
胆振教育局共通物品（文具）一覧 （H27.6.25）

基準物品
共通物
品番号

　　　　　　　　　　品　　　　　　　　名
※(G)はグリーン購入法適合商品であること
　 (R)は北海道認定リサイクル製品であること

規　　　　　　　　格 呼称 例　　示　　品 摘要

編纂・保存 1 (G) 綴込表紙 A4-ヨコ　２穴　背布貼　2枚１組 組 プラス　FL-007TU
編纂・保存 2 (G) 綴込表紙 A4-タテ　２穴　背布貼　2枚１組 組 プラス　FL-012TU
編纂・保存 3 (G) 綴込表紙 A4-タテ　4穴　背布貼　2枚１組 組 プラス　FL-006TU
編纂・保存 4 (G) ビニールひも 幅50㎜　長さ450m以上 赤 巻 シーアイ化成 スズランテープ

編纂・保存 5 (G) ビニールひも 幅50㎜　長さ450m以上 白 巻 シーアイ化成 スズランテープ

編纂・保存 6 (G) ビニールひも 幅50㎜　長さ450m以上 黄色 巻 シーアイ化成 スズランテープ

編纂・保存 7 (G) ビニールひも 幅50㎜　長さ450m以上 青 巻 シーアイ化成 スズランテープ

編纂・保存 8 (G) つづりひも 45㎝　100本　セル先　　 式 ライオン　No.1８５P
ファイル類 9 (G) フラットファイル A4-タテ型　15～18mm　青 冊 コクヨ　フ-Ｖ１０B
ファイル類 10 (G) フラットファイル A4-タテ型　15～18mm　緑 冊 コクヨ　フ-Ｖ１０G
ファイル類 11 (G) フラットファイル A4-タテ型　15～18mm　グレー 冊 コクヨ　フ-Ｖ１０M
ファイル類 12 (G) フラットファイル A4-タテ型　15～18mm　ピンク 冊 コクヨ　フ-Ｖ１０P
ファイル類 13 (G) フラットファイル A4-タテ型　15～18mm　黄 冊 コクヨ　フ-Ｖ１０Y
ファイル類 14 (G) フラットファイル A4-タテ型　15～18mm　紫 冊 コクヨ　フ-Ｖ１０V
ファイル類 15 (G) フラットファイル A4-タテ型　15～18mm　青（10冊入） パック コクヨ　フ-Ｖ１０B 10冊入
ファイル類 16 (G) フラットファイル A4-タテ型　15～18mm　緑（10冊入） パック コクヨ　フ-Ｖ１０G 10冊入
ファイル類 17 (G) フラットファイル A4-タテ型　15～18mm　グレー（10冊入） パック コクヨ　フ-Ｖ１０M 10冊入
ファイル類 18 (G) フラットファイル A4-タテ型　15～18mm　ピンク（10冊入） パック コクヨ　フ-Ｖ１０P 10冊入
ファイル類 19 (G) フラットファイル A4-タテ型　15～18mm　黄（10冊入） パック コクヨ　フ-Ｖ１０Y 10冊入
ファイル類 20 (G) フラットファイル A4-タテ型　15～18mm　紫(10冊入） パック コクヨ　フ-Ｖ１０V 10冊入
ファイル類 21 (G) 保存ファイル A4 タテ　30mm 冊 キングジム　№4373
ファイル類 22 (G) 保存ファイル A4 タテ　50mm 冊 キングジム　№4375
ファイル類 23 (G) 保存ファイル A4 タテ　80mm 冊 キングジム　№4378
ファイル類 24 (G) 保存ファイル A4 タテ　30mm（20冊入） 箱 キングジム　№4373 20冊入
ファイル類 25 (G) 保存ファイル A4 タテ　50mm（20冊入） 箱 キングジム　№4375 20冊入
ファイル類 26 (G) 背巾伸縮式ファイル A4-タテ型　青  最大とじ厚100mm 冊 セキセイ  ＡＥ-５０Ｆ－ＢＵ
ファイル類 27 (G) パイプ式ファイル A4　ヨコ　とじ厚5㎝（10冊入） 箱 キングジム　２４８５A 10冊入
ファイル類 28 (G) パイプ式ファイル A4　タテ　とじ厚2㎝ 冊 キングジム　２４７２A
ファイル類 29 (G) パイプ式ファイル A4　タテ　とじ厚3㎝ 冊 キングジム　２４７３A
ファイル類 30 (G) パイプ式ファイル A4　タテ　とじ厚4㎝ 冊 キングジム　２４７４A
ファイル類 31 (G) パイプ式ファイル A4　タテ　とじ厚5㎝ 冊 キングジム　２４７５A
ファイル類 32 (G) パイプ式ファイル A4　タテ  とじ厚8㎝ 冊 キングジム　２４７８A
ファイル類 33 (G) パイプ式ファイル A4　タテ  とじ厚10㎝ 冊 キングジム　２４７０A
ファイル類 34 (G) パイプ式ファイル A4　タテ　とじ厚5㎝（10冊入） 箱 キングジム　２４７５A 10冊入
ファイル類 35 (G) パイプ式ファイル A4　タテ　とじ厚8㎝（10冊入） 箱 キングジム　２４７８A 10冊入
ファイル類 36 (G) クリヤーホルダー A4  厚さ0.2～0.3mm（20枚入） 式 NIXX  A4-CH20-03　
ファイル類 37 (G) クリヤーブック A4-タテ型　固定式 　20ポケット　黒 冊 LIHIT　LAB.　N4223
ファイル類 38 (G) クリヤーブック A4-タテ型　固定式 　20ポケット　青 冊 LIHIT　LAB.　N4223
ハサミ・カッター 39 (G) はさみ 刃渡   70m/m（±5mm） 個 クラウン　CR-HS３１６０-Ｇ
ハサミ・カッター 40 (G) カッターナイフ 小型　 刃厚0.38mm(±0.02mm） 個 ＮＴ　eＡ-300
ハサミ・カッター 41 (G) カッターナイフ 大型　刃厚0.50mm（±0.05mm） 個 NT　eL-500L
ハサミ・カッター 42 (G) カッテｨングマット A3 枚 プラス　CS-A3
のり類 43 (G) スプレーのり 430ｍｌ（再接着）　　　 本 ３Ｍ　スプレーのり５５ ※55カラーではない

