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サブカテゴリー（000）ブックトラック（カルオスシリーズ）

■ブックトラックカルオスⅢ／片面傾斜3段

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

3700-S シルバー

￥69,800 W800×D350×H1185

3700-M ミックス
3700-G グリーン
3700-Y イエロー
3700-P ピンク

◆ 側パネル：アクリル樹脂焼付塗装
◆ 棚　　板：アクリル樹脂焼付塗装
◆ 耐荷重：180kg

▶ 3700-S

▶ 3700-M ▶ 3700-Y▶ 3700-G ▶ 3700-P

■ブックトラックカルオスⅢ／片面傾斜3段／ショート

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

3702-S シルバー

￥73,700 W600×D350×H1185

3702-M ミックス
3702-G グリーン
3702-Y イエロー
3702-P ピンク

◆ 側パネル：アクリル樹脂焼付塗装
◆ 棚　　板：アクリル樹脂焼付塗装
◆ 耐荷重：180kg

▶ 3702-S

▶ 3702-M ▶ 3702-Y▶ 3702-G ▶ 3702-P
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規文堂のブックトラックの中で、 も品質の高い一品。

耐久性はそのままに、本体の60％にパンチング（穴開け）加工を施すことで大幅な軽量化を実現しました。

（本に傷がつかないよう、底板は穴無しのデザインとしています。

静かでスムーズに回転する大口径＜直径125mm＞のベアリングキャスターを採用。

丈夫で傷に強いアクリル樹脂焼付塗装（鉛筆硬度3H）で仕上げているので、長く愛用いただけます。

◆ 本体：スチール製（パンチング加工60%）

　　　　アクリル樹脂焼付塗装

◆ キャスター： エアーキャスターφ125mm （静音）

リング型バンパー付

２輪ストッパー付

ほぼ全ての製品について、寸法や色の変更（特注）が可能です。

軽量

快走
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サブカテゴリー（000）

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

3706 シルバー ￥79,600 W800×D350×H1185

◆ 側パネル：アクリル樹脂焼付塗装
◆ 棚　　板：アクリル樹脂焼付塗装
◆ 耐荷重：180kg

■ブックトラックカルオスⅢ／水平1段+傾斜2段 ■ブックトラックカルオスⅢ／
水平1段+傾斜2段／ショート

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

3708 シルバー ￥69,000 W600×D350×H1185

◆ 側パネル：アクリル樹脂焼付塗装
◆ 棚　　板：アクリル樹脂焼付塗装
◆ 耐荷重：180kg
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ブックトラック（カルオスシリーズ）

■ブックトラックカルオスⅢ／片面傾斜2段

■ブックトラックカルオスⅢ／片面傾斜2段／ショート

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

3701-S シルバー

￥63,000 W800×D350×H850
3701-G グリーン
3701-Y イエロー
3701-P ピンク

◆ 側パネル：アクリル樹脂焼付塗装
◆ 棚　　板：アクリル樹脂焼付塗装
◆ 耐荷重：180kg

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

3703-S シルバー

￥62,600 W600×D350×H850
3703-G グリーン
3703-Y イエロー
3703-P ピンク

◆ 側パネル：アクリル樹脂焼付塗装
◆ 棚　　板：アクリル樹脂焼付塗装
◆ 耐荷重：180kg

▶ 3701-S

▶ 3703-S

▶ 3701-Y

▶ 3703-Y

▶ 3701-G

▶ 3703-G

▶ 3701-P

▶ 3703-P
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※その他のサイズは本カタログに掲載しております。弊社ホームページよりウェブカタログをご覧ください。

ほぼ全ての製品について、寸法や色の変更（特注）が可能です。
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サブカテゴリー（000）

■ブックトラック／カラフルワイド／両面傾斜3段

■ブックトラック／カラフルワイド／片面傾斜3段

品　番 フレーム色 本体価格（税別） サイズ

3775-□ ホワイト
￥76,000 W900×D480×H1195

3755-□ ブラック

品　番 フレーム色 本体価格（税別） サイズ

3774-□ ホワイト
￥64,100 W600×D350×H1195

3754-□ ブラック

品　番 フレーム色 本体価格（税別） サイズ

3773-□ ホワイト
￥67,000 W900×D350×H1195

3753-□ ブラック

棚板1段分の書籍をそのまま載せることができるW900のワイド設計

静かで軽く丈夫なエアキャスター（φ125）を採用、2輪はストッパー付き

棚板1段分の書籍をそのまま載せることができるW900のワイド設計

静かで軽く丈夫なエアキャスター（φ125）を採用、2輪はストッパー付き

■ブックトラック／カラフルショート／片面傾斜3段
小回りが便利なW600のコンパクト設計

静かで軽く丈夫なエアキャスター（φ125）を採用、2輪はストッパー付き

▶ 3755-O

▶ 3773-G

▶ 3754-B
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ブックトラック（カラフル）

品　番 -W -B -G -Y -O
棚板の色 ホワイト ブルー グリーン イエロー オレンジ

共通仕様
◆ 本体：スチール製
◆ キャスター：エアーキャスターφ125mm（静音）、リング型バンパー付
◆ 側パネル：アクリル樹脂焼付塗装
◆ 棚　　板：アクリル樹脂焼付塗装
◆ 耐荷重：180kg

ほぼ全ての製品について、寸法や色の変更（特注）が可能です。

図書館に彩りを。
フレーム色にホワイトが新登場
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サブカテゴリー（000）

