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表記の価格は消費税別の金額となっております

保存・額装用品

アルバム・バインダー

3穴バインダーページ

スライドガード

バインダーページ 35mmサイドローディング  (50 枚) ¥3,600在庫限り

バインダーページ 35mmトップローディング  (50 枚) ¥3,600在庫限り

バインダーページ ミディアムフォーマット  (50 枚) ¥4,200在庫限り

フォトガード

バインダーページ 5x7インチ (25 枚) ¥2,800在庫限り

バインダーページ 8x10インチ (25 枚) ¥2,800在庫限り

プリントファイル

プリントファイル 2x2-20H (100 枚) ¥7,300

プリントファイル 45-4H (100 枚) ¥5,000

プリントファイル 45-4B (100 枚) ¥5,000お取り寄せ

プリントファイル 35-6HB (100 枚) ¥4,500

プリントファイル 35-7BXW (100 枚) ¥5,600

プリントファイル 120-3HB (100 枚) ¥5,000お取り寄せ

プリントファイル 120-4UB (100 枚) ¥5,600

プリントファイル 120-4B (100 枚) ¥5,000お取り寄せ

プリントファイル 45-8P (25 枚) ¥2,100お取り寄せ

プリントファイル 57-4P (25 枚) ¥2,100お取り寄せ

プリントファイル 811-2P (25 枚) ¥2,100お取り寄せ

リプレースメント・ページ

リプレースメント・ページ 8.5x11インチ オフホワイト (50 枚) ¥1,900在庫限り

リプレースメント・ページ 8.5x11インチ ブラック (50 枚) ¥2,100在庫限り

挿入紙

AFインサート 8.5x11インチ オフホワイト (50 枚) ¥2,100在庫限り

AFインサート 8.5x11インチ ブラック (50 枚) ¥2,100在庫限り

ARCバインダー

ARC-Gバインダー（無酸ボードスリップケース付） ¥2,500

アクセントアルバム

アクセントアルバム 11x14インチ（縦長、ページ10枚付） ¥12,300

アクセントアルバム 13x19インチ A3+ （縦長、ページ10枚付） ¥15,500

アクセントアルバム 8.5x11インチ USレターサイズ （縦長、ページ10枚付） ¥8,100

アクセントアルバム用リフィルページ 11x14インチ （縦長） (10 枚) ¥2,300

アクセントアルバム用リフィルページ 13x19インチ A3+ （縦長） (10 枚) ¥3,700

アクセントアルバム用リフィルページ 8.5x11インチ USレターサイズ （縦長） ¥1,400

アクセントアルバム 8.5x11インチ USレターサイズ （横長、ページ10枚付） ¥8,100在庫限り

アクセントアルバム用リフィルページ 8.5x11インチ USレターサイズ （横長） ¥1,400在庫限り

タイムケア リングバインダー

タイムケア・ミュージアム　リングバインダー・ボックス ¥11,800お取り寄せ

タイムケア・ボックス・ポピュリ　リングバインダー・ボックス ¥8,300お取り寄せ

タイムケア・ライブラリー　リングバインダー・ボックス A4 グレー ¥2,500お取り寄せ

タイムケア・ライブラリー　リングバインダー・ボックス A3 グレー ¥3,300お取り寄せ

タイムケア・ライブラリー　リングバインダー・ボックス B4 グレー ¥2,700お取り寄せ

タイムケア ポリエステル製アルバムページ 35mmスライドマウント用 (5 ¥1,050お取り寄せ

タイムケア ポリエステル製アルバムページ A4 横挿込 (5 枚) ¥1,050お取り寄せ

タイムケア ポリエステル製アルバムページ 4x5 ポストカード (5 枚) ¥1,050お取り寄せ

タイムケア ポリエステル製アルバムページ A4 天挿込 (5 枚) ¥1,050お取り寄せ

タイムケア ポリエステル製アルバムページ 5x7 A5 大キャビネ (5 枚) ¥1,050お取り寄せ

タイムケア ポリエステル製アルバムページ 35mmフィルムストリップ用 (5 ¥1,050お取り寄せ

タイムケア ポリエステル製アルバムページ B4 (5 枚) ¥1,600お取り寄せ

タイムケア ポリエステル製アルバムページ A3 (5 枚) ¥3,300お取り寄せ

タイムケア ポリエステル製アルバムページ A3 セキュリティスタイル (5 枚) ¥2,700お取り寄せ

タイムケア ポリエステル製アルバムページ CD/DVD (5 枚) ¥1,350お取り寄せ

プレゼンテーション

ウルトラ・ディスプレー

ウルトラ・ディスプレイ・バインダー本体 ¥10,000在庫限り

ウルトラ・ディスプレイ・バインダー用スリップケース ¥3,600在庫限り

プロフェッショナルフォトアルバム

プロフェッショナルフォトアルバム 8x10インチ(ページ5枚付） ¥7,300在庫限り

マルチリングページ

マルチリングページ（グレー） 11x14インチ (10 枚) ¥3,000在庫限り

マルチリングページ（白） 11x14インチ (10 枚) ¥3,200在庫限り

エンベロップ・フォルダー

AFエンベロープ

一般資料用

AFエンベロープ 一般資料用 長形1号 （142x332mm） (50 枚) ¥2,500お取り寄せ

AFエンベロープ 一般資料用 長形2号 （277x119mm） (50 枚) ¥2,500お取り寄せ

AFエンベロープ 一般資料用 角形0号 （382x287mm） (50 枚) ¥4,750お取り寄せ

AFエンベロープ 一般資料用 角形２号（240x332mm） (50 枚) ¥4,250お取り寄せ

AFエンベロープ 一般資料用 角形３号（277x216mm） (50 枚) ¥3,250お取り寄せ

AFエンベロープ 一般資料用 角形６号（229x162mm） (50 枚) ¥2,500お取り寄せ

古文書用

AFエンベロープ 古文書用 長形1号 （142x332mm） (50 枚) ¥2,500お取り寄せ

AFエンベロープ 古文書用 長形2号 （119x277mm） (50 枚) ¥2,500お取り寄せ

AFエンベロープ 古文書用 角形2号 （240x332mm） (50 枚) ¥2,500お取り寄せ

AFエンベロープ 古文書用 角形3号 （216x277mm） (50 枚) ¥2,500お取り寄せ

AFエンベロープ 古文書用 細長 （143x465mm） (50 枚) ¥2,500お取り寄せ

AFエンベロープ 古文書用 横長大 （245x467mm） (50 枚) ¥2,500お取り寄せ

写真用

AFエンベロープ 写真用 4x5インチ  (50 枚) ¥2,000お取り寄せ

AFエンベロープ 写真用 5x7インチ (50 枚) ¥2,750お取り寄せ

AFエンベロープ 写真用 8x10インチ  (50 枚) ¥3,250お取り寄せ

AFフォルダー

AFフォルダー A3タトウ ¥1,250お取り寄せ

AMインターリービングフォルダー

AMインターリービングフォルダー 4x5インチ (50 枚) ¥1,400

AMインターリービングフォルダー 5x7インチ (50 枚) ¥2,100

AMインターリービングフォルダー  8x10インチ (50 枚) ¥4,700

L-Velops

L-Velopes® 8.5x11インチ (5 枚) ¥2,800在庫限り

L-Velopes® 9x12インチ (5 枚) ¥2,900在庫限り

L-Velopes® 11x14インチ (5 枚) ¥3,100在庫限り

Ziplock

Ziplock Bags  22x25インチ (25 枚) ¥5,700在庫限り

インターリービングフォルダー

インターリービングフォルダー 5x7インチ (50 枚) ¥2,800在庫限り

インターリービングフォルダー 8x10インチ (50 枚) ¥6,300在庫限り

エルシールフォルダー

エルシールフォルダー 5x7インチ (100 枚) ¥9,500在庫限り

エルシールフォルダー 2-1/2x3-5/8 (100 枚) ¥6,000在庫限り

オープンエンドエンベロップ

オープンエンドエンベロップ 4x5インチ (50 枚) ¥2,100

オープンエンドエンベロップ 5x7インチ (50 枚) ¥3,100

オープンエンドエンベロップ 8x10インチ (50 枚) ¥5,300

グラスプレートフォルダー

グラスプレートフォルダー 5x7インチ (50 枚) ¥5,800在庫限り

グラスプレートフォルダー 8x10インチ (50 枚) ¥8,700在庫限り

クリスタルクリアバッグ

Crystal Clear Bags Safety Seal 11-1/4x14-1/8インチ (100 枚) ¥3,300

Crystal Clear Bags Safety Seal 13-7/16 x 19-1/4インチ (100 枚) ¥5,800

Crystal Clear Bags Safety Seal 20-7/16 x 24-1/4インチ (100 枚) ¥9,400

クリスタルクリアバッグ 8x10インチ (50 袋) ¥1,500在庫限り

クリスタルクリアバッグ 16x20インチ (50 袋) ¥3,400在庫限り

クリスタルクリアバッグ 24x30インチ (50 袋) ¥7,000在庫限り

コロージョン・インターセプト

コロージョン・インターセプト保存袋 4x6インチ (10 枚) ¥1,400お取り寄せ

コロージョン・インターセプト保存袋 6x9インチ (10 枚) ¥2,800お取り寄せ

コロージョン・インターセプト保存袋 8x10インチ (10 枚) ¥3,200お取り寄せ

コロージョン・インターセプト保存袋 8x10インチ ジッパー付き (10 枚) ¥3,300お取り寄せ

コロージョン・インターセプト保存袋 10x12インチ (10 枚) ¥3,500お取り寄せ

コロージョン・インターセプト保存袋 10x12インチ ジッパー付き (10 枚) ¥3,300お取り寄せ

コロージョン・インターセプト保存袋 20x24インチ (5 枚) ¥4,500お取り寄せ

サイドフォールドスリーブ

サイドフォールドスリーブ 13x19インチ（A3+） (10 枚) ¥2,800

サイドフォールドスリーブ 11x14インチ (10 枚) ¥1,900

サイドフォールドスリーブ 14x18インチ (10 枚) ¥2,800

サイドフォールドスリーブ 16x20インチ (10 枚) ¥3,800

サイドフォールドスリーブ 20x24インチ (10 枚) ¥5,600

サイドフォールドスリーブ 8x10インチ (25 枚) ¥2,300

サイドフォールドスリーブ 8.5x11インチ（USレターサイズ） (25 枚) ¥2,400

タイムケア クリスタル・ファイル

タイムケア クリスタル・ファイル A5 (152x229mm) (5 枚) ¥750お取り寄せ

タイムケア クリスタル・ファイル ポストカード (115x158mm) (5 枚) ¥500お取り寄せ
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タイムケア クリスタル・ファイル 5x7インチ (133x184mm) (5 枚) ¥700お取り寄せ