のり類 44 (G) 固形のり スティックタイプ20g（±5g） 個 コクヨ　タ-315N
のり類 45 (G) 固形のり スティックタイプ10g（±5g）20本入 箱 コクヨ　タ-310 20本入
のり類 46 (G) 固形のり スティックタイプ20g（±5g）10本入 箱 コクヨ　タ-315 10本入
のり類 47 (G) 固形のり スティックタイプ40g（±5g）10本入 箱 コクヨ　タ-320 10本入
のり類 48 (G) 液体のり 50ｍｌ（±5) 個 ヤマト NA-150
のり類 49 (G) 液体のり 50ｍｌ（±5) 10本入 パック ヤマト NA-150 10本入
のり類 50 (G) テープのり テープ幅8.0～10mm　長さ8m以上 個 プラスTG-7
のり類 51 (G) 瞬間接着剤 2ｇ　多用途 個 3M　７００４Ｓ
テープ類 52 (G) セロテープ 15mm幅　長さ35m以上（10巻入） パック ニチバン　CT405AP-15 10巻入
テープ類 53 (G) セロテープ 18mm幅　長さ35m以上（10巻入） パック ニチバン　CT405AP-18 10巻入
テープ類 54 (G) テープカッター 巻芯　76mm・25mm両用 個 クラウン　ＣＲ-ＴＣ７００
テープ類 55 (G) メンディングテープ 12mm幅　長さ30m以上 個 3M　810-1-12
テープ類 56 (G) メンディングテープ 18mm幅　長さ30m以上 個 3M　810-1-18
テープ類 57 (G) 両面テープ 20㎜×10ｍ 個 ニチバン　ＮＷ-20
テープ類 58 (G) 両面テープ 25㎜×10ｍ 個 ニチバン　ＮＷ-25
テープ類 59 (G) 両面テープ 10㎜×20ｍ 個 ニチバン　ＮＷ-10
テープ類 60 (G) 両面テープ 15㎜×20ｍ 個 ニチバン　ＮＷ-15
テープ類 61 (G) 両面テープ 10mm幅　長さ20m以上（１０巻入） 式 ニチバン　ＮＷ-10 10巻入
テープ類 62 (G) 両面テープ 15mm幅　長さ20m以上（１０巻入） 式 ニチバン　ＮＷ-15 10巻入
テープ類 63 (G) 布テープ 50㎜×25ｍ 個 クラウン　CR-NT50N-OC
テープ類 64 (G) 布テープ 50㎜×25ｍ（５巻入） セット ニチバン　No１０２N 5巻入
テープ類 65 (G) クラフトテープ 50㎜×50ｍ（５巻入） セット ニチバン　No３１３ 5巻入
テプラ 66 (G) テプラPROテープカートリッジ 6㎜×8m　白ラベル　黒文字 個 キングジム　SS6K
テプラ 67 (G) テプラPROテープカートリッジ 9㎜×8m　白ラベル　黒文字 個 キングジム　SS9K
テプラ 68 (G) テプラPROテープカートリッジ 9㎜×8m　黄ラベル　黒文字 個 キングジム　SC9Y
テプラ 69 (G) テプラPROテープカートリッジ 12㎜×8m　白ラベル　黒文字 個 キングジム　SS12K
テプラ 70 (G) テプラPROテープカートリッジ 12㎜×8m　黄ラベル　黒文字 個 キングジム　SC12Y
テプラ 71 (G) テプラPROテープカートリッジ 12㎜×8m　白ラベル　黒文字 5個入 パック キングジム　SS12K-5P 5個入
テプラ 72 (G) テプラPROテープカートリッジ 12㎜×8m　黄ラベル　黒文字 5個入 パック キングジム　SC12Y-5P 5個入
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テプラ 73 (G) テプラPROテープカートリッジ 12㎜×8m　白ラベル　黒文字　10個入 パック キングジム　SS12K-10P 10個入
テプラ 74 (G) テプラPROテープカートリッジ 18㎜×8m　白ラベル　黒文字 個 キングジム　SS18K
テプラ 75 (G) テプラPROテープカートリッジ 24㎜×8m　白ラベル　黒文字　 個 キングジム　SS24K
テプラ 76 (G) テプラPROテープカートリッジ 18㎜×16m　白ラベル　黒文字 5個入 パック キングジム　SS18KL-5P ５個入
筆記用具 77 (G) 鉛筆 ＨＢ　12本入 箱 トンボ　LA-KEAHB
筆記用具 78 (G) 鉛筆 Ｂ　12本入 箱 トンボ　LA-KEAＢ
筆記用具 79 (G) 赤鉛筆 12本入 箱 三菱鉛筆  Ｋ２３５１ＥＷ
筆記用具 80 (G) 蛍光ペン 太細両用　桃 本 三菱鉛筆　PUS-101TEWR13