シンプルなモデルとして長年人気だった本ページの「スチール製ブックトラック」について、生産の安定性

を確保するため、部材を再設計しました。変更点は以下の通りです。

　1. 本体フレームが丸パイプから角パイプに変更

　2. キャスターにストッパーを付与

なお、耐荷重や可動性は以前のモデルと同等の性能を確保しています。これまでに購入された方も引き

続き安心してお使いください。

また、本ページに掲載された製品以外にも、「片面2段ミニ」や「片面3段ミニ」など順次製作に向けて動い

ております。ご入用の方はお問い合わせくださいませ。

2019年3月、モデルチェンジしました。

ブックトラック（ベーシック）

■スチール製ブックトラック／両面3段

■スチール製ブックトラック／片面3段

■スチール製ブックトラック／ミニトラ

品　番 本体価格（税別） サイズ

3824-S ￥66,000 W800×D493×H1100

品　番 本体価格（税別） サイズ

3822-S ￥42,000 W450×D305×H875

品　番 本体価格（税別） サイズ

3829-S ￥60,000 W790×D345×H1235

◆ スチール、粉体焼付塗装
◆ キャスター：φ100mm （静音）、リング型バンパー付
◆ ２輪にストッパー付き
◆ 耐荷重 120kg

◆ スチール、粉体焼付塗装
◆ キャスター：φ100mm （静音）、リング型バンパー付
◆ ２輪にストッパー付き
◆ 耐荷重 120kg

◆ スチール、粉体焼付塗装
◆ キャスター：φ100mm （静音）、リング型バンパー付
◆ ２輪にストッパー付き
◆ 耐荷重 120kg

ほぼ全ての製品について、寸法や色の変更（特注）が可能です。
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サブカテゴリー（000）管理用品

▶ 3818-M

▶ 3818-G ▶ 3818-Y

◆ 強化プラスチック製

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

3818-M ライトグレー
￥8,400 φ410×H380（使用時370）3818-G グリーン

3818-Y イエロー

■ステップ2段

品　番 本体価格（税別） サイズ

3802 ￥37,500 W475×D475×H825

◆ スチールパイプ、メラミン焼付塗装
◆ 自重11kg

品　番 本体価格（税別） サイズ

3803 ￥43,100 W475×D625×H855

◆ スチールパイプ、メラミン焼付塗装
◆ 自重13kg

■ステップ3段

■カラーキックステップ 

■ブックカートBタイプ

品　番 本体価格（税別） サイズ

3838 ￥19,600 W390×D555×H940

◆ スチールパイプ、ビニールコーティング塗装
◆ ネスティング機構（コンパクト収納）
◆ バスケット1個付（グレー）　◆ 容量：17L

■ブックカートNタイプ

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

3837-P ピンク
￥19,800 W385×D500×H910

3837-G グリーン
◆ スチールパイプ、ビニールコーティング塗装
◆ 布製バッグ付
◆ キャスターφ75mm

■バスケット

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

38151-R 赤

￥760 W425×D300×H215
38151-Y 黄
38151-B ブルーグレー
38151-M グレー

◆ 容量：17L

品　番 本体価格（税別） サイズ

3817-1 ￥6,200 W310×D360×H320

■バスケットスタンド（キャスター付）
品　番 色 本体価格（税別）

38371-P ピンク
￥3,40038371-G グリーン

◆ 8号帆布、綿100%

■ブックカート用布製バッグ

▶ 3837-P ▶ 3837-G 図書館利用者の資料運搬にお使いください。

バスケットスタンドに積み重ねて収納できます。

ネスティング機構でネスティング機構で

コンパクト収納。コンパクト収納。

カゴ下までの高さ700カゴ下までの高さ700

⇒そのままカウンターに差し込めます⇒そのままカウンターに差し込めます

ほぼ全ての製品について、寸法や色の変更（特注）が可能です。
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サブカテゴリー（000）ブックエンド

▶ 7602

▶ 7612

▶ 7600

▶ 7610

▶ 7601

▶ 7611

▶ 7603

▶ 7613

◆ ボンデ鋼板、メラミン焼付塗装

品　番 仕様 本体価格（税別） サイズ

7603 補強絞加工 ￥600
W110×D140×H200

7613 補強絞加工・滑止付 ￥660

■ブックエンドT型

◆ ボンデ鋼板、メラミン焼付塗装

品　番 仕様 本体価格（税別） サイズ

7602 － ￥290
W90×D137×H142

7612 滑止付 ￥340

■ブックエンド文庫・CD用

◆ ボンデ鋼板、メラミン焼付塗装

品　番 仕様 本体価格（税別） サイズ

7607-1 － ￥500
W100×D90×H140

7607-3 滑止付 ￥560

◆ ボンデ鋼板、メラミン焼付塗装

品　番 仕様 本体価格（税別） サイズ

7608-8 － ￥1,080
W104×D140×H158

7608-9 滑止付 ￥1,160
◆ ボンデ鋼板、メラミン焼付塗装

品　番 仕様 本体価格（税別） サイズ

7608-1 － ￥1,320
W200×D140×H195

7608-3 滑止付 ￥1,400
◆ ボンデ鋼板、メラミン焼付塗装

品　番 仕様 本体価格（税別） サイズ

7608-5 － ￥2,440
W280×D180×H250

7608-7 滑止付 ￥2,520

◆ ボンデ鋼板、メラミン焼付塗装

品　番 仕様 本体価格（税別） サイズ

7607-5 － ￥700
W100×D140×H200

7607-7 滑止付 ￥760
◆  ボンデ鋼板、メラミン焼付塗装

品　番 仕様 本体価格（税別） サイズ

7607-6 － ￥900
W140×D160×H250

7607-8 滑止付 ￥960

■ブックエンドL 標準タイプ

■ブックエンド

■ブックエンドL 大型 ■ブックエンドL 特大型

■ブックエンドU 文庫・CD用 ■ブックエンドU 標準タイプ ■ブックエンドU 大型

◆ ボンデ鋼板、メラミン焼付塗装

品　番 仕様 本体価格（税別） サイズ

7601 補強絞加工 ￥400
W156×D143×H195

7611 補強絞加工・滑止付 ￥450

■ブックエンド大型

◆ ボンデ鋼板、メラミン焼付塗装

品　番 仕様 本体価格（税別） サイズ

7600 補強絞加工 ￥320
W136×D112×H158

7610 補強絞加工・滑止付 ￥370

■ブックエンド標準タイプ

滑止

ほぼ全ての製品について、寸法や色の変更（特注）が可能です。
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ブックポスト／カレンダー