タイムケア クリスタル・ファイル A4 (229x311mm) (5 枚) ¥1,000お取り寄せ

タイムケア クリスタル・ファイル 10x12インチ (260x311mm) (5 枚) ¥1,300お取り寄せ

タイムケア クリスタル・ファイル 11x14インチ (286x362mm) (5 枚) ¥1,400お取り寄せ

タイムケア クリスタル・ファイル A3 (305x429mm) (5 枚) ¥1,750お取り寄せ

タイムケア クリスタル・ファイル 12x16インチ (311x413mm) (5 枚) ¥1,950お取り寄せ

タイムケア クリスタル・ファイル 16x20インチ (413x514mm) (5 枚) ¥2,700お取り寄せ

タイムケア クリスタル・ファイル A2 (428x603mm) (5 枚) ¥3,750お取り寄せ

タイムケア クリスタル・ファイル A1 (603x853mm) ¥1,500お取り寄せ

タイムケア クリスタル・ファイル 20x24インチ (514x616mm) (5 枚) ¥3,950お取り寄せ

タイムケア クリスタル・ファイル 30x40インチ (762x1014mm) ¥2,700お取り寄せ

タイムケア クリスタル・フォルダ

タイムケア・クリスタル・フォルダ 260x220mm ¥300お取り寄せ

タイムケア・クリスタル・フォルダ 310x250mm ¥350お取り寄せ

タイムケア・クリスタル・フォルダ 410x310mm ¥400お取り寄せ

タイムケア・クリスタル・フォルダ 510x410mm ¥500お取り寄せ

タイムケア・クリスタル・フォルダ 610x510mm ¥650お取り寄せ

タイムケア・クリスタル・フォルダ 1200x800mm ¥1,600お取り寄せ

トランスビュースリーブ

トランスビュースリーブ 4x5インチ(100 枚) ¥2,500在庫限り

トランスビュースリーブ 6x6 6x7 (100 枚) ¥1,800在庫限り

ネガティブ・ファイル・フォルダー

ネガティブ・ファイル・フォルダー (50 枚) ¥2,900在庫限り

フォールドロックスリーブ

フォールドロックスリーブ 16x20インチ (25 枚) ¥10,000在庫限り

フォトン　4フラップ・フォルダ

ムンクテルCXDフォトン　4フラップ・フォルダ 5x7インチ ¥250お取り寄せ

ムンクテルCXDフォトン　4フラップ・フォルダ 8x10インチ ¥400お取り寄せ

ムンクテルCXDフォトン　4フラップ・フォルダ A4 ¥450お取り寄せ

ムンクテルCXDフォトン　4フラップ・フォルダ 10x12インチ ¥550お取り寄せ

ムンクテルCXDフォトン　4フラップ・フォルダ 11x14インチ ¥650お取り寄せ

ムンクテルCXDフォトン　4フラップ・フォルダ 12x16インチ ¥900お取り寄せ

ムンクテルCXDフォトン　4フラップ・フォルダ 16x20インチ ¥1,600お取り寄せ

ムンクテルCXDフォトン　4フラップ・フォルダ 20x24インチ ¥2,000お取り寄せ

フラップエンベロップ

フラップエンベロップ  11x14インチ 長手開き (25 枚) ¥6,100

ペーパースライドマウント

ペーパースライドマウント 4x5インチ (50 枚) ¥12,500在庫限り

ペーパーネガフォルダー

スマートボックス 10x12x3インチ ¥1,500

ペーパーネガフォルダー 135フィルム セット ¥200

ペーパーネガフォルダー 135 ¥100

ペーパーネガフォルダー 135用封筒 ¥100

ペーパーネガフォルダー 120 セット ¥220

ペーパーネガフォルダー 120 ¥110

ペーパーネガフォルダー 120用封筒 ¥110

ポリエチレンバッグ

ポリエチレンバッグ 14-1/4 x 19 インチ (100 枚) ¥5,700

ポリエチレンバッグ 8x10インチ (100 枚) ¥3,100

ポリエチレンバッグ 11x14インチ (100 枚) ¥4,300

ポリエチレンバッグ 16x20インチ (100 枚) ¥8,100

ポリエチレンバッグ 20x24インチ (100 枚) ¥9,800

ポリエチレンバッグ 24x30インチ ロール (100 枚) ¥15,900

ポリエチレンバッグ 35x47インチ ロール (50 枚) ¥16,700

ポリガード

クリアオープン

ポリガード / クリアーオープン 4x5インチ (100 枚) ¥1,900お取り寄せ

ポリガード / クリアーオープン 5x7インチ (100 枚) ¥3,200お取り寄せ

ポリガード / クリアーオープン  8x10インチ (100 枚) ¥6,000お取り寄せ

ポリガード / クリアーオープン A4サイズ (100 枚) ¥9,600お取り寄せ

ポリガード / クリアーオープン 10x12インチ (100 枚) ¥8,000

ポリガード / クリアーオープン 11x14インチ (100 枚) ¥9,000お取り寄せ

クリアシールド

ポリガード / クリアーシールド 4x5インチ (100 枚) ¥2,000お取り寄せ

ポリガード / クリアーシールド 5x7インチ (100 枚) ¥3,300お取り寄せ

ポリガード / クリアーシールド  8x10インチ (100 枚) ¥6,100お取り寄せ

ポリガード / クリアーシールド 11x14インチ (100 枚) ¥9,100お取り寄せ

ポリガード / クリアーシールド 14x18インチ (100 枚) ¥23,300お取り寄せ在庫限り

レフレムパック

レフレムパック 15x20cm ¥500

レフレムパック 11x14インチ用 ¥2,800

レフレムパック 16x20インチ用 ¥3,800

レフレムパック 20x24インチ用 ¥5,100

レフレムパック 24x30インチ用 ¥7,700

オーバーマット

カラー

4ply

オーバーマット カラー 8x10インチ 4ply ¥1,250

オーバーマット カラー 11x14インチ 4ply ¥1,580

オーバーマット カラー 12x15インチ 4ply ¥1,590

オーバーマット カラー 14x17インチ 4ply ¥1,850

オーバーマット カラー 16x20インチ 4ply ¥1,860

オーバーマット カラー 18x22インチ 4ply ¥2,620

オーバーマット カラー 20x24インチ 4ply ¥2,640

オーバーマット カラー 22x28インチ 4ply ¥3,400

オーバーマット カラー 24x30インチ 4ply ¥3,420

オーバーマット カラー 25x32インチ 4ply ¥3,680

オーバーマット カラー 26x34インチ 4ply ¥3,680

オーバーマット カラー 32x40インチ 4ply ¥4,220

ピュアマット

厚口

オーバーマット ピュアマット  8x10インチ  厚口 ¥1,250お取り寄せ

オーバーマット ピュアマット 11x14インチ 厚口 ¥1,510お取り寄せ

オーバーマット ピュアマット 12x15インチ 厚口 ¥1,530お取り寄せ

オーバーマット ピュアマット 14x17インチ 厚口 ¥1,730お取り寄せ

オーバーマット ピュアマット 16x20インチ 厚口 ¥1,750お取り寄せ

オーバーマット ピュアマット 18x22インチ 厚口 ¥2,290お取り寄せ

オーバーマット ピュアマット 20x24インチ 厚口 ¥2,330お取り寄せ

オーバーマット ピュアマット 22x28インチ 厚口 ¥2,880お取り寄せ

オーバーマット ピュアマット 24x30インチ 厚口 ¥2,910お取り寄せ

オーバーマット ピュアマット 25x32インチ 厚口 ¥3,110お取り寄せ

オーバーマット ピュアマット 26x34インチ 厚口 ¥3,110お取り寄せ

オーバーマット ピュアマット 32x40インチ 厚口 ¥3,540お取り寄せ

特厚口

オーバーマット ピュアマット  8x10インチ  特厚口 ¥1,260お取り寄せ

オーバーマット ピュアマット 11x14インチ 特厚口 ¥1,600お取り寄せ

オーバーマット ピュアマット 12x15インチ 特厚口 ¥1,610お取り寄せ

オーバーマット ピュアマット 14x17インチ 特厚口 ¥1,890お取り寄せ

オーバーマット ピュアマット 16x20インチ 特厚口 ¥1,900お取り寄せ

オーバーマット ピュアマット 18x22インチ 特厚口 ¥2,700お取り寄せ

オーバーマット ピュアマット 20x24インチ 特厚口 ¥2,710お取り寄せ

オーバーマット ピュアマット 22x28インチ 特厚口 ¥3,520お取り寄せ

オーバーマット ピュアマット 24x30インチ 特厚口 ¥3,530お取り寄せ

オーバーマット ピュアマット 25x32インチ 特厚口 ¥3,800お取り寄せ

オーバーマット ピュアマット 26x34インチ 特厚口 ¥3,800お取り寄せ

オーバーマット ピュアマット 32x40インチ 特厚口 ¥4,370お取り寄せ

薄口

オーバーマット ピュアマット  8x10インチ  薄口 ¥1,120お取り寄せ

オーバーマット ピュアマット 11x14インチ 薄口 ¥1,250お取り寄せ

オーバーマット ピュアマット 12x15インチ 薄口 ¥1,260お取り寄せ

オーバーマット ピュアマット 14x17インチ 薄口 ¥1,360お取り寄せ

オーバーマット ピュアマット 16x20インチ 薄口 ¥1,380お取り寄せ

オーバーマット ピュアマット 18x22インチ 薄口 ¥1,650お取り寄せ

オーバーマット ピュアマット 20x24インチ 薄口 ¥1,660お取り寄せ

オーバーマット ピュアマット 22x28インチ 薄口 ¥1,940お取り寄せ

オーバーマット ピュアマット 24x30インチ 薄口 ¥1,950お取り寄せ

オーバーマット ピュアマット 25x32インチ 薄口 ¥2,050お取り寄せ

オーバーマット ピュアマット 26x34インチ 薄口 ¥2,050お取り寄せ

オーバーマット ピュアマット 32x40インチ 薄口 ¥2,270お取り寄せ

ホワイト

2ply

オーバーマット ホワイト 8x10インチ 2ply ¥1,160

オーバーマット ホワイト 11x14インチ 2ply ¥1,350

オーバーマット ホワイト 12x15インチ 2ply ¥1,350

オーバーマット ホワイト 14x17インチ 2ply ¥1,500

オーバーマット ホワイト 16x20インチ 2ply ¥1,510

オーバーマット ホワイト 18x22インチ 2ply ¥1,920

オーバーマット ホワイト 20x24インチ 2ply ¥1,940

オーバーマット ホワイト 22x28インチ 2ply ¥2,350

オーバーマット ホワイト 24x30インチ 2ply ¥2,370

オーバーマット ホワイト 25x32インチ 2ply ¥2,510

オーバーマット ホワイト 26x34インチ 2ply ¥2,510

オーバーマット ホワイト 32x40インチ 2ply ¥2,820

4ply

オーバーマット ホワイト 8x10インチ 4ply ¥1,230

オーバーマット ホワイト 11x14インチ 4ply ¥1,530

オーバーマット ホワイト 12x15インチ 4ply ¥1,540

オーバーマット ホワイト 14x17インチ 4ply ¥1,780

オーバーマット ホワイト 16x20インチ 4ply ¥1,790

オーバーマット ホワイト 18x22インチ 4ply ¥2,470

オーバーマット ホワイト 20x24インチ 4ply ¥2,490

オーバーマット ホワイト 22x28インチ 4ply ¥3,180

オーバーマット ホワイト 24x30インチ 4ply ¥3,190

オーバーマット ホワイト 25x32インチ 4ply ¥3,430

オーバーマット ホワイト 32x40インチ 4ply ¥3,920

8ply

オーバーマット ホワイト 14x17インチ 8ply ¥2,850お取り寄せ

オーバーマット ホワイト 16x20インチ 8ply ¥2,860お取り寄せ

オーバーマット ホワイト 18x22インチ 8ply ¥4,620お取り寄せ

オーバーマット ホワイト 20x24インチ 8ply ¥4,640お取り寄せ

オーバーマット ホワイト 22x28インチ 8ply ¥6,400お取り寄せ

オーバーマット ホワイト 24x30インチ 8ply ¥6,420お取り寄せ

クリーナー

PEC
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PEC-12 4オンス (112 g) ¥3,200

