
ダイジェストカタログ
お客様の「ぴったり」をきっちり選べる・すんなり探せる

38Vol.
カタログ有効期限2020年11月末

製　造 建　設

流　通ヘルスケア

教　育

人気&話題の
商品をご紹介！

リコのリコメンド

業種向け商品も充実！

がんばるオフィスのお役立ち

おしごと
まるごと
ネットリコー

表紙の
 「ツル」と「カメ」は
NetRICOH取り扱い商品を
組み合わせて
作っています。

こちらのQRコードから
NetRICOH
デジタルカタログに
アクセスできます！



¥3,051税別

¥3,356税込

A4・1ケース
（5,000枚）

サイズ（紙目） ご注文商品コード 単位 標準価格 提供価格 税別価格

A4（タテ目） 900921 1ケース（500枚入×10パック） オープン ¥3,356 ¥3,051

A3（タテ目） 900920 1ケース（500枚入×3パック） オープン ¥2,184 ¥1,986

〈受付時間〉日曜・祝祭日、年末年始、その他臨時休業日を除く
 月〜金 9：00〜19：00　土 9：00〜17：00

アクセスは
こちら……

お問い合わせはNetRICOHカスタマーサポートセンターへ

お取寄せ このマークのついた商品は、お取り寄せとなり、お届けに時間がかかる場合があります。 返品不可 このマークのついた商品は、お客様都合による返品・交換はお受けできません。
※表示されている「提供価格」は消費税10％を含んだ価格となっています。尚、軽減税率対象商品は税率8％を適用して表示しています。※掲載商品について、デザイン・仕様・パッケージ・価格が変更される場合があります。また、諸般の事情により
予告なく生産や供給が中止される場合があります。※記載されている商品名・メーカー名の多くは一般に日本国内または他の国における各社の登録商標です。※商品の仕様及び価格等は2020年5月時点のものです。

ログイン後 ショッピング
（NetRICOH）

〈Ver.1.0〉

紙粉の
発生しやすい

用紙

※�

白
く
見
え
る
と
こ
ろ
が

紙
粉
の
原
因
で
す
。

「紙粉」は紙の表面や切り口からパルプ繊
維や添加物（炭酸カルシウム等）が脱落
したものです。コピー機やトナーカート
リッジ内に累積されることで画像形成部
品の寿命を縮めます。NetRICOHでは実
機テストをして紙粉が多量に発生する用
紙はご提供しないようにしております。

オフィスペーパー
スタンダード ホワイト
オフィスペーパー

スタンダード

モノクロ
コピー

プリンター

カラー
コピー

プリンター
インク
ジェット 軽印刷

オフィスペーパー スタンダード ホワイト／スタンダード
●連量／約57㎏ 
●坪量／約66g/㎡ 
●厚み／約89㎛

コピー用紙

1ケースから低価格
買いだめの必要がない

税込で
この価格！

Ａ４2,500枚梱包品。

紙粉が落ちやすい

ここが違う！
坪量

約66g/㎡

坪量
約64g/㎡

両面
対応

両面
対応

ISO白色度

約90％

ISO白色度

約83％

ISO白色度

約92％

人気の白さ！

自然な白さ！

上部開封タイプ

マシントラブルが発生しにくい！

トナーカートリッジも長持ち！
2種類の白さをご用意！

A4サイズは、書類の保存に優れた
上フタBOXタイプ

モノクロ
コピー

プリンター

カラー
コピー

プリンター●連量／約55㎏ ●坪量／約64g/㎡ ●厚み／約89㎛

LB ホワイト

開封後も保管しやすく、書類
の保存などにも使えます。

上フタ付きBOXタイプ

ミシン目タイプ

白さ際立つ白色度92％
※A4サイズのみ

※A3サイズのみ

¥1,568税込

¥1,426税別

オフィスペーパー 
スタンダード ホワイト

オフィスペーパー 
スタンダード

サイズ（紙目） ご注文商品コード ご注文商品コード 単位 標準価格 提供価格 税別価格

A4（タテ目） 900981 900971 1ケース（500枚入×5パック） オープン ¥1,568 ¥1,426

A3（タテ目） 900980 900970 1ケース（500枚入×3パック） オープン ¥2,029 ¥1,845

A5（タテ目） 900984 900974 1ケース（500枚入×10パック） オープン ¥2,728 ¥2,480

B4（タテ目） 900982 900972 1ケース（500枚入×5パック） オープン ¥2,572 ¥2,339

B5（タテ目） 900983 900973 1ケース（500枚入×5パック） オープン ¥1,285 ¥1,169



〈受付時間〉日曜・祝祭日、年末年始、その他臨時休業日を除く
 月〜金 9：00〜19：00　土 9：00〜17：00

アクセスは
こちら……

お問い合わせはNetRICOHカスタマーサポートセンターへ
ログイン後 ショッピング

（NetRICOH）

〈Ver.1.0〉

テレワークを快適にする

新型コロナウイルス感染症対策として「テレワーク」が推奨されています。
NetRCIOHでは、テレワークをする場合に必要なもの、
あればより快適に仕事ができるおすすめアイテムと
テレワークに関連するお役立ち情報をご提供しています。

おすすめアイテムと
お役立ち情報をお届けします！

テレワークを快適にするおすすめアイテムのご案内

テレワークに関連するお役立ち情報のご提供

テレワークに
ピッタリな
お買い得PCの
ご案内

場所を問わずに
仕事を進められる
アイテム特集

テレワーク導入・
活用ノウハウ

テレワーク運用の
トラブル解決法



1,800㎜
（持ち手は除く）

540㎜
（持ち手は除く）

〈使用時〉

〈収納時〉
317㎜

260㎜

68㎜

〈受付時間〉日曜・祝祭日、年末年始、その他臨時休業日を除く
 月〜金 9：00〜19：00　土 9：00〜17：00

アクセスは
こちら……

お問い合わせはNetRICOHカスタマーサポートセンターへ

お取寄せ このマークのついた商品は、お取り寄せとなり、お届けに時間がかかる場合があります。 返品不可 このマークのついた商品は、お客様都合による返品・交換はお受けできません。
※表示されている「提供価格」は消費税10％を含んだ価格となっています。尚、軽減税率対象商品は税率8％を適用して表示しています。※掲載商品について、デザイン・仕様・パッケージ・価格が変更される場合があります。また、諸般の事情により
予告なく生産や供給が中止される場合があります。※記載されている商品名・メーカー名の多くは一般に日本国内または他の国における各社の登録商標です。※商品の仕様及び価格等は2020年5月時点のものです。

ログイン後 ショッピング
（NetRICOH）

〈Ver.1.0〉

［KOKUYO］ お取寄せ 返品不可

折りたたみ布担架
●ご注文商品コード： EDF121
●材質／担架本体：PET、
持ち手：PP 
●質量／約550g 
●セット内容／布担架、収納袋 
●耐荷重／約100㎏ f 
※必ず4～6名で搬送してください。
●単位／1セット

［まいにち］ お取寄せ 返品不可
マイレットmini-10
●ご注文商品コード： RS1556  
●箱サイズ／W135×D50×H180㎜ 
●仕様／10回分
●セット内容／排便袋×10袋、
抗菌性凝固剤（7g）×10袋、
ポケットティッシュ×2個、
持ち運び袋×10袋 
●単位／1セット

［イスカ］ お取寄せ 返品不可
キャンプラボ600
●ご注文商品コード： CJL146  
●アイテム／寝袋 ●材質／表：ポリエステル100％、裏：ポリエステル100％

（起毛素材）●色／表：グリーン、裏：イエロー ●質量／平均1,320g、中わた：
600g（ポリエステル中空わた）●サイズ／全長190×幅84㎝ ●色／グリー
ン●ロット（入数）／1個入 ●商品特徴／夏のキャンプに最適な保温性能。
外側：丈夫なポリエステルリップストップ素材、内側：肌触りの良いポリエステ
ル起毛素材を使用。●付属品／収納・携行に便利なバッグ型収納ケース（収
納サイズ：17×45×24㎝ ) ●その他／同モデル、ジョイント可。●単位／1個

［ジェントス］ LEDランタン
●ご注文商品コード： EQA129
●メーカー型番／EX-V777D 
●サイズ／W102.4×D87.3×
H184.1㎜ ●質量／約802g

（電池含む） ●使用電池／単1形アルカリ乾電池3本（別売/充電池
×） ●実用点灯時間／約27時間（Highモード時）、約78時間（Ecoモ
ード時） ●耐塵・防滴仕様 ●ハンガーフック付 ●明るさ／約360ℓm

（Highモード時） ●メーカー保証期間／1年 ●単位／1個

［EMERGY］ 
緊急脱出・避難・
救助用セット
●ご注文商品コード： EL7266
●箱サイズ／
W910×D53×H145㎜ 
●質量／約2.7kg ●単位／1セット

お取寄せ 返品不可
［古河電池］ 
マグネシウム
空気電池 
●ご注文商品コード：CQQ747
●メーカー型番／9205 
●サイズ／
W210×D110×H220㎜ 
●質量／注水前：約1.0kg、
注水後：約2.5kg
●USBポート／1個 
●最大電気量／200Wh
●単位／1個

［旭産業］ お取寄せ 返品不可

非常用保存水 
ＥＭＥＲＧＥＮＣＹ ５年
●ご注文商品コード：
TS6547  （①2ℓ）　

TS6548  （②500㎖）
●採水地／静岡県沼津市石川 
●外箱サイズ／
①W333×D188×H316㎜ 
②W375×D250×H220㎜
●単位／①1セット（6本入×3箱）
②1セット（24本入×3箱）

［ホリカフーズ］ お取寄せ 返品不可

レスキューフーズ 
一食ボックス（12箱） 
●ご注文商品コード：
RS3858  （①中華丼＋ごはん）

FE5168  （②牛丼＋ごはん）

TS8547  （③和風ハンバーグ＋ごはん）

EDJ204  （④ビーフカレー＋ごはん）
●外箱サイズ／W345×D390×H147㎜ 
●外箱質量／8㎏ 
●内容量（1箱あたり）／ごはん：200g、
①中華丼の素：180g 
②牛丼の素：180g  
③和風ハンバーグ：180g 
●付属品（1箱あたり）／加熱袋、
発熱剤・発熱溶液、レンゲ・紙ナプキン 
●単位／1セット（12箱入）

［ハピラ］ お取寄せ 返品不可
EMERGY 防災セットヘルメット付
A4ボックス
ファイル型
●ご注文商品コード：
EXV667  （①1人用）

EXV668  （②6人用）
●単位／①1セット
②1ケース（6セット）

［尾西食品］ お取寄せ 返品不可

アルファ米 尾西のごはんシリーズ 
和洋風メニューセット
●ご注文商品コード： TS8543  
●内容量（1食あたり）／100ｇ 
●外箱サイズ／L236×W168×H152㎜ 
●外箱質量／1.52㎏ ●単位／1ケース（12袋入）

