
罫線 旧品番 新品番 JANコード 新コード4901480

その他
方眼罫

ノ-30S5

→

ノ-30S5N

072999 5112-5929

ノ-30S7B → ノ-30S7NB 073002 5441-9759

ノ-30S8B → ノ-30S8NB 073019 5441-9766

ノ-30S8-4 → ノ-30S8-4N 070827 5112-5950

ノ-30S12B → ノ-30S12NB 073033 5441-9834

ノ-30S15 → ノ-30S15N 070865 5112-5899

英習罫

ノ-30F8 → ノ-30F8N 070995 5112-5721

ノ-30F10 → ノ-30F10N 017976 5439-7705

ノ-30F13

→

ノ-30F13N

073088 5112-5707

ノ-30F13D

→

ノ-30F13ND

319513 6470-5514

ノ-30F13P

→

ノ-30F13NP

319483 6470-5521

ノ-30F15 → ノ-30F15N 073095 5112-5714

ノ-30F15D → ノ-30F15ND 319490 6470-5538

ノ-30F15P → ノ-30F15NP 319506 6470-5545

無地

ノ-30W

→

ノ-30WN

073101 5112-6018

ヨコ罫

ノ-30Y22

→

ノ-30Y22N

073064 5112-6025

ノ-30Y27 → ノ-30Y27N 073071 5112-6032

タテ罫

ノ-30M15

→

ノ-30M15N

070919 5112-5790

ノ-30M17 → ノ-30M17N 073040 5118-6708

ノ-30M19 → ノ-30M19N 073057 5112-5806

漢字罫

ノ-30KA12N

→

ノ-30KA12

176291 5466-0847

ノ-30KA15 → ノ-30KA15N 071121 5112-5752

ノ-30KA20N → ノ-30KA20 176307 5466-0854

罫線 旧品番 新品番 JANコード 新コード4901480

作文罫

ノ-30K20

→

ノ-30K20N

071060 5112-5745

プリント
貼付用

ノ-36S10-5B

→

ノ-36S10-5NB

273808 6470-5705

ノ-36S10B → ノ-36S10NB 273785 6470-5712

■キャンパス（用途別）　A4

5mm方眼罫
 （10mm
  実線入り）

—

ノ-34S10-5B

344447 6470-5682

—

ノ-34VS10-5G

344454 6470-5699

英習罫 —

ノ-34F15

344461 6470-5675

■スマートキャンパス（用途別）　B5

5mm方眼罫
 （10mm
  実線入り）

ノ-GS30S10-5B

仕様変更なし

ノ-GS30S10-5LB

ノ-GS30S10-5LG

ノ-GS30S10-5LP

ノ-GS30S10-5LY

ノ-GS30S10-5X5

10mm
方眼罫

ノ-GS30S10B

仕様変更なし

ノ-GS30S10LB

ノ-GS30S10LG

ノ-GS30S10LP

ノ-GS30S10LY

ノ-GS30S10X5

■スマートキャンパス（用途別）　B5　英習罫

13段 —

ノ-GS30F13

344492 6470-5729

15段 — ノ-GS30F15 344522 6470-5736

■スマートキャンパス（用途別）　A4

5mm方眼罫
 （10mm
  実線入り）

—

ノ-GS34S10-5LB

344485 6470-5743

9月以降順次切替
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従来品
大量の書類を入れると書類がまるまって
しまい、表紙が開いてしまう。

とじ具と書類が離れているので、
書類のかさばりの影響を受けにくく
表紙がふくらみにくい！

たくさん入れても、書類がまるまらず
表紙もぴったりとじます。

NEOS

クリヤーブック〈NEOS〉（替紙式）

背幅が広がり、最大収容ポケット枚数約1.5倍※になった
クリヤーブック（替紙式）がNEOSシリーズに登場！

スタイリッシュなカラーリング
最新のオフィスに溶け込むシックなカラーをラインアップしました。

背幅が変わる
書類量に応じて背幅が変わるので、収容量
が少ないときはスリムに、収容量が増えて
もかさばらずキレイに収容可能です。

最大収容ポケット枚数約1.5倍※

「背幅が変わる」機能と「ガイド機能付き厚口ポケット」
により、従来品に比べて約1.5倍※のポケットを収容する
ことができます。　※当社従来品比

ガイド機能付き厚口ポケット
書類がとじ穴付近に寄りにくいガイド機能付きで、多くのポケットが収容で
きます。また、破れにくい厚口ポケットなので、耐久性が高く長期保管にも最
適です。1ポケットに20枚まで収容可能※です。　※PPC用紙64g/㎡換算

