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ポスト・イット® 製品 一部仕様変更のご案内 

 

 

拝啓 貴社ますますご隆盛のこととお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご拡販にご尽力いた

だき、誠にありがとうございます。  

この度、下記製品につき、都合により製品仕様の変更を実施させていただくことになりましたの

で、ご案内いたします。本件に関してご不明な点などございましたら、弊社担当営業までお問い

合わせください。 

お取引先様へのご紹介ご拡販に今後ともご尽力賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

敬 具 

記 

■変更内容 

ポスト･イット® 製品のうち、下記製品において色の変更を実施いたします。尚、品名や品番、

JAN コード、ITF コード、価格の変更はございません。 

 
 

変更１ 

ポスト･イット® 通常粘着製品のカラーキューブのうち、パステルカラーに含まれている 1 色に

ついて、下記のように色の変更を実施いたします。 

    

 

 

 

 

 

 

(印刷のため、実物とは若干色味が異なります。) 

現行カラー 新カラー 



 

□時期： 2018 年 10 月上旬頃から、順次切り替え 

（在庫状況により、製品によって時期が前後いたします。） 

□対象製品一覧 

 

 

■変更２ 

ポスト･イット® 強粘着製品のうち、用紙色名アップルグリーンが含まれている製品について、 

下記のように色の変更を実施いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

(印刷のため、実物とは若干色味が異なります) 

□時期： 2018 年 10 月上旬頃から、順次切り替え 

（在庫状況により、製品によって時期が前後いたします。） 

 

該当品の内、次頁表に記載の下記製品につきましては、すでに新カラーにて出荷 

しております。事後の連絡となってしまいまして誠に申し訳ございません 

・5002SS-K 

・654SS-AG 

・6542SS-K 

・5001-K-SP17 

 

 

種類 品番 品名 仕様 JANコード

CPK-2
ポスト・イット® 小見出し カラーキューブ

CPK-2
小見出し2個パック、パステルカラー/5色、50×10mm、225
枚×2

4901690513022

CPF-1
ポスト・イット® ふせんハーフ カラーキューブ

CPF-1
ふせんハーフ、パステルカラー/5色、75×12.5mm、225枚 4901690512988

CPF-2
ポスト・イット® ふせんハーフ カラーキューブ

CPF-2
ふせんハーフ2個パック、パステルカラー/5色、75×
12.5mm、225枚×2

4901690513008

KC-2
ポスト・イット® 小見出し カラーキューブ

KC-2
小見出し2個パック、蛍光カラー/5色パステルカラー/5色、
50×10mm、225枚×2

4901690963179

FC-2
ポスト・イット® ふせんハーフ カラーキューブ

FC-2
ふせんハーフ2個パック、蛍光カラー/5色パステルカラー/5
色、75×12.5mm、225枚×2

4901690839856

CP-13  
ポスト・イット® ふせん カラーキューブ

CP-13
ふせん、パステルカラー/5色、75×25mm、225枚 4901690016363

CP-23
ポスト・イット® ノート カラーキューブ

CP-23
ノート、パステルカラー/5色、75×50mm、225枚 4901690016370

CP-33
ポスト・イット® ノート カラーキューブ

CP-33
ノート、パステルカラー/5色、75×75mm、225枚 4901690016387

CP-13SE
ポスト・イット® ふせん カラーキューブ

CP-13SE
ふせん、パステルカラー/5色、75×25mm、450枚 4901690657078

CP-23SE
ポスト・イット® ノート カラーキューブ

CP-23SE
ノート、パステルカラー/5色、75×50mm、450枚 4901690657085

CP-33SE
ポスト・イット® ノート カラーキューブ

CP-33SE
ノート、パステルカラー/5色、75×75mm、450枚 4901690657092

見出しシリーズ

レギュラーシリーズ

超徳用シリーズ

現行カラー 新カラー 



 

□対象製品一覧 

 
 