小さくたためてコンパクトに備蓄。

和式トイレにも対応
可能な非常用トイレ。

2mの落下に耐える耐塵防滴ランタン。

脱出路の確保や、転倒物
の持ち上げなどに活躍。

2枚をジョイントしても使える
専門メーカーの快適シュラフ。

災害時にあると便利！ 水を入
れると発電する電池キット。

オフィスに！ 保管しやすいA4
サイズのヘルメット付セット。

富士山系の天然水。

いつでもどこでも、ほかほかメシ！

お湯または水でふんわり完成。

防災用品特集

標準価格：￥7,018

提供価格：¥6,600
税別価格：¥6,000

標準価格：¥1,980

提供価格：¥1,760
税別価格：¥1,600

標準価格：オープン

提供価格：¥20,680
税別価格：¥18,800

標準価格：¥4,644

提供価格：¥4,406    
税別価格：¥4,080

① 標準価格：オープン   

提供価格：¥5,540     
税別価格：¥5,130  

② 標準価格：オープン   

提供価格：¥11,275      
税別価格：¥10,440  

④ 標準価格：¥12,286   

提供価格：¥9,914
税別価格：¥9,180

① 標準価格：¥13,348 

提供価格：¥11,167
税別価格：¥10,340

① 標準価格：オープン 

提供価格：¥8,954
税別価格：¥8,140

標準価格：￥4,620

提供価格：¥4,620
税別価格：¥4,200

② 標準価格：オープン 

提供価格：¥46,992
税別価格：¥42,720

② 標準価格：¥14,152

提供価格：¥11,350
税別価格：¥10,510

③ 標準価格：¥13,620

提供価格：¥11,772
税別価格：¥10,900

標準価格：¥7,700

提供価格：¥6,072
税別価格：¥5,520

②

①

災害への備えは万全ですか？

❶反射材付非常用持出袋 ❷サージ
カルマスク ❸救急用品（絆創膏×5、
脱脂綿×3、ワンタッチ包帯 、綿棒×
10） ❹アルミブランケット ❺コンパクト
イレクリーン×2 ❻軍手 ❼AM/FMラ
ジオライト ❽ラジオライト用単4形乾電
池×3 ❾緊急用呼子笛 �オサメット

セット内容

❶900㎜バール 
❷軍手2双 
❸マスク2枚 
❹救命ホイッスル

セット内容

バナジウムを豊富
に含んだ富士山系
の水は身体に良く、
浸透しやすい硬度
とpHバランス。

発熱セット付き。

〈セット内容〉五目ごはん、わかめごはん、ドライカレー、
チキンライス（各3袋、計12袋）

500
㎖

2ℓ
保存期間

保存期間

抗菌作用で臭いを
閉じ込める。

このマークの商品は軽減税率対象商品となります。対象
商品

軽減
税率

保存期間 保存期間

④①②③

❼

❽

13❶

❶

❷

❹

�
飛来・
落下物

❺

❻

❸

❸

❾

�

4

便利なバッグ
型収納ケース。

同モデル
ジョイント可能。

①

②

③

④

標準価格：オープン

提供価格：¥4,059
税別価格：¥3,690

❷

❹



〈受付時間〉日曜・祝祭日、年末年始、その他臨時休業日を除く
 月〜金 9：00〜19：00　土 9：00〜17：00

アクセスは
こちら……

お問い合わせはNetRICOHカスタマーサポートセンターへ

お取寄せ このマークのついた商品は、お取り寄せとなり、お届けに時間がかかる場合があります。 返品不可 このマークのついた商品は、お客様都合による返品・交換はお受けできません。
※表示されている「提供価格」は消費税10％を含んだ価格となっています。尚、軽減税率対象商品は税率8％を適用して表示しています。※掲載商品について、デザイン・仕様・パッケージ・価格が変更される場合があります。また、諸般の事情により
予告なく生産や供給が中止される場合があります。※記載されている商品名・メーカー名の多くは一般に日本国内または他の国における各社の登録商標です。※商品の仕様及び価格等は2020年5月時点のものです。

ログイン後 ショッピング
（NetRICOH）

〈Ver.1.0〉

3M  ポスト・イット® 
ノート／ふせん カラーキューブ超徳用シリーズ

サイズ 色 メーカー型番 ご注文商品コード 単位 標準価格 提供価格 税別価格

75×25㎜

5色

CP-13SE ①FE7109 1個 450枚（90枚×5色） ¥495 ¥313 ¥285
75×50㎜ CP-23SE ②FE7110 1個 450枚（90枚×5色） ¥759 ¥478 ¥435
75×75㎜ CP-33SE ③FE7111 1個 450枚（90枚×5色） ¥957 ¥605 ¥550

KOKUYO  ファイルボックス-RP
●材質／本体：R-PP、ハンドル・仕切板：R-ABS ●サイズ／タテ260×ヨコ348㎜ 
●付属品／タック式インデックスポケット・仕切板各1枚 ●耐荷重／約6kg

規格 背幅 色 メーカー型番 ご注文商品コード 単位 標準価格 提供価格 税別価格

A4
ヨコ

153
㎜

ダークグレー フ-RP980DM ①D50780
1個 ¥2,376 ¥1,661 ¥1,510 

グレー フ-RP980M ②D50781

大量書類もスマートに仕分け。

「超」お得なカラーキューブ。

文具・事務用品

耐水性、耐光性に優れ、濃くはっきりとした線が描ける。

フリーアドレスオフィスや
会議の時などに。

テレワークで使うイヤホンや電卓などが収納できる。

人気&話題の
商品をご紹介 リコのリコメンド

個別フォルダー

油性インク
（ノック式） ①

①

④

⑦

① ②
③

ホワイトボード用
マーカー

①

②

三菱鉛筆  ジェットストリーム 0.38㎜／0.5㎜／0.7㎜
●全長／139.6㎜ 

ボール径 インク色 メーカー型番 ご注文商品コード 単位 標準価格 提供価格 税別価格

0.38
㎜

黒 SXN15038.24 ①RS0436

1本 ¥165 ¥114 ¥104

赤 SXN15038.15 ②RS0435
青 SXN15038.33 ③RS0437

0.5
㎜

黒 SXN15005.24 ④CH2874
赤 SXN15005.15 ⑤CH2875
青 SXN15005.33 ⑥CH2876

0.7
㎜

黒 SXN15007.24 ⑦R64413
赤 SXN15007.15 ⑧R64414
青 SXN15007.33 ⑨R64415

〈①使用例〉
収納可能な
ハンドル付。

KOKUYO  キャンパスノート ドット入罫線〈スマートキャンパス〉
●サイズ／タテ252×ヨコ179㎜ ●罫幅／①A罫7㎜幅 ②B罫6㎜幅 ●色／青、緑、ピンク、紫、黄 ●枚数／30枚

仕様 メーカー型番 ご注文商品コード 単位 標準価格 提供価格 税別価格

① セミB5 30行 ノ-GS3CATX5 CQT876
1パック（5冊入） ¥1,045 ¥617 ¥561 

② セミB5 35行 ノ-GS3CBTX5 CQT877

青 緑 ピンク 紫 黄

薄くて軽いキャンパスノート。

最後までかすれずに書ける直液式。

①

①

②

②

③

③

④
⑤

25

（㎜）

75

①

75

（㎜）

75

③

50

（㎜）

75

②

KOKUYO  個別フォルダー A4
●材質／色板紙（古紙パルプ配合） 
●サイズ／ タテ240（＋15：山の高さ）×ヨコ311㎜ ●ファスナー用スリットあり

仕様 色 メーカー型番 ご注文商品コード 単位 標準価格 提供価格 税別価格

A4

青 A4-IFB ①D56801

1パック（10冊入） ¥1,100 ¥671 ¥610
緑 A4-IFG ②D56802

グレー A4-IFM ③D56803
ピンク A4-IFP ④D56804

黄 A4-IFY ⑤D56806

山（見出し）サイズ

約15㎜

約91.5㎜

坪量（約）
360g/㎡

厚さ（約）
0.4mm

ぺんてる  ノックル ホワイトボードマーカー
●全長／125㎜ ●アルコール系インク ●プッシュリフレッシュ方式

仕様 インク色 メーカー型番 ご注文商品コード 単位 標準価格 提供価格 税別価格

中字・
丸芯

黒 EMWLM-A ⑤D51368
1本 ¥220 ¥143 ¥130

赤 EMWLM-B ⑥D51369
青 EMWLM-C ⑦D51370
緑 EMWLM-D ⑧D51371

直液式 線幅 2.1㎜中字

可動式仕切板付き。

分類に便利なインデ
ックスポケット付き。

マチ幅30㎜。LIHIT LAB.  クリヤーケース（マチ付）
●材質／再生オレフィン ●マチ幅／30㎜ ●厚さ／0.3㎜ ●見出し付 ●透明タイプ

規格 サイズ 色 メーカー型番 ご注文商品コード 単位 標準価格 提供価格 税別価格

A4 タテ250×ヨコ350㎜

藍 F-74SMアイ ①D53428
1枚 ¥506 ¥306 ¥279 赤 F-74SMアカ ②D53429

白 F-74SMシロ ③D53430



①
小

23㎜

②
大

28㎜

33㎜

③
特大

50㎜

④
ジャンボ

リムーバー付き。

貼る
タイプ

はがせる
タイプ

〈受付時間〉日曜・祝祭日、年末年始、その他臨時休業日を除く
 月〜金 9：00〜19：00　土 9：00〜17：00

アクセスは
こちら……

お問い合わせはNetRICOHカスタマーサポートセンターへ

お取寄せ このマークのついた商品は、お取り寄せとなり、お届けに時間がかかる場合があります。 返品不可 このマークのついた商品は、お客様都合による返品・交換はお受けできません。
※表示されている「提供価格」は消費税10％を含んだ価格となっています。尚、軽減税率対象商品は税率8％を適用して表示しています。※掲載商品について、デザイン・仕様・パッケージ・価格が変更される場合があります。また、諸般の事情により
予告なく生産や供給が中止される場合があります。※記載されている商品名・メーカー名の多くは一般に日本国内または他の国における各社の登録商標です。※商品の仕様及び価格等は2020年5月時点のものです。

ログイン後 ショッピング
（NetRICOH）

〈Ver.1.0〉

MAX  
ホッチキス
●針装てん数／100本 
●ワンタッチオープン

サイズ 色 メーカー型番 ご注文商品コード 単位 標準価格 提供価格 税別価格

①
W23×
D103×
H50㎜

ライトグリーン HD-10Dライトグリーン EDK771
1個 ¥550 ¥363 ¥330

② ブルー HD-10Dブルー D55205
③ ピンク HD-10Dピンク D55206
④ ブラック HD-10Dブラック D55207

文具・事務用品
品質と価格にこだわったゼムクリップ。

セロハンテープの
ロングセラー。

人気&話題の
商品をご紹介 リコのリコメンド

スティックのり

①

②

③

④

ホッチキス

ニチバン  
セロテープR 大巻
●サイズ／幅12㎜×長さ35m 
※カット金具は付いていません。

ご注文商品コード 単位 標準価格 提供価格 税別価格

D88106 1パック（10巻入） オープン ¥528 ¥480

MAX  
小型10号シリーズ使用針
●商品名／No.10-1M
●メーカー型番／MS91187
●入数／（50本連結×20）×20個

ご注文商品コード 単位 標準価格 提供価格 税別価格

D51614 1パック（20個入） ¥1,980 ¥1,045 ¥950

新素材ソフトエラストマーが、やわらかく、高い摩擦力を実現。

①

PLUS  
指サック メクリッコ キャッチ
●材質／ソフトエラストマー

仕様サイズ 色 メーカー型番 ご注文商品コード 単位 標準価格 提供価格 税別価格

① S 内径13.5×長さ22㎜ ピンク KM-401CA EDH230
1箱（20個入） ¥880 ¥528 ¥480② M 内径15×長さ24㎜ オレンジ KM-402CA EDH231