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

6802-B ブルー

￥100,000 W500×D500×H1000
6802-G グリーン
6802-P ピンク
6802-Y イエロー

◆ 投入口寸法：W440×H100
◆ 側板は丈夫で安全なポストフォーム、底部クッションは丈夫で衛生的な防カビ・
抗菌マット使用。

◆ 収納冊数：A5約110冊　◆ 屋内用　◆ カギ付　◆ 2輪はストッパー付

■図書用返却ポストS

ブルー ピンクグリーン イエロー

▶ 6802-B

■ライブラリーキューブカレンダー ■ライブラリーキューブカレンダーダブル

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

7277 グレー
￥25,000 W350×D65×H1157278 ミントグリーン

7279 クリーム

品　番 本体価格（税別） サイズ

7263 ￥9,800 W200×D80×H70

◆ オーク材、ウレタン塗装、シート切文字貼り
◆ 指示札：弱粘着タイプのシールで貼り替え自由
　　　　　「今日は」「きょうは」「返却日」
　　　　　「かえす日」「次の休館日」各2枚付

品　番 本体価格（税別） サイズ

7264 ￥18,800 W200×D80×H110

◆ オーク材、ウレタン塗装、シート切文字貼り
◆ 指示札：弱粘着タイプのシールで貼り替え自由
　　　　　「今日は」「きょうは」「返却日」
　　　　　「かえす日」「次の休館日」各2枚付

◆ ガラス色アクリル5t 加工
◆ オートカレンダー内蔵
◆ 指示札：弱粘着タイプのシールで貼り替え自由
　　　　　「今日は」「きょうは」「返却日」
　　　　　「かえす日」「次の休館日」各3枚付

■電子式図書館カレンダーP

▶ 7279

▶ 7277 ▶ 7278

■リニーダブルカレンダー（透明カバー付）

■リニーダブルミニカレンダー（透明カバー付）

品　番 本体価格（税別） サイズ

7266 ￥15,000 W220×D100×H120

品　番 本体価格（税別） サイズ

7265 ￥24,000 W300×D120×H210

◆ ガラス色アクリル5t 加工
◆ プレート：マットアクリル3t、
　マグネット着脱式
◆ 文字入り

◆ ガラス色アクリル5t 加工
◆ プレート：マットアクリル3t、
　マグネット着脱式
◆ 文字入り

＜クリアーサイン＞

ほぼ全ての製品について、寸法や色の変更（特注）が可能です。
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サイン

▶ 7251-R

品　番 文　字 本体価格（税別） サイズ

7251-0 総記

￥1,500 W300×H58
×t2

7251-1 哲学
7251-2 歴史
7251-3 社会科学
7251-4 自然科学
7251-5 技術
7251-6 産業
7251-7 芸術
7251-8 言語
7251-9 文学
7251-F 小説
7251-R 参考図書
7251-B 文庫・新書
7251-Z 辞書・辞典
7251-K 郷土資料
7251-L 大型本

品　番 文　字 本体価格（税別） サイズ

7251-M 雑誌

￥1,500 W300×H58
×t2

7251-C CD
7251-D DVD
7251-V ビデオ
7251-G 一般
7251-P 哲学・宗教
7251-H 歴史・地理
7251-S 社会・公民・文化
7251-A 理科・算数
7251-W 工業・工作
7251-N ことば
7251-T ものがたり
7251-Y しらべもの
7251-E えほん
7251-J 小さい本
7251-U 大きい本

◆ プレート：マットアクリル3t、シート切文字貼り

■分類帯サイン

■分類サイン差込見出透明ホルダー 品　番 本体価格（税別） サイズ

7464-C ￥800 W250×D3×H57

◆ 書架 S 型シリーズのケンドン（差し込み場所）用
◆ 塩ビ透明板（t1mm）
◆  用紙差込式
※用紙はついていません。また、固定する場合は両面テープ等を別途ご用意ください。

■透明カードサイン立（大）

■サインの多くは特注でご注文いただいております。

■透明カードサイン立（中） ■透明カードサイン立（小） ■透明カードサイン立（山型）

品　番 本体価格（税別） サイズ

7464-1 ￥730 W300×H100

品　番 本体価格（税別） サイズ

7464-3 ￥340 W200×H70

品　番 本体価格（税別） サイズ

7464-2 ￥470 W250×H80

品　番 本体価格（税別） サイズ

7464-4 ￥560 W200×H70

共通仕様 ◆ 透明アクリル（t1mm）

吊式や移動式など、様々な形状に対応します。

デザイン案もこちらで用意可能です。

まずはお問い合わせください。↑ 提案イラストの例↑ 提案イラストの例

ほぼ全ての製品について、寸法や色の変更（特注）が可能です。
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サブカテゴリー（000）ブッカー　（PS ブッカー）