ペックパッド (100 枚) ¥2,200

ドキュメントクリーニングパッド

ドキュメントクリーニングパッド ¥1,700

ニューライトガラスクリーナー

ニューライト S (120 cc) ¥1,200在庫限り

ブリリアナイズ

ブリリアナイズ 8オンス (230 cc) ¥1,100

ブリリアナイズ 32オンス (920 cc) ¥2,600

ソフクロス 13x17インチ (10 枚) ¥700

マイクロスエード ポリッシング クロス 40x40cm ¥1,200

マイクロファイバー ポリッシングクロス（パイル地） 35x40cm ¥1,500

ブリリアナイズ お手軽パック ¥100

ワイピングクロス

超極細繊維ワイピングクロス 24x24cm ¥500

ケース・ボックス

AFボックス

AFボックス Ａ4 ¥1,900お取り寄せ

AFボックス Ａ３ ¥2,800お取り寄せ

KIT BOX

KIT BOX B5 (10 箱) ¥8,500お取り寄せ

KIT BOX A4 (10 個) ¥9,500お取り寄せ

KIT BOX B4 (10 箱) ¥13,000お取り寄せ

KIT BOX A3 (10 箱) ¥15,500お取り寄せ

オニキスポートフォリオ

オニキスポートフォリオボックス  9-1/4 x 12-1/4 x 2 インチ（A4対応） ¥4,100

オニキスポートフォリオボックス  8-1/2 x 10-1/2 x 2 インチ ¥3,500

オニキスポートフォリオボックス  8-3/4 x 11-1/4 x 1-3/8 インチ（Letter） ¥4,000

オニキスポートフォリオボックス 11-1/4 x 14-1/4 x 1-3/8 インチ ¥4,200

オニキスポートフォリオボックス 11-1/4 x 14-1/4 x 2 インチ ¥4,200

オニキスポートフォリオボックス  13-3/4 x 19-1/2 x 1-3/8インチ（A3+） ¥7,300

オニキスポートフォリオボックス  14-1/4 x 18-1/4 x 2 インチ ¥7,300

オニキスポートフォリオボックス 16-1/4 x 20-1/4 x 1-3/8インチ ¥9,700

オニキスポートフォリオボックス 16-1/4 x 20-1/4 x 2 インチ ¥9,700

オニキスポートフォリオボックス  17-1/4 x 22-1/4 x 2 インチ ¥11,900

オニキスポートフォリオボックス  20-1/4 x 24-1/4 x 1-3/8 インチ ¥13,000

オニキスポートフォリオボックス 20-1/4 x 24-1/4 x 2 インチ ¥13,600

オニキスポートフォリオボックス 11-3/8 x 17-3/8 x 1-3/8 インチ（Tabloid） ¥6,000在庫限り

オニキスポートフォリオボックス 11-3/8 x 17-3/8 x 2 インチ （tabloid） ¥6,100在庫限り

シッピングケース

トランスポートシッピングケース 13-1/4 x 19-1/4 x 3 インチ ¥23,500

トランスポートシッピングケース 16-1/4 x 20-1/4 x 3 インチ ¥24,400

トランスポートシッピングケース 20-1/4 x 24-1/4 x 3 インチ ¥28,900

シッピングケース 11x14x2インチ ¥16,500在庫限り

シッピングケース 24x30x2インチ ¥33,000在庫限り

ストレッジボックス

ストレッジボックス 4x5x10インチ ¥2,800

ストレッジボックス 5x7x10インチ ¥3,000

ストレッジボックス  8x10x2インチ ¥1,200

ストレッジボックス 10x12x2インチ ¥1,500

ストレッジボックス 11x14x2インチ ¥1,620

ストレッジボックス 14x18x2インチ ¥2,100

ストレッジボックス 16x20x2インチ ¥2,400

ストレッジボックス 20x24x2インチ ¥3,000

ストレッジボックス 24x30x2インチ ¥3,960

ストレッジボックス 26x32x2インチ ¥4,680

カートン

ストレッジボックス 4x5x10インチ (25 個) ¥53,200

ストレッジボックス 5x7x10インチ (25 個) ¥71,250

ストレッジボックス  8x10x2インチ (20 個) ¥20,000

ストレッジボックス 10x12x2インチ (20 個) ¥24,000

ストレッジボックス 11x14x2インチ (20 個) ¥27,000

ストレッジボックス 14x18x2インチ (10 個) ¥18,000

ストレッジボックス 16x20x2インチ (10 個) ¥20,000

ストレッジボックス 20x24x2インチ (10 個) ¥25,000

ストレッジボックス 24x30x2インチ (10 個) ¥33,000

ストレッジボックス 26x32x2インチ (10 個) ¥39,000

テンバ プレスタ

テンバ プレスタケース 1418 - 14 x 18 インチ ¥18,400

テンバ プレスタケース  1722 - 17 x 22 インチ ¥25,900

テンバ プレスタケース  2026 - 20 x 26 インチ ¥28,100

フォリオ・フォルダー

フォリオ・フォルダー 8x10インチ ¥4,400在庫限り

フォリオ・フォルダー 16x20インチ ¥8,900在庫限り

ブラック・プルーフ・ボックス

ブラック・プルーフ・ボックス 5x7x1インチ ¥1,100

ブラック・プルーフ・ボックス 8x10x1インチ ¥1,200

ブラック・プルーフ・ボックス 8.5x11x1インチ ¥1,200

ブラック・プルーフ・ボックス 11ｘ14x1インチ ¥1,500

ブラック・プルーフ・ボックス 13ｘ19x1インチ ¥1,900

プリントルクス

プリントルクス・ボックス 4x5x1インチ ¥1,300在庫限り

プレミア ウィンドウ・ボックス

プレミア ウィンドウ・ボックス 60x50x40mm (窓サイズ:35x25mm) ¥800お取り寄せ

プレミア ウィンドウ・ボックス 100x60x40mm (窓サイズ:75x35mm) ¥1,200お取り寄せ

プレミア ウィンドウ・ボックス 120x100x60mm (窓サイズ:85x65mm) ¥1,700お取り寄せ

プレミア ウィンドウ・ボックス 180x100x80mm (窓サイズ:147x67mm) ¥2,000お取り寄せ

プレミア シェル型保存箱

プレミア シェル型保存箱 5x7インチ (190x143x64mm) ¥1,000お取り寄せ

プレミア シェル型保存箱 8x10インチ (270x216x64mm) ¥1,200お取り寄せ

プレミア シェル型保存箱 A4 (311x222x70mm) ¥1,400

プレミア シェル型保存箱 A4 (311x222x30mm ) ¥1,300

プレミア シェル型保存箱 A3 (432x311x30mm ) ¥1,700

プレミア シェル型保存箱 A3+ (497x347x30mm ) ¥1,700

プレミア シェル型保存箱 (365x242x100mm) ¥1,400お取り寄せ

プレミア シェル型保存箱 10x12インチ (317x266x64mm) ¥1,400お取り寄せ

プレミア シェル型保存箱 11x14インチ (371x293x64mm) ¥1,500お取り寄せ

プレミア シェル型保存箱 12x16インチ (420x319x64mm) ¥1,600お取り寄せ

プレミア シェル型保存箱 A3+ (497x347x64mm) ¥2,400お取り寄せ

プレミア シェル型保存箱 16x20インチ (520x420x64mm) ¥2,500お取り寄せ

プレミア シェル型保存箱 16x20インチ (520x420x30mm) ¥2,900お取り寄せ

プレミア シェル型保存箱 A2 (606x434x30mm) ¥3,200お取り寄せ

プレミア シェル型保存箱 20x24インチ (622x522x64mm) ¥2,600お取り寄せ

プレミア シェル型保存箱 20x24インチ (622x522x30mm ) ¥3,100お取り寄せ

プレミア 伸縮式筒型保存箱

プレミア 伸縮式筒型保存箱100x100x800(-1500)mm ¥2,200お取り寄せ

プレミア 伸縮式筒型保存箱120x120x800(-1500)mm ¥2,500お取り寄せ

プレミア 伸縮式筒型保存箱150x150x800(-1500)mm ¥2,950お取り寄せ

プレミア 身蓋一体型保存箱

プレミア 身蓋一体型保存箱 CD用 （140x320x160mm） Dリング・プル付き ¥2,600お取り寄せ

プレミア 身蓋一体型保存箱 LPレコード用 （30x120x330mm） 組立済 縦型 ¥3,300お取り寄せ

プレミア 身蓋一体型保存箱 LPレコード用 （381x64x305mm） 縦型 ¥3,300お取り寄せ

プレミア 身蓋一体型保存箱 4x5インチ （130x300x110mm） ¥1,200お取り寄せ

プレミア 身蓋一体型保存箱 ポストカード （156x130x108mm） ¥1,100お取り寄せ

プレミア 身蓋一体型保存箱 5x7インチ （190x150x150mm） ¥1,200お取り寄せ

ミュージアムケース

AM ミュージアムケース 16x20インチ ¥18,000

ミュージアムケース 20x24x2インチ ¥35,000在庫限り

ミュージアムケース 24x30x2インチ ¥40,200在庫限り

もんじょ箱

もんじょ箱 新聞用 (10 箱) ¥21,000お取り寄せ

もんじょ箱 大型 (10 箱) ¥24,000お取り寄せ

もんじょ箱 特寸 ¥24,000お取り寄せ

ラベルホルダー

粘着ラベルホルダー 45x95mm (20 枚) ¥1,400

粘着ラベルホルダー 25x75mm (20 枚) ¥1,300

3L ラベルホルダー 35x75mm A4ラベル用紙付 (200 枚) ¥5,100

リダモア・エコボックス

リダモア・エコボックス 405x300x90mm Type2 ¥2,000お取り寄せ

リダモア・エコボックス 405x300x180mm Type1 ¥2,000お取り寄せ

リダモア・エコボックス A4 (340x270x110mm) Type1 ¥1,800お取り寄せ

リダモア・エコボックス B4 (390x270x110mm) Type1 ¥1,900お取り寄せ

コーナー

プラスチックコーナー

PP マウンティング・コーナー 10mm (250 個) ¥600

PP マウンティング・コーナー 32mm (250 個) ¥3,800

PP マウンティング・コーナー 75mm (100 個) ¥3,700

PP マウンティング・コーナー 19mm (250 個) ¥1,000

マキシビュー・マウンティング・コーナー 32mm 在庫限り (250 pcs) ¥4,500在庫限り

その他用品

GasQ ガスキュウ（汚染ガス吸着シート）幅1100mm×50m巻（シート厚 ¥27,000

RP-20A (50 個) ¥21,000お取り寄せ

A-D ストリップ (250 本) ¥7,000

キープウェル  (5 枚) ¥1,000

コロージョン・インターセプト

コロージョン・インターセプト・フィルム 1219mm幅 ¥1,000お取り寄せ

コロージョン・インターセプト・フィルム 1219mmx10m ¥7,700お取り寄せ

コロージョン・インターセプト CDジュエルケース ¥400お取り寄せ

活性炭布

活性炭布 950mm幅 ¥17,200お取り寄せ

活性炭布 不織ビスコース裏打済  950mm幅 ¥18,000お取り寄せ

活性炭フェルト 736x990mm ¥4,700お取り寄せ

テープ

#415 両面テープ

#415 両面テープ 25mm(w)x30m ¥1,800

#415 両面テープ 13mm(w)x30m ¥1,200

#415 両面テープ 6.5mm(w)x30m ¥600

タイベックテープ

タイベックテープ  1インチ巾 x 45m ¥2,400
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タイベックテープ  1.5インチ巾 x 45m ¥3,600