③ L 内径18×長さ29㎜ ブルー KM-403CA EDH232

〈使用例〉

TANOSEE ゼムクリップ
●材質／スチール（ニッケルメッキ）

仕様 メーカー型番 ご注文商品コード 単位 標準価格 提供価格 税別価格

①小：全長23㎜ TG-1 CH1244 1パック（100本入） オープン ¥44 ¥40
②大：全長28㎜ TG-2 CH1245 1パック（100本入） オープン ¥49 ¥45
③特大：全長33㎜ TG-3 CH1246 1パック（100本入） オープン ¥94 ¥86
④ジャンボ：全長50㎜ TG-4 CH1247 1パック（100本入） オープン ¥148 ¥135

トンボ鉛筆  消えいろピット
内容量 ご注文商品コード 単位 標準価格 提供価格 税別価格

約40g D51394 1本 ¥385 ¥259 ¥236

Sサイズで長形
3号をのり付けし
た場 合、約210
枚貼り付け可能。

乾くと色が消える色消えタイプ。

中央ホールド部が長く全体にギザギザ模様がついてい
るから書類をしっかりまとめて、ずれにくい（④のみ）。

手にしっかり収まる大きさで握りやすい。

ベタつかない軽いキレ味！

セロハンテープ

② ③

摩擦力は、
シリコン比
の約2倍。

指先まで包み込む
3Dカーブ。

〈使用例〉

5㎜

8.4㎜

原寸大

刃渡り
65mm
全長

174mmKOKUYO  サクサ グルーレス刃
●材質／ ハンドル部（外側）：R-ABS、ハンドル部（内側）：エラストマー、キャップ：PP、刃：ステンレス
●付属品／薄型キャップ

色 メーカー型番 ご注文商品コード 単位 標準価格 提供価格 税別価格

① 青 ハサ-P280B EDH220
1本 ¥495 ¥367 ¥334② 赤 ハサ-P280R EDH221

③ 白 ハサ-P280W EDH222

ベタつかない
粘着テープを切って
も、刃の接する部分
にのりが付きにくい。

軽い切れ味
刃先にかけて刃の角
度が徐々に広がって
いるため、今まで切
りにくかったものも
軽い力で切れる。

100本入るから補充
回数が半分。

紙を入れやすい
幅広設計。

〈使用例〉

ハンドルの内寸を広くしたこ
とで指が入れやすく、指1本あ
たりにかかる負担を軽減。

①

②

③

① ②

ドットパターン採用のテープのり。
キレがよくて付きがいい。

テープのり

KOKUYO  
テープのり
〈ドットライナー〉

仕様 テープ幅 テープ長さ メーカー型番 ご注文商品コード 単位 標準価格 提供価格 税別価格

① しっかり貼るタイプ
8.4㎜ 16m

タ-DM400-08 D89244
1個 ¥440 ¥302 ¥275

② 貼ってはがせるタイプ タ-DM401N-08 D89245

厚さ
0.05mm

内径
76mm

ゴム系
粘着剤

針タイプ 装てん数 とじ枚数
No.10-1M

100本 約20枚
No.10-5M

ノーマルクリンチ

仕様 メーカー型番 ご注文商品コード 単位 標準価格 提供価格 税別価格

③ しっかり貼るタイプ詰替用 タ-D400-08 D89246
1個 ¥330 ¥233 ¥212

④ 貼ってはがせるタイプ詰替用 タ-D401N-08 D89247

交換テープ 1個入



〈受付時間〉日曜・祝祭日、年末年始、その他臨時休業日を除く
 月〜金 9：00〜19：00　土 9：00〜17：00

アクセスは
こちら……

お問い合わせはNetRICOHカスタマーサポートセンターへ

お取寄せ このマークのついた商品は、お取り寄せとなり、お届けに時間がかかる場合があります。 返品不可 このマークのついた商品は、お客様都合による返品・交換はお受けできません。
※表示されている「提供価格」は消費税10％を含んだ価格となっています。尚、軽減税率対象商品は税率8％を適用して表示しています。※掲載商品について、デザイン・仕様・パッケージ・価格が変更される場合があります。また、諸般の事情により
予告なく生産や供給が中止される場合があります。※記載されている商品名・メーカー名の多くは一般に日本国内または他の国における各社の登録商標です。※商品の仕様及び価格等は2020年5月時点のものです。

ログイン後 ショッピング
（NetRICOH）

〈Ver.1.0〉

酸味、渋みをおさえた、後口。

伊藤園  返品不可  
香り薫るむぎ茶
●1バッグ1ℓ用

AGF  返品不可  
ブレンディR
ポーション

仕様 ご注文商品コード 内容量
（1個あたり） 単位 標準価格 提供価格 税別価格

① 無糖 RS3452 18g
1パック（24個入）オープン ¥658 ¥610

② 甘さひかえめ RS3453 18g

③ 抹茶オレベース EDH608 20g 1パック（7個入） オープン ¥237 ¥220

TANOSEE 紙コップ ■ Nostalgi（ノスタルジー） 
●材質／バージンパルプ（間伐材使用・内面ポリエチレンラミネート） ●4柄アソート ●日本製

仕様 ご注文商品コード 単位 標準価格 提供価格 税別価格

① 150㎖（5オンス）CQV793 1パック（80個入） オープン ¥429 ¥390
② 205㎖（7オンス）CQV796 1パック（80個入） オープン ¥528 ¥480
③ 275㎖（9オンス）TS8206 1パック（100個入） オープン ¥748 ¥680

疲労回復、栄養補給に。

国産茶葉
１００％。

生活用品人気&話題の
商品をご紹介 リコのリコメンド

大正製薬  返品不可  
リポビタンD
●内容量／100㎖　

ご注文商品コード 単位 標準価格 提供価格 税別価格

D57263 1箱（10本入）¥1,606 ¥1,441 ¥1,310

指定医薬部外品

コーヒーのおいしさを引き立てる本格派。
ネスレ  返品不可  

クレマトップ® ポーション 業務用
●内容量（1パックあたり）／4.3㎖×50個入

ご注文商品コード 単位 標準価格 提供価格 税別価格

①RS0998 1パック オープン ¥231 ¥214

ご注文商品コード 単位 標準価格 提供価格 税別価格

①EXX338 1パック（4バッグ入）オープン ¥429 ¥398

ご注文商品コード単位 標準価格 提供価格 税別価格

②RS0999 1セット（3パック） オープン ¥631 ¥585
③RS1000 1セット（6パック） オープン ¥1,134 ¥1,050

まとめ買い ②150個入 ③300個入

ご注文商品コード 単位 標準価格 提供価格 税別価格

②EXY161 1セット（3パック入） オープン ¥1,252 ¥1,160

まとめ買い ②12バッグ入 

冷たい水や
ミルクに溶かすだけ！ 
本格的な味わいが、
簡単・気軽に楽しめる。

水出しでも香りと
甘みがよく出る
むぎ茶。

ペットボトル
お茶1ℓ未満

伊藤園  返品不可  
お〜いお茶 緑茶／濃い茶

仕様 内容量 ご注文商品コード 単位 標準価格 提供価格 税別価格

①
緑茶

280㎖ EC5400 1ケース（24本入） ￥2,980 ¥1,922 ¥1,780
② 350㎖ D58523 1ケース（24本入） ￥3,240 ¥2,019 ¥1,870
③ 525㎖ RS4609

1ケース（24本入） ￥3,628 ¥2,073 ¥1,920
④ 濃い茶 525㎖ RS4611

賞味期限

以上
90日

賞味期限

以上
420日

このマークの商品は軽減税率対象商品となります。対象
商品

軽減
税率

ポップなイラストで、
テーブルを華やかに演出。

①約46.2㎜

約73
㎜

約65.5㎜

5
オンス

② 約51.5㎜

約79.3
㎜

約72.6㎜

7
オンス

③ 約52.6㎜

約92.3
㎜

約76.8㎜

9
オンス

ミルク

①

①

②

③ ④

③

①②
賞味期限

以上
120日

③
賞味期限

以上
90日24

杯分

①②

7
杯分

③

③ミルク専用
フレーバー
ポーション。

賞味期限

以上
120日

まとめ買い 162バッグ入

ご注文商品コード  EC5388
標準価格 ¥1,296 単位 1セット（3袋）

提供価格 ¥599（税別価格 ¥555）

UCC  返品不可  
ゴールドスペシャル コーヒーバッグ 
水出しアイス珈琲
●内容量（1パックあたり）／35g×4バッグ（粉） ●1バッグ500㎖用

森永製菓  返品不可  
in タブレット 
塩分プラス
●内容量（1パックあたり）／500g

不二家  返品不可  
カントリーマアム 
バニラ＆ココア
●内容量／20枚入

（バニラ、ココア×各10枚）

賞味期限

以上
120日

コク : ★★★★☆
酸味 : ★★☆☆☆
苦み : ★★★☆☆

バッグ

カフェイン

フリー

162
バッグ入

賞味期限

以上
120日ホット･アイス

OK

ご注文商品コード  RS3893
標準価格 オープン 単位 1パック

提供価格 ￥338 （税別価格 ¥313）

外はサックリ、
中はしっとり。
バニラとココアの2種類入。

賞味期限

以上
90日

ご注文商品コード EXW824
標準価格 ¥1,119 単位 1パック

提供価格 ¥1,112 （税別価格 ¥1,030）

すっきりおいしいレモン味。
スポーツ、お仕事に！

賞味期限

以上
120日

① ②

常温保存
植物性

①

50
個入

賞味期限

以上
30日

②

150
個入

③

300
個入



〈受付時間〉日曜・祝祭日、年末年始、その他臨時休業日を除く
 月〜金 9：00〜19：00　土 9：00〜17：00

アクセスは
こちら……

お問い合わせはNetRICOHカスタマーサポートセンターへ

お取寄せ このマークのついた商品は、お取り寄せとなり、お届けに時間がかかる場合があります。 返品不可 このマークのついた商品は、お客様都合による返品・交換はお受けできません。
※表示されている「提供価格」は消費税10％を含んだ価格となっています。尚、軽減税率対象商品は税率8％を適用して表示しています。※掲載商品について、デザイン・仕様・パッケージ・価格が変更される場合があります。また、諸般の事情により
予告なく生産や供給が中止される場合があります。※記載されている商品名・メーカー名の多くは一般に日本国内または他の国における各社の登録商標です。※商品の仕様及び価格等は2020年5月時点のものです。

ログイン後 ショッピング
（NetRICOH）

〈Ver.1.0〉

レック  激落ちシート
●材質／レーヨン、ポリエステル ●仕様／①電子レンジ＆冷蔵庫 
②食卓・キッチンふきん ●シートサイズ／200×300㎜ ●日本製
※商品パッケージが順次変更になります。

