
お客様　各位 2017年6月14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

アルミ額縁　Ａ２７　キャビネ　２Ｌ 806-342 価格改定 \１,３００ +税 \１,４５０ +税

アルミ額縁　Ａ２７　デジタル　Ａ４ 806-345 価格改定 \１,６００ +税 \１,８００ +税

アルミ額縁　Ａ２７　４ツ切 806-344 価格改定 \１,６８０ +税 \１,８５０ +税

アルミ額縁　Ａ２７　デジタル　Ａ３ノビ 806-346 価格改定 \３,３００ +税 \３,６５０ +税

471 フジカラー デジフォトフレーム Ｄ３　Ａ４　ナチュラル 817-017 価格改定 \１,１００ +税 \１,２５０ +税

471 フジカラー 写真立て　ＭＴ－ＫⅡ 817-018 価格改定 \６３０ +税 \７００ +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

1068 川嶋工業 キャチャー爪切り　ＤＮ－３４５　１組（１２個入） 810-475 価格 \３,９５０ +税 \３,５３０ +税

事務用チェア（肘なし）　グレー 381-084

事務用チェア（肘なし）　ブルー 381-085

事務用チェア（肘なし）　グリーン 381-086

【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

メタルクロス（５ｍ巻）金 803-386

メタルクロス（５ｍ巻）銀 803-387

ループ式名札用吊り下げひも（10枚入）　赤 260-535

ループ式名札用吊り下げひも（10枚入）　黒 260-536

ループ式名札用吊り下げひも（10枚入）　黄 260-537

ループ式名札用吊り下げひも（10枚入）　緑 260-538

ループ式名札用吊り下げひも（10枚入）　ピンク 354-065

ループ式名札用吊り下げひも（10枚入）　黄緑 354-066

ループ式名札用吊り下げひも（10枚入）　オレンジ 354-067

再生ループ式名札用吊り下げひも（10本入）　赤 279-434

再生ループ式名札用吊り下げひも（10本入）　黒 279-435

再生ループ式名札用吊り下げひも（10本入）　黄 279-436

322 ＡＩＴＯＺ 裏メッシュブルゾン イエロー Ｌサイズ 707-716 発売開始日 ２０１７年１月１日 ２０１７年２月１日

363 池田工業社 ちゃんばらキング（１２本組） 705-173
商品名
アイコン

ちゃんばらキング（１２本組）
１２本組

ちゃんばらキングネオ
アイコンなし
※１２本組ではなく１本です。

367 トミーダイレクト ジェンガ 809-441 メーカー名 トミーダイレクト タカラトミー

+ 410 エーワン フィッシュネット 867-586 キャッチコピー 伸縮式の角用網です。
なし
※伸縮式の角用網ではありません。

スクールライン タテ罫　９ｍｍ　１７行 855-586

スクールライン タテ罫　８ｍｍ　１９行 855-587

589 パナソニック ヘアードライヤー 872-164 品番 ＥＨ５１０Ｐ－Ａ ＥＨ５１０１Ｐ－Ａ

レーザープリンタ用トナーカートリッジ
ＬＰＣＡ３ＥＴＣ７Ｃ　シアン

243-622

レーザープリンタ用トナーカートリッジ
ＬＰＣＡ３ＥＴＣ７Ｍ　マゼンタ

243-621

レーザープリンタ用トナーカートリッジ
ＬＰＣＡ３Ｔ１１Ｃ　シアン

325-268

レーザープリンタ用トナーカートリッジ
ＬＰＣＡ３Ｔ１１Ｍ　マゼンタ

325-269

レーザープリンタ用トナーカートリッジ
ＬＰＣＡ３Ｔ１１Ｙ　イエロー

325-270

レーザープリンタ用トナーカートリッジ
ＬＰＣＡ３Ｔ１２Ｃサイセイ　シアン

878-709

レーザープリンタ用トナーカートリッジ
ＬＰＣＡ３Ｔ１２Ｍサイセイ　マゼンタ

878-710

レーザープリンタ用トナーカートリッジ
ＬＰＣＡ３Ｔ１２Ｙサイセイ　イエロー

878-711

784 アイリスオーヤマ オフィスシュレッダー　ＯＦ２３ 704-331 細断可能枚数 紙２３枚／メディア１枚（ＣＤ／ＤＶＤ・カード）
紙２３枚

※メディア（ＣＤ／ＤＶＤ・カード）は細断できません。

ゲルインキボールペン替芯　ＸＬＲＮ５Ｈ　黒 708-749

ゲルインキボールペン替芯　ＸＬＲＮ５Ｈ　赤 708-750