品　番 規　格 仕　様 本体価格（税別） サイズ

8531 文庫判

100 冊分

￥3,200 19cm×27cm

8532 新書判 ￥3,500 21cm×27cm

8533 B6 判 ￥4,700 23cm×33cm

8534 A5 判 ￥5,800 25cm×37cm

8535 菊判 ￥6,800 27cm×40cm

8536 B5 判 ￥8,200 30cm×44cm

8538 A4 判 ￥11,200 35cm×52cm

8539 B4 判 ￥16,500 40cm×60cm

品　番 仕　様 本体価格（税別） サイズ

8553 3cm幅 ￥950 3cm×50m巻

8555 5cm幅 ￥1,500 5cm×50m巻

8557 7cm幅 ￥2,000 7cm×50m巻

品　番 規　格 仕　様 本体価格（税別） サイズ

8521 文庫判
100 冊分

￥3,700 18cm×26cm

8522 新書判 ￥4,000 20.5cm×26cm

■PSブッカーR

■PSブッカーT（補修用テープ）■PSブッカーS

■PSブッカーK

テープ状に断裁されたブッカーで、背やのどもと小口の補強・ラベル保護に 適です。本の外形に合わせて一枚ずつ型抜きされており、鋏を使うことなく小口、天地

を折り返すだけでできあがります。本の厚さ2cmまでカバー可能。

本の大きさに合わせて1枚づつ断裁加工されたブッカーです。裏に切り線が入れ

てあるので、PSブッカーSと同様に貼りつけて下さい。本の背及び折返しの部分

は型抜きされていないので、貼れたら鋏を入れて折返し下さい。

●抗菌・防カビ加工 
●UVカット（紫外線カット）　
●有毒塩素ガスが発生しない
●剥離紙のリサイクル ●エンボス加工
●フィルムの厚みは丈夫でしなやか75マイクロメーター

※一つ一つ丁寧に箱入りされています

品　番 規　格 仕　様 本体価格（税別） サイズ

8501 文庫判
約 90 冊分

　￥2,700 19cm

25m巻

8502 新書判 　￥3,000 21cm

8503 B6 判 約 73冊分 　￥3,300 23cm

8504 A5 判 約 65 冊分 　￥3,600 25cm

8505 菊判 約 60 冊分 　￥4,000 27cm

8506 B5 判 約 55冊分 　￥4,300 30cm

8507 32cm判 約 53冊分 　￥4,600 32cm

8508 A4 判 約 45 冊分 　￥5,000 35cm

8509 B4 判 約 40 冊分 　￥5,800 40cm

8489 A3 判 約 35 冊分 　￥6,800 46cm

8500 52cm判 　￥7,600 52cm

8488 67cm判 　￥9,200 67cm

8511 文庫判
約180 冊分

￥5,200 19cm

50m巻

8512 新書判 ￥5,800 21cm

8513 B6 判 約145 冊分 ￥6,400 23cm

8514 A5 判 約130 冊分 ￥7,000 25cm

8515 菊判 約120 冊分 ￥7,600 27cm

8516 B5 判 約110 冊分 ￥8,400 30cm

8517 32cm判 約106 冊分 ￥8,900 32cm

8518 A4 判 約 90 冊分 ￥9,700 35cm

8519 B4 判 約 80 冊分 ￥11,000 40cm

8499 A3 判 約 70 冊分 ￥12,500 46cm

8510 52cm判 ￥14,300 52cm

8487 107cm判 ￥6,500 107cm 10m巻

ロール状になっている一番人気のタイプです（写真：上）

ほぼ全ての製品について、寸法や色の変更（特注）が可能です。

PSブッカーR
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サブカテゴリー（000）

テープ状に断裁されたブッカーで、背やのどもと小口の補強・ラベル保護に 適です。

ブッカー

品　番 規　格 仕　様 本体価格（税別） サイズ

8601 文庫判
約 90 冊分

　￥2,700 19cm

25m巻

8602 新書判 　￥3,000 21cm

8603 B6 判 約 73冊分 　￥3,300 23cm

8604 A5 判 約 65冊分 　￥3,600 25cm

8605 菊判 約 60 冊分 　￥4,000 27cm

8606 B5 判 約 55冊分 　￥4,300 30cm

8607 32cm判 約 53冊分 　￥4,600 32cm

8608 A4 判 約 45冊分 　￥5,000 35cm

8609 B4 判 約 40 冊分 　￥5,800 40cm

8589 A3 判 約 35冊分 　￥6,800 46cm

8600 52cm判 　￥7,600 52cm

8611 文庫判
約180 冊分

￥5,200 19cm

50m巻

8612 新書判 ￥5,800 21cm

8613 B6 判 約 145 冊分 ￥6,400 23cm

8614 A5 判 約 130 冊分 ￥7,000 25cm

8615 菊判 約120 冊分 ￥7,600 27cm

8616 B5 判 約 110 冊分 ￥8,400 30cm

8617 32cm判 約 106 冊分 ￥8,900 32cm

8618 A4 判 約 90 冊分 ￥9,700 35cm

8619 B4 判 約 80 冊分 ￥11,000 40cm

8599 A3 判 約 70 冊分 ￥12,500 46cm

8610 52cm判 ￥14,300 52cm

品　番 規　格 仕　様 本体価格（税別） サイズ

8631 文庫判

100 冊分

￥3,200 19cm×27cm

8632 新書判 ￥3,500 21cm×27cm

8633 B6 判 ￥4,700 23cm×33cm

8634 A5 判 ￥5,800 25cm×37cm

8635 菊判 ￥6,800 27cm×40cm

8636 B5 判 ￥8,200 30cm×44cm

8638 A4 判 ￥11,200 35cm×52cm

8639 B4 判 ￥16,500 40cm×60cm

品　番 規　格 本体価格（税別） サイズ

8703 3cm幅 ￥950 3cm×50m巻

8705 5cm幅 ￥1,500 5cm×50m巻

8707 7cm幅 ￥2,000 7cm×50m巻

8700 10cm幅 ￥2,600 10cm×50m巻

品　番 規　格 仕　様 本体価格（税別） サイズ

8621 文庫判
100 冊分

￥3,700 18cm×26cm

8622 新書判 ￥4,000 20.5cm×26cm

■ブッカーR

■ブッカーT（補修用テープ）■ブッカーS

■ブッカーK

本の各寸法を巾にして、長さ25m、また50mのロール状になっており、剥離紙に

はガイドラインが印刷されているので裁断に便利です。

本に合わせて一枚ずつ型抜きされています。鋏を使うことなく小口、天地を折り

返すだけでできあがります。本の厚さ2cmまでカバーが可能です。剥離紙に切り

線がついてます。

本に合わせて断裁加工さ

れたブッカーです。裏に切

り線が入れてあるのでPS

ブッカーSと同様に貼りつ

けて下さい。本の背及び

折返しの部分は型抜きさ

れていないので、貼った

あと鋏を入れて折返し下

さい。

ブッカーの特性

フィルムの厚みは丈夫でしなやか75マイクロメーター

環境に配慮した新素材（NEOMAフィルム）を使用したブッカーです。

厳選なる材料選択をすることで、丈夫でしなやか・優れた作業性を実現しました。又紫外線
による変色もほとんどなく反射もないので、バーコードやOCRラベルが見にくくなることもあ
りません。年間を通じ気温による硬軟の変化、温度の影響による変質はおきません。