ご注文商品コード 単位 標準価格 提供価格 税別価格

① CQQ628 1個（20枚入）
オープン ¥101 ¥92

② CQQ629 1個（15枚入）

エステー  トイレの消臭力 プレミアムアロマ
●内容量／400㎖

仕様 ご注文商品コード 単位 標準価格 提供価格 税別価格

① アーバンロマンス EQA676
1個 オープン ¥405 ¥369② ルミナスノーブル EQA677

③ イノセントシフォン EXV475

花王  キュキュット
●内容量／①240㎖ ②4.5ℓ

仕様 ご注文商品コード 単位 標準価格 提供価格 税別価格

① 本体 TM5965 1本 オープン ¥206 ¥188
② 業務用 TM5968 1本 オープン ¥2,178 ¥1,980

TANOSEE 
タオルぞうきん
●材質／綿  
●サイズ／約200×300㎜ 
●質量／1枚あたり約26g 
●お徳用 33枚パック

ご注文商品コード 単位 標準価格 提供価格 税別価格

RS2235 1パック（33枚入） オープン ￥1,012 ¥920

ゴミ箱に集まる
コバエを予防・殺虫。

パルプ100％でしっかりとした
ボックスタイプ。
でも、低コストを追求。

大量使用も安心の
お買い得ぞうきん。

大量使用に人気の芯なし・
シングル・無包装タイプ。

袋が自立するので
お手入れラクラク！

キンチョウ  
コバエコナーズ
ゴミ箱用
●本体サイズ／W80×D6×H110㎜

TANOSEE
ソフトパック 
ティッシュ
Funny Line
 〈ファニーライン〉 
●材質／パルプ100％ 
●内容量／300枚（150組）×5個  
●日本製 ●1個サイズ／約215×105×H42㎜ ●1シートあたりサイズ
／約190×200㎜ ●ケースサイズ／511×441×H439㎜

レック  立てる水切り袋
●材質／ポリエチレン ●サイズ／約W250×H200㎜×マチ100㎜

ご注文商品コード 単位 標準価格 提供価格 税別価格

EDH831 1パック（50枚入） オープン ¥396 ¥360

生活用品人気&話題の
商品をご紹介 リコのリコメンド

TANOSEE 
トイレットペーパー 無包装 シングル 
芯なし 170ｍ 48ロール
●材質／再生紙100％ ●サイズ／108㎜×170m巻 ●芯径／36±2㎜ 
●芯なし（通常のホルダーにセットできます） ●日本製 
●ケースサイズ／471×471×H350㎜

ご注文商品コード 単位 標準価格 提供価格 税別価格

EL7159 1ケース（48ロール入）オープン ￥4,070 ¥3,700 

①

① ①② ②

②濃密泡の高い洗浄力が
固まり油もぐんぐん落とす。

食器用洗剤

TANOSEE 
ゴミ袋エコノミー
●材質／高密度ポリエチレン＋メタロセン 
●色／乳白半透明
●印刷なし
※ 20ℓ・45ℓタイプはつかみやすいエンボ
ス仕様。
※ 商品の安定供給を維持するため、生産
国・工場等を変更する場合がございます。

仕様 厚さ ご注文商品コード 単位 標準価格 提供価格 税別価格
① 20ℓ ヨコ500×タテ600㎜ 0.011㎜ EDF062 1パック（100枚入）オープン ¥397 ¥361
② 45ℓ ヨコ650×タテ800㎜ 0.011㎜ EDF064 1パック（100枚入）オープン ¥498 ¥453
③ 70ℓ ヨコ800×タテ900㎜ 0.017㎜ EDF066 1パック（100枚入）オープン ¥1,100 ¥1,000
④ 90ℓ ヨコ900×タテ1,000㎜ 0.017㎜ EDF068 1パック（100枚入）オープン ¥1,507 ¥1,370

乳白半透明ごみ袋。

まとめ買い 20パック入

ご注文商品コード 単位 標準価格 提供価格 税別価格

②CQS650 1ケース（5個入×20パック）オープン ¥4,059 ¥3,690

ご注文商品コード 単位 標準価格 提供価格 税別価格

①CQS649 1パック（5箱入） オープン ¥248 ¥226

①

①

②
③

④
20ℓ

30ℓフタに触れずに
捨てられる
ペダル式。
アスベル  
エバン・ペダルペール
●材質／本体・フタ・ポリ袋止め・ペダル・
キャスター（③のみ）：PP、
ロッド：スチール（クロームメッキ）
●色／ベージュ 
●②両サイドフック付

仕様 ご注文商品コード 単位 標準価格 提供価格 税別価格

① 20ℓ スリム W233×D345×H444㎜ EL7243 1台 オープン ￥1,342 ¥1,220
② 30ℓ スリム W256×D385×H488㎜ CH2255 1台 オープン ￥1,870 ¥1,700
③ 45ℓ スリム W283×D428×H580㎜ C02316 1台 オープン ￥2,079 ¥1,890

拡大写真

電解水使用で洗剤を使いたくない
ところに。二度ふき不要。

研磨粒子付きで、焦げ落ち良好。

3M  スコッチ・ブライトTM

抗菌ウレタンスポンジS
●材質／抗菌ウレタンスポンジ・ナイロン不織布（研磨粒子あり）
●サイズ／W115×D31×H75㎜ 

ご注文商品コード 単位 標準価格 提供価格 税別価格

①RS3571 1パック（5個入） オープン ¥762 ¥693
②RS3572 1パック（15個入） オープン ¥2,024 ¥1,840

ごみ箱

45ℓ
① ② ③

① ② ③

腐敗抑制効果
をプラス!

殺虫
タイプ

見た目と香りで魅せる。
お客様の印象アップ！

使用時はフタ
の上下で香り
の調節可能！

〈使用例〉

ご注文商品コード  EDH834
標準価格 ¥660 単位 1個

提供価格 ￥508 （税別価格 ¥462）

300枚
（150組）

カサ
カサ

100
枚入



〈受付時間〉日曜・祝祭日、年末年始、その他臨時休業日を除く
 月〜金 9：00〜19：00　土 9：00〜17：00

アクセスは
こちら……

お問い合わせはNetRICOHカスタマーサポートセンターへ

お取寄せ このマークのついた商品は、お取り寄せとなり、お届けに時間がかかる場合があります。 返品不可 このマークのついた商品は、お客様都合による返品・交換はお受けできません。
※表示されている「提供価格」は消費税10％を含んだ価格となっています。尚、軽減税率対象商品は税率8％を適用して表示しています。※掲載商品について、デザイン・仕様・パッケージ・価格が変更される場合があります。また、諸般の事情により
予告なく生産や供給が中止される場合があります。※記載されている商品名・メーカー名の多くは一般に日本国内または他の国における各社の登録商標です。※商品の仕様及び価格等は2020年5月時点のものです。

ログイン後 ショッピング
（NetRICOH）

〈Ver.1.0〉

ブラザー  
ラベルプリンター P-touch 
CUBE PT-P710BT
●メーカー型番／PT-P710BT
●印字速度／約20㎜ /秒 
●印字ヘッド／180dpi ●文字サイズ／23サイズ  

ご注文商品コード 単位 標準価格 提供価格 税別価格

EDH533  1台 オープン ¥13,750 ¥12,500

最大ラミネート厚
1.0㎜

カシオ  
エコマーク付電卓
●メーカー型番／①JF-120GT-N ②DF-120GT-N
●サイズ／ ①W107×D178.5×H26.1㎜ 
②W122.5×D177.5×H32.7㎜ 
●質量（電池含む）／①約175g ②約195g
●機能／計算状態表示、2メモリー計算機能 ●メーカー保証期間／1年

ご注文商品コード 単位 標準価格 提供価格 税別価格

① C00768 1台 ¥6,600 ¥2,596 ¥2,360
② C00767 1台 ¥7,700 ¥3,113 ¥2,830

AMANO  
電子タイムレコーダー BX2000
●メーカー型番／BX2000 
●サイズ／W190×D104×H224㎜ 
●質量／2.3㎏ ●対応人数／推奨30人 
●インクリボン／CE-319250（付属） 
●タイムカード／アマノ標準ABCカード（別売） 
●メーカー保証期間／3年

ご注文商品コード 単位 標準価格 提供価格 税別価格

D54044 1台 ¥43,450 ¥31,350 ¥28,500

山善  
サーキュレーター
●メーカー型番／YAS-KW182（W）
●サイズ／約W240×D220×H320㎜ 
●質量／約1.9㎏ ●消費電力（50/60㎐）／37/32W 
●羽根径／18㎝ ●首振あり ●風量調節／3段階 
●角度調節／左右約60度（自動）・上下約90度（手動） 
●電源ケーブル長／1.6m ●静音モード 
●メーカー保証期間／1年

ご注文商品コード 単位 標準価格 提供価格 税別価格

EQD228 1台 オープン ¥4,378 ¥3,980

アスカ  6本ローラー ラミネーター
●メーカー型番／L601A3 ● サイズ／W522×D363（トレー取付時）×H128㎜ 
●質量／4.3kg ●消費電力／1,400W  ●メーカー保証期間／1年

ご注文商品コード 単位 標準価格 提供価格 税別価格

EDH527 1台 ¥66,000 ¥39,798 ¥36,180

KING JIM  
PROテ－プカ－トリッジ 白ラベル
●メーカー型番／①SS12K ②SS12KL-5P 
●仕様／②簡易包装のエコパック5個入 
※白ラベルロングタイプの裏紙は、他のラベルと材質が
異なります。また、はがしやすくするためのスリットが入っ
ているため、ハーフカット機能には対応しておりません。

仕様 テープ幅 ラベル・文字色 ご注文商品コード 単位 標準価格 提供価格 税別価格

①8ｍ巻 12㎜ 白 黒文字 D50542 1個 ¥1,155 ¥807 ¥734

②ロングタイプ16ｍ巻 12㎜ 白 黒文字 EL9368 1パック（5個入）¥9,075 ¥6,292 ¥5,720

KING JIM  
「テプラ」
PRO SR750
●サイズ／W204×D220×H85㎜ 
●質量／約1,160g（乾電池、テープ除く）  
●JIS配列キーボード 
●ATOK搭載（予測入力機能付） 
●89種類の外枠 ●定長印刷1～95㎝

ご注文商品コード 単位 標準価格 提供価格 税別価格

EL9367 1台 ¥32,780 ¥26,169 ¥23,790

RYOBI  
充電式クリーナー 10.8V
●メーカー型番／BHC-1020L1
●サイズ／W121×D160×H970㎜ 
●質量／1.0㎏（電池含む） 
●充電時間／71分 
●吸込仕事率／強：24W 
●連続使用時間／強：約10分 
●付属品／充電器、電池パック、
延長管（ノズルホルダ付）、
ワイドノズル、スキマノズル、
紙パック（10枚入）、
ダストバッグ（本体取付）、
逆止板（本体取付）

ご注文商品コード 単位 標準価格 提供価格 税別価格

EXX185 1台 ¥24,200 ¥19,800 ¥18,000

ロングセラー。
見やすい大きな時計と
シンプルな性能が特徴。

微細断を求めるならこれ!

余白感知機能で
フィルム詰まりを
防ぐ!

18cm羽根で
静音モード
搭載。

KING JIM テプラ専用カートリッジ。

大型液晶で税計算・時間計算機能を搭載。

36㎜幅対応。
機能充実の
ハイスペックモデル。

スマートフォンでも、気軽にラベル作成 !