筆記用具 81 (G) 蛍光ペン 太細両用　黄 本 三菱鉛筆　PUS-101TEWR2
筆記用具 82 (G) 蛍光ペン 太細両用　橙 本 三菱鉛筆　PUS-101TEWR4
筆記用具 83 (G) 蛍光ペン 太細両用　青 本 三菱鉛筆　PUS-101TEWR33

筆記用具 84 (G) 蛍光ペン 太細両用　緑 本 三菱鉛筆　PUS-101TEWR6
筆記用具 85 (G) 油性ボールペン 0.7㎜　キャップ式　黒 本 三菱鉛筆 SG-100-07
筆記用具 86 (G) 油性ボールペン 0.7㎜　キャップ式　赤 本 三菱鉛筆 SG-100-07
筆記用具 87 (G) 油性ボールペン 0.7㎜　キャップ式　青　 本 三菱鉛筆 SG-100-07
筆記用具 88 (G) ゲルインクボールペン 0.3～0.4㎜　キャップ式　黒 本 三菱鉛筆　UM１５１
筆記用具 89 (G) ゲルインクボールペン 0.3～0.4㎜　キャップ式　赤 本 三菱鉛筆　UM１５１
筆記用具 90 (G) ゲルインクボールペン 0.3～0.4㎜　ノック式　黒 本 三菱鉛筆　UMN１０３
筆記用具 91 (G) ゲルインクボールペン 0.3～0.4㎜　ノック式　赤 本 三菱鉛筆　UMN１０３
筆記用具 92 (G) 水性ボールペン 0.5㎜　キャップ式　黒 本 トンボ　ＢＪ-ＲＡ
筆記用具 93 (G) 水性ボールペン 0.5㎜　キャップ式　赤 本 トンボ　ＢＪ-ＲＡ
筆記用具 94 (G) 油性ペン ツイン　細・極細　黒 本 ZEBRA　マッキ-ケア（細・極細）

筆記用具 95 (G) 油性ペン ツイン　細・極細　黒（10本入） 箱 ZEBRA　マッキ-ケア（細・極細） 10本入
筆記用具 96 (G) 油性ペン ツイン　細・極細　赤（10本入） 箱 ZEBRA　マッキ-ケア（細・極細） 10本入
筆記用具 97 (G) 油性ペン ツイン　太・細　黒 本 ZEBRA　ハイマッキ-ケア（太・細）

