
オフィスサプライ� 2021年12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

1 876 中段右 オフィス
生活用品

第一三共
ヘルスケア マキロン 6619-1094 表組下の成分

●成分（分量100㎖中）/ベンゼトニウム塩
化物0.1g、アラントイン0.2g、クロルフェニ
ラミンマレイン酸塩0.2g

●成分（分量100㎖中）/ベンゼトニウ
ム塩化物50mg ●添加物/エタノール、
リン酸二水素Na、リン酸水素Na、香料、
チモール、l-メントール

オフィスサプライ� 2021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

1 598 下段左 ノート・
紙製品 カウネット

カウネットふせん　
75×75　混色　
30冊入

6617-4080 表組内の
入り数 2冊×3 各2冊×3

2 619 下段右 ノート・
紙製品

スリーエム　
ジャパン

ポスト・イット　
ジョーブ詰替タイプ

（詰替用）／
詰替用エコノパック

5341-6414
5341-6421
5341-6438
5341-6384
5341-6391
5341-6407
6382-4926
6382-4933

環境マーク
注文コードの
色

「グリーン購入法適合」なし
「GPNエコ商品ねっと掲載」なし
注文コードの色：青

　　　　　　　   
　　　　　　　　

注文コードの色：緑

3 903 上段右 オフィス
生活用品

ユニバーサル・
ペーパー

リビィ　ペーパー
タオルディスペンサー 6350-6655 表組下のサイ

ズ ●サイズ/W288×D135×H130mm ●サイズ/W238×D135×H130mm

オフィスサプライ� 2021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 20 下段 OA・パソコン
用品 キヤノン

プレミアム普通紙
LFM-PPP/B2/80
1箱（2本入）

6617-0631 表組下の
メーカー型番

 
●�8154A621 

 
●�8154A021 

2 228 上段 ファイル コクヨ

チューブファイル
〈ロングボディ〉（２穴）

チューブファイル
〈ロングボディ〉（４穴）

5114-2698 
5114-2728 
5114-2773 
5114-2711 
5114-2759 
5114-2803

ラベル印字
ソフト対応
マーク

「合わせ名人」には対応しておりません

3 232 下段 ファイル コクヨ Ｄリングファイル
〈スムーススタイル〉

6618-7066 
6618-7073 
6618-7080 
6618-7097 
6618-7103 
6618-7110 
6618-7127 
6618-7134 
6618-7141 
6618-7158 
6618-7165 
6618-7172

表組下表記 ●とじ具と表紙の分別廃棄可能 ●とじ具と表紙の分別廃棄可能（①②のみ）

4 241 下段 ファイル キングジム プレスロックファイル 5127-0285
背見出し紙
写真について
の説明文

 
背見出し裏面はスクエア３パターン付き 背見出し裏面はスクエアパターン付き

5 349 中段右 文具・
事務用品 コクヨ

テープのり
＜ドットライナー
コンパクト＞

6608-3436 商品本体写真

6 613 下段 ノート・
紙製品 ヤマト メモックロールテープ

詰替え用

5149-7286 
5150-0139 
5150-0146

環境マーク 「エコマーク認定商品」なし

7 654 中段 筆記具・
修正用品 パイロット アクロボール3/4

6273-0952 
6273-0969 
6273-0976 
6535-2632 
6535-2656 
6535-2649

表組下の材質 ●胴・鞘は再生PC　 ●胴は再生 PP・鞘は再生 PC

お客様各位

＠office2021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　　　★ 2021 
@office カタログ

●q●q

●❾のみ

●�●�のみ



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

8 739 下段右 オフィス
生活用品 メリタジャパン 電動コーヒーミル 6618-4553 商品写真の色

ブラック ダークネイビー

9 980 下段 オフィス
生活用品 オルディ

ポリバック
エコノミーＢＯＸ
タイプ（透明）
 
ポリバック
エコノミーＢＯＸ
タイプ（乳白）

5746-0628 
5746-0635 
5746-0642 
5894-5841 
5894-5858 
5894-5865

環境マーク 「グリーン購入法適合商品」 なし 
「GPNエコ商品ねっと掲載」なし　

10 982 下段左 オフィス
生活用品 ケミカルジャパン 再生材料入りポリ袋

6120-9015 
6120-9022 
6120-9039 
6120-9046 
6120-9053

環境マーク 「グリーン購入法適合商品」 なし

11 1021 下段右 オフィス
生活用品 シチズン エコライフＭ８１５ 6188-8357 表組下の質量 ●質量/1600g ●質量 /1200g

12 1133 上段左 オフィス
作業用品 ワヨー カードクリップ 5892-0190 商品写真横の

寸法線の値

13 1138 上段 オフィス
作業用品 トラスコ中山

JIS規格　安全標識　
4ケ国語仕様

JIS規格　安全標識　
2ケ国語仕様

6618-1811 
6618-1828 
6618-1835 
6618-1842 
6618-1859 
6618-1866 
6618-1873 
6618-1880 
6618-1897 
6618-1903 
6618-1910 
6618-1927

 
表組下の
取付穴径 ●取付穴径/25mm　 ●取付穴径 /2.5mm

14 1141 上段 オフィス
作業用品 ＷＩＮＧ　ＡＣＥ

ブルーシート
原反ロールタイプ薄手

ブルーシート／
UVシート

5746-2806 
5746-2813 
6336-2190 
6336-2206 
6336-2145 
6336-2152 
6336-2169 
6336-2176 
6336-2183

表組下の厚み
●厚み/約0.1mm　

●厚み/①〜⑤約0.1mm　

●厚み / 約 0.09mm

●厚み / ①〜⑤約 0.09mm

15 1145 下段 オフィス
作業用品 小野商事 反射安全ベスト 6549-4752 

6549-4769
メーカー名
表記 RIVERFIELD　 小野商事

16 1148 下段左 オフィス
作業用品 ＷＩＮＧ　ＡＣＥ ガーテックスつなぎ 6532-8880

サイズ表ＬＬ
（適応胴囲）
寸法

86〜106 86 〜 96

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

17 1264 中段 オフィス家具 コクヨ ミケット　
合板シート　塗装脚 6552-3452

表組下の
スタック数量
カッコ内

●スタック数量/床4脚（⑤のみチェアーポー
ター 8脚）

●スタック数量/床4脚（⑤のみチェアー
ポーター 10脚）

●q

90

27

50
●q

90

27

60


