7938 長椅子BC-30 価格改定 ¥133,000 ¥146,300
117 7939 長椅子BC-60 価格改定 ¥117,000 ¥128,700
117 7940 長椅子708A 価格改定 ¥61,500 ¥66,400
117 7941 長椅子708B 価格改定 ¥42,400 ¥45,600
129 4260 展示ブックエンド裏底マグネット付 取扱い状況 廃番
130 4180 折りたたみ式展示本立て 取扱い状況 廃番
130 4206 展示本立て 取扱い状況 在庫限り
146 7910 動物型スツール（パンダ） 価格改定 ¥28,000 ¥28,500
146 7911 動物型スツール（くま） 価格改定 ¥28,000 ¥28,500
146 7912 動物型スツール（かえる） 価格改定 ¥28,000 ¥28,500
146 7913 動物型スツール（コアラ） 価格改定 ¥28,000 ¥28,500
149 7294 六角形スツールW型 価格改定 ¥30,000 ¥33,000
149 7295 六角形スツールH型 価格改定 ¥39,500 ¥43,000

150 7499 ベビーベッド・ステラ
付属品訂正
説明文訂正

スプリングマットレス
「マットレスとシーツ」

固綿ﾏｯﾄ
「マットとシーツ」

151
7033-B
7034-B

幼児用椅子　キュービック1人用
幼児用椅子　キュービック2人用

取扱い状況 在庫限り

153 7653 記載台D型車椅子対応 仕様訂正 W800×D450×H700 W800×D600×H750
153 9989 長椅子328 価格改定 ¥47,500 ¥49,800
153 9994 車椅子RS 仕様変更 W650×D1130×H900 W620×D1040×H895 (折時W305)
154 9991 ハンドル式昇降テーブル 取扱い状況 廃番

165 4204 スチール棚用レベル挟
寸法追記
取扱い状況

本体サイズ　W120
W120×D92×H25
在庫限り

165 4205 書架分類用レベル挟
寸法追記
取扱い状況

本体サイズ　W120
W120×D42×H25
在庫限り

181 5701 フィルムプラストP 2cm×50m 価格改定 ¥2,500 ¥2,700
181 5702 フィルムプラストP 4cm×50m 価格改定 ¥3,960 ¥4,300
181 5703 フィルムプラストP 40cm×10m 取扱い状況 廃番
183 5733 フィルムルックスソフトPP 5cm×25m 価格改定 ¥2,100 ¥2,300
183 5734 フィルムルックスソフトPP 7.5cm×25m 価格改定 ¥3,000 ¥3,300
183 5735 フィルムルックスソフトPP 26cm×25m 価格改定 ¥7,700 ¥8,500
183 5736 フィルムルックスソフトPP 28cm×25m 価格改定 ¥8,300 ¥9,100
183 5737 フィルムルックスソフトPP 32cm×25m 価格改定 ¥9,400 ¥10,300
183 5738 フィルムルックスソフトPP 36cm×25m 価格改定 ¥10,600 ¥11,700
183 5739 フィルムルックスソフトPP 41cm×25m 価格改定 ¥12,100 ¥13,300
183 5740 フィルムルックスソフトPP 61cm×25m 価格改定 ¥17,900 ¥19,700
184 5746 フィルムプラストT 3cm×10m 価格改定 ¥1,350 ¥1,650
188 4152 浮出プレス 中型　(径36mm) 価格改定 ¥86,000 \86,000～
188 4154 浮出プレス 小型  (径27mm) 価格改定 ¥78,000 \78,000～
189 2235 新聞(等)切抜台紙用紙 取扱い状況 廃番
190 4100 大型印箱 取扱い状況 廃番
190 4125 回転日付印 ６号 価格改定 ¥1,150 ¥1,280
190 4135 回転日付印 ４号 価格改定 ¥980 ¥1,100
205 1891 薄葉紙「ｽﾊﾟｲﾀﾞｰ」 ｼｰﾄ 価格改定 ¥24,300 ¥25,000
205 1892 薄葉紙「ｽﾊﾟｲﾀﾞｰ」 ﾛｰﾙ 価格改定 ¥14,200 ¥14,500
206 1845 「ﾀｲﾑｹｱ」 ｸﾘｽﾀﾙﾌｧｲﾙﾌｫﾙﾀﾞｰ 12×10ｲﾝﾁ 価格改定 ¥2,250 ¥4,500
206 1846 「ﾀｲﾑｹｱ」ｸﾘｽﾀﾙﾌｧｲﾙﾌｫﾙﾀﾞｰ 16×12ｲﾝﾁ 価格改定 ¥2,500 ¥5,000
206 1847 「ﾀｲﾑｹｱ」ｸﾘｽﾀﾙﾌｧｲﾙﾌｫﾙﾀﾞｰ 20×16ｲﾝﾁ 価格改定 ¥3,000 ¥6,000
206 1848 「ﾀｲﾑｹｱ」ｸﾘｽﾀﾙﾌｧｲﾙﾌｫﾙﾀﾞｰ 24×20ｲﾝﾁ 価格改定 ¥3,750 ¥6,000
210 5600 透明雑誌カバー B6 取扱い状況 在庫限り
210 5602 透明雑誌カバー A5(大) 取扱い状況 在庫限り
210 5609 透明雑誌カバー グラフ版 取扱い状況 在庫限り
210 5610 透明雑誌カバー B4 取扱い状況 在庫限り
211 2427-A ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ折りたたみ式 B5判用 取扱い状況 在庫限り　廃番予定
211 2428-A ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ折りたたみ式 A4判用 取扱い状況 在庫限り　廃番予定
211 2428-B ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ折りたたみ式 仕切付 A4判用 取扱い状況 在庫限り　廃番予定
218 5920 製本用無酸性糊　ブックグルー 1kg 価格改定 ¥4,300 ¥4,800
218 5930 革製本のクリーニング剤 価格改定 ¥4,700 ¥6,000
224 6950 机上型裁断機 SC-10N 取扱い状況 廃番　
224 6977 机上型裁断機 SC-10N 用替刃 取扱い状況 廃番
224 6980 机上型裁断機 SC-10N 用刃受け 取扱い状況 廃番
225 5867 サーマバインド30 取扱い状況 廃番　在庫限り　後継品無し
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