ロック付きリングとじ具
レバーを立ててとじ具をロックすれば、衝撃
によってリングが開いてしまうことがなく、
ポケットの脱落を防止します。
※とじ具の開閉操作を行う際は、指などをはさまないよう
に十分ご注意ください。

グリーン購入法適合

ミドルタイプ

ワイドタイプ

ラ-NE720B・D・DB・G・R・W

ラ-NE730B・D・DB・G・R・W ラ-NE720B

※当社従来品比

書類がとじ穴に
近づかない

ガイド機能

従来品 NEOS

とじ具の
分別廃棄可能

品　番 JANコード コード メーカー希望小売価格
（税抜） サイズ 付属

ポケット枚数
外寸法 最大収容

ポケット枚数
リング
内径 替紙 包装単位4901480 高さ・幅・背幅

ラ-NE720B 344591 6468-8503 ¥   980

A4-S

10枚 311・262・27～40※ 90枚 17

ラ-NE880

6/18
ラ-NE720D 344607 6468-8510 ¥   980 6/18
ラ-NE720DB 344614 6468-8527 ¥   980 6/18
ラ-NE720G 344621 6468-8534 ¥   980 6/18
ラ-NE720R 344638 6468-8541 ¥   980 6/18
ラ-NE720W 344645 6468-8558 ¥   980 6/18
ラ-NE730B 344652 6468-8565 ¥1,300

20枚 311・262・33～50※ 110枚 23

6/18
ラ-NE730D 344669 6468-8572 ¥1,300 6/18
ラ-NE730DB 344676 6468-8589 ¥1,300 6/18
ラ-NE730G 344683 6468-8596 ¥1,300 6/18
ラ-NE730R 344690 6468-8602 ¥1,300 6/18
ラ-NE730W 344706 6468-8619 ¥1,300 6/18

●穴数/30穴　●表紙・ポケット/R-PP　●替背紙式　●中紙なし　◆表紙色/B…ターコイズブルー、D…ブラック、DB…ネイビー、G…ライトオリーブ、R…カーマインレッド、W…オフホワイト
※背幅が広くなった場合、外寸法の幅は少し小さくなります。
※製品の最大収容ポケット枚数は、1ポケットに用紙2枚を挿入した場合です。　※最大収容ポケット枚数は、クリヤーブック〈NEOS〉用替紙を使用した場合です。　
※1ポケットの最大収容枚数は20枚までです。（PPC用紙64g/㎡換算）

■クリヤーブック〈NEOS〉（替紙式）

　 はミドルタイプ（金属とじ具）、　 はワイドタイプ（金属とじ具）を表します。M W

W

W

W

W

W

W

M

M

M

M

M

M
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品　番 JANコード コード メーカー希望小売価格
（税抜） サイズ 穴数 外寸法 ポケット内寸法 包装単位4901480 タテ・ヨコ タテ・ヨコ

ラ-NE880 344713 6468-8626 ¥250 A4-S 2・4・30穴対応 302・234 299・213 10/100
●ポケット/R-PP　●10枚入り　●中紙なし

■クリヤーブック〈NEOS〉用替紙

ラ-NE880

書類がとじ穴に
近づかない

ガイド機能

従来品 NEOS

NEOSシリーズラインアップ既発売

FEATURE 進化した機能

ワークスタイルが変われば、ファイルに求められる機能も変わ
ります。〈NEOS〉は、ニーズの変化に対応する最適な機能を
追求します。

DESIGN 進化したデザイン

IT化の流れの中で書類の存在価値は変化し、それに伴いファ
イリングの形も変化しています。〈NEOS〉は、ファイリングの変
化に対応した最適なデザインを提案します。