どこでも手軽に静かにお掃除。

事務機器・家電人気&話題の
商品をご紹介 リコのリコメンド

ラベルライター用
テープカートリッジ

①

①

②

②

ウォームアップタイム
約60秒

A3
対応

リバース
ボタン

オート
リバース

A4ラミネート時間
約9秒

6本ローラー
（4本ヒートローラー）

フィルム厚
最
大250μm

スマホリンク
対応

パソコンリンク
対応

〈使用例〉

対応テープ幅
3.5〜24mm

専用アプリで
スマホから
カンタン印刷。

取り外し可能
なリアトレー。

対応テープ幅
4〜36mm

USB
パソコンリンク
対応

ラベルのカドを丸くカット
オートトリマー搭載。

タイムレコーダー

電卓
※②のみ

4欄
印字

アスカ  マイクロカット
オートフィードシュレッダー
●メーカー型番／S67MF ●投入幅／紙：２22㎜（A4） 
●サイズ／W390×D290×H615㎜ ●質量／約13.8kg 
●消費電力／50Hz：280W、60Hz：330W 
●容量／20ℓ（A4約536枚）、（オートフィード時185枚） 
●ゴミ袋／45ℓ ●運転音／57ｄＢ ●メーカー保証期間／１年

ご注文商品コード 単位 標準価格 提供価格 税別価格

EQD146 1台 ¥53,900 ¥40,535 ¥36,850

細断サイズ ： 2×10㎜

連続
約50分

速度
約1.9m/分
※50㎐

カットOK
ホッチキス

（11号針まで）
※手差し時のみ

A4
約90枚

※手差し時8枚

オート
リバース

マイクロ
カット

赤
ランプ

● コンセントに挿して、すぐ使える。
● 時刻改ざん印字機能付。
● アマノ標準ABCカードに対応。

編集に便利な
ワンタッチキー。

満杯センサー
キャンセルス
イッチを搭載。

フィルム余白セン
サー搭載で過剰な
余白をブザーとラ
ンプでお知らせ。

バックライト
付き大型液
晶モニター。

早打ち対応

時間計算

税計算12
桁

チルト
タイプ

〈使用例〉パワー2段階。

吸込仕事率
24W

運転音
64dB

集じん容量
紙0.33ℓ/
布0.5ℓ

ハーフカット
機能付

オートカッター



〈使用例〉

〈使用例〉

〈受付時間〉日曜・祝祭日、年末年始、その他臨時休業日を除く
 月〜金 9：00〜19：00　土 9：00〜17：00

アクセスは
こちら……

お問い合わせはNetRICOHカスタマーサポートセンターへ

お取寄せ このマークのついた商品は、お取り寄せとなり、お届けに時間がかかる場合があります。 返品不可 このマークのついた商品は、お客様都合による返品・交換はお受けできません。
※表示されている「提供価格」は消費税10％を含んだ価格となっています。尚、軽減税率対象商品は税率8％を適用して表示しています。※掲載商品について、デザイン・仕様・パッケージ・価格が変更される場合があります。また、諸般の事情により
予告なく生産や供給が中止される場合があります。※記載されている商品名・メーカー名の多くは一般に日本国内または他の国における各社の登録商標です。※商品の仕様及び価格等は2020年5月時点のものです。

ログイン後 ショッピング
（NetRICOH）

〈Ver.1.0〉

製 造 汚れ、熱、粉塵、薬品など
ハードな製造現場を支える
充実の品ぞろえ。

業種向け商品はおまかせください。

［ショーワ］
No.370 組立グリップ
●ご注文商品コード：
TS5803

●材質／樹脂部：ニトリルゴム、
繊維部：ナイロン・ポリエステル・その他 
●サイズ／
L：全長約23㎝・中指約7.9㎝ 
●手首カラー／L:ゴールド
●単位／1双

［3M］ スコッチR3852K
（音が静か／
手でまっすぐ切れる） 
●ご注文商品コード： EDK937  
●サイズ／48㎜×35m 
●厚さ／0.06㎜
●材質／基材：特殊ポリプロピレン、
粘着剤：ゴム系 ●単位／1巻

［アイトス］ お取寄せ 返品不可
アイスベスト
●ご注文商品コード：
EXX792  （①ベスト）

EXX793  （②アイスパック）
●サイズ／ベスト：フリーサイズ

（着丈：33㎝、胸囲適応サイズ：
84～102㎝）、アイスパック：
W105×D175×H20㎜ ●材
質／ベスト：メッシュ生地（ナイ
ロン、ポリウレタン）、アイスパッ
ク：水、CMC（カルボキシメチル
セルロース） ●色／ベスト：黒、
アイスパック：シルバー
●単位／①1着 ②1個

TANOSEE 
アルミクリップボード
●ご注文商品コード：
EXT517  （①タテ A4）

EXT518  （②ヨコ A4）
●メーカー型番／
①ACB-A4E 
②ACB-A4S
●サイズ／
①タテ310×ヨコ228㎜ 
②タテ228×ヨコ310㎜
●材質／アルミ（板部）、スチール（クリップ部） 
●厚さ／1㎜（板部のみ）、12㎜（クリップ部） 
●質量／約217g 
●単位／1枚

［ハタヤリミテッド］ 
シンサンデーリール
●ご注文商品コード： TM5487
●サイズ／W258×D201×H328㎜　
電線長：30m　●質量／5.2kg
●仕様／電線種別：VCT1.25、芯数：2
●コンセント定格／15A・125V
●コンセントシャッター付
●AC100Vコンセント×4口
●単位／1台

［ハタヤリミテッド］ 
ブレーカ付延長コード
●ご注文商品コード： TS7894
●サイズ／コンセント側200㎜、
プラグ側500㎜ 
●単位／1台

［ジェントス］ 
折りたたみワークライト
●ご注文商品コード：G56824
●メーカー型番／GZ-203 03883 ●サイ
ズ／約W38.6×D50×H336㎜ ●質量／
約292g（電池含む） ●使用光源／高輝度
チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色
COB LED×1個 ● 明るさ／約500ℓm

（Highモード時） ●使用電池／リチウムイ
オン充電池 3.7V 3,350mAh内蔵 ●実
用点灯時間／約15時間（トップライト）：約8
時間（Ecoモード）：約3時間（Highモード） 
●充電時間／約5時間 ●電池寿命／約
500回（充放電） ●消費電力／5W ●付
属品／専用充電ケーブル、専用ACアダプ
ター ●防塵（IP52準拠） ●単位／1個

お取寄せ 返品不可
［京セラインダストリアルツールズ］ 
「リョービ」レーザー距離計

●ご注文商品コード： EXX512
●メーカー型番／LDM-410 
●サイズ／W100×D37×H24㎜ ●質量／63g 
●仕様／測定範囲：0.2～40m、測定精度：±3㎜ 
●最小測定単位／1㎜ 
●電源／リチウム電池 
●付属品／USB充電ケーブル、
三脚用アダプタ 
●メーカー保証期間／1年
●単位／1台

［中村製作所］ 
デジタルピタノギス
●ご注文商品コード：G55566  
●メーカー型番／E-PITA10 
●サイズ／184㎜ ●測定長／100㎜ 
●質量／160ｇ ●単位／1本

［3M］ 
スコッチ・ブライト™
ステンレスクリーナー&
ポリッシュ
●ご注文商品コード： EC9064
●内容量／420㎖ 
●単位／1本

［エンペックス気象計］
デジコンフォⅡ

（デジタル内/外温度計・湿度計）
●ご注文商品コード： F99301
●メーカー型番／TD-8172 ●材質／ケース：
プラスチック ●サイズ／W75×D18×H98㎜ 
●質量／120g（電池含む） ●電源／単4形電
池2本 ●測定範囲／本体：0～50℃、外部セン
サー：−10～60℃、湿度：20～80％ RH ●温
度と湿度の最高最低メモリー機能付 ●着脱式
温度外部センサー付（2.8m） ●付属品／取扱
説明書、単4形電池2本 ●単位／1個

標準価格：オープン

提供価格：¥313
税別価格：¥285

標準価格：オープン

提供価格：¥357
税別価格：¥325

標準価格：¥4,213

提供価格：¥2,420
税別価格：¥2,200① 標準価格：¥10,450

提供価格：¥6,490
税別価格：¥5,900

② 標準価格：¥770

提供価格：¥462
税別価格：¥420

標準価格：オープン

提供価格：¥5,467
税別価格：¥4,970

標準価格：¥1,848

提供価格：¥1,309
税別価格：¥1,190

標準価格：¥11,000

提供価格：¥7,051
税別価格：¥6,410

標準価格：オープン

提供価格：¥984
税別価格：¥895

標準価格：¥8,525

提供価格：¥6,105
税別価格：¥5,550

標準価格：¥12,100

提供価格：¥9,075
税別価格：¥8,250

標準価格：¥9,900

提供価格：¥8,580
税別価格：¥7,800

標準価格：¥4,950

提供価格：¥3,663
税別価格：¥3,330

割れにくいアルミ製！！
異物混入対策に。

丈夫で油に強い薄手背抜き手袋。

手で切れて、音が静か。

快適フィットで脇の静脈を
ピンポイント冷却。

水や洗剤を使わず、高温時の
鉄板表面のコゲやカーボンを除去。

フラットヘッドだから、壁際や段差が
あっても端から測定できる。

実用本位に
設計された
コードリール。

手軽にブレーカーを設置！

ヘッド部分が折りたたみ
可能な薄型ヘッド作業灯。

本体内蔵のローラーでなぞって
計測。小型＆軽量の距離計。

ステンレス表面の
汚れを落とし、
保護膜を作る。

設定温度・湿度を
アラームでお知らせ。

［3M］ スコッチ・ブライトTM 
グリドルパッドホルダー№482／
グリドルパッド高温用
●ご注文商品コード： CQQ544（本体キット） 
●サイズ／100×140×70㎜ 
●材質／ハンドル：ナイロン、
ホルダー：亜鉛メッキ鋼板、
パッド：グラスファイバー不織布

（研磨粒子付） 
●付属品／替えパッド1枚 
●単位／1セット

〈使用例〉

手で
切れる

静音
テープ

折りたたみ時

〈装着例〉

〈使用例〉

小さな部品
もしっかり
つかめる！

グリップ力
抜群。

ニト
リル

①

①

②

②

コピー用紙
約40枚

収容

吊下げ
金具付。



〈
折
り
た
た
み
時
〉

〈受付時間〉日曜・祝祭日、年末年始、その他臨時休業日を除く
 月〜金 9：00〜19：00　土 9：00〜17：00

アクセスは
こちら……

お問い合わせはNetRICOHカスタマーサポートセンターへ

お取寄せ このマークのついた商品は、お取り寄せとなり、お届けに時間がかかる場合があります。 返品不可 このマークのついた商品は、お客様都合による返品・交換はお受けできません。
※表示されている「提供価格」は消費税10％を含んだ価格となっています。尚、軽減税率対象商品は税率8％を適用して表示しています。※掲載商品について、デザイン・仕様・パッケージ・価格が変更される場合があります。また、諸般の事情により
予告なく生産や供給が中止される場合があります。※記載されている商品名・メーカー名の多くは一般に日本国内または他の国における各社の登録商標です。※商品の仕様及び価格等は2020年5月時点のものです。

ログイン後 ショッピング
（NetRICOH）

〈Ver.1.0〉

建 設 安全第一！  危険な建設・
工事現場でもタフに使える
必需品をラインナップ。

業種向け商品はおまかせください。

標準価格：¥8,800

提供価格：¥8,800
税別価格：¥8,000

お取寄せ 返品不可
［京セラインダストリアルツールズ］ 
「リョービ」
リチウム10.8V充電式
インパクトドライバ
●ご注文商品コード： EQA006
●メーカー型番／BID-1110L1
●サイズ／W157×D65×H202㎜ ●質
量／1,000g ●仕様／10.8Vリチウムイ
オン 電 池（1,500mAh）、最 大トルク：
110N・m、LED灯1個●充電時間／71
分 ●付属品／キャリングケース、充電器 
UBC-1803L、電池パック B-1115L（リチ
ウム1,500mAh） ●単位／1台