フィルムプラスト

フィルムプラスト P90 2cm(w)x50m ¥2,500

フィルムプラスト P90 Plus 2cm(w)x50m ¥2,500

アートエイド 2cmx10m (P-90) ¥980

フィルムプラスト P 2cm(w)x50m ¥2,500

ペーパーエイド 2cmx10m (P) ¥980

フィルムプラスト SH 2cm(w)x25m ¥1,840

フィルムプラスト SH 3cm(w)x25m ¥3,000

補修クリアテープ 32mmx30m ¥1,900

ペーパーテープ

タイムケア・ヘリティッジ・アーカイバル・フォトクラフトペーパーテープ ¥2,000お取り寄せ

ペーパーテープ 1インチ(w)x45m ¥1,400在庫限り

リネンテープ

リネンテープ 1インチ巾 x 45m ¥2,400

リネンテープ 1-1/2インチ巾 x 54m ¥3,500

リネンテープ3インチx100yd ¥10,000

史料保存用綿テープ

史料保存用綿テープ Aタイプ（17mmx30m) ¥800

史料保存用綿テープ Bタイプ（12mmx30m) ¥650

ピュアマット

アンティークホワイト

0.45mm

ピュアマット アンティークホワイト 0.45mm 1100mmx50m ¥21,850お取り寄せ

厚口

ピュアマット アンティークホワイト 厚口 1100x1600mm ¥5,175お取り寄せ

ピュアマット アンティークホワイト 厚口 1100x825mm ¥2,100お取り寄せ

ピュアマット アンティークホワイト  8x10インチ  厚口 ¥250お取り寄せ

ピュアマット アンティークホワイト 11x14インチ 厚口 ¥530お取り寄せ

ピュアマット アンティークホワイト 12x15インチ 厚口 ¥540お取り寄せ

ピュアマット アンティークホワイト 14x17インチ 厚口 ¥780お取り寄せ

ピュアマット アンティークホワイト 16x20インチ 厚口 ¥790お取り寄せ

ピュアマット アンティークホワイト 18x22インチ 厚口 ¥1,470お取り寄せ

ピュアマット アンティークホワイト 20x24インチ 厚口 ¥1,490お取り寄せ

ピュアマット アンティークホワイト 22x28インチ 厚口 ¥2,180お取り寄せ

ピュアマット アンティークホワイト 24x30インチ 厚口 ¥2,190お取り寄せ

ピュアマット アンティークホワイト 25x32インチ 厚口 ¥2,430お取り寄せ

ピュアマット アンティークホワイト 26x34インチ 厚口 ¥2,430お取り寄せ

ピュアマット アンティークホワイト 32x40インチ 厚口 ¥2,700お取り寄せ

特厚口

ピュアマット アンティークホワイト 特厚口 1100x1600mm ¥7,765お取り寄せ

ピュアマット アンティークホワイト 特厚口 1100x825mm ¥3,150お取り寄せ

ピュアマット アンティークホワイト  8x10インチ  特厚口 ¥260お取り寄せ

ピュアマット アンティークホワイト 11x14インチ 特厚口 ¥600お取り寄せ

ピュアマット アンティークホワイト 12x15インチ 特厚口 ¥610お取り寄せ

ピュアマット アンティークホワイト 14x17インチ 特厚口 ¥890お取り寄せ

ピュアマット アンティークホワイト 16x20インチ 特厚口 ¥900お取り寄せ

ピュアマット アンティークホワイト 18x22インチ 特厚口 ¥1,700お取り寄せ

ピュアマット アンティークホワイト 20x24インチ 特厚口 ¥1,710お取り寄せ

ピュアマット アンティークホワイト 22x28インチ 特厚口 ¥2,520お取り寄せ

ピュアマット アンティークホワイト 24x30インチ 特厚口 ¥2,530お取り寄せ

ピュアマット アンティークホワイト 25x32インチ 特厚口 ¥2,800お取り寄せ

ピュアマット アンティークホワイト 26x34インチ 特厚口 ¥2,800お取り寄せ

ピュアマット アンティークホワイト 32x40インチ 特厚口 ¥3,370お取り寄せ

薄口

ピュアマット アンティークホワイト 薄口 1100x1600mm ¥2,590お取り寄せ

ピュアマット アンティークホワイト 薄口 1100x825mm ¥1,050お取り寄せ

ピュアマット アンティークホワイト  8x10インチ  薄口 ¥230お取り寄せ

ピュアマット アンティークホワイト 11x14インチ 薄口 ¥530お取り寄せ

ピュアマット アンティークホワイト 12x15インチ 薄口 ¥540お取り寄せ

ピュアマット アンティークホワイト 14x17インチ 薄口 ¥780お取り寄せ

ピュアマット アンティークホワイト 16x20インチ 薄口 ¥790お取り寄せ

ピュアマット アンティークホワイト 18x22インチ 薄口 ¥1,470お取り寄せ

ピュアマット アンティークホワイト 20x24インチ 薄口 ¥1,490お取り寄せ

ピュアマット アンティークホワイト 22x28インチ 薄口 ¥2,180お取り寄せ

ピュアマット アンティークホワイト 24x30インチ 薄口 ¥2,190お取り寄せ

ピュアマット アンティークホワイト 25x32インチ 薄口 ¥2,430お取り寄せ

ピュアマット アンティークホワイト 26x34インチ 薄口 ¥2,430お取り寄せ

ピュアマット アンティークホワイト 32x40インチ 薄口 ¥2,700お取り寄せ

オフホワイト

0.45mm

ピュアマット オフホワイト 0.45mm 1100mmx50m ¥21,850お取り寄せ

厚口

ピュアマット オフホワイト 厚口 1100x1600mm ¥5,175お取り寄せ

ピュアマット オフホワイト 厚口 1100x825mm ¥2,100お取り寄せ

ピュアマット オフホワイト  8x10インチ  厚口 ¥250お取り寄せ

ピュアマット オフホワイト 11x14インチ 厚口 ¥530お取り寄せ

ピュアマット オフホワイト 12x15インチ 厚口 ¥540お取り寄せ

ピュアマット オフホワイト 14x17インチ 厚口 ¥780お取り寄せ

ピュアマット オフホワイト 16x20インチ 厚口 ¥790お取り寄せ

ピュアマット オフホワイト 18x22インチ 厚口 ¥1,470お取り寄せ

ピュアマット オフホワイト 20x24インチ 厚口 ¥1,490お取り寄せ

ピュアマット オフホワイト 22x28インチ 厚口 ¥2,180お取り寄せ

ピュアマット オフホワイト 24x30インチ 厚口 ¥2,190お取り寄せ

ピュアマット オフホワイト 25x32インチ 厚口 ¥2,430お取り寄せ

ピュアマット オフホワイト 26x34インチ 厚口 ¥2,430お取り寄せ

ピュアマット オフホワイト 32x40インチ 厚口 ¥2,700お取り寄せ

特厚口

ピュアマット オフホワイト 特厚口 1100x1600mm ¥7,765お取り寄せ

ピュアマット オフホワイト 特厚口 1100x825mm ¥3,150お取り寄せ

ピュアマット オフホワイト  8x10インチ  特厚口 ¥260お取り寄せ

ピュアマット オフホワイト 11x14インチ 特厚口 ¥600お取り寄せ

ピュアマット オフホワイト 12x15インチ 特厚口 ¥610お取り寄せ

ピュアマット オフホワイト 14x17インチ 特厚口 ¥890お取り寄せ

ピュアマット オフホワイト 16x20インチ 特厚口 ¥900お取り寄せ

ピュアマット オフホワイト 18x22インチ 特厚口 ¥1,700お取り寄せ

ピュアマット オフホワイト 20x24インチ 特厚口 ¥1,710お取り寄せ

ピュアマット オフホワイト 22x28インチ 特厚口 ¥2,520お取り寄せ

ピュアマット オフホワイト 24x30インチ 特厚口 ¥2,530お取り寄せ

ピュアマット オフホワイト 25x32インチ 特厚口 ¥2,800お取り寄せ

ピュアマット オフホワイト 26x34インチ 特厚口 ¥2,800お取り寄せ

ピュアマット オフホワイト 32x40インチ 特厚口 ¥3,370お取り寄せ

薄口

ピュアマット オフホワイト 薄口 1100x1600mm ¥2,590お取り寄せ

ピュアマット オフホワイト 薄口 1100x825mm ¥1,050お取り寄せ

ピュアマット オフホワイト  8x10インチ  薄口 ¥230お取り寄せ

ピュアマット オフホワイト 11x14インチ 薄口 ¥530お取り寄せ

ピュアマット オフホワイト 12x15インチ 薄口 ¥540お取り寄せ

ピュアマット オフホワイト 14x17インチ 薄口 ¥780お取り寄せ

ピュアマット オフホワイト 16x20インチ 薄口 ¥790お取り寄せ

ピュアマット オフホワイト 18x22インチ 薄口 ¥1,470お取り寄せ

ピュアマット オフホワイト 20x24インチ 薄口 ¥1,490お取り寄せ

ピュアマット オフホワイト 22x28インチ 薄口 ¥2,180お取り寄せ

ピュアマット オフホワイト 24x30インチ 薄口 ¥2,190お取り寄せ

ピュアマット オフホワイト 25x32インチ 薄口 ¥2,430お取り寄せ

ピュアマット オフホワイト 26x34インチ 薄口 ¥2,430お取り寄せ

ピュアマット オフホワイト 32x40インチ 薄口 ¥2,700お取り寄せ

クリーム

0.45mm

ピュアマット クリーム 0.45mm 1100mmx50m ¥21,850お取り寄せ

厚口

ピュアマット クリーム 厚口 1100x1600mm ¥5,175お取り寄せ

ピュアマット クリーム 厚口 1100x825mm ¥2,100お取り寄せ

ピュアマット クリーム  8x10インチ  厚口 ¥250お取り寄せ

ピュアマット クリーム 11x14インチ 厚口 ¥530お取り寄せ

ピュアマット クリーム 12x15インチ 厚口 ¥540お取り寄せ

ピュアマット クリーム 14x17インチ 厚口 ¥780お取り寄せ

ピュアマット クリーム 16x20インチ 厚口 ¥790お取り寄せ

ピュアマット クリーム 18x22インチ 厚口 ¥1,470お取り寄せ

ピュアマット クリーム 20x24インチ 厚口 ¥1,490お取り寄せ

ピュアマット クリーム 22x28インチ 厚口 ¥2,180お取り寄せ

ピュアマット クリーム 24x30インチ 厚口 ¥2,190お取り寄せ

ピュアマット クリーム 25x32インチ 厚口 ¥2,430お取り寄せ

ピュアマット クリーム 26x34インチ 厚口 ¥2,430お取り寄せ

ピュアマット クリーム 32x40インチ 厚口 ¥2,700お取り寄せ

特厚口

ピュアマット クリーム 特厚口 1100x1600mm ¥7,765お取り寄せ

ピュアマット クリーム 特厚口 1100x825mm ¥3,150お取り寄せ

ピュアマット クリーム  8x10インチ  特厚口 ¥260お取り寄せ

ピュアマット クリーム 11x14インチ 特厚口 ¥600お取り寄せ

ピュアマット クリーム 12x15インチ 特厚口 ¥610お取り寄せ

ピュアマット クリーム 14x17インチ 特厚口 ¥890お取り寄せ

ピュアマット クリーム 16x20インチ 特厚口 ¥900お取り寄せ

ピュアマット クリーム 18x22インチ 特厚口 ¥1,700お取り寄せ

ピュアマット クリーム 20x24インチ 特厚口 ¥1,710お取り寄せ

ピュアマット クリーム 22x28インチ 特厚口 ¥2,520お取り寄せ

ピュアマット クリーム 24x30インチ 特厚口 ¥2,530お取り寄せ

ピュアマット クリーム 25x32インチ 特厚口 ¥2,800お取り寄せ

ピュアマット クリーム 26x34インチ 特厚口 ¥2,800お取り寄せ

ピュアマット クリーム 32x40インチ 特厚口 ¥3,370お取り寄せ

薄口

ピュアマット クリーム 薄口 1100x1600mm ¥2,590お取り寄せ

ピュアマット クリーム 薄口 1100x825mm ¥1,050お取り寄せ

ピュアマット クリーム  8x10インチ  薄口 ¥230お取り寄せ

ピュアマット クリーム 11x14インチ 薄口 ¥530お取り寄せ

ピュアマット クリーム 12x15インチ 薄口 ¥540お取り寄せ

ピュアマット クリーム 14x17インチ 薄口 ¥780お取り寄せ

ピュアマット クリーム 16x20インチ 薄口 ¥790お取り寄せ

ピュアマット クリーム 18x22インチ 薄口 ¥1,470お取り寄せ

ピュアマット クリーム 20x24インチ 薄口 ¥1,490お取り寄せ

ピュアマット クリーム 22x28インチ 薄口 ¥2,180お取り寄せ

ピュアマット クリーム 24x30インチ 薄口 ¥2,190お取り寄せ

ピュアマット クリーム 25x32インチ 薄口 ¥2,430お取り寄せ

ピュアマット クリーム 26x34インチ 薄口 ¥2,430お取り寄せ

ピュアマット クリーム 32x40インチ 薄口 ¥2,700お取り寄せ

4



ホワイト

0.45mm

ピュアマット ホワイト 0.45mm 1100mmx50m ¥21,850お取り寄せ

厚口

ピュアマット ホワイト 厚口 1100x825mm ¥2,100お取り寄せ

ピュアマット ホワイト  8x10インチ  厚口 ¥250お取り寄せ

