
学校事務用品特集
学校、幼稚園・保育園で必要なものがすぐそろう！

荷造りの定番。柔軟性があり結びやすい。

●サイズ／幅55mm×長さ100m
●材質／ポリプロピレン

TANOSEE
PPひも 玉巻 55mm×100m

80\ 【税抜】

お申込番号：368-6685

お掃除の必需品。

●サイズ／Φ275×H260mm
●容量／10L（10型）
●材質／ポリエチレン
●その他／フタ　お申込番号：563-3474（税抜149円）

ティーワールド
ホームバケツ 10型 10L

260\ 【税抜】

お申込番号：568-3383

軽作業におすすめ！無漂白キナリの軍手。

●数量／12双
●重量／約450g（12双）
●全長／約23cm
●中指長さ／約8cm
●材質／ポリエステル、綿、その他
●色／キナリ
●その他仕様／タイプ：スタンダード、特紡、7ゲージ、2本編み

TANOSEE
徳用軍手 450g キナリ

217\ 【税抜】

お申込番号：466-8929

スタンダードな4Lのじょうろ。

●サイズ／W590×D165×H215mm
●容量／約4L（4型）
●色／グリーン
●材質／PE

新輝合成
トンボ じょうろ 4型 グリーン

491\ 【税抜】

お申込番号：166-4459

【電波式】針が見やすく文字盤が広い掛時計。

●サイズ／直径280×奥行46mm ●重量／600g
●使用電池／単3アルカリ電池1本 ●材質／枠：プラスチック、風防：ガラス
●秒針音／あり ●機能／おやすみ秒針
●付属品／単3アルカリ電池1本（テスト用） ●保証期間／1年

セイコー
電波掛時計

2,380\ 【税抜】

お申込番号：369-2680
＜使用イメージ＞

指先までしっかりカバー、作業に好適。

●入数／10個 ●サイズ／小 ●内径／15.5mm ●長さ／41mm
●材質／天然ゴム

TANOSEE
指サック 小

240\ 【税抜】

お申込番号：616-5581

見出し用の小さめサイズ。

●内容量／９０枚×32冊 ●サイズ／15×50mm ●粘着側／短辺
●色／マルチカラー1（カレイドスコープ）
●アソート内容／アクアウェーブ、ライム、ポピー、オレンジ角8冊

3M
ポスト・イット 強粘着見出し マルチカラー1 50×15mm 4色

1,435\ 【税抜】
＜使用イメージ＞

お申込番号：315-6971

●内容量／400枚（200組） ●材質／再生紙100％ ●サイズ／レギュラー：220×230mm、
エコノミー：220×170mm ●生産国／日本 ●抗菌再生紙のエコノミーサイズのペーパータオル。
（※ペーパータオル内の雑菌繁殖を抑えます。すべての菌に効果があるわけではありません。）
●2枚重ねのソフトタイプ。 ●2枚重ねでしっかり拭ける。

衛生管理の必要なスペースに、
抗菌剤配合タイプ！

TANOSEE
ペーパータオル  抗菌・ダブル

119\ 【税抜】～

仕様 単位 お申込番号 価格(税抜)

レギュラー

1パック ¥128
1セット(5パック) ¥615
1ケース(40パック) ¥3,420
1セット(5ケース) ¥16,050

エコノミー

1パック ¥119
1セット(5パック) ¥565
1ケース(40パック) ¥4,160
1セット(5ケース) ¥19,600

※本紙に掲載された社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
※掲載商品のデザイン、仕様、パッケージ、価格等は予告なく変更される場合があります。また予告なく生産や供給が中止される場合があります。
※商品の仕様等詳細に関しては、Webまたはカタログをご確認ください。
※お取り寄せ商品はお届けにお時間を要する場合がございます。また、お取り寄せ商品の返品はお受けしておりませんので予めご了承ください。
※消費税は小数点以下四捨五入です。
※本製品の輸出（非居住者への役務提供等を含む）に際しては、外国為替及び外国貿易法等、関連する輸出管理法令等をご確認の上、必要な手続
　きをお取りください。ご不明な場合、または輸出許可等申請手続きにあたり資料等が必要な場合には、お買い上げの販売店またはお近くの弊社
　営業拠点にご相談ください。

■インターネットでのご注文 <24時間受付>

NECフィールディング株式会社 東京都港区三田一丁目4番28号 三田国際ビル 〒108-0073

https://shop.fielding.co.jp
■FAXでのご注文 <24時間受付>

無料ダイヤル　☎ 0120-958-868
■商品、お支払い、お届け、返品、不良品についてのお問い合わせ

無料ダイヤル　☎ 0120-896-900

発行日 2021/11/2 CN2021-093 Rev.01（有効期限2022年4月末日）

月曜～金曜　午前9時～午後5時（祝日・年末年始・当社指定定休日を除く）

1,000円以上（税抜）のご注文で
全国配送料無料！ 〈一部地域を除く〉

インターネットい～るでぃんぐ 〈24時間受付〉
https://shop.fielding.co.jp



再生紙40％のエコロジークラフト封筒。

●入数／100枚 ●サイズ／長4 ●寸法／タテ205×ヨコ90mm
●色／王子色クラフト ●坪量／70g/m2
●郵便番号枠／あり ●のり／なし
●貼り合わせ／サイド貼り
●古紙パルプ配合率／40％
●その他／※プリンター対応封筒ではありません。

