
品番 商品名

25-110 荷札 豆 白 一穴 2000P 5,500¥        （税込¥6,050) ¥6,200 （税込¥6,820)

25-111 カラー荷札 豆 赤 一穴 2000P 6,300¥        （税込¥6,930) ¥7,000 （税込¥7,700)

25-112 カラー荷札 豆 桃 一穴 2000P 6,300¥        （税込¥6,930) ¥7,000 （税込¥7,700)

25-114 カラー荷札 豆 黄 一穴 2000P 6,300¥        （税込¥6,930) ¥7,000 （税込¥7,700)

25-115 カラー荷札 豆 黄緑 一穴 2000P 6,300¥        （税込¥6,930) ¥7,000 （税込¥7,700)

25-116 カラー荷札 豆 水 一穴 2000P 6,300¥        （税込¥6,930) ¥7,000 （税込¥7,700)

25-120 荷札 中 白 一穴 2000P 6,300¥        （税込¥6,930) ¥7,200 （税込¥7,920)

25-121 カラー荷札 中 赤 一穴 2000P 7,700¥        （税込¥8,470) ¥8,600 （税込¥9,460)

25-124 カラー荷札 中 黄 一穴 2000P 7,700¥        （税込¥8,470) ¥8,600 （税込¥9,460)

25-125 カラー荷札 中 黄緑 一穴 2000P 7,700¥        （税込¥8,470) ¥8,600 （税込¥9,460)

25-130 荷札 大 白 一穴 1000P 3,300¥        （税込¥3,630) ¥3,700 （税込¥4,070)

25-138 荷札 大 白 三穴 3,600¥        （税込¥3,960) ¥4,000 （税込¥4,400)

25-139 荷札 大 白 一穴ミシン目入 4,300¥        （税込¥4,730) ¥4,700 （税込¥5,170)

25-140 荷札 大 白（厚口）一穴 3,600¥        （税込¥3,960) ¥4,000 （税込¥4,400)

25-141 カラー荷札 大 赤 一穴 1000P 5,300¥        （税込¥5,830) ¥5,900 （税込¥6,490)

25-142 カラー荷札 大 桃 一穴 1000P 5,300¥        （税込¥5,830) ¥5,900 （税込¥6,490)

25-144 カラー荷札 大 黄 一穴 1000P 5,300¥        （税込¥5,830) ¥5,900 （税込¥6,490)

25-145 カラー荷札 大 黄緑 一穴 1000P 5,300¥        （税込¥5,830) ¥5,900 （税込¥6,490)

25-170 荷札 布札白 防水加工仕上 23,000¥      （税込¥25,300) ¥28,000 （税込¥30,800)

25-196 ペーパークロークチケット 5,500¥        （税込¥6,050) ¥7,000 （税込¥7,700)

25-1210 ユポ荷札 豆 12,700¥      （税込¥13,970) ¥15,000 （税込¥16,500)

25-1220 ユポ荷札 中 13,000¥      （税込¥14,300) ¥16,000 （税込¥17,600)

25-1230 ユポ荷札 大 15,000¥      （税込¥16,500) ¥18,000 （税込¥19,800)

25-1310 耐水紙荷札 豆 13,700¥      （税込¥15,070) ¥15,000 （税込¥16,500)

25-1320 耐水紙荷札 中 7,700¥        （税込¥8,470) ¥8,500 （税込¥9,350)

25-1330 耐水紙荷札 大 8,300¥        （税込¥9,130) ¥9,200 （税込¥10,120)

25-3110 パック入荷札 豆 白 一穴 200P 660¥          （税込¥726) ¥690 （税込¥759)

25-3120 パック入荷札 中 白 一穴 200P 770¥          （税込¥847) ¥800 （税込¥880)

25-3130 パック入荷札 大 白 一穴 200P 830¥          （税込¥913) ¥860 （税込¥946)

31-2600 友禅和紙 全判 小町格子（こまちごうし） 1,000¥        （税込¥1,100) ¥1,400 （税込¥1,540)

31-2601 友禅和紙 全判 撫子草紙・藍 1,000¥        （税込¥1,100) ¥1,400 （税込¥1,540)

31-2602 友禅和紙 全判 撫子草紙・紅 1,000¥        （税込¥1,100) ¥1,400 （税込¥1,540)

31-2603 友禅和紙 全判 かすり紋・藍 1,000¥        （税込¥1,100) ¥1,400 （税込¥1,540)

31-2604 友禅和紙 全判 かすり紋・紅 1,000¥        （税込¥1,100) ¥1,400 （税込¥1,540)

31-2607 友禅和紙 全判 季彩扇・若葉 1,000¥        （税込¥1,100) ¥1,400 （税込¥1,540)

31-2608 友禅和紙 全判 季彩扇・桃香 1,000¥        （税込¥1,100) ¥1,400 （税込¥1,540)

31-2609 友禅和紙 全判 花嵐・若葉 1,000¥        （税込¥1,100) ¥1,400 （税込¥1,540)