以 上 

種類 品番 品名 仕様 JANコード

500SS-AG ポスト・イット® 強粘着ふせん パステルカラー 500SS-AG ふせん2個パック、アップルグリーン、75x25mm、90枚×2 4549395032334

560SS-K ポスト・イット® 強粘着ふせん小パステルカラー　 560SS-K
ふせん小4個パック、イエロー、アップルグリーン、ピンク、ネプチュー
ンブルー、 75x14mm、90枚×4

4549395526130

650SS-AG ポスト・イット® 強粘着ノート パステルカラー 650SS-AG ノート、アップルグリーン、50x50mm、90枚 4549395166480

654SS-AG ポスト・イット® 強粘着ノート パステルカラー 654SS-AG ノート、アップルグリーン、75x75mm、90枚 4549395032372

700SS-K ポスト・イット® 強粘着見出し パステルカラー 700SS-K
見出し5個パック、イエロー、アップルグリーン、ピンク、ネプチューン
ブルー、 50x15mm、90枚×5

4549395166435

700SS-KH
ポスト・イット®　強粘着見出し (フックタイプパッケージ)

パステルカラー　700SS-KH
見出し5個パック、イエロー、アップルグリーン、ピンク、ネプチューン
ブルー、 50x15mm、90枚×5

4549395166442

500-5SSAP ポスト・イット® 強粘着ふせん パステルカラー 500-5SSAP
ふせん5個パック、イエロー、アップルグリーン、ピンク、ネプチューン
ブルー、 75x25mm、90枚×5

4549395166510

630-5SSAP
ポスト・イット® 強粘着ノート 罫線入り パステルカラー 630-

5SSAP
ノート(罫線入り)5個パック、イエロー、アップルグリーン、ピンク、ネプ
チューンブルー、 75x75mm、90枚×5

4549395678303

650-5SSAP ポスト・イット® 強粘着ノート パステルカラー 650-5SSAP
ノート5個パック、イエロー、アップルグリーン、ピンク、ネプチューンブ
ルー、 50x50mm、90枚×5

4549395176182

654-5SSAP ポスト・イット® 強粘着ノート パステルカラー 654-5SSAP
ノート5個パック、イエロー、アップルグリーン、ピンク、ネプチューンブ
ルー、 75x75mm、90枚×5

4549395166503

655-5SSAP ポスト・イット® 強粘着ノート パステルカラー 655-5SSAP
ノート5個パック、イエロー、アップルグリーン、ピンク、ネプチューンブ
ルー、 75x127mm、90枚×5

4549395412150

656-5SSAP ポスト・イット® 強粘着ノート パステルカラー 656-5SSAP
ノート5個パック、イエロー、アップルグリーン、ピンク、ネプチューンブ
ルー、 75x50mm、90枚×5

4549395526192

657-5SSAP ポスト・イット® 強粘着ノート パステルカラー 657-5SSAP
ノート5個パック、イエロー、アップルグリーン、ピンク、ネプチューンブ
ルー、 75x100mm、90枚×5