筆記用具 98 (G) 油性ペン ツイン　太・細　赤 本 ZEBRA　ハイマッキ-ケア（太・細）

筆記用具 99 （G）水性ペン 太5.5～6.0mm・細字0.9～2mm　黒 本 三菱鉛筆　PM150TR
筆記用具 100 (G) シャープペンシル 0.5㎜　グリップ付 本 ぺんてる　AZ125-A
筆記用具 101 (G) シャープ替しん ＨＢ　0.5㎜ 　 40本入　　 式 ぺんてる　Ｃ２５５－ＨＢ
筆記用具 102 (G) シャープ替しん Ｂ　0.5㎜ 　 40本入　　 式 ぺんてる　Ｃ２５５－Ｂ
筆記用具 103 (G) 消しゴム プラスチック　43×18×12(±2)mm 個 シ-ド　Ｓ-６０
筆記用具 104 (G) 砂消しゴム インク用　鉛筆型 本 ステッドラ-　５２６　６１
筆記用具 105 (G) 修正液 水性・油性両用　20ml 本 コクヨ　ＴＷ-４０
筆記用具 106 (G) 修正ペン 水性・油性両用　2.8ml 本 コクヨ　ＴＷ-６０Ｎ
筆記用具 107 (G) 修正テープ 4～5㎜×10ｍ 個 コクヨ　TW-Ｍ１４４N
筆記用具 108 (G) 修正テープ 6㎜×10ｍ 個 コクヨ　TW-Ｍ１４６N
ホワイトボート用品 109 (G) ホワイトボードマーカー 細字1.2～1.7mm　丸芯　黒 本 コクヨ　PM-B101NＤ
ホワイトボート用品 110 (G) ホワイトボードマーカー 細字1.2～1.7mm　丸芯　青 本 コクヨ　PM-B101NＢ
ホワイトボート用品 111 (G) ホワイトボードマーカー 細字1.2～1.7mm　丸芯　赤 本 コクヨ　PM-B101NＲ
ホワイトボート用品 112 (G) ホワイトボードマーカー 中字2.1（±0.3）mm　丸芯　黒 本 コクヨ　PM-B102NＤ
ホワイトボート用品 113 (G) ホワイトボードマーカー 中字2.1（±0.3）mm　丸芯　青 本 コクヨ　PM-B102NＢ
ホワイトボート用品 114 (G) ホワイトボードマーカー 中字2.1（±0.3）mm　丸芯　赤 本 コクヨ　PM-B102NＲ
ホワイトボート用品 115 (G) ホワイトボードマーカー 中字2.1（±0.3）mm　丸芯　黒（10本入） 組 コクヨ　PM-B102NＤ 10本入
ホワイトボート用品 116 (G) ホワイトボードマーカー 中字2.1（±0.3）mm　丸芯　青（10本入） 組 コクヨ　PM-B102NＢ 10本入
ホワイトボート用品 117 (G) ホワイトボードマーカー 中字2.1（±0.3）mm　丸芯　赤（10本入） 組 コクヨ　PM-B102NＲ 10本入
ホワイトボート用品 118 (G) ホワイトボードマーカー 太字3.6～4.0mm　丸芯　黒 本 コクヨ　PM-B103NＤ
ホワイトボート用品 119 (G) ホワイトボードマーカー 太字3.6～4.0mm　丸芯　青 本 コクヨ　PM-B103NＢ
ホワイトボート用品 120 (G) ホワイトボードマーカー 太字3.6～4.0mm　丸芯　赤 本 コクヨ　PM-B103NＲ
ホワイトボート用品 121 (G) ホワイトボードイレイザー Mｻｲｽﾞ　リフィル式 個 ﾃﾞﾋﾞｶ　060419
チョーク類 122 (G) .(R)ダストレスチョーク 72本入　白　 箱 日本理化学工業　DCC-72-Ｗ

