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＜ 消耗品一覧 ＞ 

○背ラベル 

 

・伊藤伊新社 レーザープリンター用糊付分類三段レーベル  商品番号 2290 ￥20,000- 

A4 版 40×100 シート（4,000 枚） 青 赤 緑 紫 

・キハラ   レーザープリンタ用三段 商品番号 60481 ￥4,320- 

 B5 版 30×20 シート（600 枚） ﾌﾞﾙｰ（B） ｵﾚﾝｼﾞ（D） ﾊﾞｲｵﾚｯﾄ（H） ｸﾞﾚｰ（L） 

 ﾈｲﾋﾞｰﾌﾞﾙｰ（N） ﾌﾞﾗｳﾝ（Q） ﾚｯﾄﾞ（R） ﾗｲﾄｸﾞﾘｰﾝ（T） ｲｴﾛｰ（Y） ﾌﾞﾗｯｸ（Z） 

・埼玉福祉会 レーザープリンタ用 

二段 商品番号 2411－13□□ B5 版 60 面×5 シート ￥360－ 

商品番号 2411－14□□ B5 版 60 面×20 シート ¥1,300 

三段 商品番号 2411－15□□ B5 版 56 面×10 シート ¥650 

商品番号 2411－16□□ B5 版 56 面×30 シート ¥1,950 

    □□にはカラー番号が入ります。 

    赤（01） 緑（02） 青（03） 紫（04） 紺（05） 黄（06） 

 橙（07） 鼠（08） 茶（09） 黒（10） 若草（11） 桃（12） 

 

○資料バーコードラベル及び貸出カード（貸出カードⅡ）貼付用ラベル 

２４面／１枚の印刷用紙（１片 横 66×縦 33.9mm） 

・エーワン レーザープリンタラベル 商品番号 28369 A4 版 100 ｼｰﾄ×24 面 ￥5,000- 

ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀﾗﾍﾞﾙ   商品番号 28948 A4 版 100 ｼｰﾄ×24 面 ￥5,000- 

プリンタ兼用      商品番号 31512 A4 版 100 ｼｰﾄ×24 面 ￥4,200- 

・コクヨ LBP用ﾗﾍ゙ ﾙ ｶﾗー ＆ﾓﾉｸﾛ対応 商品番号 LBP－F7159－100N A4 100 枚×24 面 ¥5,200- 

     LBP用ﾗﾍ゙ ﾙ ｶﾗー ＆ﾓﾉｸﾛ対応 商品番号 LBP－F7159－20N  A4  20 枚×24 面 ¥1,350-        

・プラス レーザープリンタラベル 商品番号 LT－506 A4 版 20 ｼｰﾄ×24 片 ￥1,300- 

２７面／１枚の印刷用紙（１片 横 56×縦 25mm） 

・コクヨ レーザープリンタラベル 商品番号 LBP-A696N A4 版 20 ｼｰﾄ×27 面 ￥1,420- 

３０面／１枚の印刷用紙（１片 横 53.3×縦 25.4mm） 

・エーワン レーザープリンタラベル 商品番号 31145 A4 版 20 ｼｰﾄ×30 面 ￥1,200- 

                  商品番号 31146 A4 版 100 ｼｰﾄ×30 面 ￥5,000- 

                  商品番号 31147 A4 版 500 ｼｰﾄ×30 面 ￥22,800- 

ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀﾗﾍﾞﾙ  商品番号 29191 A4 版 20 ｼｰﾄ×30 面 ￥1,200- 

            商品番号 29192 A4 版 100 ｼｰﾄ×30 面 ￥5,000- 

・コクヨ LBP 用ﾗﾍﾞﾙ ｶﾗｰ＆ﾓﾉｸﾛ対応 商品番号 LBP－E80145 A4 20 枚×30 面 ¥1,490- 

                  商品番号 LBP－E80146 A4 100 枚×30 面  ¥6,300- 

                  商品番号LBP－E80147 A4 500枚×30面 ¥28,800- 

３６面／１枚の印刷用紙（１片 横 45.7×縦 25.4mm） 

・コクヨ LBP 用ﾗﾍﾞﾙ ｶﾗｰ＆ﾓﾉｸﾛ対応 商品番号 LBP－FGB871 N  A4 100 枚×36 面 ¥5,200- 

４４面／１枚の印刷用紙（１片 横 48.3×縦 25.4mm） 

・コクヨ LBP用ﾗﾍﾞﾙ ｶﾗｰ＆ﾓﾉｸﾛ対応 商品番号 LBP－F28368N  A4 100 枚×44面 ¥5,200- 
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○ラベルキーパー 

 

資料バーコード（24 面／１枚 横 66×縦 33.9mm／１片）用 

・埼玉福祉会 商品番号 2100－6058 80×50mm 1,000 枚入り ￥3,700- 

・キハラ ｱﾒﾆﾃｨﾗﾍﾞﾙｷｰﾊﾟｰ 商品番号 89625－0 80×40mm 500 枚ロール ￥2.480- 

資料バーコード（30 面／１枚 横 53.3×縦 25.4mm／１片）用 

・埼玉福祉会 商品番号 2100－6046 60×40mm 1,000 枚入り ￥2,480- 

・キハラ ｱﾒﾆﾃｨﾗﾍﾞﾙｷｰﾊﾟｰ 商品番号 89603－0 60×40mm 100 ｼｰﾄ×10 面 ￥2.700- 

・ クリーン ｸﾘｰﾝﾌｨﾙﾑ 商品番号 LK－0465 1,200 枚入り ¥2,640- 

 

 

○ 図書館利用カード作成用名刺用紙 

 

＜レーザープリンタ用＞ 

・ コクヨ 名刺カード 両面印刷用 商品番号 LBP-VC15  100 枚入り ￥4,400- 

     名刺カード 両面印刷用(再生紙) 商品番号 LBP-VCS15  100 枚入り￥4,400- 

・エーワン ﾏﾙﾁｶｰﾄﾞｸﾘｱｴｯｼﾞﾀｲﾌﾟ 商品番号 51462  100 枚入り ¥4,000- 

・富士ｾﾞﾛｯｸｽ 名刺･カード用紙 両面印刷用 商品番号 GAAA5415  50 枚入り ¥2,500- 

 ＜インクジェットプリンタ用＞ 

･コクヨ  名刺カード 片面印刷用 商品番号 KJ-VC10  11 枚入り ¥600- 

         名刺カード 両面印刷用 商品番号 KJ-VC115  100 枚入り ¥6,000- 

     

 

○ 図書館利用カード作成用パウチフィルム 

 

・明光商会 MS ﾊﾟｳﾁﾌｨﾙﾑ ID ｶｰﾄﾞ用(57×82 ㎜) 商品番号 MP10－5782 100 枚入り ￥2,000- 

      MS ﾊﾟｳﾁﾌｨﾙﾑ 名刺判(60×95 ㎜) 商品番号 MP10－6095 100 枚入り ￥2,000- 

 

 

※ 上記金額は、全て定価（消費税別）です。ﾒｰｶｰの都合で価格変更される場合があります。 


