
オフィスサプライ� 2020年6月現在

連番 対象
ページ

ページ内
位置 カテゴリー メーカー名 商品名 注文コード 誤表記箇所 誤った内容 正しい内容

1 964 上段・左 オフィス
生活用品 カウネット プラスチック手袋　

粉無

6534-1193
6534-1247
6534-1209
6534-1230
6534-1216
6534-1223

指先の厚さ
（ピクト）

2 1162 上段 オフィス
作業用品 アイリスオーヤマ BOXコンテナ

6472-2115
6472-2122
6472-2139
6472-2177

容量表記
（商品写真上・
表組内） 表組内　①6.6ℓ　  ②10.5ℓ

　　　　④17.5ℓ　⑦19.2ℓ
表組内　① 3.9ℓ　 ② 6.3ℓ
　　　　④ 11.4ℓ　⑦ 12.8ℓ

オフィスサプライ� 2020年2月現在

連番 対象
ページ

ページ内
位置 カテゴリー メーカー名 商品名 注文コード 誤表記箇所 誤った内容 正しい内容

1 106 下段・右 OAパソコン
用品 サンワサプライ キーボードマルチ

カバー 6335-2016 表組外
サイズ表記 ●サイズ/W350～485×D150～200㎜ ●サイズ/W400～500×D150～200㎜

2 187 下段・右 事務機器 キングジム 「テプラ」PROテープ
カートリッジ　りぼん 6535-0249 表組内

りぼん色 フューシャンピンクに黒文字 フューシャピンクに黒文字

3 503 2段目 文具・
事務用品 マグエックス 広幅マグネット

ホワイトボードシート 6538-4770 包装単位 <包装単位：5> <包装単位：①～③5、④2>

4 569 下段 ノート・
紙製品 コクヨ

ポケットメモ
<メモラー>
（スパイラルとじ）3色

5433-3369 
5433-3376 
5433-3383 
5433-3390

商品写真

5 571 中段 ノート・
紙製品 コクヨ 決定版便箋

5113-0626 
5804-5541 
5113-0640 
5113-0602 
5113-0589 
5113-0725 
5113-0732 
6007-3587

キャッチ
コピー

風合いのある絹目上質紙や和紙などを使った
便箋

風合いのある上質紙や和紙などを使った
便箋

6 805 上段・左 オフィス
生活用品 サンナップ クリップマドラー 5745-9141 

5966-8817 包装単位 <包装単位：100> <包装単位：10/100>

7 862 上段 オフィス
生活用品 サラヤ

ノータッチ式
ディスペンサー
GUD-１０００
 
ヒビスコールSH/
ウィル・ステラVH

6228-2987 
6228-2994 
6537-0278 
6228-3007 
6228-3014

表組外
単位表記不足

 

●有効成分/④⑤クロルヘキシジングルコン
酸塩、エタノール約72.3％、⑥～⑧エタノー
ル約72％

 

