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廃番状況（予定）

オフィス生活用品 6521-0345 365316 <K35>365316 オープン 6030 花王 ヘルシア緑茶　１０５０ｍｌ×１２本
①価格②内容量（1000ml×12本→1050ml×12
本）

← 5794-2858 <K35>154170 オープン 5800 花王 ヘルシア緑茶　１Ｌ×１２本 762 2019年4月下旬

オフィス生活用品 6521-0314 361240 <K35>361240 オープン 810 花王 アタックＺＥＲＯ　本体　大　６１０ｇ 新シリーズへリニューアル ← 6416-9996 <K35>336002 オープン 880 花王 アタックＮｅｏ抗菌ＥＸパワー　大サイズ本体　６１０ｇ 822 2019年4月上旬

オフィス生活用品 6521-0338 361288 <K35>361288 オープン 1640 花王 アタックＺＥＲＯ　詰替　１３５０ｇ 新シリーズへリニューアル ← 6416-9989 <K35>334879 オープン 1750 花王 アタックＮｅｏ抗菌ＥＸパワー　詰替　１３００ｇ 822 2019年4月上旬

オフィス生活用品 6521-0406 282969 <L01>282969 オープン 560 ライオン ソフラン　プレミアム消臭　本体　フローラルアロマ　５５０ｍｌ 内容量（620ml→550ml） ← 6426-5704 <L01>254911 オープン 670 ライオン
ソフラン　プレミアム消臭プラス　本体　フローラルアロマ　６
２０ｍｌ

826 2019年4月下旬

オフィス生活用品 6521-0413 282976 <L01>282976 オープン 470 ライオン ソフラン　プレミアム消臭　詰替　フローラルアロマ　４５０ｍｌ 内容量（480ml→450ml） ← 6426-5711 <L01>254928 オープン 530 ライオン
ソフラン　プレミアム消臭プラス　詰替　フローラルアロマ　４
８０ｍｌ

826 2019年4月下旬

オフィス生活用品 6521-0420 283089 <L01>283089 オープン 560 ライオン ソフラン　プレミアム消臭　本体　ホワイトハーブアロマ　５５０ｍｌ 内容量（620ml→550ml） ← 6416-9842 <2LT>255055 オープン 670 ライオン
ソフラン　プレミアム消臭プラス　本体　ホワイトハーブアロ
マ　６２０ｍｌ

826 2019年4月下旬

オフィス生活用品 6521-0437 283096 <L01>283096 オープン 470 ライオン ソフラン　プレミアム消臭　詰替　ホワイトハーブアロマ　４５０ｍｌ 内容量（480ml→450ml） ← 6416-9859 <2LT>255093 オープン 530 ライオン
ソフラン　プレミアム消臭プラス　詰替　ホワイトハーブアロ
マ　４８０ｍｌ

826 2019年4月下旬

オフィス生活用品 6521-0444 283140 <L01>283140 オープン 560 ライオン ソフラン　プレミアム消臭　本体　フルーティーグリーンアロマ　５５０ｍｌ 内容量（620ml→550ml） ← 6417-0084 <L01>255130 オープン 670 ライオン
ソフラン　プレミアム消臭プラス　本体　フルーティーグリーン
アロマ　６２０ｍｌ

826 2019年4月下旬

オフィス生活用品 6521-0451 283157 <L01>283157 オープン 470 ライオン ソフラン　プレミアム消臭　詰替　フルーティーグリーンアロマ　４５０ｍｌ 内容量（480ml→450ml） ← 6417-0091 <L01>255147 オープン 530 ライオン
ソフラン　プレミアム消臭プラス　詰替　フルーティーグリーン
アロマ　４８０ｍｌ

826 2019年4月下旬

ノート・紙製品 6521-0376 ﾍﾞ125 <KNK>ﾍﾞ125 370 － 菅公工業 角２ビニールバッグのみ　マチ付（４０ミリ）　Ａ４サイズ用　１枚　包装パックなし 包装単位 ← 6128-7488 <KNK>ﾆ025 370 － 菅公工業
角２ビニールバッグのみ　マチ付（４０ミリ）　Ａ４サイズ用　透
明