COLORS 進化したカラー

オフィスや時代の変化によって求められるカラーは変化します。
〈NEOS〉は、今そしてこれからのオフィスにマッチする最適な
カラーを提供します。

オフィス空間、ワークスタイルの
変化に合わせて進化した
新・定番ファイルシリーズ〈NEOS〉

チューブファイル

個別フォルダー

リングファイル

ファイルボックス

フラットファイル

ファイルボックス（スタンドタイプ） 収納ボックス

ガバットファイル

10
月
発
売
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D450mmD450mm
オフィスの防災備蓄シリーズ

PARTS-FIT（パーツフィット）シリーズとは？

PARTS-FITシリーズでは…
●地下倉庫などに平置き（パレット置き）する備蓄方法にも対応。
●備蓄後のレイアウト変更や移転、買い足しなどによる
　変更にも柔軟に対応。
●収納庫の一部のみを利用した備蓄方法にも対応。

PARTS-FITシリーズでキャビネットに収納した例

※D400mmにも収納できます。
※棚板を6枚使用しています。
※D400mmにも収納できます。
※棚板を6枚使用しています。

保管場所に困っていた防災備蓄品が、キャビネット・倉庫へ無駄なく収納できます。
また、更新や移転の際にも無理のない組み替えが可能です。段ボールケースの
『奥行き（D317mm）』、『高さ（H260mm）』は統一し、『幅（W）』をキャビネットの幅（W900）を12等分し、
その倍数の5サイズで設定する寸法体系を採用しました。

防災備蓄品は、はたらく場所の主役ではありません。
はたらく場所のかたちに合わせて、さまざまな組み合わせができる部品。
それがPARTS-FIT（パーツフィット）です。
キャビネットの内寸に合わせたサイズでシリーズの商品を統一しているので、
ピッタリと効率的に収納できます。

防災備蓄に最適な寸法体系

オフィスのキャビネットにキレイに収容できるよう
モジュール設計された防災備蓄シリーズです。

キレイにそろうモジュール設計

使用時に最適な3層グラフィックを採用
段ボールケースのデザインを工夫

6／12size
（W421mm）

4／12size
（W280mm）

3／12size
（W209mm）

2／12size
（W139mm）

1／12size
（W68mm）

発見（大分類）

識別（中分類）

管理（小分類）

離れた所（距離2～3mの位置）から
大勢の人が見る状況で大分類を認識

手に取れる距離にいる状況で
「物品の詳細や使い方」を確認
「使用期限・賞味期限」の確認

使用期限・賞味期限以外の管理項目は、
カンタン編集・印字ソフト〈合わせ名人4〉のテンプレートを使って
オリジナルラベルを作成することができます。

無償！カンタン編集・印字ソフト

合わせ名人 検索
推奨ラベル：KPC-E121-20N

6 4 3 2 1

D317mm

H260mm

H2100mmH2100mm

W900mm

執務スペース内の
キャビネットに

倉庫に

●カラータグとアイコン

キャビネットの前（距離1～2mの位置）に
立った状況で中分類を認識

●文字（大・中）

●文字（中）・ラベル

長尺トイレットペーパー（パックタイプ・6個入り）

オフィス什器に収まる
長期備蓄が可能な長尺トイレットペーパー。
湿気などで変質しにくい
パック加工を施し、湿気などによる変質をし
にくくしました。

約3倍の長さ
一般的なトイレットペーパーの約3倍となる
200ｍ巻きです。

オフィス什器に収まる
PARTS-FITモジュールの採用により、オフィス什器を
活用してきっちり保管できます。

グリーン購入法適合

品　番 JANコード コード メーカー希望小売価格
（税抜）

ケース外寸法 単品寸法 質 量 包装単位4901480 W・D・H 幅・長さ

DRP-TP3 345864 6470-5507 ¥2,700 139・317・260 107・200m 2.3kg 1
●材質/ケース：段ボール　●セット内容/長尺トイレットペーパー（200m巻き×6ロール）　●使用期限/製造から10年　●備蓄目安/大人20人1日分（1ロールあたり）
※開封後は、使用期限の対象外となります。

■長尺トイレットペーパー（パックタイプ・6個入り）

DRP-TP3
●段ボールの中に、パック加工が施された
トイレットペーパー6個が入っています。

●ケース

317mm

139mm

260mm

10
月
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D450mmD450mm
オフィスの防災備蓄シリーズ