4.作業性抜群.優れた品質

地球温暖化の元凶である（CO2）ガスを、従来のオレフィン系フィルムに比べ大幅に削減しま
した。

1.二酸化炭素の削減

環境に有害なダイオキシンの発生源といわれているHCLガスを制御しています。
2.塩素ガス（HCL）の抑制

ブッカーは直接手に触れるため、下記の試験をクリアすることで安全性を実証しています。
●急性毒性試験　●皮膚一次刺激性試験
●変異原性試験　●食品衛生（厚生省告示２０号）
●重金属（環境庁告示第４６号）

3.選定された安全基準

※一つ一つ丁寧に箱入りされています

ほぼ全ての製品について、寸法や色の変更（特注）が可能です。
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本の各寸法を巾にして、長さ25m、また50mのロール状になっており、剥離紙には

ガイドラインが印刷されているので裁断に便利です。

規文堂のブッカーは全て箱入りです。

ブッカースタンダードの特性

品　番 規　格 本体価格（税別） サイズ

8821 文庫判 ￥2,300 19cm

25m巻

8822 新書判 ￥2,500 21cm

8823 B6 判 ￥2,700 23cm

8824 A5 判 ￥3,000 25cm

8825 菊判 ￥3,200 27cm

8826 B5 判 ￥3,500 30cm

8827 32cm判 ￥3,800 32cm

8828 A4 判 ￥4,100 35cm

8829 B4 判 ￥4,700 40cm

8819 A3 判 ￥5,300 46cm

8820 52cm判 ￥6,100 52cm

8831 文庫判 ￥3,800 19cm

50m巻

8832 新書判 ￥4,200 21cm

8833 B6 判 ￥4,600 23cm

8834 A5 判 ￥5,000 25cm

8835 菊判 ￥5,400 27cm

8836 B5 判 ￥6,100 30cm

8837 32cm判 ￥6,400 32cm

8838 A4 判 ￥7,000 35cm

8839 B4 判 ￥8,000 40cm

8849 A3 判 ￥9,200 46cm

8830 52cm判 ￥10,400 52cm

品　番 仕　様 本体価格（税別） サイズ

8843 3cm幅 ￥750 3cm×50m巻

8845 5cm幅 ￥1,250 5cm×50m巻

8847 7cm幅 ￥1,800 7cm×50m巻

8840 10cm幅 ￥2,200 10cm×50m巻

■ブッカースタンダードR

■ブッカースタンダードT
 （補修用テープ）

■ページヘルパー

■ページヘルパーらくとじ

■ページヘルパーP

●抗菌・防カビ加工 ●UVカット（紫外線カット）
●有毒塩素ガスが発生しない ●エンボス加工

品　番 仕　様 本体価格（税別） サイズ

8711 1.5cm幅 ￥950 1.5cm×50m巻

8712 2.5cm幅 ￥1,400 2.5cm×50m巻

8713 3.5cm幅 ￥1,900 3.5cm×50m巻

◆ ポリエステルフィルムの特薄強化テープ

品　番 仕　様 本体価格（税別） サイズ

8716 2.5cm幅 ￥850 2.5cm×50m巻

8717 4.5cm幅 ￥1,250 4.5cm×50m巻

◆ 極上薄和紙糊付テープ

品　番 仕　様 本体価格（税別） サイズ

8714 3.5cm幅 ￥2,600 3.5cm×50m巻

◆ ポリエステルフィルムの特薄強化テープ

本ののどを補強・補修するための中とじ用

テープです。スリッター加工で作業の効率を

アップ。剥離紙の中央部分だけをはがし背

の中心に専用定規を当て、本ののど部分に

合わせてゆっくり残りの剥離紙をはがして

貼り合わせます。

本の補強・補修にお奨めです。

薄くて丈夫なポリエステルフィルムを

特殊加工したテープです。形状変化

が起こりにくいため、表紙の本ののど

や地図・図表の補強・補修（縁どり）

に適しています。また、簡易製本のの

ど布としても利用でき、フィルムの上

から文字を書くことも可能です。

和紙のテープで、ページの破れ

をキレイに補修。変色や劣化に

よるはがれを軽減。

日本で初めて開発された極上

薄和紙の糊付テープです。本の

紙と同程度の強度のため、補修

した箇所の脇から破れる心配

はありません。

ブッカー（スタンダード）

ほぼ全ての製品について、寸法や色の変更（特注）が可能です。
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サブカテゴリー（000）