 
●有効成分 /④⑤クロルヘキシジング
ルコン酸塩、エタノール約 72w/w％、
⑥～⑧エタノール約 72w/w％

8 887 中段・右 オフィス
生活用品 ユニ・チャーム

シルコット　
ピュアウォーター　
詰替用

6228-7593 
6341-0495 商品写真番号

9 938 中段・左 オフィス
生活用品 ユニ・チャーム

ウェーブ
ハンディワイパー　
伸縮タイプ

6472-1101
商品写真横
表組内
サイズ表記

表組内　全長約400～960mm 表組内　全長約490～960mm

お客様各位

2020年号カタログ　誤表記のお詫びと訂正

カタログ掲載情報において、当方の不手際により以下の誤りを発生させました。深くお詫び申し上げます。

誠にお手数ですが下記に基づいて訂正していただきたくお願い申し上げます。

コクヨ　　　★ 2020 
オフィス用品カタログ

●q ●w ●e

●r

●q ●w ●e

●r

●❹●❺

エタノール 約 72.3%

●●❻〜❽

エタノール 約 72% エタノール 約 72%

●❹〜❽

約400〜　
960mm

●e詰替用 ●e詰替用●w詰替用 ●w詰替用

約490〜　
960mm

指先の厚さ

約0.18mm

指先の厚さ

約0.09mm

●❶
6.6ℓ 10.5ℓ

●❷ ●❹
17.5ℓ 19.2ℓ

●❼ ●❶
3.9ℓ 6.3ℓ

●❷ ●❹
11.4ℓ 12.8ℓ

●❼



連番 対象
ページ

ページ内
位置 カテゴリー メーカー名 商品名 注文コード 誤表記箇所 誤った内容 正しい内容

10 1054 中段 オフィス
生活用品 パナソニック

一波長形蛍光灯　
４０W形
ラピッドスタート形 
　　　　　　　　　　
グロースターター形

6468-6011 
6537-8120 
6468-6004 
6537-8137 

表組内
メーカー型番

①FLR40S・W/M-X・36
②FLR40S・N/M-X・36
④FL40SS・W/37
⑤FL40SS・N/37

①FLR40S・W/M-X・36R 
②FLR40S・N/M-X・36R
④FL40SS・W/37R
⑤FL40SS・N/37R

11 1088 下段・左 オフィス
作業用品 ニチバン マスキングテープ

Ｎｏ．２２２

6532-6756 
6532-6763 
6532-6770 
6532-6787 
6532-6794 
6532-6800 
6532-6817 
6532-6824

包装単位

<包装単位：①100、②80/800、③70/700、
④60/600、⑤50/500、⑥40/400、⑦
30/300、⑧20/200>  <包装単位：10/100>

12 1118 下段・左 オフィス
作業用品

ヤマニパッケージ
　 レジ袋

6533-0227 
6533-0241 
6533-0265 
6533-0234 
6533-0258 
6533-0272

商品名 Ａ４　レジ袋 レジ袋

13 1143 上段・右 オフィス
作業用品 川西工業 作業用マスク　

カップ型　50枚入 6381-9120 商品区分表示 ※本商品は都合によりお取り扱いを終
了いたしました。

14 1153 下段 オフィス
作業用品 ショーワグローブ ＥＸフィット手袋

（ノンコート）

6532-9825 
6532-9832 
6532-9849 
6532-9856 
6532-9863 
6532-9870

発注単位、
入数表記

発注単位　1双 発注単位　1パック（20 枚入）

15 1169 上段 オフィス
作業用品 カウネット

荷物の量で
サイズチェンジ！
連結静音樹脂台車

6534-7874 仕様情報不足

※連結はタテ方向に２列、ヨコ方向に
４列が最大。 
※積載物がない、あるいはスロープな
どの傾斜がある場所では連結が外れる
場合があるのでご注意ください。

※連結はタテ方向に２列、ヨコ方向に
４列が最大。 
※積載物がない、あるいはスロープな
どの傾斜がある場所では連結が外れる
場合があるのでご注意ください。 
※前後タテ連結の場合は、前の台車は
金沢車輌社製の連結式ジョイントキャリー
（注文コード：6532-7470）をご使用
ください。 
当商品を前後タテ連結すると曲がりま
せんのでご注意ください。

オフィス家具

連番 対象
ページ

ページ内
位置 カテゴリー メーカー名 商品名 注文コード 誤表記箇所 誤った内容 正しい内容

16 1270 上段 オフィス
家具 コクヨ ミケット　

合板シート　塗装脚

6552-3315 
6552-3346 
6552-3384 
6552-3414 
6552-3452 
6552-3483 
6552-3520 
6552-3551

材質 ●材質：背・座/メラミン化粧板・ブナ成型
合板

●材質：背・座/メラミン化粧板・ビー
チ成型合板

17 1272 下段 オフィス
家具 コクヨ 電話台（角パイプ脚） 5204-6919

商品写真横
表組外
外寸法

●外寸法（ｍｍ）：幅452×奥行452×高さ①
②720③700

●外寸法（ｍｍ）：①②幅452×奥行452
×高さ720、③幅450×奥行450×高さ
700

18 1274 下段 オフィス
家具 コクヨ コートハンガー　

単柱タイプ 6552-6118 納期マーク ②「早」マークあり ②「早」マークなし

防じんマスク

452mm 452mm

70
0m

m

●❸ 450mm 450mm

70
0m

m

●❸

20
枚入り

1
双入り

作業用マスク