PARTS-FIT（パーツフィット）シリーズとは？

PARTS-FITシリーズでは…
●地下倉庫などに平置き（パレット置き）する備蓄方法にも対応。
●備蓄後のレイアウト変更や移転、買い足しなどによる
　変更にも柔軟に対応。
●収納庫の一部のみを利用した備蓄方法にも対応。

PARTS-FITシリーズでキャビネットに収納した例

※D400mmにも収納できます。
※棚板を6枚使用しています。
※D400mmにも収納できます。
※棚板を6枚使用しています。

保管場所に困っていた防災備蓄品が、キャビネット・倉庫へ無駄なく収納できます。
また、更新や移転の際にも無理のない組み替えが可能です。段ボールケースの
『奥行き（D317mm）』、『高さ（H260mm）』は統一し、『幅（W）』をキャビネットの幅（W900）を12等分し、
その倍数の5サイズで設定する寸法体系を採用しました。

防災備蓄品は、はたらく場所の主役ではありません。
はたらく場所のかたちに合わせて、さまざまな組み合わせができる部品。
それがPARTS-FIT（パーツフィット）です。
キャビネットの内寸に合わせたサイズでシリーズの商品を統一しているので、
ピッタリと効率的に収納できます。

防災備蓄に最適な寸法体系

オフィスのキャビネットにキレイに収容できるよう
モジュール設計された防災備蓄シリーズです。

キレイにそろうモジュール設計

使用時に最適な3層グラフィックを採用
段ボールケースのデザインを工夫

6／12size
（W421mm）

4／12size
（W280mm）

3／12size
（W209mm）

2／12size
（W139mm）

1／12size
（W68mm）

発見（大分類）

識別（中分類）

管理（小分類）

離れた所（距離2～3mの位置）から
大勢の人が見る状況で大分類を認識

手に取れる距離にいる状況で
「物品の詳細や使い方」を確認
「使用期限・賞味期限」の確認

使用期限・賞味期限以外の管理項目は、
カンタン編集・印字ソフト〈合わせ名人4〉のテンプレートを使って
オリジナルラベルを作成することができます。

無償！カンタン編集・印字ソフト

合わせ名人 検索
推奨ラベル：KPC-E121-20N

6 4 3 2 1

D317mm

H260mm

H2100mmH2100mm

W900mm

執務スペース内の
キャビネットに

倉庫に

●カラータグとアイコン

キャビネットの前（距離1～2mの位置）に
立った状況で中分類を認識

●文字（大・中）

●文字（中）・ラベル
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●JANコードの上7桁（4901480）につきましては、JANコード項目内に記載しています｡前に4901480をつけ加えてください｡（例）品番 フ-U330B 154855の場合､4901480154855となります｡
●コードでのご注文につきましては、流通販社・代理店にお問い合わせください。　●本カタログに記載の寸法表示は、mm（ミリメートル）で表しています。　
●商品仕様および価格は、平成30年8月23日現在のものです。諸般の事情により予告なく変更することもありますので、あらかじめご了承ください。
●本カタログに記載の価格は、メーカー希望小売価格（税抜）で表記しています。お買い上げの際には別途消費税がかかります。実際の販売価格については、窓口の販売店にお問い合わせください。
●「GPNエコ商品ねっと掲載」の記載がある商品は、グリーン購入ネットワーク（GPN）が運営する「エコ商品ねっと（GPNデータベース）」に当社の判断で選んで掲載している商品です。同サイトは、
ＧＰＮ購入ガイドライン対応商品やグリーン購入法適合商品を掲載し、商品選択の際に比較可能な環境データを提供するものです。（※同ネットの掲載商品はＧＰＮが推奨するものではありません）

201808A40NH

ホームページURL  http://www.kokuyo-st.co.jp/

本社オフィス
〒537-8686  大阪市東成区大今里南6丁目1番1号

ステーショナリー事業本部
お問い合わせ、ご相談はフリーダイヤル（全国共通）

コクヨお客様相談室 0120-201-594
受付時間 : 9時～17時（土日祝日・年末年始・夏期休業中を除く）

品　　番� 掲載月

A4-NEIF-B・DG・DM・DR・W ……1月
DN-G101・G102・G103 ……………8月
DRP-TP3 …………………………… 10月
FB-H36W ……………………………1月
FB-P36W ……………………………1月
K2メ-KN5015X25・KN5015X50・
KN5015YX25・KP5015X25・
KP5015X50・KP5015YX25 ………7月
K2メ-KN5050X10・KN5050X20・
KP5050X10・KP5050X20 …………7月
K2メ-KN7525X10・KN7525X20・
KN7525X40・KN7525YX10・
KP7525X10・KP7525X20・
KP7525X40・KP7525YX10 ………7月