TANOSEE
R40クラフト封筒 長4 70g/m2 〒枠あり

135\ 【税抜】

お申込番号：610-5624

パソコンデータ用のCD-R。

●入数／10枚 ●種類／CD-R ●容量／700MB ●対応倍速／48倍速
●レーベル／ホワイトワイドプリンタブル
●レーベル面ロゴ印字／なし ●ケース／薄型ケース
●インクジェットプリンタ対応／可

TANOSEE
データ用CD-R 700MB 48倍速 ホワイトワイドプリンタブル
5mmスリムケース

465\ 【税抜】

お申込番号：429-5372

オリジナルならではの品質とこの価格。

●フイルムタイプ／グロスタイプ（つや有り）
●フイルム厚／100μ

TANOSEE
ラミネートフィルム グロスタイプ(つや有り) 100μ

サイズ 寸法 数量 お申込番号 価格(税抜)

A3 W303×H426mm 20枚 ¥647
A4 W216×H303mm 20枚 ¥369
B4 W263×H370mm 100枚 ¥1,946
B5 W188×H263mm 100枚 ¥1,033

KING JIM テプラPROシリーズ
専用カートリッジ

●くりかえし使える。　エコマーク認定番号：17112045

KING JIM
キングジム テプラ PRO テープカートリッジ

※写真は12mm白です。

テープ幅 テープ色 文字色 お申込番号 価格(税抜)

12㎜ 白

黒

¥734
18㎜ 白 ¥1,030
12㎜ 赤 ¥734
18㎜ 赤 ¥1,030
12㎜ 黄 ¥734
18㎜ 黄 ¥1,030
12㎜ 緑 ¥734
18㎜ 緑 ¥1,030
12㎜ 青 ¥734
18㎜ 青 ¥1,030

品質と価格にこだわったゼムクリップ！

●入数／100個 ●サイズ／小
●クリップサイズ／23mm
●材質／スチール、ニッケルメッキ
●整理しやすい箱パッケージ

TANOSEE
ゼムクリップ 小 23mm シルバー

33\ 【税抜】

お申込番号：416-3053

箱入りオリジナルＷクリップ。

●入数／10個 ●色／ブラック
●材質／本体：スチール（鋼）、持手：スチール
●袋入と比べてかさばなない！

TANOSEE
ダブルクリップ

※写真は中 口幅25mmです。

仕様 とじ枚数 お申込番号 価格(税抜)

特大 口幅41mm 約160枚 ¥270
大 口幅32mm 約130枚 ¥110
中 口幅25mm 約100枚 ¥80
小 口幅19mm 約70枚 ¥45

ガムテープのこびりつきも落とす、
強力クリーナー。

●タイプ／強力 ●内容量／５0mｌ ●重量／62g ●寸法／W35×D35×H106mm
●成分／酢酸ブチル・ミネラルスピリット・シクロヘキサン・LPG
●用途／両面テープやガムテープなどのこびりついたテープはがし、頑固な汚れ落とし
●付属品／ヘラ1本
●その他仕様／スプレー式

コクヨ
シールはがし(強力タイプ) 50ml

644\ 【税抜】

お申込番号：218-1578

なめらかな塗り心地で使いやすい！

●内容量／40mｌ
●スポンジキャップ付きできれいに塗ることができます。

TANOSEE
液状のり 40ml

70\ 【税抜】

お申込番号：216-0726

使いやすい定番のスティックのり。

●内容量／約40g

※感熱紙などの紙質によっては文字が消える場合があります。

TANOSEE
スティックのり 40g

135\ 【税抜】

お申込番号：619-2884

【詰替タイプ】ドットだから、キレ・付き・
 引きがいい！

●タイプ／詰替 ●のりタイプ／しっかり貼るタイプ
●テープサイズ／幅8.4mm×長さ16m ●本体サイズ／W94×D50×H23mm
●重量／33g
●材質／本体ケース：R-ABS、詰替ケース：R-PS、キャップ：ポリ乳酸
●その他／詰替えカートリッジ　お申込番号：218-1462（1個：税抜212円）、
919-7688（10個：税抜1,970円）

コクヨ
テープのり ドットライナー しっかり貼るタイプ

275\ 【税抜】

お申込番号：218-1448

＜使用例＞

軽いタッチで消せる。

●サイズ／45ｍｍ×19mm×10.5mm

※こちらの商品はデザインの変更を順次行っておりますので、ご注文の時期によっては
旧デザインでのお届けになる場合があります。

TANOSEE
消しゴム 小

34\ 【税抜】

お申込番号：613-2842

【詰替タイプ】中身が見えて交換に便利。

●タイプ／詰替 ●引き方／タテ引き
●テープサイズ／幅4.2mm×長さ10m ●寸法／116mm
●色／赤
●詰替はケースをスライドしてカートリッジを入れるだけのカンタン交換。
●キャップ不要なノック式。片手で出し入れできるから、すぐに使用できる。
●その他／詰替えカートリッジ　お申込番号：610-9745（1個：税抜125円）

TANOSEE
修正テープ カートリッジタイプ 本体 4.2mm幅×10m 赤

198\ 【税抜】

お申込番号：215-2129

＜キャップ不要なノック式＞
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