［長谷川工業］ お取寄せ 返品不可
アルミ足場台（ブラック)3段
●ご注文商品コード： CJL399
●メーカー型番／DRXB-1075A
●材質／アルミ合金、PVC樹脂
●サイズ／使用時：W440×D1,420×H750㎜、
折りたたみ時：W440×D1,030×H180㎜ 
●天板サイズ／1,000×300㎜ 
●質量／5.2kg ●耐荷重／100kg 
●生産国／中国またはベトナム ●単位／1台

［谷沢］ ヘルメット
●ご注文商品コード： R62209
●材質／ABS樹脂 
●サイズ／53～62㎝ 
●質量／365g 
●飛来・落下物 
●墜落時保護 
●電気 ●単位／1個

［ユニット］ お取寄せ 返品不可
ヘルラック（ヘルメット6個掛用）
●ご注文商品コード： F10622
●メーカー型番／377-81A 
●材質／再生PP 
●サイズ／タテ240×ヨコ1,650㎜ 
●仕様／6個掛用  
●取付ビス・名札シール付 
●単位／1台

［ジェントス］ 
COB LED搭載ヘッドライト NRX-180H
●ご注文商品コード： EXT868
●サイズ／本体：126×34.3×33.2㎜、電池ボックス部：84.8×53.8×30.4
㎜ ●質量／203g（電池含む） ●実用点灯時間／High：2.5h、Mid：5.5h、
Eco：10h、点滅：8h ●後部認識灯／点灯：90h、点滅：130h ●明るさ／
High：600ℓm、Mid：250ℓm、Eco：50ℓm ●照射距離（約）／34ｍ（最大
時） ●照射特性／照射角固定 ワイドビーム ●電池／専用リチウムポリマー
充電池3.7V1,800mAh（付属）または、
単3形アルカリ乾電池×3本（別売） 
●充電時間／約2.5時間 
●充電寿命／充放電 約300回 
●付属品／すべり止め付ヘッドバンド、
Micro USBケーブル（50㎝）、
専用充電池 
●メーカー保証期間／1年 
●単位／1個

［三甲］ 表示用フロアスタンド
●ご注文商品コード：
CQQ209  （①立入禁止）

CQQ213  （②作業中）
●サイズ／W310×D329×
H604㎜ ●単位／1台

軽くてコンパクトな10.8Vモデル。

脚部折りたたみ構造で、
車のトランクにも収納OK！

深くかぶれて、安定しやすい。

ヘルメットの整理整頓のための
必須アイテム。 

最大明るさ600ルーメン！ 
ムラなく広範囲照射、近接照射にも。

二つ折りで持ち運びも楽々。

コンクリートや
モルタル面に威力を発揮。

標準価格：¥2,849

提供価格：¥883
税別価格：¥803

標準価格：¥16,060

提供価格：¥12,650
税別価格：¥11,500

［土牛産業］ カボチャ玉打診棒
●ご注文商品コード： F99105  （ロング）
●メーカー型番／ロング ●材質／先端玉：スチール、シャフト：ステンレス

（SUS304）、グリップ：ゴム 
●サイズ／全長：約24～119㎝
●仕様／8段伸縮式 
●付属品／ストラップ、取扱説明書
●単位／1本

［MYZOX］ 
デジレベル
コンパクト
●ご注文商品コード：
F99292

●メーカ−型番／DGL-C 
●材質／ケース：プラスチック 
●サイズ／W210×D31×H52㎜ 
●質量／237g（電池含む） 
●表示モード／角度（°）、勾配（％）、ピッチ（IN/FT） 
●最小表示／0.1度、0.1％ 
●デジタル測定精度／±0.1度 
●気泡管精度／±0.5㎜ /m 
●電源／単4形電池2本 ●色／白 
●付属品／ソフトケース、単4形電池2本、
勾配換算シール ●単位／1台

［宣真工業］ デジタルメジャー
●ご注文商品コード： F89905
●メーカー型番／D-3 
●サイズ／車輪：円周50㎝、
全縮高：28㎝、全伸高：106㎝ 
●質量／0.63㎏ 
●表示距離／10㎝～10㎞ 
●表示方法／カウンター表示 
●ステッキ／伸縮ピンロック式 
●付属品／ケース ●単位／1個

［テラモト］ 吸いがら入れ
●ご注文商品コード： C02325
●材質／本体：カラー鋼板に印刷、
脚：スチールパイプ（クロメートメッキ） 
●サイズ／W490×D315×H620㎜ 
●質量／約1.8㎏ ●容量／約6.4ℓ 
●単位／1台

［KING JIM］ お取寄せ 返品不可

扉につけるお知らせライト
●ご注文商品コード：CQV432
●電源／単3形アルカリ乾電池×3本（別
売） ●電池寿命／約6ヵ月（1日あたり30回
センサーが感知時） ●同梱品／表示シート

（3種類） ●メーカー保証期間／1年 ●メー
カー型番／TAL10ミト ●サイズ／親機：約
W103×D30×H76㎜、子機：約W103×D23 
×H76㎜、コード長さ：約160㎜ ●質量／約
140g（電池含まず） ●材質／本体：ABS、
表示シート：PP ●単位／1台
※厚みが50㎜以下で両面に磁石がつき、閉めた状態で扉とドア枠に2㎜を超
える隙間がある扉に設置できます。

［タジマ］ ロック
●ご注文商品コード： F89943
●メーカー型番／L19-55BL
●サイズ／幅19㎜×長さ5.5m
●仕様／メートル目盛 
●質量／230g
●材質／ケース：ABS樹脂、
テープ：スチール（炭素工具鋼） 
●単位／1個

［ニトムズ］ 
強力防水用
両面テープ
●ご注文商品コード：
EC9400  

●サイズ／幅30㎜×長さ10m ●単位／1巻

コンパクトで使いやすい勾配測定器。
車輪を転がし、1人で簡単に
距離が測れる。

折りたたみ式だから
収納も移動もラク。

扉の向こうに人がいることを
点滅してお知らせ。

0点補正移動爪など、
高い機能性を発揮。

防水シート・サッシ枠・人工芝など内装・
外装材の接着に防水用強力タイプ。

標準価格：¥11,220

提供価格：¥6,237
税別価格：¥5,670

標準価格：¥2,959

提供価格：¥2,464
税別価格：¥2,240

標準価格：¥3,630

提供価格：¥1,958
税別価格：¥1,780

標準価格：¥2,970

提供価格：¥1,518
税別価格：¥1,380

標準価格：¥12,540

提供価格：¥9,713
税別価格：¥8,830

標準価格：¥22,000

提供価格：¥15,092
税別価格：¥13,720

標準価格：オープン

提供価格：¥836
税別価格：¥760

標準価格：¥8,184

提供価格：¥5,632 
税別価格：¥5,120

標準価格：¥7,678

提供価格：¥6,490 
税別価格：¥5,900

メジャー

①

②

耐荷重
100kg

折りたたみ時
使用例

〈使用例〉

80°可動式ヘッド

耐塵耐水
IP66

標準価格：¥8,800

提供価格：¥7,238 
税別価格：¥6,580



塩素系

〈使用イメージ〉

4.7㎜

全長：78㎜

〈受付時間〉日曜・祝祭日、年末年始、その他臨時休業日を除く
 月〜金 9：00〜19：00　土 9：00〜17：00

アクセスは
こちら……

お問い合わせはNetRICOHカスタマーサポートセンターへ

お取寄せ このマークのついた商品は、お取り寄せとなり、お届けに時間がかかる場合があります。 返品不可 このマークのついた商品は、お客様都合による返品・交換はお受けできません。
※表示されている「提供価格」は消費税10％を含んだ価格となっています。尚、軽減税率対象商品は税率8％を適用して表示しています。※掲載商品について、デザイン・仕様・パッケージ・価格が変更される場合があります。また、諸般の事情により
予告なく生産や供給が中止される場合があります。※記載されている商品名・メーカー名の多くは一般に日本国内または他の国における各社の登録商標です。※商品の仕様及び価格等は2020年5月時点のものです。

ログイン後 ショッピング
（NetRICOH）

〈Ver.1.0〉

90㎝
60㎝

〈使用例〉

［ピジョン］ ハビナース 
手間なしぴったりシーツ
●ご注文商品コード： EC7469  
●サイズ／60×90㎝ ●材質／表面材：ポリオレフィ
ン系不織布、吸水材：綿状パルプ・吸収紙・高分子
吸水材、防水材：ポリエチレンフィルム、結合材・止着
剤：ホットメルト粘着材 ●使いきりタイプ
●単位／1パック（10枚入）

座ったまま移乗できて、
介助の負担が軽減。

［蝶プラ工業］ 
週間くすりケース
●ご注文商品コード：CQR143
●材質／本体・フタ：スチロール樹脂、中子：ポリプロピレン
●サイズ／約W319×D240×H92㎜ ●単位／1セット 

［花王］ 病院用ハイター
●ご注文商品コード： EC7083
●業務用 ●内容量／5㎏ 
●次亜塩素酸ナトリウム6%
含有溶液 
●希釈して使用 
●単位／1本
※次亜塩素酸ナトリウムを
使用しているため、多少、
塩素のニオイがします。

［アロン化成］ 
ポータブルトイレ・
尿器用防臭錠
●ご注文商品コード：
EC6941

●1錠あたりの質量／2.4ｇ
●無色タイプ 
●単位／1個（30錠入）

［NICHIBAN］ ホワイトテープ
●ご注文商品コード：D57103
●材質／基材：パルプ・
ポリエステル不織布、
粘着剤：アクリル系 
●サイズ／12㎜×9ｍ 
●単位／1巻

［タニタ］ 電子塩分計 SO-303
●ご注文商品コード： RC3773
●材質／本体：ABS、先端部：ポリプロピレン、
センサー部：鉛レス黄銅に金メッキ ●サイズ／
205×29×18㎜ ●質量／約40g（電池含む） 
●塩分測定範囲／0.4～1.4％ ●測定可能温
度／30～90℃ ● 付 属 品／お 試し用 電 池

（LR44電池×3個）・ドライバー ●メーカー保証
期間／1年 ●単位／1個

［白元アース］ 
アイスノン ベルト
●ご注文商品コード： EDH876  
●サイズ／80×215㎜（ベルト部を除く）
●保冷時間（目安）／約1～1.5時間
●日本製 ※保冷時間は使用状況により
異なります。●単位／1個

［カワモト］ 返品不可
入浴介助エプロン
●ご注文商品コード：
EC6730  （①M） EC6734  （②L） EC6733  （②LL）

●材質／ポリエステル100％、防水部：ポリウレタンラミネート 
●洗濯／洗濯機○（40℃以下、洗濯ネットに入れる）、脱水機×、
乾燥機○（適温60℃） ●アイロン／低温●単位／1枚

［サンリツ］ 白い綿棒
●ご注文商品コード： EDJ649  
●材質／軸：紙、綿球：コットン100％、
抗菌剤（綿表面）：キトサン 
●サイズ／綿径：4.7㎜、
全長：78㎜
●単位／1パック（200本入）

標準価格：¥330

提供価格：¥258
税別価格：¥235

標準価格：¥1,210

提供価格：¥814
税別価格：¥740

標準価格：オープン

提供価格：¥1,463
税別価格：¥1,330

① 標準価格：¥4,180

提供価格：¥3,300
税別価格：¥3,000

② 標準価格：¥4,400

提供価格：¥3,520
税別価格：¥3,200

③ 標準価格：¥4,620

提供価格：¥3,641
税別価格：¥3,310

1週間分のお薬が
ひと目でわかる。

6段階の塩分濃度が
3色表示でわかりやすい！

冷却してもソフトな
感触で冷たさ長持ち !