31-2610 友禅和紙 全判 花嵐・桃香 1,000¥        （税込¥1,100) ¥1,400 （税込¥1,540)

31-2611 友禅和紙 全判 水紋花・藍 1,000¥        （税込¥1,100) ¥1,400 （税込¥1,540)

31-2612 友禅和紙 全判 水紋花・緑 1,000¥        （税込¥1,100) ¥1,400 （税込¥1,540)
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31-2613 友禅和紙 全判 水紋花・桃 1,000¥        （税込¥1,100) ¥1,400 （税込¥1,540)

31-2614 友禅和紙 全判 手まり糸・藍 1,000¥        （税込¥1,100) ¥1,400 （税込¥1,540)

31-2615 友禅和紙 全判 手まり糸・紅 1,000¥        （税込¥1,100) ¥1,400 （税込¥1,540)

31-2618 友禅和紙 全判 水流花・藍 1,000¥        （税込¥1,100) ¥1,400 （税込¥1,540)

31-2619 友禅和紙 全判 水流花・紅 1,000¥        （税込¥1,100) ¥1,400 （税込¥1,540)

31-2620 友禅和紙 全判 金紗帯・藍 1,000¥        （税込¥1,100) ¥1,400 （税込¥1,540)

31-2621 友禅和紙 全判 金紗帯・紅 1,000¥        （税込¥1,100) ¥1,400 （税込¥1,540)

31-2700 友禅和紙 半才判 小町格子（こまちごうし） 500¥          （税込¥550) ¥700 （税込¥770)

31-2701 友禅和紙 半才判 撫子草紙・藍 500¥          （税込¥550) ¥700 （税込¥770)

31-2702 友禅和紙 半才判 撫子草紙・紅 500¥          （税込¥550) ¥700 （税込¥770)

31-2703 友禅和紙 半才判 かすり紋・藍 500¥          （税込¥550) ¥700 （税込¥770)

31-2704 友禅和紙 半才判 かすり紋・紅 500¥          （税込¥550) ¥700 （税込¥770)

31-2707 友禅和紙 半才判 季彩扇・若葉 500¥          （税込¥550) ¥700 （税込¥770)

31-2708 友禅和紙 半才判 季彩扇・桃香 500¥          （税込¥550) ¥700 （税込¥770)

31-2709 友禅和紙 半才判 花嵐・若葉 500¥          （税込¥550) ¥700 （税込¥770)

31-2710 友禅和紙 半才判 花嵐・桃香 500¥          （税込¥550) ¥700 （税込¥770)

31-2711 友禅和紙 半才判 水紋花・藍 500¥          （税込¥550) ¥700 （税込¥770)

31-2712 友禅和紙 半才判 水紋花・緑 500¥          （税込¥550) ¥700 （税込¥770)

31-2713 友禅和紙 半才判 水紋花・桃 500¥          （税込¥550) ¥700 （税込¥770)

31-2714 友禅和紙 半才判 手まり糸・藍 500¥          （税込¥550) ¥700 （税込¥770)

31-2715 友禅和紙 半才判 手まり糸・紅 500¥          （税込¥550) ¥700 （税込¥770)

31-2718 友禅和紙 半才判 水流花・藍 500¥          （税込¥550) ¥700 （税込¥770)

31-2719 友禅和紙 半才判 水流花・紅 500¥          （税込¥550) ¥700 （税込¥770)

31-2720 友禅和紙 半才判 金紗帯・藍 500¥          （税込¥550) ¥700 （税込¥770)

31-2721 友禅和紙 半才判 金紗帯・紅 500¥          （税込¥550) ¥700 （税込¥770)

32-4010 バノック専用スペア針 N-1一般用 3,100¥        （税込¥3,410) ¥2,400 （税込¥2,640)

32-4011 バノック専用スペア針 N-L厚物用 5,300¥        （税込¥5,830) ¥4,200 （税込¥4,620)

32-4015 バノックS/Lピン US-15 5,600¥        （税込¥6,160) ¥7,000 （税込¥7,700)

32-4018 バノックS/Lピン US-18 5,600¥        （税込¥6,160) ¥7,000 （税込¥7,700)

32-4025 バノックS/Lピン US-25 6,100¥        （税込¥6,710) ¥8,000 （税込¥8,800)

32-4035 バノックS/Lピン US-35 6,100¥        （税込¥6,710) ¥8,000 （税込¥8,800)

32-4050 バノックS/Lピン US-50 6,800¥        （税込¥7,480) ¥9,000 （税込¥9,900)

32-4300 バノック 503S スタンダード機 6,700¥        （税込¥7,370) ¥6,000 （税込¥6,600)

32-4301 バノック 503SL 長針機 8,500¥        （税込¥9,350) ¥8,000 （税込¥8,800)

32-5101 OPPパック S-A-4 9,700¥        （税込¥10,670) ¥12,600 （税込¥13,860)

32-5320 OPPパック T-色紙用 1,640¥        （税込¥1,804) ¥1,800 （税込¥1,980)

