お客様 各位

2018年5月17日

smartschoolジュニアカタログ（’18）表記に関しての訂正とお詫び
smartschoolジュニアカタログ（’18）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。
【価格表示変更：値下げ／値上げ】
ページ メーカー／ブランド

770

+ 774

エレコム

エレコム

商品名

注文コード

訂正箇所

光学式マウス（３ボタン） ブラック

726-824 価格改定

光学式マウス（３ボタン） ホワイト

726-825 価格改定

光学式マウス（３ボタン） ブラック ５個入

726-822 価格改定

光学式マウス（３ボタン） ホワイト ５個入

726-823 価格改定

ＵＳＢ２．０ケーブル ２．０ｍ

870-035 価格改定

旧価格

新価格

価格￥１，５９６＋税

価格￥１，４７０＋税

価格￥５，４９８＋税

価格￥５，０７０＋税

Ｍ価￥１，５００＋税 価格￥１，０２９＋税

Ｍ価￥１，２８０＋税 価格￥８７８＋税

【価格表示訂正】
ページ メーカー／ブランド
922

プラス

商品名

注文コード

訂正箇所

テープカッター ＴＣ－１０１Ｅ（１０台入） ブラック

810-084 価格

テープカッター ＴＣ－１０１Ｅ（１０台入） ブルー

810-085 価格

誤
価格￥４，４１２＋税

正
価格￥４，２００＋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

52

79

269

277

+ 384

417

483

573

646
662

大王製紙

トーヨー

銀鳥産業

セキセイ
サンワ

ショウワノート

コンセル

サクラクレパス
オープン工業

キヤノン

809

三菱鉛筆

+ 867

874

1143

ぺんてる

プラス

スマートバリュー

ジョインテックス

注文コード
894-639

色画用紙フレッシュカラー ワイドロール あいいろ

894-643

色画用紙フレッシュカラー ワイドロール みずいろ

894-642

色画用紙フレッシュカラー ワイドロール マスカット

894-638

訂正箇所

入数・単位

誤

正

1包（10枚）

1巻

５０色おりがみ ２０パック（１２０枚入）

５０色おりがみ ２０パック（１２００枚入）

１００×５０ｍｍ

１５０×５０ｍｍ

色画用紙フレッシュカラー ワイドロール ゆき

894-640

色画用紙フレッシュカラー ワイドロール くま（こいくろ）

894-641

５０色おりがみ ２０パック（１２０枚入）

810-279 商品名

徽章リボンミニローズ 無地 赤

855-563

徽章リボンミニローズ 無地 桃

855-564

徽章リボンミニローズ 無地 黄

855-565

徽章リボンミニローズ ごにゅうえんおめでとう 赤

855-568

徽章リボンミニローズ ごにゅうえんおめでとう 桃

855-569

徽章リボンミニローズ ごにゅうえんおめでとう 黄

855-570

徽章リボンミニローズ ごそつえんおめでとう 赤

808-428

徽章リボンミニローズ ごそつえんおめでとう 桃

808-429 寸法

徽章リボンミニローズ ごそつえんおめでとう 黄

808-431

徽章リボンミニローズ ご入学おめでとう 赤

855-558

徽章リボンミニローズ ご入学おめでとう 桃

855-560

徽章リボンミニローズ ご入学おめでとう 黄

855-562

徽章リボンミニローズ ご卒業おめでとう 赤

855-557

徽章リボンミニローズ ご卒業おめでとう 桃

855-559

徽章リボンミニローズ ご卒業おめでとう 黄

855-561

認定証ホルダー Ａ４ ブルー

808-528

片面収容(縦３００×横２００ｍｍ)

片面収容(縦３００×横２２０ｍｍ)

認定証ホルダー Ａ４ ブラック

808-529

えほんづくり

705-438 寸法

Ｂ５（２９３×２００×４．５ｍｍ）

２９３×２００×４．５ｍｍ

ジャポニカセクション＜方眼罫＞８ｍｍ方眼 青

226-439

８ｍｍ方眼(リーダー入)