品　　番� 掲載月

K2メ-KN7550X10・KN7550X20・
KP7550X10・KP7550X20 …………7月
K2メ-KN7575X10・KN7575X20・
KN7575YX10・KP7575X10・
KP7575X20・KP7575YX10 ………7月
K2メ-KN75100X10・KP75100X10 …7月
PM-M221-1P …………………………1月
PM-M221-S …………………………1月
カハ-BR31B・D・LB・S ………………1月
カハ-BR32B・D・LB・S ………………1月
カハ-BR33B・D・LB・S ………………1月
カハ-BR34B・D・LB・S ………………1月
ス-SJ201B-G …………………………6月
ス-SJ201BT-DB ……………………6月

品　　番� 掲載月

ス-SJ201S5-D ………………………6月
ス-SJ231B-G …………………………6月
ス-SJ231BT-DB ……………………6月
ス-SJ231S5-D ………………………6月
タ-D400-08X30 ………………………7月
タ-NS11-1・2・3・4 ……………………6月
タ-NS11-L1・L2・L3・L4・L5・L6 …6月
タ-PC121B・M・R ……………………1月
ニ-JG7-1・2 ……………………………9月
ノ-30S10-5D・DB・EG…………… 10月
ノ-30S10-5X5B…………………… 10月
ノ-34F15 …………………………… 10月
ノ-34S10-5B ……………………… 10月
ノ-34VS10-5G …………………… 10月

品　　番� 掲載月

ノ-GS30F13 ……………………… 10月
ノ-GS30F15 ……………………… 10月
ノ-GS34S10-5LB ………………… 10月
ノ-Y836GD・LD・MD・MW …………6月
ハサ-280B・G・P・W・Y ………………8月
ハサ-PF280B・P・W …………………1月
ハサ-PT280DB・R・YG ……………1月
フ-KC5720B・BG・D・LB・LG・R・S・W …2月
フ-KCW5720B・D・LG・R・W ……8月
フ-NE90B・DG・DM・DR・W ………9月
フ-NEW10B・DG・DM・DR・W ……1月
メイ-NB355B-02 ……………………6月
メイ-NB355DM-02 …………………6月
メイ-NB395D-02 ……………………6月

品　　番� 掲載月

ラ-CFT10B・D・LG・P・T ……………1月
ラ-CFT100T …………………………1月
ラ-CFT200T …………………………1月
ラ-FT20B・D・LB・LG・P ……………1月
ラ-FT40B・D・LB・LG・P ……………1月
ラ-NE20B・D・DB・G・R・W ………9月
ラ-NE40B・D・DB・G・R・W ………9月
ラ-NE720B・D・DB・G・R・W …… 10月
ラ-NE730B・D・DB・G・R・W …… 10月
ラ-NE880 …………………………… 10月
ル-SP700BG・V・Y …………………1月
ル-SP706BG・LB・LP・P・T ………9月

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆  2018年1〜10月 掲載新商品リスト  ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

コクヨプレス2018年9月発売号P.2「キャンパスバインダー〈スマートリング60〉」につきまして、
外寸法の表記に誤りがありましたので、下記の通り訂正させていただきます。大変ご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。

お詫びと訂正

（誤） （正）
品　番 JANコード コード メーカー希望小売価格

（税抜） サイズ 穴数 外寸法 包装単位4901480 高さ・幅・背幅

ル-SP706BG 341392 6468-6332 ¥700

B5-S 26穴 268・195・17

10/40
ル-SP706LB 341385 6468-6349 ¥700 10/40
ル-SP706LP 341408 6468-6356 ¥700 10/40
ル-SP706P 341415 6468-6363 ¥700 10/40
ル-SP706T 341422 6468-6370 ¥700 10/40

■キャンパスバインダー〈スマートリング60〉
外寸法

高さ・幅・背幅

270・208・17
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