テープがくっついて、はさみがうまく使えない！

そんな経験はありませんか？

規文堂のはさみなら、特殊加工「トシカルSコーティング」採用で切りやすく、

余裕シャキシャキです。

驚異の非粘着性能で粘着のりをよせつけず、シャープな切れ味。

ブッカー用、工作用としてはもちろん、日常のはさみとしてもお使いください。

品　番 本体価格（税別） サイズ

8099 ￥2,500 200mm
（刃長：80mm）

■余裕シャキシャキ

ブッカー

■ブッカー定規

■ブッカーの貼り方

品　番 本体価格（税別） サイズ

8095 ￥1,200 長さ：323mm　厚さ：8mm

◆ 硬質アクリル製

ブッカーを貼る際に使用します。布等のかわりにこの定規を用いると、きれいにま

た手早くきることができます。溝の奥を貼るのにも便利です。

品　番 仕　様 本体価格（税別） サイズ

6496 ￥1,500 容量：200cc（1本）

6497 ※詰替用 ￥5,500 容量：2リットル（1本）

6498 ※エコノミービッグ (注口付 ) ￥45,000 容量：18リットル（1本）

■Lクリーナー

▶ 6496▶ 6497

本を置いて天地の貼りシロを確
認する。

小口の貼りシロを加えて切る。 ウラ紙を5～6cmはがす。 図のように、天地と小口の貼り
シロ部分の余裕をとり、真っ直
ぐに本を置く。

貼った側を上にして、 ウラ紙をはがしながら、空気を
外へ押し出すようにやわらかい
布でこする。

定規などでミゾの奥までしっか
り貼る。

小口の角を5～6mm残して切り
落とす。天地の背から2cm位小
口寄りに切り込みを入れる。

小口から少しずつ折り返す。 表紙の厚みに対して、角を貼る。 天地を折り返す。 残りの片面は背の方から始める。

背中の天地の不要部分を切り落
とす。切り残しのないように注
意する。

両面をもう一度布でこすって完了。 No.9の場合、角を切り落とさず
に折り返す方法もある。従って
No.8の作業は不要となる。

右図は

・ブッカースタンダードＲ

・PSブッカーR

・ブッカーR

の場合です。

その他の場合については、本カタロ

グP332またはウェブカタログをご覧

ください。

カタログへのQRコード

（規文堂サイト内）

図書館・書店の他、さまざま

な場所の清掃・消臭に使用

可能。スプレーするか、本品

を含ませたティッシュ・タオ

ル・スポンジで汚れた所をふ

きます。

※乾かない内に、布または

ティッシュで充分にふき

とってください

※表紙コーティングされてい

ない本には、ご使用頂けま

せん

ほぼ全ての製品について、寸法や色の変更（特注）が可能です。
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のり付き　図書ラベル 5705

のり付き　二段ラベル 5685

▶ 5701
▶ 5681

▶ 5702 ▶ 5704

▶ 5706

▶ 5708 ▶ 5710

▶ 5712

▶ 5703

▶ 5705 ▶ 5707

▶ 5709

▶ 5711 ▶ 5713

▶ 5682 ▶ 5684

▶ 5686

▶ 5688 ▶ 5690

▶ 5692

▶ 5683

▶ 5685 ▶ 5687

▶ 5689

▶ 5691 ▶ 5693

原
寸
大

原
寸
大

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

5701 赤

￥140 22×26

5702 ボタン
5703 茶
5704 黄
5705 緑
5706 空
5707 青
5708 群青
5709 紫
5710 黒
5711 灰
5712 橙
5713 ピンク

◆ 各色100面入：20面（5列4段）×5シート

■のり付3段ラベル 100入 ■のり付2段ラベル 100入

◆ 各色100面入：20面（5列4段）×5シート

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

5681 赤

￥140 22×20

5682 ボタン
5683 茶
5684 黄
5685 緑
5686 空
5687 青
5688 群青
5689 紫
5690 黒
5691 灰
5692 橙
5693 ピンク

＜シート形状：5列×4段＞ ＜シート形状：5列×4段＞

▶ 5781-1

▶ 5781-2 ▶ 5781-4

▶ 5781-6

▶ 5781-Z

▶ 5781-D

▶ 5781-8

▶ 5781-3

▶ 5781-5 ▶ 5781-7

▶ 5781-H ▶ 5781-P

▶ 5781-9

原
寸
大

■のり付細枠3段ラベル 100入

◆ 各色100面入：20面（5列4段）×5シート
◆ ラベル裏紙：再生紙（古紙100% 使用）

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

5781-1 赤

￥140 23×27

5781-2 ボタン
5781-3 茶
5781-4 黄
5781-5 緑
5781-6 空
5781-7 青
5781-8 群青
5781-9 紫
5781-Z 黒
5781-H 灰
5781-D 橙
5781-P ピンク

＜シート形状：5列×4段＞

図書ラベル

規文堂の図書ラベル

ほぼ全ての製品について、寸法や色の変更（特注）が可能です。
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のり付き　参考書ラベル 　  5765

▶ 5760 ▶ 5731

▶ 5732-N ▶ 5733 ▶ 5734 ▶ 5735 ▶ 5736

▶ 5737 ▶ 5738 ▶ 5739 ▶ 5730-Z ▶ 5730-H

▶ 5732 ▶ 5730-P ▶ 5730-W

▶ 5761 ▶ 5762 ▶ 5764

▶ 5766 ▶ 5767

▶ 5763

▶ 5765

原
寸
大

原
寸
大

■のり付表示ラベル 100入 ■のり付無地丸型ラベル 100入

◆ 各色100面入：20面（5列4段）×5シート◆ 各色100面入：20面（5列4段）×5シート

品番 本体価格（税別） サイズ

上記よりお選びください ￥140 φ20
品番 本体価格（税別） サイズ

上記よりお選びください ￥140 φ20

＜シート形状：5列×4段＞ ＜シート形状：5列×4段＞

図書ラベル

赤

赤

茶

茶

群青

群青

ピンク

ピンク

黄

黄

紫

紫

白

白

緑

緑

黒

黒

空

空

灰

灰

ボタン

館内（赤）

禁帯出

参考書

教師用

書庫

貴重書

館内（青）

寄贈書

ボタン

青

青

橙

橙

▶ 5741

▶ 5742 ▶ 5743 ▶ 5745 ▶ 5747

▶ 5749 ▶ 5751 ▶ 5753

▶ 5744 ▶ 5746 ▶ 5748

▶ 5750 ▶ 5752 ▶ 5754
原
寸
大

■のり付小型カラーラベル 200入

◆ 各色200面入：40面（8列5段）×5シート

品　番 本体価格（税別） サイズ

上記よりお選びください ￥240 φ7

＜シート形状：8列×5段＞

規文堂ラベルは種類が豊富で、使いやすい数にセット組みしています。特注ラベルにも対応可能。

ほぼ全ての製品について、寸法や色の変更（特注）が可能です。
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サブカテゴリー（000）