597 廃番済

ノート・紙製品 6521-0383 ﾍﾞ126 <KNK>ﾍﾞ126 420 － 菅公工業 角０ビニールバッグのみ　マチ付（５３ミリ）　Ｂ４サイズ用　１枚　包装パックなし 包装単位 ← 6128-7471 <KNK>ﾆ035 420 － 菅公工業
角０ビニールバッグのみ　マチ付（５３ミリ）　Ｂ４サイズ用　透
明

597 廃番済

ノート・紙製品 6521-0390 ﾍﾞ127 <KNK>ﾍﾞ127 オープン 530 菅公工業 Ａ３ビニールバッグのみ　マチ付（３７ミリ）　Ａ３サイズ用　透明　１枚　包装パックなし包装単位 ← 6471-6893 <KNK>ﾆ460 オープン 530 菅公工業
Ａ３ビニールバッグのみ　マチ付（３７ミリ）　Ａ３サイズ用　透
明

597 廃番済

事務機器 6471-5391 SR-S4000-20SBK <KSO>SR-S4000-20SBK オープン 70000 カシオ計算機 Bluetoothレジスター　ブラック Bluetooth対応、意匠ちがい ← 6382-0829 <KSO>TE-2700-20SBK オープン 70000 カシオ計算機 レジスター　ＴＥ－２７００－２０ＳＢＫ 212 2019年4月下旬

事務機器 6471-5407 SR-S4000-20SWE <KSO>SR-S4000-20SWE オープン 70000 カシオ計算機 Bluetoothレジスター　ホワイト
Bluetooth対応、意匠ちがい、色ちがい（シル
バー→ホワイト）

← 6382-0812 <KSO>TE-2700-20SSR オープン 70000 カシオ計算機 レジスター　ＴＥ－２７００－２０ＳＳＲ 212 2019年4月下旬

オフィス生活用品 6521-0468 LDR7LWHB10 <MTS>LDR7LWHB10 オープン 8890 パナソニック ＬＥＤ電球　ハイビーム電球タイプ　電球色 消費電力が軽減 ← 6272-3954 <MTS>LDR13LWW オープン 10500 パナソニック ＬＥＤ電球　ハイビーム電球タイプ　電球色 973 2019年3月下旬

筆記具・修正用品 6521-0277 043-304 <2DE>043-304 200 － デビカ 消しゴム付補助軸 包装単位 ← 6471-6022 <2DE>043304 200 － デビカ 消しゴム付補助軸　銀 677 廃番済

筆記具・修正用品 6521-0260 043-303 <2DE>043-303 160 － デビカ 補助軸 包装単位 ← 6471-6015 <2DE>043303 160 － デビカ 補助軸　銀 677 廃番済

オフィス家具／その他 6521-0024 RFSCR-BLLXAJ <8GR>RFSCR-BLLXAJ オープン 19100 アール・エフ・ヤマカワＳＨインフォスクリーン　ロータイプ　クロス　アジャスター　ブルー
変更点：①芯材の変更（LDF→XPS）　②重量
（9.1㎏→4.8㎏）　※外観変更ナシ　※強風が吹く
ような場所でのご使用は控えてください

← 6382-6388 <8GR>RFSCR-BLLAJ オープン 19100
アール・エフ・
ヤマカワＳＨ

インフォスクリーン　ロータイプ　クロス　アジャスター　ブ
ルー

1141 2019年3月下旬

オフィス家具／その他 6521-0031 RFSCR-BLXCA <8GR>RFSCR-BLXCA オープン 25300 アール・エフ・ヤマカワＳＨインフォスクリーン　ハイタイプ　幅８００　クロス　キャスター　ブルー
変更点：①芯材の変更（LDF→XPS）　②重量
（15.2㎏→7.7㎏）　※外観変更ナシ　※強風が吹
くような場所でのご使用は控えてください