８ｍｍ方眼罫

ジャポニカセクション＜方眼罫＞１０ｍｍ方眼 桃

196-301

ジャポニカセクション＜方眼罫＞１０ｍｍ方眼 青

226-440

ジャポニカセクション＜方眼罫＞１０ｍｍ方眼 緑

226-461 アイコン・仕様

１０ｍｍ方眼(リーダー入)

１０ｍｍ方眼罫

ジャポニカセクション＜方眼罫＞１０ｍｍ方眼 紫

226-462

ジャポニカセクション＜方眼罫＞１０ｍｍ方眼 黄

226-463

ジャポニカセクション＜方眼罫＞１２ｍｍ方眼 青

226-441

１２ｍｍ方眼(リーダー入)

１２ｍｍ方眼罫

プラスチックひもとおしボード
コンテナＢＯＸ（８種各６個入り）

835-198 セット内容

ボード×２４（８種×各６個）、通しひも２４本

ボード×４８（８種×各６個）、通しひも２４本

ライオンしょくたんシリーズ スタッキングマグ

725-182 商品画像の合番

⑩

⑪

ライオンしょくたんシリーズ スタッキング小カップ柄付

商品画像の合番
725-183
商品種別

⑪
スタッキング小カップ柄付

⑩
スタッキング小カップ

レーザーポインター ＲＸ－５ＲＮ

726-842 販売開始日

２０１８年１月１日

２０１８年６月上旬予定

ジョイントクリップ（２０個入）

193-363 アイコン

ジョイントクリップ（１００個入）

336-303 アイコン

吊下荷重 約１５０ｇ

吊下荷重 約２００ｇ

インクジェットプリンタ用インクカートリッジ ＢＣＩ－６ＢＫ

941-040 適応機種

ＰＩＸＵＳ ８６０ｉ/８６５Ｒ
ＰＩＸＵＳ ５６０ｉ

ＰＩＸＵＳ ８６０ｉ/８６５Ｒ

プロッキー詰替インク 赤紫．１１

816-742 商品画像下のカラー表記 赤紫

蛍光桃

プロッキー詰替インク 蛍光桃．Ｋ１３

327-961 商品画像下のカラー表記 蛍光桃

赤紫

ホワイトボードマーカータフ 丸芯・中字（１０本入）

725-673 色

赤－Ｂ

青－Ｃ

ホワイトボードマーカータフ 丸芯・中字（１０本入）

725-674 色

青－Ｃ

赤－Ｂ

ＰＰ製フラットファイル ブルー

98-385

ＰＰ製フラットファイル グリーン

98-386

ＰＰ製フラットファイル イエロー

98-387

ＰＰ製フラットファイル ピンク

98-388

ＰＰ製フラットファイル グレー

98-389

Ｂ５－Ｓ タテ型（Ａ３ ２つ折）

Ｂ５－Ｓ タテ型（Ｂ４ ２つ折）

ＰＰ製フラットファイル ロイヤルブルー

98-381

ＰＰ製フラットファイル バイオレット

98-382

ＰＰ製フラットファイル アイボリー

98-383

ＰＰ製フラットファイル オレンジ

98-380

キッズ

746

842

商品名
色画用紙フレッシュカラー ワイドロール さくら

仕様

商品種別

ＰＰ製フラットファイル リーフグリーン

98-384

インデックス<Ａ４タテ型> ５色１０山１１枚１組×１０組

381-299 商品種別

５色１０山１１枚１組×１０組

５色１０山１１枚１組×５組

インデックス<Ａ４タテ型> ６色１２山１３枚１組×１０組

381-300 商品種別

６色１２山１３枚１組×１０組

６色１２山１３枚１組×５組

リフレッシュチェア（塗装脚） グリーン

382-491

リフレッシュチェア（塗装脚） イエロー

382-492

リフレッシュチェア（クロームメッキ脚） ライトブラウン

ＳＨ４２０ｍｍ

ＳＨ４３５ｍｍ

706-887

リフレッシュチェア（クロームメッキ脚） ライトグリーン

706-888

＋印商品は前回からの追加分です。

外寸