※テンプレート有り

※テンプレート有り

※テンプレート有り

▶ 563１-5

▶ 563１-Z

▶ 563１-4

▶ 563１-W

▶ 563１-7

▶ 5642-3

▶ 5642-H

▶ 5642-2

▶ 5642-0

▶ 5642-5

▶ 5642-4

▶ 5642-7

▶ 5642-9

▶ 563１-1

原
寸
大

▶ 5642-1

原
寸
大

◆ 各色525面入：105面（7列15段）×5シート、A4判

◆ 各色3500面入：35面（7列5段）×100シート、A4判

■プリンター用1段ラベル 105

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

5631-1 赤

￥450 25×11

5631-4 黄
5631-5 緑
5631-7 青
5631-W 無地
5631-Z 黒

■プリンター用ラベル 35

品　番 色 品　番 色 本体価格（税別） サイズ

5642-1 赤 5642-H 灰

￥10,000 23×30

5642-3 茶 5642-0 無地
5642-2 黄 5642-4 橙
5642-5 緑 5642-9 紫
5642-7 紺 5642-6 空
5642-Z 黒

＜シート形状：7列×15段 A4判 ＞

＜シート形状：7列×5段 A4判 ＞

▶ 5630-4

▶ 5630-W ▶ 5630-Z

▶ 5630-5 ▶ 5630-7

▶ 5632-4

▶ 5632-W ▶ 5632-Z

▶ 5632-5 ▶ 5632-7

▶ 5630-1

原
寸
大

▶ 5632-1

原
寸
大

■プリンター用3段ラベル 42

◆ 各色210面入：42面（7列6段）×5シート、A4判

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

5630-1 赤

￥450 22×26

5630-4 黄
5630-5 緑
5630-7 青
5630-W 無地
5630-Z 黒

◆ 各色280面入：56面（7列8段）×5シート、A4判

■プリンター用2段ラベル 56

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

5632-1 赤

￥450 22×20

5632-4 黄
5632-5 緑
5632-7 青
5632-W 無地
5632-Z 黒

＜シート形状：7列×6段 A4判 ＞

＜シート形状：7列×8段 A4判 ＞

図書ラベル

ほぼ全ての製品について、寸法や色の変更（特注）が可能です。
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サブカテゴリー（000）

■PSロールキーパー 500入

◆ 500面入

品　番 本体価格（税別） サイズ

8572 ￥1,500 4cm×6cm

■PSラベルキーパー 1000入

◆ 1000面入：10面（2列5段）×100シート

品　番 本体価格（税別） サイズ

8571 ￥2,500 4cm×6cm

■PSラベルキーパー34 1000入

◆ 1000面入：10面（2列5段）×100シート

品　番 本体価格（税別） サイズ

8573 ￥2,000 3cm×4cm

■PSラベルキーパー61 500入

◆ 500面入：5面（1列5段）×100シート

品　番 本体価格（税別） サイズ

8575 ￥3,000 6cm×10cm

■PSラベルキーパー77 1000入

◆ 1000面入：5面（1列5段）×200シート

品　番 本体価格（税別） サイズ

8576 ￥4,600 7cm×7cm

■PSラベルキーパー24 1000入

◆ 1000面入：10面（1列10段）×100シート

品　番 本体価格（税別） サイズ

8577 ￥2,000 2cm×4cm

■PSラベルキーパー36 1000入

◆ 1000面入：5面（1列5段）×200シート

品　番 本体価格（税別） サイズ

8578 ￥2,400 3cm×6cm

◆ 1000面入：5面（1列5段）×200シート

品　番 本体価格（税別） サイズ

8579 ￥2,300 2cm×6cm

■PSラベルキーパーブーメラン 200入

◆ 200面入：2面（1列2段）×100シート

品　番 本体価格（税別） サイズ

8584 ￥2,600 20.7cm×7cm

＜シート形状：2列×5段＞ ＜シート形状：ロール1列＞ ＜シート形状：2列×5段＞

＜シート形状：1列×5段＞ ＜シート形状：1列×5段＞ ＜シート形状：1列×10段＞

＜シート形状：1列×5段＞ ＜シート形状：1列×5段＞ ＜シート形状：1列×2段＞

PSブッカーをラベルの

保護専⽤として型抜してあります。

従来のものに⽐べ、

しなやかでのり付がよく、

透明性が⾼くバーコード⽤

キーパーとしてもご利⽤頂けます。

■PSラベルキーパー26 1000入
1段

背ラベル用
2段

背ラベル用

フィルムの真ん中に本の背を
合わせ、内側に折り込みながら
コートします。
しっかりした粘着力があり、ラ
ベルやカバーが付きにくい布製
の本の天地の保護には最適。
修理・補強にも役立ちます。

ラベルキーパー

ほぼ全ての製品について、寸法や色の変更（特注）が可能です。

小冊子2019.indd   43 2019/05/15   14:53:26



44

サブカテゴリー（000）

■ブックカード／B型 ■ブックカード／C型

◆ 200kgカード紙緑色両面印刷
◆ 100枚1箱

◆ 225kgカード紙グレー色両面印刷
◆ 100枚1箱

品　番 本体価格（税別） サイズ

5402 ￥450 75×125

品　番 本体価格（税別） サイズ

5403 ￥500 75×125

■帯出者カード（個人別貸出カード） ■色帯出者カード

▶ 5417

▶ 5418

▶ 5419

◆ 225kg カード紙茶色両面印刷
◆ 100枚1箱

品　番 本体価格（税別） サイズ

5410 ￥500 75×125

◆ 225kg 色カード紙茶色両面印刷　◆100枚1箱

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

5417 クリーム色
￥500 75×1255418 桃色

5419 青色

貸出用品・整理用品

■返却期限票

◆ 70kg 上質紙草色片面印刷　◆ 100枚1包

品　番 仕　様 本体価格（税別） サイズ

5453 のり無 ￥150
75×125

5463 のり付 ￥350

■ブックカード／A型

◆ 200kgカード紙藍色両面印刷
◆ 100枚1箱

品　番 本体価格（税別） サイズ

5401 ￥450 75×125

ほぼ全ての製品について、寸法や色の変更（特注）が可能です。
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サブカテゴリー（000）