ピュアマット ホワイト 厚口 1100x1600mm ¥5,175お取り寄せ

ピュアマット ホワイト 11x14インチ 厚口 ¥530お取り寄せ

ピュアマット ホワイト 12x15インチ 厚口 ¥540お取り寄せ

ピュアマット ホワイト 14x17インチ 厚口 ¥780お取り寄せ

ピュアマット ホワイト 16x20インチ 厚口 ¥790お取り寄せ

ピュアマット ホワイト 18x22インチ 厚口 ¥1,470お取り寄せ

ピュアマット ホワイト 20x24インチ 厚口 ¥1,490お取り寄せ

ピュアマット ホワイト 22x28インチ 厚口 ¥2,180お取り寄せ

ピュアマット ホワイト 24x30インチ 厚口 ¥2,190お取り寄せ

ピュアマット ホワイト 25x32インチ 厚口 ¥2,430お取り寄せ

ピュアマット ホワイト 26x34インチ 厚口 ¥2,430お取り寄せ

ピュアマット ホワイト 32x40インチ 厚口 ¥2,700お取り寄せ

特厚口

ピュアマット ホワイト 特厚口 1100x1600mm ¥7,765お取り寄せ

ピュアマット ホワイト 特厚口 1100x825mm ¥3,150お取り寄せ

ピュアマット ホワイト  8x10インチ  特厚口 ¥260お取り寄せ

ピュアマット ホワイト 11x14インチ 特厚口 ¥600お取り寄せ

ピュアマット ホワイト 12x15インチ 特厚口 ¥610お取り寄せ

ピュアマット ホワイト 14x17インチ 特厚口 ¥890お取り寄せ

ピュアマット ホワイト 16x20インチ 特厚口 ¥900お取り寄せ

ピュアマット ホワイト 18x22インチ 特厚口 ¥1,700お取り寄せ

ピュアマット ホワイト 20x24インチ 特厚口 ¥1,710お取り寄せ

ピュアマット ホワイト 22x28インチ 特厚口 ¥2,520お取り寄せ

ピュアマット ホワイト 24x30インチ 特厚口 ¥2,530お取り寄せ

ピュアマット ホワイト 25x32インチ 特厚口 ¥2,800お取り寄せ

ピュアマット ホワイト 26x34インチ 特厚口 ¥2,800お取り寄せ

ピュアマット ホワイト 32x40インチ 特厚口 ¥3,370お取り寄せ

薄口

ピュアマット ホワイト 薄口 1100x1600mm ¥2,590お取り寄せ

ピュアマット ホワイト 薄口 1100x825mm ¥1,050お取り寄せ

ピュアマット ホワイト  8x10インチ  薄口 ¥230お取り寄せ

ピュアマット ホワイト 11x14インチ 薄口 ¥530お取り寄せ

ピュアマット ホワイト 12x15インチ 薄口 ¥540お取り寄せ

ピュアマット ホワイト 14x17インチ 薄口 ¥780お取り寄せ

ピュアマット ホワイト 16x20インチ 薄口 ¥790お取り寄せ

ピュアマット ホワイト 18x22インチ 薄口 ¥1,470お取り寄せ

ピュアマット ホワイト 20x24インチ 薄口 ¥1,490お取り寄せ

ピュアマット ホワイト 22x28インチ 薄口 ¥2,180お取り寄せ

ピュアマット ホワイト 24x30インチ 薄口 ¥2,190お取り寄せ

ピュアマット ホワイト 25x32インチ 薄口 ¥2,430お取り寄せ

ピュアマット ホワイト 26x34インチ 薄口 ¥2,430お取り寄せ

ピュアマット ホワイト 32x40インチ 薄口 ¥2,700お取り寄せ

ブックマット加工

ピュアマット

厚+厚

ブックマッティング ピュアマット  8x10インチ  厚+厚 ¥4,500お取り寄せ

ブックマッティング ピュアマット 11x14インチ 厚+厚 ¥5,020お取り寄せ

ブックマッティング ピュアマット 12x15インチ 厚+厚 ¥5,060お取り寄せ

ブックマッティング ピュアマット 14x17インチ 厚+厚 ¥5,460お取り寄せ

ブックマッティング ピュアマット 16x20インチ 厚+厚 ¥5,500お取り寄せ

ブックマッティング ピュアマット 18x22インチ 厚+厚 ¥6,580お取り寄せ

ブックマッティング ピュアマット 20x24インチ 厚+厚 ¥6,660お取り寄せ

ブックマッティング ピュアマット 22x28インチ 厚+厚 ¥9,760お取り寄せ

ブックマッティング ピュアマット 24x30インチ 厚+厚 ¥9,820お取り寄せ

ブックマッティング ピュアマット 25x32インチ 厚+厚 ¥10,220お取り寄せ

ブックマッティング ピュアマット 26x34インチ 厚+厚 ¥10,220お取り寄せ

ブックマッティング ピュアマット 32x40インチ 厚+厚 ¥11,080お取り寄せ

厚+薄

ブックマッティング ピュアマット  8x10インチ  厚+薄 ¥4,370お取り寄せ

ブックマッティング ピュアマット 11x14インチ 厚+薄 ¥4,760お取り寄せ

ブックマッティング ピュアマット 12x15インチ 厚+薄 ¥4,790お取り寄せ

ブックマッティング ピュアマット 14x17インチ 厚+薄 ¥5,090お取り寄せ

ブックマッティング ピュアマット 16x20インチ 厚+薄 ¥5,130お取り寄せ

ブックマッティング ピュアマット 18x22インチ 厚+薄 ¥5,940お取り寄せ

ブックマッティング ピュアマット 20x24インチ 厚+薄 ¥5,990お取り寄せ

ブックマッティング ピュアマット 22x28インチ 厚+薄 ¥8,820お取り寄せ

ブックマッティング ピュアマット 24x30インチ 厚+薄 ¥8,860お取り寄せ

ブックマッティング ピュアマット 25x32インチ 厚+薄 ¥9,160お取り寄せ

ブックマッティング ピュアマット 26x34インチ 厚+薄 ¥9,160お取り寄せ

ブックマッティング ピュアマット 32x40インチ 厚+薄 ¥9,810お取り寄せ

特厚+厚

ブックマッティング ピュアマット  8x10インチ  特厚+厚 ¥4,510お取り寄せ

ブックマッティング ピュアマット 11x14インチ 特厚+厚 ¥5,110お取り寄せ

ブックマッティング ピュアマット 12x15インチ 特厚+厚 ¥5,140お取り寄せ

ブックマッティング ピュアマット 14x17インチ 特厚+厚 ¥5,620お取り寄せ

ブックマッティング ピュアマット 16x20インチ 特厚+厚 ¥5,650お取り寄せ

ブックマッティング ピュアマット 18x22インチ 特厚+厚 ¥6,990お取り寄せ

ブックマッティング ピュアマット 20x24インチ 特厚+厚 ¥7,040お取り寄せ

ブックマッティング ピュアマット 22x28インチ 特厚+厚 ¥10,400お取り寄せ

ブックマッティング ピュアマット 24x30インチ 特厚+厚 ¥10,440お取り寄せ

ブックマッティング ピュアマット 25x32インチ 特厚+厚 ¥10,910お取り寄せ

ブックマッティング ピュアマット 26x34インチ 特厚+厚 ¥10,910お取り寄せ

ブックマッティング ピュアマット 32x40インチ 特厚+厚 ¥11,910お取り寄せ

ブックマット カラー

4+4ply

ブックマッティング カラー 8x10インチ 4+4ply ¥4,480

ブックマッティング カラー 11x14インチ 4+4ply ¥5,110

ブックマッティング カラー 12x15インチ 4+4ply ¥5,130

ブックマッティング カラー 14x17インチ 4+4ply ¥5,630

ブックマッティング カラー 16x20インチ 4+4ply ¥5,650

ブックマッティング カラー 18x22インチ 4+4ply ¥7,090

ブックマッティング カラー 20x24インチ 4+4ply ¥7,130

ブックマッティング カラー 22x28インチ 4+4ply ¥10,580

ブックマッティング カラー 24x30インチ 4+4ply ¥10,610

ブックマッティング カラー 25x32インチ 4+4ply ¥11,110

ブックマッティング カラー 26x34インチ 4+4ply ¥11,110

ブックマッティング カラー 32x40インチ 4+4ply ¥12,140

ブックマット ホワイト

4+2ply

ブックマッティング ホワイト 8x10インチ 4+2ply ¥4,390

ブックマッティング ホワイト 11x14インチ 4+2ply ¥4,880

ブックマッティング ホワイト 12x15インチ 4+2ply ¥4,890

ブックマッティング ホワイト 14x17インチ 4+2ply ¥5,280

ブックマッティング ホワイト 16x20インチ 4+2ply ¥5,300

ブックマッティング ホワイト 18x22インチ 4+2ply ¥6,390

ブックマッティング ホワイト 20x24インチ 4+2ply ¥6,430

ブックマッティング ホワイト 22x28インチ 4+2ply ¥9,530

ブックマッティング ホワイト 24x30インチ 4+2ply ¥9,560

ブックマッティング ホワイト 25x32インチ 4+2ply ¥9,940

ブックマッティング ホワイト 26x34インチ 4+2ply ¥9,940

ブックマッティング ホワイト 32x40インチ 4+2ply ¥10,740

4+4ply

ブックマッティング ホワイト 8x10インチ 4+4ply ¥4,460

ブックマッティング ホワイト 11x14インチ 4+4ply ¥5,060

ブックマッティング ホワイト 12x15インチ 4+4ply ¥5,080

ブックマッティング ホワイト 14x17インチ 4+4ply ¥5,560

ブックマッティング ホワイト 16x20インチ 4+4ply ¥5,580

ブックマッティング ホワイト 18x22インチ 4+4ply ¥6,940

ブックマッティング ホワイト 20x24インチ 4+4ply ¥6,980

ブックマッティング ホワイト 22x28インチ 4+4ply ¥10,360

ブックマッティング ホワイト 24x30インチ 4+4ply ¥10,380

ブックマッティング ホワイト 25x32インチ 4+4ply ¥10,860

ブックマッティング ホワイト 26x34インチ 4+4ply ¥10,860

ブックマッティング ホワイト 32x40インチ 4+4ply ¥11,840

8+4ply

ブックマッティング ホワイト 11x14インチ 8+4ply ¥5,780

ブックマッティング ホワイト 14x17インチ 8+4ply ¥6,630

ブックマッティング ホワイト 16x20インチ 8+4ply ¥6,650

ブックマッティング ホワイト 20x24インチ 8+4ply ¥9,090

ブックマッティング ホワイト 18x22インチ 8+4ply ¥9,130

ブックマッティング ホワイト 24x30インチ 8+4ply ¥13,580

ブックマッティング ホワイト 32x40インチ 8+4ply ¥13,610

フレーム

アルミフレームシルバー

ノックダウン

アルミフレーム ノックダウンシルバー  8x10インチ ¥3,300

アルミフレーム ノックダウンシルバー 11x14インチ ¥3,800

アルミフレーム ノックダウンシルバー 12x15インチ ¥4,300

アルミフレーム ノックダウンシルバー 14x17インチ ¥4,600

アルミフレーム ノックダウンシルバー 16x20インチ ¥5,300

アルミフレーム ノックダウンシルバー 18x22インチ ¥6,200

アルミフレーム ノックダウンシルバー 20x24インチ ¥6,800

アルミフレーム ノックダウンシルバー 22x28インチ ¥7,700

アルミフレーム ノックダウンシルバー 24x30インチ ¥8,900

アルミフレーム ノックダウンシルバー 32x40インチ ¥14,200

低反射アクリル付

アルミフレーム シルバー  8x10インチ 低反射アクリル さし箱付 ¥8,500

アルミフレーム シルバー 11x14インチ 低反射アクリル さし箱付 ¥12,300

アルミフレーム シルバー 12x15インチ 低反射アクリル さし箱付 ¥12,800

アルミフレーム シルバー 14x17インチ 低反射アクリル さし箱付 ¥16,200

アルミフレーム シルバー 16x20インチ 低反射アクリル さし箱付 ¥19,500

アルミフレーム シルバー 18x22インチ 低反射アクリル さし箱付 ¥23,000

アルミフレーム シルバー 20x24インチ 低反射アクリル さし箱付 ¥26,300

アルミフレーム シルバー 22x28インチ 低反射アクリル さし箱付 ¥38,900

アルミフレーム シルバー 24x30インチ 低反射アクリル さし箱付 ¥40,100

低反射ガラス付

アルミフレーム シルバー  8x10インチ 低反射ガラス さし箱付 ¥8,350

アルミフレーム シルバー 11x14インチ 低反射ガラス さし箱付 ¥11,520

アルミフレーム シルバー 12x15インチ 低反射ガラス さし箱付 ¥13,080

アルミフレーム シルバー 14x17インチ 低反射ガラス さし箱付 ¥14,980
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アルミフレーム シルバー 16x20インチ 低反射ガラス さし箱付 ¥19,130