32-5369 OPPパック T-A-4 6,270¥        （税込¥6,897) ¥6,400 （税込¥7,040)

35-291 オーロラフィルム 900mm×5m 3,100¥        （税込¥3,410) ¥3,300 （税込¥3,630)

35-350 OPPロール 透明 500mm×30m（40ミクロン） 1,500¥        （税込¥1,650) ¥1,700 （税込¥1,870)

35-351 OPPロール 透明 600mm×30m（40ミクロン） 1,700¥        （税込¥1,870) ¥1,900 （税込¥2,090)
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35-352 OPPロール 透明 700mm×30m（40ミクロン） 1,900¥        （税込¥2,090) ¥2,100 （税込¥2,310)

35-353 OPPロール 透明 900mm×30m（40ミクロン） 2,300¥        （税込¥2,530) ¥2,500 （税込¥2,750)

35-354 OPPロール 透明 700mm×30m（25ミクロン） 1,800¥        （税込¥1,980) ¥2,000 （税込¥2,200)

35-360 OPPﾛｰﾙ 透明 1200mm×15m（40ﾐｸﾛﾝ） 3,500¥        （税込¥3,850) ¥3,700 （税込¥4,070)

35-842 OPPロール 透明 700mm×1m（40ミクロン） 350¥          （税込¥385) ¥450 （税込¥495)

35-5820 紙パッキン 400ｇ ホワイト 1,850¥        （税込¥2,035) ¥2,000 （税込¥2,200)

35-5821 紙パッキン 400ｇ ウスダイダイ 1,850¥        （税込¥2,035) ¥2,000 （税込¥2,200)

35-5831 紙パッキン 1kg ワカクサ 3,400¥        （税込¥3,740) ¥3,700 （税込¥4,070)

35-5832 紙パッキン 1kg アサギ 3,400¥        （税込¥3,740) ¥3,700 （税込¥4,070)

35-5835 紙パッキン 1kg グリーン 3,400¥        （税込¥3,740) ¥3,700 （税込¥4,070)

35-5860 紙パッキン 1kg ホワイト 3,400¥        （税込¥3,740) ¥3,700 （税込¥4,070)

35-5861 紙パッキン 1kg ウスダイダイ 3,400¥        （税込¥3,740) ¥3,700 （税込¥4,070)

35-5862 紙パッキン 1kg シロチャ 3,400¥        （税込¥3,740) ¥3,700 （税込¥4,070)

35-5863 紙パッキン 1kg サクラ 3,400¥        （税込¥3,740) ¥3,700 （税込¥4,070)

35-5864 紙パッキン 1kg ピンク 3,400¥        （税込¥3,740) ¥3,700 （税込¥4,070)

35-5867 紙パッキン 1kg オレンジ 3,400¥        （税込¥3,740) ¥3,700 （税込¥4,070)

35-5871 紙パッキン 40g ウスダイダイ 250¥          （税込¥275) ¥300 （税込¥330)

35-5872 紙パッキン 40g シロチャ 250¥          （税込¥275) ¥300 （税込¥330)

35-5894 ウッドパッキン 1kg 4,500¥        （税込¥4,950) ¥4,700 （税込¥5,170)

35-5897 紙パッキン 1kg ダークブラウン 3,400¥        （税込¥3,740) ¥3,700 （税込¥4,070)

37-540 ワンタッチフック 1,500¥        （税込¥1,650) ¥1,700 （税込¥1,870)

50-150 透明ボックス S 55×55×25 50P 2,800¥        （税込¥3,080) ¥3,000 （税込¥3,300)

50-152 透明ボックス S2 72×72×25 50P 3,200¥        （税込¥3,520) ¥3,400 （税込¥3,740)

50-250 透明ボックス M 60×97×30 50P 3,200¥        （税込¥3,520) ¥3,400 （税込¥3,740)

50-252 透明ボックス M2 60×97×20 50P 3,200¥        （税込¥3,520) ¥3,400 （税込¥3,740)

50-350 透明ボックス L 55×160×25 50P 3,800¥        （税込¥4,180) ¥4,000 （税込¥4,400)

50-450 透明ﾎﾞｯｸｽ はがきｻｲｽﾞ 105×153×25 50P 6,000¥        （税込¥6,600) ¥6,300 （税込¥6,930)

50-650 透明ボックス S 55×55×25 10P 700¥          （税込¥770) ¥740 （税込¥814)

50-652 透明ボックス S2 72×72×25 10P 800¥          （税込¥880) ¥840 （税込¥924)

50-750 透明ボックス M 60×97×30 10P 800¥          （税込¥880) ¥840 （税込¥924)

50-752 透明ボックス M2 60×97×20 10P 800¥          （税込¥880) ¥840 （税込¥924)

50-850 透明ボックス L 55×160×25 10P 950¥          （税込¥1,045) ¥1,000 （税込¥1,100)

50-950 透明ﾎﾞｯｸｽ はがきｻｲｽﾞ 105×153×25 5P 750¥          （税込¥825) ¥790 （税込¥869)