■読書カード／低学年用 ■読書カード／高学年用

◆ 緑色両面印刷
◆ 100枚1包
◆ 小さい文字を書くのに慣れていない小学生などに愛用
されている大型のカードです。

◆ 黒色両面印刷
◆ 100枚1包

品　番 本体価格（税別） サイズ

5421 ￥660 130×185

品　番 本体価格（税別） サイズ

5422 ￥660 130×185

貸出用品・整理用品

■のり付ブックポケット／A型■のり付ブックポケット／無地

品　番 本体価格（税別） サイズ

5501 ￥600 W85×H106

◆ 92kg 薄クリーム色、ラップ紙使用。
◆ 差込み口、二重折込み、注意事項印刷入。
◆ 100枚1包

品　番 本体価格（税別） サイズ

5511 ￥800 W85×H106

◆ ブックポケットA 型に裏糊加工をした品で裏紙を剥がすだけで貼付できます。
◆ 100枚1包

品　番 本体価格（税別） サイズ

5510 ￥780 W85×H106

◆ ブックポケット無地に裏糊加工をした品で裏紙を剥がすだけで貼付できます。
◆ 100枚1包

■ブックポケット／A型

106

85

106

85

106

85

■ペーパーベルト

◆ のり付き透明ビニール製、100片1包
◆ 婦人雑誌の型紙、全集物の月報、折り込みの地
図などの付録を収容します。

品　番 本体価格（税別） サイズ

8747 ￥3,500 90×90

ほぼ全ての製品について、寸法や色の変更（特注）が可能です。
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サブカテゴリー（000）製本用品

▶ 8401-1

■ビニール糊（一般用） ■ビニール糊（背固用）
水溶性で、水で適宣の濃度
に薄めて使用できます。ラベ
ルの貼付など広く使用できま
す。

ビニールのり用ふでの使用で
きない小さな補修箇所やラベ
ルを貼る時に、塗布用として
活用できるハンディタイプの
ビニールのりです。

ビニールのり用ふでの使用できない
小さな補修箇所等に、活用できるハ
ンディタイプのビニールのりです。

水溶性で、水で適宣の濃度に
薄めて使用できます。製本の
背固めなどに使用できます。

品　番 本体価格（税別） サイズ

8400 ￥800 大（500g）

8401 ￥600 小（300g）

品　番 本体価格（税別） サイズ

8402-1 ￥400 120g

品　番 本体価格（税別） サイズ

8403-1 ￥400 120g

品　番 本体価格（税別） サイズ

8400-1 ￥800 大（500g）

8401-1 ￥600 小（300g）

■ビニール糊・チューブ入（一般用） ■ビニール糊・チューブ入（背固用）

▶ 8400 ▶ 8400-1▶ 8401

背固めの際の力布に、また中身と表
紙のつなぎとして使用します。
本品は裏に薄い紙が
裏打ちしてあります。

品　番 本体価格（税別） サイズ

8345
￥1,000

テープ（6cm×14m）

8340 全判（107cm×1m）

■寒冷紗

▶ 8340 ▶ 8345

品　番 本体価格（税別） サイズ

8351 ￥270 1かせ約85m

8350 ￥2,700 1巻約850m　大巻（透明ケース入り）

中身のとじに
使用します。

■製本用／麻糸

▶ 8351

▶ 8350

▶ 8351

▶ 8350

■白布テープ

品　番 本体価格（税別） サイズ

8361 ￥1,800 3.5cm×20m巻（裏紙スリット入り）

白布テープはナイロンタフタ（医
療用テープ基材）を使用した、
非常に高い強度の糊付テープで
す。柔軟性に富み、本ののどの補
強や、簡易製本ののど布として、
こわれた本ののどの補修用とし
てもご利用ください。

■製本 品　番 仕様

8990 A5 判以下
8991 B5 判
8992 A4 判以下
8993 B4 判
8993-9 A3 判
8994 新聞

◆  洋書・辞書・図鑑類はかが
りとじ

◆  背文字は書名、著者名等を
 金箔押付、平文字は別料金

※価格はお問い合せ下さい。
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　　規文堂 　学校向け図書館用品カタログ　注文書

※この用紙をA4サイズでコピーのうえ、ご利用ください。

※当社ホームページに注文書のPDFをご用意しております。出力してご使用ください。

ご注文日 年 月 日
2枚以上のご注文は通し番号をご記入ください。

貴　名
フリガナ

ご担当者
所属

氏名
フリガナ

ご住所 〒
TEL. 　　　　　 ー　        　 ー FAX. 　　　　　 ー　        　 ー

e-mail

ご注文品

品名 品番 ※右詰でご記入ください。 数量

1 －

2 －

3 －

4 －

5 －

6 －

7 －

8 －

9 －

10 －

ご希望納期 年 月 日

　　規文堂
website mail

※目次のページにカタログ特典がついています。



つくれるもの：

図書館に携わり70年。デザインから家具製作、施工まで一貫して手掛けます。

書架、展示架、ブックトラック、机、イス、ブックポスト、カウンター、

スツール、サイン、ブッカー、ラベルなどなど・・・図書館のこと全部です！

〒601-8467　京都市南区唐橋大宮尻町16-1