ゲルインキボールペン替芯　ＸＬＲＮ５Ｈ　青 708-751

インデックス＜Ａ４タテ型＞　５色１０山１１枚１組×１０組 381-299

インデックス＜Ａ４タテ型＞　６色１２山１３枚１組×１０組 381-300

ボックスファイル　Ａ４－Ｅ　ヨコ型サイドカット　（１０冊入） 78-052

ボックスファイル　Ａ４－Ｅ　ヨコ型サイドカット　（５０冊入） 329-935

ブレンディ　カフェラトリー　スティック　濃厚抹茶ラテ 704-264 発売開始日 ２０１７年１月１日 ２０１７年３月上旬予定

ブレンディ　カフェラトリー　スティック　アソートセット 704-261 発売開始日 ２０１７年１月１日 ２０１７年１月下旬予定

Ｈ７２０ｍｍ脚折りたたみ式テーブル（棚なし）　ローズ1柄 707-031 ①ＤＮ－Ｈ１Ｒ　ローズ１柄 ②ＤＮ－Ｈ１Ｔ　チーク１柄

Ｈ７２０ｍｍ脚折りたたみ式テーブル（棚なし）　チーク1柄 707-032 ②ＤＮ－Ｈ１Ｔ　チーク１柄 ①ＤＮ－Ｈ１Ｒ　ローズ１柄

脚折りたたみ式テーブル（棚なし）　ローズ1柄 380-537 ①ＤＮ－１Ｒ　ローズ１柄 ②ＤＮ－１Ｔ　チーク１柄

脚折りたたみ式テーブル（棚なし）　チーク1柄 829-233 ②ＤＮ－１Ｔ　チーク１柄 ①ＤＮ－１Ｒ　ローズ１柄

ＳＵＰＥＲかるトップスリム　ＢＴＳ－１５４５ 889-401 品番 ＢＴＳ－１５４５ ＢＴＳ－Ｐ１５４５

ＳＵＰＥＲかるトップスリム　ＢＴＳ－１８４５ 889-410 品番 ＢＴＳ－１８４５ ＢＴＳ－Ｐ１８４５

ＳＵＰＥＲかるトップスリム　ＢＴＳ－１５４５Ｔ 889-403 品番 ＢＴＳ－１５４５Ｔ ＢＴＳ－Ｐ１５４５Ｔ

ＳＵＰＥＲかるトップスリム　ＢＴＳ－１８４５Ｔ 889-402 品番 ＢＴＳ－１８４５Ｔ ＢＴＳ－Ｐ１８４５Ｔ

脚折りたたみ式座卓 １８００×６００ 706-792 ①１１．６ｋｇ ①１２．８ｋｇ

脚折りたたみ式座卓 １８００×４５０ 706-791 ②１２．３ｋｇ ②１１．６ｋｇ

事務用チェア　ＦＴ－３ＰＬ　ブラック　肘なし 706-772

事務用チェア　ＦＴ－３ＰＬＡ　ブラック　肘付 706-773

+ 1120 ジョインテックス 質量

+ 423 アピカ アイコン

商品種別

Ａ４ セミＢ５

+ 260 ジョインテックス 仕様 ケース：パスケースタイプ
ケース：なし
※ケースは付いておりません。

+ 260 ジョインテックス
商品名
仕様

ループ式名札用吊り下げひも（10枚入）
ケース：パスケースタイプ

ループ式名札用吊り下げひも（10本入）
ケース：なし
※ケースは付いておりません。

1119 ジョインテックス
商品画像の合番と
カラー表記

823 ぺんてる

入数

+ 887 スマートバリュー

不適合 適合

721 エプソン 印刷枚数 ６５００枚 ３０００枚

替芯本体に突起あり

1094 AGF

トナーカートリッジ トナーカートリッジ（大容量）

１０組

商品写真 替芯本体に突起なし

商品写真 穴の開いている場所が左側 穴の開いている場所が右側

裏面は白色です。 裏面は①黄色②白色です。

smartschoolジュニアカタログ（’17）表記に関しての訂正とお詫び

　smartschoolジュニアカタログ（’17）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。

105 キッズ 写真説明文

721

1122 ジョインテックス
環境配慮商品
グリーン購入法適合

価格 \９,０００ +税 \８,９００ +税

５組

1119 ジョインテックス
商品画像の合番と
カラー表記

858

471 フジカラー

1123 アイリスチトセ

※２０１６年中に在庫が無くなり、販売終了となりました。

+ 1120 アイリスチトセ

719

スマートバリュー

エネックス

エプソン 注記 ※は在庫なくなり次第販売終了となります。



折りたたみチェア　パッドなし　ブラック 706-741

折りたたみチェア　座パッド付　ネイビー 706-742

折りたたみチェア　座パッド付　ブラック 706-743

折りたたみチェア　背座パッド付　ネイビー 706-904

折りたたみチェア　背座パッド付　ブラック 706-905

＋印商品は前回からの追加分です。

脚＝楕円アルミパイプ 脚＝１４×２５ｍｍ楕円アルミパイプ（粉体塗装・シルバー色）1126 TOKIO 材質