アルミフレーム シルバー 18x22インチ 低反射ガラス さし箱付 ¥22,870

アルミフレーム シルバー 20x24インチ 低反射ガラス さし箱付 ¥25,750

アルミフレーム シルバー 22x28インチ 低反射ガラス さし箱付 ¥32,430

アルミフレーム シルバー 24x30インチ 低反射ガラス さし箱付 ¥36,020

普通アクリル付

アルミフレーム シルバー  8x10インチ アクリル さし箱付 ¥6,030

アルミフレーム シルバー 11x14インチ アクリル さし箱付 ¥6,920

アルミフレーム シルバー 12x15インチ アクリル さし箱付 ¥7,420

アルミフレーム シルバー 14x17インチ アクリル さし箱付 ¥7,890

アルミフレーム シルバー 16x20インチ アクリル さし箱付 ¥9,870

アルミフレーム シルバー 18x22インチ アクリル さし箱付 ¥10,720

アルミフレーム シルバー 20x24インチ アクリル さし箱付 ¥12,960

アルミフレーム シルバー 22x28インチ アクリル さし箱付 ¥15,800

アルミフレーム シルバー 24x30インチ アクリル さし箱付 ¥17,000

普通ガラス付

アルミフレームシルバー  8x10インチ ガラス さし箱付 ¥5,910

アルミフレームシルバー 11x14インチ ガラス さし箱付 ¥6,550

アルミフレームシルバー 12x15インチ ガラス さし箱付 ¥7,180

アルミフレームシルバー 14x17インチ ガラス さし箱付 ¥7,520

アルミフレームシルバー 16x20インチ ガラス さし箱付 ¥9,180

アルミフレームシルバー 18x22インチ ガラス さし箱付 ¥10,220

アルミフレームシルバー 20ｘ24インチ ガラス さし箱付 ¥10,820

アルミフレームシルバー 22x28インチ ガラス さし箱付 ¥12,490

アルミフレームシルバー 24x30インチ ガラス さし箱付 ¥13,690

アルミフレームブラック

ノックダウン

アルミフレーム ノックダウンブラック  8x10インチ ¥3,300

アルミフレーム ノックダウンブラック 11x14インチ ¥3,800

アルミフレーム ノックダウンブラック 12x15インチ ¥4,300

アルミフレーム ノックダウンブラック 14x17インチ ¥4,600

アルミフレーム ノックダウンブラック 16x20インチ ¥5,600

アルミフレーム ノックダウンブラック 18x22インチ ¥6,200

アルミフレーム ノックダウンブラック 20x24インチ ¥6,800

アルミフレーム ノックダウンブラック 22x28インチ ¥7,700

アルミフレーム ノックダウンブラック 24x30インチ ¥8,900

低反射アクリル付

アルミフレーム ブラック  8x10インチ 低反射アクリル さし箱付 ¥8,500

アルミフレーム ブラック 11x14インチ 低反射アクリル さし箱付 ¥12,300

アルミフレーム ブラック 12x15インチ 低反射アクリル さし箱付 ¥12,800

アルミフレーム ブラック 14x17インチ 低反射アクリル さし箱付 ¥16,200

アルミフレーム ブラック 16x20インチ 低反射アクリル さし箱付 ¥19,500

アルミフレーム ブラック 18x22インチ 低反射アクリル さし箱付 ¥23,000

アルミフレーム ブラック 20x24インチ 低反射アクリル さし箱付 ¥26,300

アルミフレーム ブラック 22x28インチ 低反射アクリル さし箱付 ¥38,900

アルミフレーム ブラック 24x30インチ 低反射アクリル さし箱付 ¥40,100

低反射ガラス付

アルミフレーム ブラック  8x10インチ 低反射ガラス さし箱付 ¥8,350

アルミフレーム ブラック 11x14インチ 低反射ガラス さし箱付 ¥11,520

アルミフレーム ブラック 12x15インチ 低反射ガラス さし箱付 ¥13,080

アルミフレーム ブラック 14x17インチ 低反射ガラス さし箱付 ¥14,980

アルミフレーム ブラック 16x20インチ 低反射ガラス さし箱付 ¥19,130

アルミフレーム ブラック 18x22インチ 低反射ガラス さし箱付 ¥22,870

アルミフレーム ブラック 20x24インチ 低反射ガラス さし箱付 ¥25,750

アルミフレーム ブラック 22x28インチ 低反射ガラス さし箱付 ¥32,430

アルミフレーム ブラック 24x30インチ 低反射ガラス さし箱付 ¥36,020

普通アクリル付

アルミフレーム ブラック  8x10インチ アクリル さし箱付 ¥6,030

アルミフレーム ブラック 11x14インチ アクリル さし箱付 ¥6,920

アルミフレーム ブラック 12x15インチ アクリル さし箱付 ¥7,420

アルミフレーム ブラック 14x17インチ アクリル さし箱付 ¥7,890

アルミフレーム ブラック 16x20インチ アクリル さし箱付 ¥9,870

アルミフレーム ブラック 18x22インチ アクリル さし箱付 ¥10,720

アルミフレーム ブラック 20x24インチ アクリル さし箱付 ¥12,960

アルミフレーム ブラック 22x28インチ アクリル さし箱付 ¥15,800

アルミフレーム ブラック 24x30インチ アクリル さし箱付 ¥17,000

普通ガラス付

アルミフレームブラック  8x10インチ ガラス さし箱付 ¥5,910

アルミフレームブラック 11x14インチ ガラス さし箱付 ¥6,550

アルミフレームブラック 12x15インチ ガラス さし箱付 ¥7,180

アルミフレームブラック 14x17インチ ガラス さし箱付 ¥7,520

アルミフレームブラック 16x20インチ ガラス さし箱付 ¥9,180

アルミフレームブラック 18x22インチ ガラス さし箱付 ¥10,220

アルミフレームブラック 20x24インチ ガラス さし箱付 ¥10,820

アルミフレームブラック 22x28インチ ガラス さし箱付 ¥12,490

アルミフレームブラック 24x30インチ ガラス さし箱付 ¥13,690

さし箱

さし箱  8x10インチ ¥1,400

さし箱 11x14インチ ¥1,400

さし箱 12x15インチ ¥1,400

さし箱 14x17インチ ¥1,400

さし箱 16x20インチ ¥1,900

さし箱 18x22インチ ¥2,000

さし箱 20x24インチ ¥2,000

さし箱 22x28インチ ¥2,200

さし箱 24x30インチ ¥2,200

フレームアクセサリー

コーナー金具

ワンタッチレバー（２個１組）コーナー金具 ¥400

コーナー金具（プラスネジ付） ¥150

コーナー金具用ネジ（プラス） ¥15

バネ

板バネ（プラスチック製） ¥30

バンポン

バンポン 角形 ホワイト (12 個) ¥300

ピクチャーワイヤー

ピクチャーワイヤー (250 m) ¥11,300在庫限り

ひも金具

ホワイト吊カン 2号 ¥260

平ヒートン 中 ¥260

吊金具

カラーフックピン 1本針 (3 個) ¥660

セフティＴフック　Ｘ ¥860

セフティXフック 大（ステンレス、バネ付、3本釘） ¥480

セフティXフック 小（ステンレス、バネ付、1本釘） ¥170

落下防止金具

落下防止金具 アルミ額用 ¥90

落下防止金具 木額用 ¥50

ワイ・エス　ニューパネル

ゴールド

ニューパネル 写真六切（8x10インチ） ゴールド（差し込み箱仕様） ¥1,800

ニューパネル A4 ゴールド（差し込み箱仕様） ¥2,000

ニューパネル 写真四切（10x12インチ） ゴールド（差し込み箱仕様） ¥2,100お取り寄せ

ニューパネル B4 ゴールド（差し込み箱仕様） ¥2,200お取り寄せ

ニューパネル A3 ゴールド（差し込み箱仕様） ¥2,600

ニューパネル A3ノビ ゴールド（差し込み箱仕様） ¥3,000

ニューパネル 写真半切（14x17インチ） ゴールド（かぶせ箱仕様） ¥3,400お取り寄せ

ニューパネル B3 ゴールド（差し込み箱仕様） ¥3,400お取り寄せ

ニューパネル A2 ゴールド（かぶせ箱仕様） ¥4,600お取り寄せ

ニューパネル 写真全紙（18x22インチ） ゴールド（かぶせ箱仕様） ¥5,000お取り寄せ

ニューパネル B2 ゴールド（かぶせ箱仕様） ¥6,000お取り寄せ

ニューパネル A1 ゴールド（かぶせ箱仕様　コーナー補強付） ¥8,000お取り寄せ

ニューパネル B1 ゴールド（かぶせ箱仕様　コーナー補強付） ¥10,000お取り寄せ

ステン

ニューパネル 写真六切（8x10インチ） ステン（差し込み箱仕様） ¥1,800

ニューパネル A4 ステン （差し込み箱仕様） ¥2,000

ニューパネル 写真四切（10x12インチ） ステン（差し込み箱仕様） ¥2,100お取り寄せ

ニューパネル B4 ステン（差し込み箱仕様） ¥2,200お取り寄せ

ニューパネル A3 ステン（差し込み箱仕様） ¥2,600

ニューパネル A3ノビ ステン（差し込み箱仕様） ¥3,000

ニューパネル 写真半切（14x17インチ） ステン（かぶせ箱仕様） ¥3,400お取り寄せ

ニューパネル B3 ステン（差し込み箱仕様） ¥3,400お取り寄せ

ニューパネル A2 ステン（かぶせ箱仕様） ¥4,600お取り寄せ

ニューパネル 写真全紙（18x22インチ） ステン（かぶせ箱仕様） ¥5,000お取り寄せ

ニューパネル B2 ステン（かぶせ箱仕様） ¥6,000お取り寄せ

ニューパネル A1 ステン（かぶせ箱仕様　コーナー補強付） ¥8,000お取り寄せ

ニューパネル B1 ステン（かぶせ箱仕様　コーナー補強付） ¥10,000お取り寄せ

ブラック

ニューパネル 写真六切（8x10インチ） ブラック（差し込み箱仕様） ¥1,800

ニューパネル A4 ブラック（差し込み箱仕様） ¥2,000

ニューパネル 写真四切（10x12インチ） ブラック（差し込み箱仕様） ¥2,100お取り寄せ

ニューパネル B4 ブラック（差し込み箱仕様） ¥2,200お取り寄せ

ニューパネル A3 ブラック（差し込み箱仕様） ¥2,600

ニューパネル A3ノビ ブラック（差し込み箱仕様） ¥3,000

ニューパネル 写真半切（14x17インチ） ブラック（かぶせ箱仕様） ¥3,400お取り寄せ

ニューパネル B3 ブラック（差し込み箱仕様） ¥3,400お取り寄せ

ニューパネル A2 ブラック（かぶせ箱仕様） ¥4,600お取り寄せ

ニューパネル 写真全紙（18x22インチ） ブラック（かぶせ箱仕様） ¥5,000お取り寄せ

ニューパネル B2 ブラック（かぶせ箱仕様） ¥6,000お取り寄せ

ニューパネル A1 ブラック（かぶせ箱仕様　コーナー補強付） ¥8,000お取り寄せ

ニューパネル B1 ブラック（かぶせ箱仕様　コーナー補強付） ¥10,000お取り寄せ

低反射アクリル

低反射アクリル デラグラス 950x1500x3mm ¥60,000お取り寄せ

低反射アクリル  8x10インチ ¥2,800

低反射アクリル 11x14インチ ¥6,100

低反射アクリル 12x15インチ ¥6,100

低反射アクリル 14x17インチ ¥9,200

低反射アクリル 16x20インチ ¥11,000

低反射アクリル 18x22インチ ¥13,800

低反射アクリル 20x24インチ ¥16,500

低反射アクリル 22x28インチ ¥28,000

低反射アクリル 24x30インチ ¥28,000

オプティアム

オプティアム ミュージアム・アクリル3mm 40x60インチ（1016x1524mm） ¥137,000お取り寄せ

オプティアム ミュージアム・アクリル4.5mm 72x96インチ（1828x2438mm） ¥612,000お取り寄せ

低反射ガラス
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低反射ガラス  8x10インチ ¥2,650