消臭効果とズレ防止機能で安心、
使いきり吸収シート。

手軽に使える錠剤タイプ。
効果は約12時間持続。

医療器具の洗浄・除菌から
食器の漂白まで。

医療補助テープのスタンダード。
ガーゼや包帯止めに。

裏面がニットなので、さらさらで快適な使い心地。

詰め替えできるお得な綿棒！

［幸和製作所］ お取寄せ 返品不可

浴槽ボード
●ご注文商品コード： RC0062
●メーカー型番／YB001 
●サイズ／
W730×D320×H210㎜ 
●本体厚み／28㎜ 
●質量／3.6㎏ 
●浴槽内寸58～67㎝の
浴槽に取付可能 
●メーカー保証期間／1年 
●単位／1台

標準価格：¥5,500

提供価格：¥3,850
税別価格：¥3,500

標準価格：¥1,408

提供価格：¥1,027
税別価格：¥934

標準価格：¥4,180

提供価格：¥4,180
税別価格：¥3,800

標準価格：¥18,150

提供価格：¥11,517
税別価格：¥10,470

ヘルスケア 医療・介護現場での
快適で安心な
環境づくりをサポート。

業種向け商品はおまかせください。

［小林製薬］ 無香空間
●ご注文商品コード： R64099
●仕様／特大本体 
●内容量／630g ●単位／1個

［白十字］ 
FCワンタッチパッド
●ご注文商品コード：TM6829
●仕様／Lサイズ
●材質／基材：レーヨン不織布・
ポリエチレン・ポリエステル不織布、
粘着剤：アクリル系、はくり紙：紙 
●滅菌済 ●サイズ／
シートサイズ：60×100㎜

（パッド：40×60㎜）
●単位／1箱（12枚入）

標準価格：¥770

提供価格：¥691
税別価格：¥629

標準価格：オープン

提供価格：¥657
税別価格：¥598

標準価格：オープン

提供価格：¥97
税別価格：¥89

標準価格：オープン

提供価格：¥871
税別価格：¥792

香りでごまかさない
無香タイプ。

通常の絆創膏より大判で、
通気性も高いドレッシング材。

● 朝昼晩夜の1週間分の全部で28ポケット。
● 1回分ずつ小分け、整理しておくことで、飲み忘れを防げます。
● カプセルだけでなく分包タイプもOK。

●消臭ポリマー配合。
●吸収量は尿量
　150㏄×4回分。
●寝返りのときも
　音がしにくい構造。

● ムレにくく、かゆみやかぶれ
を軽減するメッシュ状粘着シ
ート採用。

● パッド部分が傷口につきにく
いので、はがす時も安心です。

● 非天然ゴム系粘着剤使用。

730㎜

320㎜

握りやすい
グリップ。

〈使用例〉
浴槽のサイズ
に合わせて幅
を調整できる。

〈背面〉
①

②
③防水加工

ルーム用消臭剤

二重巻きできる
長いひも付。

排泄物が確認できる無色
タイプ。（発泡性の錠剤）

ズレ防止
テープ付。



〈使用例〉

〈使用例〉

〈受付時間〉日曜・祝祭日、年末年始、その他臨時休業日を除く
 月〜金 9：00〜19：00　土 9：00〜17：00

アクセスは
こちら……

お問い合わせはNetRICOHカスタマーサポートセンターへ

お取寄せ このマークのついた商品は、お取り寄せとなり、お届けに時間がかかる場合があります。 返品不可 このマークのついた商品は、お客様都合による返品・交換はお受けできません。
※表示されている「提供価格」は消費税10％を含んだ価格となっています。尚、軽減税率対象商品は税率8％を適用して表示しています。※掲載商品について、デザイン・仕様・パッケージ・価格が変更される場合があります。また、諸般の事情により
予告なく生産や供給が中止される場合があります。※記載されている商品名・メーカー名の多くは一般に日本国内または他の国における各社の登録商標です。※商品の仕様及び価格等は2020年5月時点のものです。

ログイン後 ショッピング
（NetRICOH）

〈Ver.1.0〉

［ニチバン］
クラフト粘着テープ
●ご注文商品コード： EL6816
●色／黄土 ●サイズ／50㎜×50m 
●厚さ／0.14㎜
●材質／ 基材：クラフト紙、
粘着剤：ゴム系（無溶剤） 
●重ね貼り不可 ●単位／1巻

［OLFA］ ハイパーAL型
●ご注文商品コード： EL9085
●メーカー型番／193B ●サイズ／全長168㎜
●材質／刃：合金工具鋼、本体：エラストマー樹
脂・ガラス繊維入PP ●単位／1本

［タカ印］ 紙パッキン
●ご注文商品コード：CH4863
●材質／色上質紙 
●サイズ／幅1㎜ ●色／シロチャ 
●容量／1㎏ ●単位／1個

［酒井化学］ お取寄せ 返品不可
エアークッション
箱入り／詰め替え用
●ご注文商品コード：
CH3178  （①箱入り）

CH3177  （②詰替用）　
●サイズ／
①箱：W330×D450×H450㎜、
中身：幅300㎜×長さ42m 
②幅300㎜×長さ42m 
●気泡サイズ／直径10㎜ 
●単位／①1セット ②1巻

TANOSEE 折りたたみコンテナ 一般タイプ
●ご注文商品コード：EQD073  （①フタなし） EQD074  （②フタ一体型）
●40ℓ ●色／ブルー/透明 ●材質／ポリプロピレン 
●有効内寸／①W494×D336×H261㎜ 
②W494×D336×H254㎜
●外寸／
①W530×D366×H272㎜ 
②W530×D366×H289㎜
●質量／①2,240g ②2,780g
●許容内容物質量／20㎏ 
●最大積み重ね段数／5段 
●折りたたみ時高さ／①66㎜ 
②83㎜ ●単位／1台

［KOKUYO］ 領収証
●ご注文商品コード：D53560
●メーカー型番／ウケ-1048N 
●仕様／B7ヨコ 単票
●軽減税率対応
●単位／1冊（100枚）

［共和］ 
オーバンド 500g入り
●ご注文商品コード：D85346
●サイズ／内径22.2×折径35×切幅1.1×
厚さ1.1㎜  ●仕様／＃10 ●入数／500g
●単位／1袋（約5,800本）

［オープン工業］ 連番荷札
●ご注文商品コード： C00519
●メーカー型番／BF-105 
●材質／色上質特厚 
●サイズ／W47×D130㎜ 
●各色（青・赤・黄・緑・白）
1～100番までが1組  
●各色1組、計5組入  
●センター部分に切り取り用
ミシン目入
●単位／1セット（5組入）

［タカ印］ 
OPPロール
●ご注文商品コード： RS0695  
●メーカー型番／35-352
●仕様／透明 ●材質／OPPフィル
ム（0.04㎜厚） ●サイズ／幅700㎜
×長さ30m ●単位／1本

［デンカ］ 
カラリヤンラベル 荷札テープ
●ご注文商品コード：
D57976  （①納品書在中）

D57977  （②われもの注意）

D57975  （③取扱注意）
●サイズ／幅50㎜×長さ25m 
※荷札として、1巻きにつき250枚
使えます。●単位／1巻

TANOSEE 
お買得軍手
●ご注文商品コード：
R63915

●仕様／
シノ約600ｇ（12双）8ゲージ・2本編 
●材質／ポリエステル・アクリル・その他 
●サイズ／全長約23㎝・中指約8㎝
●単位／1パック（12双入）

標準価格：オープン

提供価格：¥440
税別価格：¥400

標準価格：オープン

提供価格：¥400
税別価格：¥364

標準価格：¥2,090

提供価格：¥1,672
税別価格：¥1,520

標準価格：オープン

提供価格：¥1,001
税別価格：¥910

標準価格：オープン

提供価格：¥154
税別価格：¥140

標準価格：¥143

提供価格：¥92
税別価格：¥84

標準価格：オープン

提供価格：¥495
税別価格：¥450

強い粘着力と軽い巻き戻し。

花束など、中身を
見せるラッピングに。

作業に便利な大型サイズ。

大容量1㎏の
紙パッキン。

箱入りで取り出しやすい。

ロゴ入りレシートも発行可能な
サーマルプリンター。

定番の単票仕様。商店など使用
頻度の高いところにおすすめ。

業務用のたっぷり
大容量で経済的。

使い捨てタイプの連番荷札。

耐水性に優れた特殊処理済み。

ソフトで丈夫な
軍手。

［ナンシン］ 微音樹脂台車
●ご注文商品コード： EC5040
●サイズ／W600×D900×H861㎜ 
●積載荷重／300㎏ 
●ハンドル折りたたみ可 
●プッシュブレーキ付
●コーナーバンパー付 
●単位／1台

［シャープ］
電子レジスタ
●ご注文商品コード： RS0828
●メーカー型番／XE-A147-W 
●サイズ／W335×D360×H190㎜ 
●質量／4㎏ 
●メーカー保証期間／1年 ●単位／1台

室内や夜間の作業に
適した微音台車。

物流現場で使える頑丈タイプ。

標準価格：オープン

提供価格：¥19,635
税別価格：¥17,850

標準価格：オープン

提供価格：¥20,306
税別価格：¥18,460

①標準価格：¥オープン

提供価格：¥1,595
税別価格：¥1,450

②標準価格：¥オープン

提供価格：¥855
税別価格：¥778

標準価格：¥3,740

提供価格：¥2,860
税別価格：¥2,600

流 通 倉庫、配送、店舗…
あらゆる現場作業に役立つ
幅広い商品をご用意。

業種向け商品はおまかせください。

プッシュブレーキ

電子レジスター

プラスチック台車

軍手

カッター（大型）

標準価格：¥2,750

提供価格：¥2,299
税別価格：¥2,090

① ② ③

①標準価格：オープン

提供価格：¥1,705
税別価格：¥1,550

②標準価格：オープン

提供価格：¥2,420
税別価格：¥2,200

①

②

透明OPP
ロール。

手切りOK！ 
カッターいらず。

①
〈使用例〉

〈使用例〉

※カッターは
別売です。

300
㎜

②

店名
ロゴ対応

1
シート

8
部門

SDインター
フェイス



〈受付時間〉日曜・祝祭日、年末年始、その他臨時休業日を除く
 月〜金 9：00〜19：00　土 9：00〜17：00

アクセスは
こちら……

お問い合わせはNetRICOHカスタマーサポートセンターへ

お取寄せ このマークのついた商品は、お取り寄せとなり、お届けに時間がかかる場合があります。 返品不可 このマークのついた商品は、お客様都合による返品・交換はお受けできません。
※表示されている「提供価格」は消費税10％を含んだ価格となっています。尚、軽減税率対象商品は税率8％を適用して表示しています。※掲載商品について、デザイン・仕様・パッケージ・価格が変更される場合があります。また、諸般の事情により
予告なく生産や供給が中止される場合があります。※記載されている商品名・メーカー名の多くは一般に日本国内または他の国における各社の登録商標です。※商品の仕様及び価格等は2020年5月時点のものです。