4549395412143

5001SS-K
ポスト・イット® エコノパック™ 強粘着ふせん パステルカラー

5001SS-K
ふせん20個パック、イエロー、アップルグリーン、ピンク、ネプチューン
ブルー、 75x25mm、90枚×20

4549395032402

5601SS-K
ポスト・イット® エコノパック™ 強粘着見出し小 パステルカラー

5601SS-K
ふせん小20個パック、イエロー、アップルグリーン、ピンク、ネプ
チューンブルー、 75x14mm、90枚×20

4549395526154

6301SS-K
ポスト・イット®  エコノパック™ 強粘着ノート(罫線入り) パステルカ

ラー 6301SS-K
ノート(罫線入り)１0個パック、イエロー、アップルグリーン、ピンク、ネ
プチューンブルー、 75x75mm、90枚×10

4549395761005

6501SS-K
ポスト・イット® エコノパック™ 強粘着ノート  パステルカラー

6501SS-K
ノート１0個パック、イエロー、アップルグリーン、ピンク、ネプチューン
ブルー、 50x50mm、90枚×10

4549395166497

6541SS-K
ポスト・イット®  エコノパック™ 強粘着ノート パステルカラー

6541SS-K
ノート１0個パック、イエロー、アップルグリーン、ピンク、ネプチューン
ブルー、 75x75mm、90枚×10

4549395032433

6561SS-K
ポスト・イット®  エコノパック™ 強粘着ノート パステルカラー

6561SS-K
ノート１0個パック、イエロー、アップルグリーン、ピンク、ネプチューン
ブルー、 75x50mm、90枚×10

4549395526215

7001SS-K
ポスト・イット®  エコノパック™ 強粘着見出し パステルカラー

7001SS-K
見出し25個パック、イエロー、アップルグリーン、ピンク、ネプチューン
ブルー、 50x15mm、90枚×25

4549395166459

5002SS-K ポスト・イット® 強粘着ふせん パステルカラー 5002SS-K
ふせん40個パック、イエロー、アップルグリーン、ピンク、ネプチューン
ブルー、 75x25mm、90枚×40

4549395225231

6502SS-K ポスト・イット®  強粘着ノート パステルカラー 6502SS-K
ノート20個パック、イエロー、アップルグリーン、ピンク、ネプチューン
ブルー、 50x50mm、90枚×20

4549395225248

6542SS-K ポスト・イット®  強粘着ノート パステルカラー ノート 6542SS-K
ノート20個パック、イエロー、アップルグリーン、ピンク、ネプチューン
ブルー、 75x75mm、90枚×20

4549395225255

7002SS-K ポスト・イット®  強粘着ノート パステルカラー 見出し 7002SS-K
見出し50個パック、イエロー、アップルグリーン、ピンク、ネプチューン
ブルー、 50x15mm、90枚×50

4549395225224

5004SS-K ポスト・イット® 強粘着ふせん パステルカラー 5004SS-K
ふせん80個パック、イエロー、アップルグリーン、ピンク、ネプチューン
ブルー、 75x25mm、90枚×80

4549395412167

6544SS-K ポスト・イット® 強粘着ノート パステルカラー 6544SS-K
ノート40個パック、イエロー、アップルグリーン、ピンク、ネプチューン
ブルー、 75x75mm、90枚×40

4549395412174

5001-K-SP17 ポスト・イット® ふせん スペシャルセット 5001-K-SP17
通常粘着製品5001-K(ふせん20個パック、イエロー、ピンク、ブ
ルー、グリーン、 75x25㎜、100枚x20）1箱に、強粘着ふせん
500SS-NB、500SS-AG を各1パック同梱

4549395524990

6541-K-SP17 ポスト・イット® ノート スペシャルセット  6541-K-SP17
通常粘着製品6541-K(ノート10個パック、イエロー、ピンク、ブルー、
グリーン、 75x75㎜、100枚x10）1箱に、強粘着ノート654SS-NB、
654SS-AG を各1パック同梱

4549395525003

5002-K-SP17 ポスト・イット® ふせん スペシャルセット 5002-K-SP17
通常粘着製品5002-K(ふせん40個パック、イエロー、ピンク、ブ
ルー、グリーン、 75x25㎜、100枚x20）1箱に、強粘着ふせん
500SS-NB、500SS-AG を各1パック同梱

4549395525010

6542-K-SP17 ポスト・イット® ノート スペシャルセット 6542-K-SP17
通常粘着製品6542-K(ノート20個パック、イエロー、ピンク、ブルー、
グリーン、 75x75㎜、100枚x20）1箱に、強粘着ノート654SS-NB、
654SS-AG を各1パック同梱

4549395525027

単品

スペシャルセット

大容量品