低反射ガラス 11x14インチ ¥5,320

低反射ガラス 12x15インチ ¥6,380

低反射ガラス 14x17インチ ¥7,980

低反射ガラス 16x20インチ ¥10,630

低反射ガラス 18x22インチ ¥13,670

低反射ガラス 20x24インチ ¥15,950

低反射ガラス 22x28インチ ¥21,530

低反射ガラス 24x30インチ ¥23,920

普通アクリル

普通アクリル2mm  8x10インチ ¥330

普通アクリル2mm 11x14インチ ¥720

普通アクリル2mm 12x15インチ ¥720

普通アクリル2mm 14x17インチ ¥890

普通アクリル2mm 16x20インチ ¥1,370

普通アクリル2mm 18x22インチ ¥1,520

普通アクリル3mm 20x24インチ ¥3,160

普通アクリル3mm 22x28インチ ¥4,900

普通アクリル3mm 24x30インチ ¥4,900

普通アクリル3mm 32x40インチ ¥9,800お取り寄せ

普通ガラス

普通ガラス  8x10インチ ¥210

普通ガラス 11x14インチ ¥350

普通ガラス 12x15インチ ¥480

普通ガラス 14x17インチ ¥520

普通ガラス 16x20インチ ¥680

普通ガラス 18x22インチ ¥1,020

普通ガラス 20x24インチ ¥1,020

普通ガラス 22x28インチ ¥1,590

普通ガラス 24x30インチ ¥1,590

ペーパー

AFプロテクト

AFプロテクト 90g/m2 1100x820mm (100 枚) ¥10,500お取り寄せ

AFプロテクトH

AFプロテクトH 104.7g/m 1100x800mm (200 枚) ¥25,000お取り寄せ

AFプロテクトH 209.4g/m2 1100x800mm (100 枚) ¥25,000お取り寄せ

SILティッシュ

ピュアSILティッシュ 1100x800mm  (1000 枚) ¥22,000お取り寄せ

Unbuffered Tissue

Unbuffered Tissue Roll 65inch x 250yds.（1650mm幅ｘ約200ｍ） ¥43,000在庫限り

アポロティッシュ

アポロティッシュ 14x18インチ (100 枚) ¥3,500在庫限り

スパイダー ティシュ

スパイダー 湿潤強力ティシュ 9.3gsm シート 760x510mm (500 枚) ¥17,500お取り寄せ

スパイダー 湿潤強力ティシュ 9.3gsm ロール 970mm x100m ¥10,800お取り寄せ

ピュアガード

ピュアガード 45

ピュアガード45 8x10インチ (100 枚) ¥660

ピュアガード45 A4 (100 枚) ¥690

ピュアガード45 11x14インチ (100 枚) ¥2,200

ピュアガード45 14x18インチ (100 枚) ¥2,750

ピュアガード45 16x20インチ (100 枚) ¥3,520

ピュアガード45 20x24インチ (100 枚) ¥6,050

ピュアガード45 1100x800mm (200 枚) ¥12,000お取り寄せ

ピュアガード45 1100mmx30m ロール ¥12,000お取り寄せ

ピュアガード 70

ピュアガード70 8x10インチ (50 枚) ¥650

ピュアガード70 A4 (50 枚) ¥680

ピュアガード70 11x14インチ (10 枚) ¥650

ピュアガード70 11x14インチ (50 枚) ¥2,180

ピュアガード70 A3 (50 枚) ¥2,210

ピュアガード70 13x19インチ（A3+） (50 枚) ¥3,000

ピュアガード70 14x18インチ (50 枚) ¥2,730

ピュアガード70 16x20インチ (50 枚) ¥3,550

ピュアガード70 20x24インチ (50 枚) ¥6,000

ピュアガード70 1100x800mm (200 枚) ¥20,000お取り寄せ

ピュアガード70 ¥20,000

ピュアガード120

ピュアガード120 1100x800mm (100 枚) ¥17,500お取り寄せ

ブロッティングペーパー

ブロッティングペーパー 20x30インチ (10 枚) ¥5,500

ムンクテルCXD フォトン

ムンクテルCXD フォトン 合い紙 80g 5x7インチ (10 枚) ¥200お取り寄せ

ムンクテルCXD フォトン 合い紙 80g 8x10インチ (10 枚) ¥350お取り寄せ

ムンクテルCXD フォトン 合い紙 80g A4 (10 枚) ¥400お取り寄せ

ムンクテルCXD フォトン 合い紙 80g 10x12インチ (10 枚) ¥500お取り寄せ

ムンクテルCXD フォトン 合い紙 80g 11x14インチ (10 枚) ¥600お取り寄せ

ムンクテルCXD フォトン 合い紙 80g 12x16インチ (10 枚) ¥750お取り寄せ

ムンクテルCXD フォトン 合い紙 80g 16x20インチ (10 枚) ¥1,100お取り寄せ

ムンクテルCXD フォトン 合い紙 80g 20x24インチ (10 枚) ¥1,700お取り寄せ

ルネサンスティッシュ

ルネサンスティッシュ 11x14インチ (100 枚) ¥2,600在庫限り

ルネサンスティッシュ 14x18インチ (100 枚) ¥3,500在庫限り

ルネサンスペーパー

ルネサンスペーパー 14x18インチ (100 枚) ¥5,700在庫限り

ルネサンスペーパー 16x20インチ (100 枚) ¥7,500在庫限り

調湿紙

SHCペーパー 100g/m2 1100x800mm (10 枚) ¥4,100お取り寄せ

SHCペーパー 100g/m2 1100x800mm (100 枚) ¥29,000お取り寄せ

NEW SHC 840g/m2 1100x800mm (5 枚) ¥16,500お取り寄せ

NEW SHC 840g/m2 1100x800mm (20 枚) ¥52,800お取り寄せ

ペン・インク

pHテストペン

ニュートラル7 ペン ¥1,300

マーキングペン

スタビロ OHPペン ユニバーサル F(細字/0.7mm) ブラック ¥200

スタビロ OHPペン ユニバーサル S(極細/0.4mm) ブラック ¥200

鉛筆

スタビロ オールグラファイト 8008 ¥180

スタビロ オールグラファイト 8008 1ダース (12 本) ¥2,160

スタビロ オール 色鉛筆 8052 ホワイト ¥180

スタビロ オール 色鉛筆 8040 レッド ¥180

ボード

AFハードボード

AFハードボード0.45mm1100x800mm (50 枚) ¥21,500お取り寄せ

AFハードボード 0.63mm 1100x800mm (25 枚) ¥18,875お取り寄せ

AFハードボード 0.9mm 1091x788mm (25 枚) ¥24,625お取り寄せ

アーカイバル コルゲート

アートケア・アーカイバル・コルゲート32x40インチ ¥1,550

アーカイバル フォームボード

アートケア・アーカイバル・フォームボード 5mm厚 32x40インチ ¥1,250

アーカイバルボード

アーカイバルボード 1,200x1,200mm (10 枚) ¥9,500お取り寄せ

アーカイバルボード 1,300x850mm (10 枚) ¥7,300お取り寄せ

アーカイバルボードW 1200x900mm (10 枚) ¥13,200お取り寄せ

アーカイバルボードW 1200x1800mm (5 枚) ¥13,200お取り寄せ

アーカイバルボードE 1100x800mm (25 枚) ¥11,625お取り寄せ

アーカイバルボード 830x1200mm (10 枚) ¥7,300お取り寄せ

マット・額装用品

ウェイト

ソフトウェイト 0.45kg (イエロー) ¥3,600

ソフトウェイト 0.9kg (ティールブルー) ¥3,600

ソフトウェイト 1.3kg (ブラック) ¥5,600

ダスティングブラシ

ダスティングブラシ ¥2,000

バーニッシングボーン

FPバーニッシングボーン 8インチ ¥1,800

マウンティングポジショナー

プリントマウンティングポジショナー ¥5,000在庫限り

マットカッター

マットカッター用替え刃 在庫限り (10 枚) ¥1,140

メタルストレートエッジ

