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貴店名 指定納期

2020年　　　月　　　　日
帳合店名

パスケース
商品名 品番 色番 カラー 本体価格 ご注文数

パスケース　蝶型　ＫＯＶＡ CP-202X -BE ベージュ ¥1,800

パスケース　蝶型　ＫＯＶＡ CP-202X -LB ライトブルー ¥1,800

パスケース　蝶型　ＫＯＶＡ CP-202X -LG ライトグリーン ¥1,800

パスケース　蝶型　ＫＯＶＡ CP-202X -YE イエロー ¥1,800

パスケース　蝶型　ＫＯＶＡ CP-202X -LP ライトピンク ¥1,800

パスケース　蝶型　ＫＯＶＡ　パスケース＆ジョッター CP-203X -BE ベージュ ¥1,800

パスケース　蝶型　ＫＯＶＡ　パスケース＆ジョッター CP-203X -LB ライトブルー ¥1,800

パスケース　蝶型　ＫＯＶＡ　パスケース＆ジョッター CP-203X -LG ライトグリーン ¥1,800

パスケース　蝶型　ＫＯＶＡ　パスケース＆ジョッター CP-203X -YE イエロー ¥1,800

パスケース　蝶型　ＫＯＶＡ　パスケース＆ジョッター CP-203X -LP ライトピンク ¥1,800

パスケース　蝶型　ＫＯＶＡセット CP-2023XＡ － ¥36,000

お薬手帳ケース
商品名 品番 色番 カラー 本体価格 ご注文数

お薬手帳ケース ＣＰ-40Ｖ -BL 紺 ¥1,400

お薬手帳ケース ＣＰ-40Ｖ -LG ライトグリーン ¥1,400

お薬手帳ケース ＣＰ-40Ｖ -PI ピンク ¥1,400

お薬手帳ケース ＣＰ-40Ｖ -BE ベージュ ¥1,400

お薬手帳ケース　セット CP-40VA － ¥16,800

チケットファイル＆リーフ
商品名 品番 色番 カラー 本体価格 ご注文数

チケットファイル S-23 － ¥1,200

チケットリーフ S-230 － ¥800

ポケットリーフ用バインダー
商品名 品番 色番 カラー 本体価格 ご注文数

ポケットリーフ用バインダー（厚型） F-3040 -BK 黒 ¥1,350

ポケットリーフ用バインダー（薄型） F-1040 -CL クリア ¥850
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チェキ用アルバム
商品名 品番 色番 カラー 本体価格 ご注文数

チェキ用アルバム　10ポケット CF-10CK － ¥340

チェキ用アルバム　20ポケット CF-20CK － ¥420

チェキ用アルバム　30ポケット CF-30CK － ¥500

チェキ用アルバム　セット CF-CKA － ¥12,600

木製クリップボード　マグネット式

商品名 品番 色番 カラー 本体価格 ご注文数

木製クリップボード　マグネット式　A4判用 Y-44K -CL クリア オープン

木製クリップボード　マグネット式　A4判用 Y-44K -BR ブラウン オープン

木製クリップボード　マグネット式　B5判用 Y-50K -CL クリア オープン

木製クリップボード　マグネット式　B5判用 Y-50K -BR ブラウン オープン

木製クリップボード　マグネット式　A5判用 Y-55K -CL クリア オープン

木製クリップボード　マグネット式　A5判用 Y-55K -BR ブラウン オープン

木製クリップボード　マグネット式　伝票用 Y-11K -CL クリア オープン

木製クリップボード　マグネット式　伝票用 Y-11K -BR ブラウン オープン

ブロッター　Premium・吸取紙
商品名 品番 色番 カラー 本体価格 ご注文数

ブロッター（大） P-211 -CL クリア ¥4,800

ブロッター（大） P-211 -BR ブラウン ¥4,800

ブロッター（中） P-212 -CL クリア ¥4,300

ブロッター（中） P-212 -BR ブラウン ¥4,300

ブロッター（小） P-213 -CL クリア ¥3,800

ブロッター（小） P-213 -BR ブラウン ¥3,800

吸取紙（大・中兼用） P-200 － オープン

吸取紙（小） P-210 － オープン
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プログラムシリーズ　薄型手帳
商品名 品番 色番 カラー 本体価格 ご注文数

メモノート　MEMO NOTE CN-535 － ¥350

メモノート　MEMO NOTE CN-510 － ¥350

用件チェック　TO DO NOTE CN-536 － ¥350

用件チェック　TO DO NOTE CN-516 － ¥350

金銭出納　CASH NOTE CN-537 － ¥350

金銭出納　CASH NOTE CN-517 － ¥350

住所録　PHONE ADDRESS E-535 － ¥350

住所録　PHONE ADDRESS E-515 － ¥350

切取り　CUT MEMO CN-538 － ¥400

切取り　CUT MEMO CN-518 － ¥430

プログラムシリーズ（薄型手帳）セット CN-L － ¥37,500

2021年版プログラム手帳
商品名 品番 色番 カラー 本体価格 ご注文数

ウィークプログラム（見開き２週間）５×３サイズ D-16 － ¥500

ウィークプログラム（見開き２週間）紙幣サイズ D-26 － ¥600

プログラム（見開き１ヵ月）５×３サイズ D-15 － ¥380

プログラム（見開き1ヵ月）紙幣サイズ D-25 － ¥500

マンスプログラム（見開き１ヵ月）５×３サイズ D-14 － ¥380

2021年プログラムシリーズセット D-909D-21 － ¥23,600

募金箱
商品名 品番 色番 カラー 本体価格 ご注文数

募金箱（3個入） M-300 － ¥1,100
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