← 6382-6494 <8GR>RFSCR-BLLCA オープン 25300
アール・エフ・
ヤマカワＳＨ

インフォスクリーン　ハイタイプ　幅８００　クロス　キャスター
ブルー

1141 2019年3月下旬

オフィス家具／その他 6521-0048 RFSCR-BLLXCA <8GR>RFSCR-BLLXCA オープン 22800 アール・エフ・ヤマカワＳＨインフォスクリーン　ロータイプ　クロス　キャスター　ブルー
変更点：①芯材の変更（LDF→XPS）　②重量
（9.6㎏→5.4㎏）　※外観変更ナシ　※強風が吹く
ような場所でのご使用は控えてください

← 6382-6395 <8GR>RFSCR-BLLLCA オープン 22800
アール・エフ・
ヤマカワＳＨ

インフォスクリーン　ロータイプ　クロス　キャスター　ブルー 1141 2019年3月下旬

オフィス家具／その他 6521-0055 RFSCR-BLXAJ <8GR>RFSCR-BLXAJ オープン 21700 アール・エフ・ヤマカワＳＨインフォスクリーン　ハイタイプ　幅８００　クロス　アジャスター　ブルー
変更点：①芯材の変更（LDF→XPS）　②重量
（11.5㎏→6㎏）　※外観変更ナシ　※強風が吹く
ような場所でのご使用は控えてください

← 6382-6487 <8GR>RFSCR-BL-S オープン 21700
アール・エフ・
ヤマカワＳＨ

インフォスクリーン　ハイタイプ　幅８００　クロス　アジャス
ター　ブルー

1141 2019年3月下旬

オフィス家具／その他 6521-0062 RFSCR-BLWXCA <8GR>RFSCR-BLWXCA オープン 32200 アール・エフ・ヤマカワＳＨインフォスクリーン　ハイタイプ幅１２００　クロス　キャスター　ブルー
変更点：①芯材の変更（LDF→XPS）　②重量
（15.7㎏→8.3㎏）　※外観変更ナシ　※強風が吹
くような場所でのご使用は控えてください

← 6382-6517 <8GR>RFSCR-BLWLCA オープン 32200
アール・エフ・
ヤマカワＳＨ

インフォスクリーン　ハイタイプ幅１２００　クロス　キャスター
ブルー

1141 2019年3月下旬

オフィス家具／その他 6521-0079 RFSCR-BLWXAJ <8GR>RFSCR-BLWXAJ オープン 28600 アール・エフ・ヤマカワＳＨインフォスクリーン　ハイタイプ幅１２００　クロス　アジャスター　ブルー
変更点：①芯材の変更（LDF→XPS）　②重量
（15.2㎏→7.7㎏）　※外観変更ナシ　※強風が吹
くような場所でのご使用は控えてください

← 6382-6500 <8GR>RFSCR-BLW-S オープン 28600
アール・エフ・
ヤマカワＳＨ

インフォスクリーン　ハイタイプ幅１２００　クロス　アジャス
ター　ブルー

1141 2019年3月下旬

オフィス家具／その他 6521-0086 RFSCR-GYLXAJ <8GR>RFSCR-GYLXAJ オープン 19100 アール・エフ・ヤマカワＳＨインフォスクリーン　ロータイプ　クロス　アジャスター　グレー
変更点：①芯材の変更（LDF→XPS）　②重量
（9.1㎏→4.8㎏）　※外観変更ナシ　※強風が吹く
ような場所でのご使用は控えてください

← 6382-6401 <8GR>RFSCR-GYLAJ オープン 19100
アール・エフ・
ヤマカワＳＨ

インフォスクリーン　ロータイプ　クロス　アジャスター　グ
レー

1141 2019年3月下旬

オフィス家具／その他 6521-0093 RFSCR-GYXCA <8GR>RFSCR-GYXCA オープン 25300 アール・エフ・ヤマカワＳＨインフォスクリーン　ハイタイプ　幅８００　クロス　キャスター　グレー
変更点：①芯材の変更（LDF→XPS）　②重量
（12㎏→5.4㎏）　※外観変更ナシ　※強風が吹く
ような場所でのご使用は控えてください