チョーク類 123 (G) .(R)ダストレスチョーク 72本入　赤　 箱 日本理化学工業　DCC-72-Ｒ

チョーク類 124 (G) .(R)ダストレスチョーク 72本入　黄　 箱 日本理化学工業　DCC-72-Ｙ

チョーク類 125 (G) .(R)ダストレスチョーク 72本入　青　 箱 日本理化学工業　DCC-72-ＢＵ

チョーク類 126 (G) .(R)ダストレス蛍光チョーク 72本入　緑　 箱 日本理化学工業　DCK-72-Ｇ

チョーク類 127 (G) .(R)ダストレス蛍光チョーク 72本入　橙　 箱 日本理化学工業　DCK-72-ＲＧ

チョーク類 128 (G) チョークケース ８本入収納用 個 クラウン　CR-CC300-ST
チョーク類 129 (G) 黒板消し 大 個 日本理化学　DRF-L
チョーク類 130 (G) 黒板消し 特大 個 日本理化学　DRF-J
印章 131 (G) 朱肉 ４０号 個 シャチハタ　ＭＧ－４０ＥＣ
印章 132 (G) 朱肉 ６０号 個 シャチハタ　ＭＧ－６０ＥＣ
印章 133 (G) 朱肉 ７５号 個 シャチハタ　MG-75EC
印章 134 (G) スタンプ台 黒　中型 個 シャチハタ　ＨＧN-２-Ｋ
印章 135 (G) スタンプ台 赤　中型 個 シャチハタ　ＨＧN-２-Ｒ
印章 136 (G) 補充インク 朱　顔料系インク　20ml 個 シャチハタ　ＸＬＲ-２０Ｎシユイロ

クリップ・画鋲 137 ダブルクリップ 大　幅32㎜　10個入 式 ライオン　No.155
クリップ・画鋲 138 ダブルクリップ 中　幅25㎜　10個入 式 ライオン　No.111
クリップ・画鋲 139 ダブルクリップ 小　幅19㎜　10個入 式 ライオン　No.107
クリップ・画鋲 140 ダブルクリップ 豆　幅13㎜　10個入 式 ライオン　No.105
クリップ・画鋲 141 ゼムクリップ 特大　34mm（±1)　約 100本入 式 コクヨ　クリ-5-1
クリップ・画鋲 142 ゼムクリップ 大　   28mm（±1)  約 500本入 式 コクヨ　クリ-1-5
クリップ・画鋲 143 ゼムクリップ 小   　23mm（±1）　約 500本入 式 コクヨ　クリ-3-5
クリップ・画鋲 144 (G) 画鋲 60本入 式 コクヨ　カヒ－2N
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クリップ・画鋲 145 (G) 画鋲 130本入 式 コクヨ　カヒ－3
クリップ・画鋲 146 (G) 画鋲 500本入 式 コクヨ　カヒ－5
付箋類 147 (G) インデックス小 18㎜×25㎜　青　176片 個 コクヨ　タ-Ｅ２０ＮＢ
付箋類 148 (G) インデックス小 18㎜×25㎜　赤　176片 個 コクヨ　タ-Ｅ２０ＮＲ
付箋類 149 (G) インデックス中 23㎜×29㎜　青　120片 個 コクヨ　タ-Ｅ２１ＮＢ
付箋類 150 (G) インデックス中 23㎜×29㎜　赤　120片 個 コクヨ　タ-Ｅ２１ＮＲ
付箋類 151 (G) インデックス大 27㎜×34㎜　青　90片 個 コクヨ　タ-Ｅ２２ＮＢ
付箋類 152 (G) インデックス大 27㎜×34㎜　赤　90片 個 コクヨ　タ-Ｅ２２ＮＲ
付箋類 153 (G) 付箋 75㎜×75㎜（±5㎜）イエロー 10冊入 式 ３Ｍ　６５４ＲＰ－Ｙ 10冊入
付箋類 154 (G) 付箋 75㎜×75㎜（±5㎜) 混色　10冊入 式 ３M　 ６５４１－K 10冊入
付箋類 155 (G) 付箋 75㎜×50㎜（±5㎜）混色　10冊入 式 ３Ｍ　６５６１－K 10冊入
付箋類 156 (G) 付箋 75㎜×25㎜（±5㎜)イエロー 20冊入 式 ３Ｍ　５００１－Ｙ 20冊入
付箋類 157 (G) 付箋 75㎜×25㎜（±5㎜)   混色   20冊入 式 ３M　 ５００１－K 20冊入
付箋類 158 (G) 付箋 75㎜×12.5㎜（±5㎜) ４色組 20冊入 式 ３Ｍ　５６０１－Ｋ 20冊入
付箋類 159 (G) 付箋 50㎜×15㎜（±5㎜) 混色  25冊入 式 ３Ｍ　７００１－Ｋ 25冊入
ラミネート 160 ラミネートフィルム A4判　0.1mm厚　100枚入 式 アコ・ブランズ　ＹＰ100-A4
ラミネート 161 ラミネートフィルム B4判　0.1mm厚　100枚入 式 アコ・ブランズ　ＹＰ100-B4
ラミネート 162 ラミネートフィルム A3判　0.1mm厚　100枚入 式 アコ・ブランズ　ＹＰ100-A3
ラミネート 163 ラミネートフィルム A4判　0.15mm厚　100枚入 式 アイリスオーヤマ　ＬＦＴ-5Ａ4100