メタルストレートエッジ 24インチ ¥7,800在庫限り

メタルストレートエッジ 48インチ ¥14,500在庫限り

ミュージアムボード

アンティークホワイト

4ply

ミュージアムボード アンティークホワイト  8x10インチ  4ply ¥230

ミュージアムボード アンティークホワイト 11x14インチ 4ply ¥530

ミュージアムボード アンティークホワイト 12x15インチ 4ply ¥540

ミュージアムボード アンティークホワイト 14x17インチ 4ply ¥780

ミュージアムボード アンティークホワイト 16x20インチ 4ply ¥790

ミュージアムボード アンティークホワイト 18x22インチ 4ply ¥1,470

ミュージアムボード アンティークホワイト 20x24インチ 4ply ¥1,490

ミュージアムボード アンティークホワイト 22x28インチ 4ply ¥2,180

ミュージアムボード アンティークホワイト 24x30インチ 4ply ¥2,190

ミュージアムボード アンティークホワイト 32x40インチ 4ply ¥2,700

グレー

4ply

ミュージアムボード グレー  8x10インチ 4ply ¥250在庫限り

ミュージアムボード グレー 11x14インチ 4ply ¥580在庫限り

ミュージアムボード グレー 12x15インチ 4ply ¥590在庫限り

ミュージアムボード グレー 14x17インチ 4ply ¥850在庫限り

ミュージアムボード グレー 16x20インチ 4ply ¥860在庫限り

ミュージアムボード グレー 18x22インチ 4ply ¥1,620在庫限り

ミュージアムボード グレー 20x24インチ 4ply ¥1,640在庫限り

ミュージアムボード グレー 22x28インチ 4ply ¥2,400在庫限り

ミュージアムボード グレー 24x30インチ 4ply ¥2,420在庫限り

ミュージアムボード グレー 32x40インチ 4ply ¥3,000在庫限り

サンプルセット
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ボード紙サンプルセット ¥500

ソフトホワイト

4ply

ミュージアムボード ソフトホワイト  8x10インチ 4ply ¥230

ミュージアムボード ソフトホワイト 11x14インチ 4ply ¥530

ミュージアムボード ソフトホワイト 12x15インチ 4ply ¥540

ミュージアムボード ソフトホワイト 14x17インチ 4ply ¥780

ミュージアムボード ソフトホワイト 16x20インチ 4ply ¥790

ミュージアムボード ソフトホワイト 18x22インチ 4ply ¥1,470

ミュージアムボード ソフトホワイト 20x24インチ4ply ¥1,490

ミュージアムボード ソフトホワイト 22x28インチ 4ply ¥2,180

ミュージアムボード ソフトホワイト 24x30インチ 4ply ¥2,190

ミュージアムボード ソフトホワイト 25x32インチ 4ply ¥2,430

ミュージアムボード ソフトホワイト 32x40インチ 4ply ¥2,700

ブラック

4ply

ミュージアムボード ブラック 8x10インチ 4ply ¥250

ミュージアムボード ブラック 11x14インチ 4ply ¥580

ミュージアムボード ブラック 12x15インチ 4ply ¥590

ミュージアムボード ブラック 14x17インチ 4ply ¥850

ミュージアムボード ブラック 16x20インチ 4ply ¥860

ミュージアムボード ブラック 18x22インチ 4ply ¥1,620

ミュージアムボード ブラック 20x24インチ 4ply ¥1,640

ミュージアムボード ブラック 22x28インチ 4ply ¥2,400

ミュージアムボード ブラック 24x30インチ 4ply ¥2,420

ミュージアムボード ブラック 32x40インチ 4ply ¥3,000

ホワイト

2ply

ミュージアムボード ホワイト  8x10インチ 2ply ¥160

ミュージアムボード ホワイト 11x14インチ 2ply ¥350

ミュージアムボード ホワイト 12x15インチ 2ply ¥350

ミュージアムボード ホワイト 14x17インチ 2ply ¥500

ミュージアムボード ホワイト 16x20インチ 2ply ¥500

ミュージアムボード ホワイト 18x22インチ 2ply ¥510

ミュージアムボード ホワイト 20x24インチ 2ply ¥920

ミュージアムボード ホワイト 22x28インチ 2ply ¥940

ミュージアムボード ホワイト 24x30インチ 2ply ¥1,350

ミュージアムボード ホワイト 32x40インチ 2ply ¥1,510

4ply

ミュージアムボード ホワイト  8x10インチ 4ply ¥230

ミュージアムボード ホワイト 11x14インチ 4ply ¥530

ミュージアムボード ホワイト 12x15インチ 4ply ¥540

ミュージアムボード ホワイト 14x17インチ 4ply ¥780

ミュージアムボード ホワイト 16x20インチ 4ply ¥790

ミュージアムボード ホワイト 18x22インチ 4ply ¥1,470

ミュージアムボード ホワイト 20x24インチ 4ply ¥1,490

ミュージアムボード ホワイト 22x28インチ 4ply ¥2,180

ミュージアムボード ホワイト 24x30インチ 4ply ¥2,190

ミュージアムボード ホワイト 32x40インチ 4ply ¥2,700

ミュージアムボード ホワイト 40x60インチ 4ply ¥4,450お取り寄せ

フォトラグ 32x40インチ ピュアホワイト 4ply ¥2,100お取り寄せ

8ply

ミュージアムボード ホワイト  8x10インチ 8ply ¥500お取り寄せ

ミュージアムボード ホワイト 11x14インチ 8ply ¥1,250お取り寄せ

ミュージアムボード ホワイト 12x15インチ 8ply ¥1,250お取り寄せ

ミュージアムボード ホワイト 14x17インチ 8ply ¥1,850お取り寄せ

ミュージアムボード ホワイト 16x20インチ 8ply ¥1,860お取り寄せ

ミュージアムボード ホワイト 18x22インチ 8ply ¥3,620お取り寄せ

ミュージアムボード ホワイト 20x24インチ 8ply ¥3,640お取り寄せ

ミュージアムボード ホワイト 22x28インチ 8ply ¥5,400お取り寄せ

ミュージアムボード ホワイト 24x30インチ 8ply ¥5,420お取り寄せ

ミュージアムボード ホワイト 32x40インチ 8ply ¥7,220お取り寄せ

ミュージアムボード ホワイト 40x60インチ 8ply ¥10,700お取り寄せ

接着・マウント

EVA

EVACON R　コンサベーション接着剤 125g ¥950

EVACON R　コンサベーション接着剤 1000g ¥2,600

グディ870

グディ870 31cm x 10m ¥5,500

グディ870 62cm x 10m ¥12,000お取り寄せ

ドライマウント

カラーマウント

カラーマウントティッシュ8x10インチ (100入) ¥14,700在庫限り

カラーマウントティッシュ11x14インチ (100入) ¥26,400在庫限り

カラーマウントティッシュ 16x20インチ (100 枚) ¥42,400在庫限り

タッキングアイロン

タッキングアイロン ¥16,000

ローラータック

ローラタックアプリケーター300 ¥5,000お取り寄せ

ローラタック接着剤  (906 g) ¥3,600お取り寄せ

ローラタック接着剤  (453 g) ¥3,600お取り寄せ

粘着パネル

goo!パネ eco

goo!パネ ecoタック 3mm A2 (450x600mm) ¥950

展示用品

ブックサポート

コンサベーション・ブックメイト ¥38,600お取り寄せ

クラークソン・ブックサポート・システム ¥18,500お取り寄せ

スネーク・ウェイト 1200mm (2 本) ¥1,200お取り寄せ

スネーク・ウェイト 900mm (2 本) ¥900お取り寄せ
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