← 6382-6531 <8GR>RFSCR-GYLCA オープン 25300
アール・エフ・
ヤマカワＳＨ

インフォスクリーン　ハイタイプ　幅８００　クロス　キャスター
グレー

1141 2019年3月下旬

オフィス家具／その他 6521-0109 RFSCR-GYLXCA <8GR>RFSCR-GYLXCA オープン 22800 アール・エフ・ヤマカワＳＨインフォスクリーン　ロータイプ　クロス　キャスター　グレー
変更点：①芯材の変更（LDF→XPS）　②重量
（9.6㎏→5.4㎏）　※外観変更ナシ　※強風が吹く
ような場所でのご使用は控えてください

← 6382-6418 <8GR>RFSCR-GYLLCA オープン 22800
アール・エフ・
ヤマカワＳＨ

インフォスクリーン　ロータイプ　クロス　キャスター　グレー 1141 2019年3月下旬

オフィス家具／その他 6521-0116 RFSCR-GYXAJ <8GR>RFSCR-GYXAJ オープン 21700 アール・エフ・ヤマカワＳＨインフォスクリーン　ハイタイプ　幅８００　クロス　アジャスター　グレー
変更点：①芯材の変更（LDF→XPS）　②重量
（11.5㎏→6㎏）　※外観変更ナシ　※強風が吹く
ような場所でのご使用は控えてください

← 6382-6524 <8GR>RFSCR-GY-S オープン 21700
アール・エフ・
ヤマカワＳＨ

インフォスクリーン　ハイタイプ　幅８００　クロス　アジャス
ター　グレー

1141 2019年3月下旬
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オフィス家具／その他 6521-0123 RFSCR-GYWXCA <8GR>RFSCR-GYWXCA オープン 32200 アール・エフ・ヤマカワＳＨインフォスクリーン　ハイタイプ幅１２００　クロス　キャスター　グレー
変更点：①芯材の変更（LDF→XPS）　②重量
（15.7㎏→8.3㎏）　※外観変更ナシ　※強風が吹
くような場所でのご使用は控えてください

← 6382-6555 <8GR>RFSCR-GYWLCA オープン 32200
アール・エフ・
ヤマカワＳＨ

インフォスクリーン　ハイタイプ幅１２００　クロス　キャスター
グレー

1141 2019年3月下旬

オフィス家具／その他 6521-0130 RFSCR-GYWXAJ <8GR>RFSCR-GYWXAJ オープン 28600 アール・エフ・ヤマカワＳＨインフォスクリーン　ハイタイプ幅１２００　クロス　アジャスター　グレー
変更点：①芯材の変更（LDF→XPS）　②重量
（15.2㎏→7.7㎏）　※外観変更ナシ　※強風が吹
くような場所でのご使用は控えてください

← 6382-6548 <8GR>RFSCR-GYW-S オープン 28600
アール・エフ・
ヤマカワＳＨ

インフォスクリーン　ハイタイプ幅１２００　クロス　アジャス
ター　グレー

1141 2019年3月下旬
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ＯＡ・パソコン用品 6520-4504 0000264050 <2UN>0000264050 3980 - ソースネクスト いきなりＰＤＦ　スタンダードＶｅｒ．６
機能追加（PDF上に直接署名、履歴を残せる、
ファイルサイズ最適化など）

← 6462-6680 <2UN>0000247350 3980 - ソースネクスト ソースネクスト　いきなりＰＤＦ　スタンダードＶｅｒ．５ 74 2019年3月下旬

オフィス生活用品 6520-4511 103145 <2NF>103145 2400 - コカ・コーラ 爽健美茶　３００ｍｌ×２４本 容量（280ml→300ml） ← 6221-6692 <2NF>34016 2880 - コカ・コーラ 爽健美茶すっきりブレンド　２８０ｍｌ×２４本 755 2019年1月下旬
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