ログイン後 ショッピング
（NetRICOH）

〈Ver.1.0〉

［サンワサプライ］ 
グリーンレーザーポインター
●ご注文商品コード：CDM904
●メーカー型番／LP-G350 ●波長／532nm（緑色光） 
●サイズ／直径13.2×長さ152.5㎜ 
●電源／単4形電池2本（付属） ●質量／約77ｇ（電池含む） 
●レーザー到達距離／最大約200m（夜間使用時） ●色／ブラック ●単位／1個

［SEIKO］ 電波時計
●ご注文商品コード： EXV034
●メーカー型番／KX256S ●材質／枠：プラス
チック、風防：ガラス ●サイズ／φ280×D46㎜ 
●質量／600g ●電源／単3アルカリ電池1本付

（テスト用） ●秒針音／有 ●機能／おやすみ秒
針 ●単位／1台

［KOKUYO］ 額縁（金ラック）
●ご注文商品コード：D86532
●メーカー型番／カ-RA4 ●適応サイズ／規格A4 
●フレーム内寸法／タテ285×ヨコ198㎜ 
●材質／ 表装材：ガラス（厚み2㎜）、フレーム：再生ポリスチレン（ウレタン塗装）、
裏板：MDF ●質量／ 600g ●用紙の厚み／1㎜まで ●付属品／ひも・ひもど
め金具・額吊り金具 ●単位／1枚 ※商品は箱に入っています。

［マグエックス］ 
カラーボタン
●ご注文商品コード：
D53176   
●メーカー型番／
MFCB-30-5P-C 
●サイズ／直径30×10㎜ 
●5色各1個
●単位／1パック（5個入）

［トンボ鉛筆］ 鉛筆8900
●ご注文商品コード：D51189   
●メーカー型番／8900-HB ●仕様／HB 
●6角軸 ●単位／1ダース（12本入）

［SONIC］ 
暗証番号キーボックステンキー式
●ご注文商品コード： TS5693
●メーカー型番／KS-7121 
●24個吊 ●材質／本体：スチール・
ABS、キーホルダー：PMMA・スチール 
●サイズ／W215×D98×H315㎜ 
●質量／3,230g ●緊急解除キー付 
●単3乾電池4本使用（別売） 
●単位／1個

［KOKUYO］ 
文書保存箱（A判ファイル用）
●ご注文商品コード： D50103  （A4用）
●メーカー型番／A4-FBX1 ●材質／段ボール（古紙
パルプ配合）●外寸／タテ285×ヨコ420×奥行327
㎜ ●内寸／タテ260×ヨコ410×奥行317㎜ ●単
位／1パック（10個入）

［SEED］ 
①②レーダー／
③カラフルレーダーライト60
●ご注文商品コード：
D55877  （①小） D55878  （②大）　

TS7629  （③小、5色アソート） 
●サイズ／
①③小W43×D18×H12㎜ 
②大W55×D24×H12㎜ 
●単位／①②1個 
③1パック（5個入）

［tesa］ ラインテープ
●ご注文商品コード：
R60817  （①黄）

R60818  （②白）　
●サイズ／幅50㎜×長さ33m 
●色／①黄 ②白
●単位／1巻
※屋外での使用には適しません。

［KOKUYO］ 返品不可  メーカー組立・設置

リスマ フラップテーブル
（パネル付きタイプ・棚なし）

●ご注文商品コード： FL6064
●メーカー型番／KT-P1101PAWN3 ●色／ホワ
イト ●本体サイズ／W1,800×D600×H720㎜ 
●材質／天板表面材：メラミン樹脂化粧板、天板エ
ッジ：オレフィン樹脂、天板芯材：ペーパーコア、パネ
ル：ABS樹脂、支柱・脚：スチール（メラミン焼付塗装・
フラットシルバー色） ●パネル寸法／W1,790×
H300㎜ ●下肢空間寸法／W1,640×H645㎜ 
●質量／約29.8㎏ ●仕様／双輪キャスター（スト
ッパー2個付）●単位／1台

TANOSEE 
ホワイトボード
●ご注文商品コード： FE7299
●メーカー型番／TWBK-12090 ●仕
様／無地 タテ・ヨコ兼用 ●質量／
5.0kg ●材質／表面：スチール塗装白
板、裏面：スチールトタン、枠：アルミニウム、
芯 ：段ボール ●付属品／トレー、洋折釘
2個 ●マグネット可 ※マーカー、イレーザ
ーは付属されておりません。●単位／1枚

標準価格：¥528

提供価格：¥354
税別価格：¥322

標準価格：¥187

提供価格：¥126
税別価格：¥115

標準価格：¥1,782

提供価格：¥1,034
税別価格：¥940

標準価格：オープン

提供価格：¥1,540
税別価格：¥1,400

標準価格：¥89,980

提供価格：¥54,890
税別価格：¥49,900

標準価格：オープン

提供価格：¥6,677
税別価格：¥6,070

標準価格：¥18,700

提供価格：¥10,945
税別価格：¥9,950

胸ポケットに収納できるクリップ付き、
視認性の良いグリーンレーザーポインター。

従来品※より針が
見やすく文字板が広い！

高級感のあるウレタン塗装仕上げ。

倉庫や体育館でのライン引きに。

5色セットで
用途別に使い分け。

8桁までの暗証番号が設定
できてガードもしっかり!!

A4ファイルの保管に。

よく消える高性能消しゴムの定番。

徹底した使い勝手のよさを追求。
軽快にセッティングできる。

24足収容。スリッパも置ける中棚付き。

愛用者の多いロングセラー商品。

タテ・ヨコ使用可能な
お得なホワイトボード。

［KOKUYO］ 返品不可  メーカー組立・設置

シューズボックス 
●ご注文商品コード： CP1171
●メーカー型番／SX-46TF1N
●仕様／4列6段、中棚付 
●材質／本体：スチール（焼付塗装） 
●本体サイズ／W1,002×D330×H1,590㎜ ●ボックス1個あたり内寸
法／W225×D318×H235㎜ ●質量／約47㎏ ●色／ナチュラルグレー 
●単位／1台 ※中棚は取り外すことはできません。
※転倒防止のため、金具を使用した壁・床との固定をおすすめします。

教 育 授業運営から学校行事まで
様々な教育シーンを
バックアップ。

業種向け商品はおまかせください。

標準価格：¥3,850

提供価格：¥2,618
税別価格：¥2,380

標準価格：¥8,250

提供価格：¥4,697
税別価格：¥4,270

標準価格：オープン

提供価格：¥6,875
税別価格：¥6,250

〈使用例〉
※ ファイルは付属

しておりません。

※緊急解除キーは追加購入できません。
※本体には写真通りのホルダーが含まれます。

① 標準価格：¥66

提供価格：¥44
税別価格：¥40

② 標準価格：¥110

提供価格：¥66
税別価格：¥60

③ 標準価格：¥330

提供価格：¥198
税別価格：¥180

①

①

②

②

③

〈②使用例〉

※KX379比較

280
直径

㎜

標準価格：¥103,070

提供価格：¥65,351
税別価格：¥59,410

902
㎜

厚さ 51㎜ （トレー含む）

吊り
下げ

塗装鋼板
タイプ

マグネット

鉛筆

1,202㎜



〈受付時間〉日曜・祝祭日、年末年始、その他臨時休業日を除く
 月〜金 9：00〜19：00　土 9：00〜17：00

アクセスは
こちら……

お問い合わせはNetRICOHカスタマーサポートセンターへ
ログイン後 ショッピング

（NetRICOH）

〈Ver.1.0〉

Print Out Factoryはクリップアートや素材集
ほか15,000点以上、無料でご提供するサービスです！

https://www.myricoh.jp/
にログインして無料素材集
（プリントアウトファクトリーをクリック)

文字・マーク、モノ・雑貨、オフィス・仕事など
クリップアート

カレンダー、販促・ノベルティ、ポスターなど
ビジネス

メリット①新型ウイルス対策として注意喚起を促すポスターなどがダウンロードできます。その他、クリップアート集など
パワーポイント資料作成時にお役に立てます。

メリット②ビジネスシーンでお役に立てるカレンダーや販促・ノベルティなどのテンプレートがダウンロードできます。
メリット③お客様からイラストやテンプレートのリクエストを受付しております。

リコージャパンのポータルサイトMyRICOHより新型コロナウイルス
対策 補助金・給付金情報やテレワーク特集が閲覧できます。

MyRICOHにログインされますとIT担当者向けの情報やテレワークでお役に立てる情報をご紹介をしております。

MyRICOHログイン前の画面

◆テレワーク記事まとめページ『働き方改革ラボ』

◆「新型コロナウイルス対策 補助金・給付金」
特設ページ

◆「新型コロナウイルス対策無料素材」 特集ページ

https://www.myricoh.jp/
にログインして
オフィスで役立つコラム集をクリック

セキュリティ対策について在宅勤務のPC選びについてテレワーク導入について

https://www.myricoh.jp/login/



0120-668-813
NetRICOHカスタマーサポートセンター

■MyRICOHショッピング（NetRICOH）について
　ご不明な点はこちらまで

●お問い合わせ・ご用命は…

●受付時間：平日（月～金）9時～19時／土曜日9時～17時
　（日曜、祝祭日、年末年始、その他臨時休業日を除く）
●通話料は無料です。
●お問い合わせの内容・発信者番号は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・

記録をさせていただいております。
●お問い合わせ内容は、品質向上のためリコーグループ関係部門で共同利用させていた

だきます。

ご利用開始までの流れ（ご利用登録は無料です）

ご利用のお申し込み

貴社担当営業まで、貴社名・ご担当
様名・Eメールアドレスなどをお知ら
せください。

STEP1
仮パスワードの発行

仮パスワードをお送りします。

STEP2
Webでご利用登録

仮パスワードでログイン後、ご利用
規約への同意・ご登録内容の確認を
していただき、本登録完了です。

STEP3
ご利用開始

オンラインショッピングをはじめ、さ
まざまなMyRICOHのサービスをご
利用いただけます。

STEP4

NetRICOH NetRICOH
NetRICOH

※商品の仕様及び価格等は2020年5月時点のものです。

https://www.myricoh.jp
アクセスはこちら……

ショッピング（NetRICOH）ログイン後

〈Ver.1.0〉

オフィス用品から現場用品まで

多彩なラインアップ
「担当営業」

MyRICOHショッピング

にお任せください！
ご利用登録無料

ワンクリックで簡単・安心！
お客様専用ページに
弊社担当営業と
コンタクトが取れる
機能をご用意しています。

お気軽にご相談
いただける

便利な購買機能
ログイン後TOP画面のメニューボタンから

事前承認者を任意で
4名まで設定可能です。

承認依頼

メール

承認機能

注文履歴・
リピートオーダー

消耗品クイックオーダー 商品名による注文履歴の検索ができるように
なりました！

注文履歴からカートインができるようになり、
リピート注文がしやすくなりました！

商品画像が表示され、分かりやすくなりました！

数量を入れるだけで簡単発注！

作成者 承認者（1名）

オフィスの必需品から
現場用品まで豊富な品揃え。