デスク周辺 164 (G) オフイスクリーナー ウエット　150枚入 個 コクヨ　オク-４６
デスク周辺 165 (G) エアーダスター ノンフロン　ノズル付き　350ml以上 個 ELECOM　AD-ECOM
デスク周辺 166 (G) 仕切カード Ａ4－Ｓ　5山見出し　10組入 式 コクヨ　シキ-６０Ｎ
封筒 167 (G) 封筒 長３    クラフト（再生紙）  70ｇ/㎡  〒枠付　1000枚入 箱 キングコーポレーション　１５０５０２

封筒 168 (G) 封筒 長４０　クラフト(再生紙)　70ｇ/㎡　〒枠付　1000枚入 箱 キングコーポレーション　１５１６０１

封筒 169 (G) 封筒 角２　クラフト(再生紙)　85ｇ/㎡　500枚入    箱 キングコーポレーション　１５０１０１

封筒 170 (G) 封筒 角０　クラフト(再生紙)　85g/㎡　100枚入　     袋 キングコーポレーション　K0K85

封筒 171 (G) 封筒 角A3　クラフト（再生紙）　 マチ付　　10枚入 袋 キングコーポレーション
封筒 172 (G) 封筒 角A3　クラフト（再生紙）　 マチなし　10枚入 袋 キングコーポレーション
紙・用紙 173 ＰＰＣカラー用紙 Ａ4　64g/㎡　500枚入　イエロー 式 コクヨ　KB-ＫC39ＮY　
紙・用紙 174 ＰＰＣカラー用紙 Ａ4　64g/㎡　500枚入　グリーン 式 コクヨ　KB-ＫC39ＮG　
紙・用紙 175 ＰＰＣカラー用紙 Ａ4　64g/㎡　500枚入　ピンク 式 コクヨ　KB-ＫC39ＮP
紙・用紙 176 ＰＰＣカラー用紙 Ａ4　64g/㎡　500枚入　ブルー 式 コクヨ　KB-ＫC39ＮB　
紙・用紙 177 (G) 再生上質紙 A4　 90kg　500枚入 式 -
紙・用紙 178 (G) 再生上質紙 A4　110kg　500枚入 式 -
紙・用紙 179 (G) 再生上質紙 A4　135kg　500枚入 式 -
紙・用紙 180 (G) 画用紙 4つ切り　126.4g/㎡　100枚入 式 -
紙・用紙 181 (G) 方眼模造紙 ロール10m巻　実線50m/m方眼　　白 本 クラウン　CR-MS10W
紙・用紙 182 (G) 方眼模造紙 四六判　2枚入　白 式 アピカ　Ｘ２Ｗ
紙・用紙 183 (G) PPC用紙　 A3判　グリーン購入法対応　1500枚／箱 箱 -
紙・用紙 184 (G) PPC用紙　 B5判　グリーン購入法対応　2500枚／箱 箱 -
紙・用紙 185 更紙　 A4判　1000枚／〆 〆 -
紙・用紙 186 (G) ファックス原稿用紙 B4　4mm方眼　100枚入り 式 アジア原紙　GB4F-4HR
その他 187 ステープラー 使用針10号 個 マックス　ＨＤ－１０ＮＸ
その他 188 ステープラー針 10号　1000本入　（20個入） 式 コクヨ　SL-10N×20 20個入
その他 189 (G) ゴムバンド №16　100g　約680本 式 コクヨ　コム-１６N
その他 190 指サック リング型　20個入　S 式 プラス　ＫＭ-４０１～４
その他 191 指サック リング型　20個入　M 式 プラス　ＫＭ-４０１～４
その他 192 (G) パンチ 2穴　ルーラー付　穿孔能力45枚以上 個 カ-ル　№８８
その他 193 (G) 補強シール パンチ穴用　280片以上 袋 コクヨ　タ-Ｅ５N　ペーパーパッチ

その他 194  タイトルブレーン用インクリボンカセット 紙用　黒　9mm・30m 個 コクヨ　ＮＳ-ＴＢＲ１Ｄ
その他 195 決裁挟 A4タテ　決裁文字入　窓付き　グレー　 冊 ライオン事務器


