
お客様　各位 2020年3月24日

【価格表示変更：値下げ／値上げ】
ページ メーカー／ブランド 商品名 注文コード 訂正箇所 旧価格 新価格

ツメ折れ防止　LANケーブル　１m 870-687 価格改定 M価￥830＋税  価格￥467＋税 M価￥700＋税  価格￥394＋税

ツメ折れ防止　LANケーブル　2m 870-688 価格改定 M価￥1,020＋税  価格￥571＋税 M価￥910＋税  価格￥509＋税

ツメ折れ防止　LANケーブル　3m 853-441 価格改定 M価￥1,190＋税  価格￥667＋税 M価￥1,070＋税  価格￥600＋税

ツメ折れ防止　LANケーブル　5m 853-440 価格改定 M価￥1,540＋税  価格￥867＋税 M価￥1,390＋税  価格￥783＋税

ツメ折れ防止　LANケーブル　7m 853-439 価格改定 M価￥1,900＋税  価格￥1,067＋税 M価￥1,720＋税  価格￥965＋税

ツメ折れ防止　LANケーブル　10m 870-692 価格改定 M価￥2,440＋税  価格￥1,371＋税 M価￥2,210＋税  価格￥1,242＋税

【価格表示訂正】
ページ メーカー／ブランド 商品名 注文コード 訂正箇所 誤 正

＋ 344 佐藤運動具製作所 二つ折軽量ソフトマット 808-669 M価 ￥12,500＋税 ￥30,000＋税

438 キョクトウ・アソシエイツ カレッジアニマル[れんらくちょう]  A5・連絡帳11行 755-234 M価 ￥190＋税 ￥160＋税

mBotエムボット アカデミック版 755-211 価格 ￥8,820＋税 ￥9,800＋税

コーディーロッキー アカデミック版 755-215 価格 ￥11,250＋税 ￥12,500＋税

690 合同出版 1日1歩  スモールステップ時計ワークシート 755-172 価格 ￥1,440＋税 ￥1,600＋税

【表示変更箇所：単位・仕様変更等】
ページ メーカー／ブランド 商品名 注文コード 訂正箇所 誤 正

ハイクラフトテープ　50mm×50m 白 749-575

ハイクラフトテープ　50mm×50m 赤 749-576

ハイクラフトテープ　50mm×50m 黄 749-577

ハイクラフトテープ　50mm×50m 緑 749-578

ハイクラフトテープ　50mm×50m 青 749-579

てがたすたんぷセット　ブルー 351-642

てがたすたんぷセット　オレンジ 351-643

てがたすたんぷセット　グリーン 351-644

てがたすたんぷセット　ピンク 351-645

ポストST７0　緑 818-312

ポストST７０　赤 818-313

ポストST７０　青 818-314

ポストST７０　白 818-315

ポストST７０　黄 818-316

エコポスト70 808-875

エコポスト70（5個入） 804-932

ソフトコーナーポイント47　青 818-317

ソフトコーナーポイント47　緑 818-318

ソフトコーナーポイント47　オレンジ 818-319

ソフトコーナーポイント47　黄 818-320

ソフトコーナーポイント47　赤 737-044

セクションボードLL VWB069 755-115 外形寸法 横558×縦858mm 横600×縦900mm

セクションボード３L VWB072 755-116 外形寸法 横858×縦1158mm 横900×縦1200mm

491 サンビー クイックスタンパー C16 728-219 インクタイプ 染料系 顔料系

515 ＭａｋｅＢｌｏｃｋ社 mBotエムボット アカデミック版 755-211 納期マーク アイコンなし

アルファベットチャンツ&クイズでチャンツ（全2巻） CD付き 755-349 商品コード／M価／価格 商品コード755－349／M価・価格￥4,000＋税 商品コード755－350／M価・価格￥2,400＋税

CD＆絵本 バナナじゃなくbananaチャンツ（カード付き） 2冊組 755-350 商品コード／M価／価格 商品コード755－350／M価・価格￥2,400＋税 商品コード755－349／M価・価格￥4,000＋税

752 エネックス レーザープリンタ用トナーカートリッジ　LB317Bサイセイ 878-751 種別・メーカー名表記 リサイクル〔HM〕 リサイクル〔EN〕

775 スーパータレント SDHC/SDXCカード 729-743 品番 ST164SU1P ST64SU1P

796 スマートバリュー ＣＤ/ＤＶＤソフトケース＜封かんテープ付＞（100枚入） 354-048 出荷/包装単位 1/10/80 1/5/40

+ 806 アイリスオーヤマ パーソナルシュレッダー  P6HCS-W 753-212 商品仕様
外形寸法：幅345mm／質量：6.2kg／細断速度（50/60Hz）：2.0m/
分／消費電力：800W／待機電力：1.3W

外形寸法：幅351mm／質量：5.6kg／細断速度（50/60Hz）：2.2m/
分／消費電力：90W／待機電力：1.5W

ナイスタック 屋外掲示用 20mm×5m　 532-069

ナイスタック 屋外掲示用 50mm×5m　 532-071

消えいろピット PT-NC　 534-244

消えいろピット PT-NC　20本 184-313

ピットハイパワー PT-NP　 532-004

ピットハイパワー PT-NP　20本 184-309

つめ替え消えいろピット 本体 PT-NCR 297-753

つめ替え消えいろピット 詰替用のり　PR-NCR 297-752

つめ替え消えいろピット 本体　PT-NCR　10本 837-733

つめ替え消えいろピット 詰替用のり　PR-NCR　10本 837-734

シワなしピット PT-NAS 541-007

+ 970 マックス 紙製ホッチキス　P-KISS PH-10DS/AB 749-518 付属品 針除去用ピンセット(本体内蔵) 紙針(青)1巻、針除去用ピンセット(本体内蔵)

ラピッドスタート形110W直管＜三波長形＞ 昼光色 1本 757-615

ラピッドスタート形110W直管＜三波長形＞ 昼白色 1本 757-617

ラピッドスタート形110W直管＜三波長形＞ 昼光色 10本 757-616

ラピッドスタート形110W直管＜三波長形＞ 昼白色 10本 757-618

ラピッドスタート形110W直管＜一般形＞ 白色 10本 743-272

1059 クリンペット・ジャパン ハーフタオル 755-550 シートサイズ・１個入数 シートサイズ／50×50mm、１個入数／15枚 シートサイズ／110×200mm、１個入数／400枚

＋印商品は前回からの追加分です。

パッケージは解体しやすいミシン目入 パッケージは解体しやすいミシン目無

+ 942 トンボ鉛筆 のり径 21mm 20mm

0.15mm 0.13mm

304 シヤチハタ 盤面寸法 159×179mm 157×177mm

＋ 232 ニチバン テープ厚

+

＋ 534 いずみ書房

328

smartschoolカタログ（’20）表記に関しての訂正とお詫び

　smartschoolカタログ（’20）の表記に関して以下の訂正がございましたので、お詫びとともにご案内申し上げます。

515 ＭａｋｅＢｌｏｃｋ社

785 エレコム

エバニュー

1000g 700gアイコン

アイコン・質量 アイコン／1000g、質量／1kg アイコン／1100g、質量／1.1kg

ソフトコーナーポイント450　 

表示なし

ソフトコーナーポイント47

450

+ 938 ニチバン 商品仕様

1020 Panasonic 納期マーク

アスカ

トーエイライト 商品名


