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図書装備用品
キハラの図書装備用品は創業以来、全国の図書館でご愛用され続けて    
おります。さらにプリンタラベルなど、時代に合わせた新しい商品を加えて、
皆様のご要望にお応えしています。



INDEX

アメニティ B-コート  T
302ページ 

アメニティ B-コート  R
302ページ 

アメニティ B-コート  K
303ページ 

アメニティ B-コート  S
303ページ

アメニティ  ラベルキーパー
304ページ

ウイングテープ  透明
304ページ

アメニティ B-コート  E
305ページ

プリンタ用ラベル
3段  B5
313ページ

プリンタ用図書ラベル
3段  はがき判
313ページ

ラベルはがし用スクレーパー
307ページ

プリンタ用図書ラベル 
1段  A4
312ページ

プリンタ用図書ラベル
2段  A4
312ページ

プリンタ用図書ラベル
3段  A4
312ページ

本カタログに掲載されている文章、写真、イラスト等の無断での使用、複製、転載は固くお断りいたします。

フィルムルックス製品
310・311ページ

角カラーラベル
320ページ

丸ラベル
320ページ

小丸カラー
ラベル
320ページ

アメニティ B-コートの優れた特長 ･････････････ 298ページ
B-コートを貼ってみましょう！ ･･････････････････ 300ページ
キハラクリーン用品を使った「本の除菌方法」 ･･･ 305ページ
専用印字テンプレートを使ったラベル印刷 ･･････ 313ページ
ELISE-Eggを使ったラベル印刷 ･･････････････ 314ページ
記号ラベルで分類をわかりやすく ･････････････ 317ページ
認知度を高める鍵はオリジナルラベル ･････････ 321ページ

お役立ちコーナー

小判ラベル
318ページ

大型ラベル
318ページ

角丸中性紙
ラベル
318ページ

半透明ラベル
319ページ

記号ラベル
アルファベット
317ページ

角丸ラベル
316ページ

1段ラベル
316ページ

2段ラベル
316ページ

プリンタ用表示ラベル 
小型  A4
315ページ

プリンタ用表示ラベル 
中型  A4
315ページ

プリンタ用表示ラベル 
大型  A4
315ページ

プリンタ用バーコード
OCRラベル  A4
314ページ

記号ラベル
数字
317ページ

案内ラベル
320ページ

半透明丸ラベル
20Φ
319ページ

B-コート貼り定規
306ページ

ハサミ  フッソ加工
306ページ

ブックジャケットカバー
306ページ

コリブリ・e-ダビンチ
309ページ

コリブリカバー エコシールド
309ページ

ラベルはがし
307ページ

クリアコーナーポケット
308ページ

クリアポケット  大型
308ページ

297

図
書
装
備
用
品

91

掲載商品は経済の変動、品質の改良等により予告なしに価格・仕様の変更をさせていただく場合があります。予めご了承ください。



アメニティ B-コートの優れた特長

アメニティ B-コート／B-コートの種類

抗菌効果が長時間持続します。 表紙や資料の色彩をそのままにカバーします。

書籍や雑誌など、多くの人の手に
触れる図書館資料。すぐれた抗菌
効果を持つ「アメニティ B-コート」
は清潔志向に対応する密着性ブッ
クカバーフィルムです。
気温の変化による劣化が少ないこ
と、燃やしても塩素ガスを発生し
ない安全品質であることはもちろ
ん、UVカット仕様、剥離紙に再生
紙を使用するなど新たな特長も加
わりました。

図書館資料に付着する様々な菌（大腸菌や黄色ブドウ球菌など）が増
殖するのを抑えます。抗菌とは、時間の経過と共に菌を減らしていき、
限りなくゼロに近づける作用です。気になるカビの発生も抑え、効果は
長時間持続します。

透明性に優れたアメニティ B-コートは表紙や資料の色彩を損なうこと
なくカバーします。反射がないので、バーコードやOCRラベルの上から
貼ることもできます。

さまざまな資料に、ピッタリと貼れます。 UV（紫外線）カット仕様です。
波長290～400nmでの紫外線を大幅にカット。太陽光や蛍光灯の有
害な紫外線をカットし、図書資料の色褪せや日焼けを防ぎます。

フィルムをカットしたり折り曲げてもピッタリと資料に密着。貼る素材に
なじみやすく、図書をはじめAV資料のジャケット、ポスター、カタロ        
グ、地図などさまざまな形態の資料に対応します。さらにガラス、金属な
ど、紙以外の材質にも密着します。

アメニティ B-コートを使用する際に便利な用品もご用意しております。

アメニティ B-コートをより便利にお使いいただくために。

シリーズ 商品 抗菌

○ ○ ○

○ ○ ○

UVカット 再生紙

アメニティ B-コート  Rは、
ロール判の他いろいろな種
類をご用意しています。
フィルムに光沢を抑えた
マット仕上げが施されてお
り、背表紙などが光らず、ラ
ベルが見やすくなっていま
す。

R

アメニティ B-コート  Eは、光
沢のあるクリア仕上げが施
されており、表紙をよりきれ
いに見せます。

アメニティ B-コート  E
アメニティ B-コート  Eのロール判です。
50m巻をご用意しています。

アメニティ B-コート  R
アメニティ B-コート  Rのロール判です。
25m巻と50m巻の2種類をご用意しています。

アメニティ B-コート  T
アメニティ B-コート  Rと同じ材質のテープです。
傷みやすい背や溝などを補強するのに便利です。

アメニティ B-コート  K
アメニティ B-コート  Rの平判です。
剥離紙の中央あたりにスリットが入っており、簡単に貼る
ことができます。

アメニティ B-コート  S
アメニティ B-コート  Rの平判の背とコーナーを型抜きした
ものです。
カットせずに簡単に貼ることができます。

ラベルキーパー
アメニティ B-コート  Rと同じ材質のフィルムです。
マット仕上げなのでラベルやバーコードが見やすくなってい
ます。

E

アメニティ B-コート キハラの「アメニティ B-コート」は、図書や資料のカバーとして
最適な機能を備えた、密着性ブックカバーフィルムです。

Amenity  B-Coat ®

B-コート貼り定規

詳しくは306ページをご覧ください。

カッターナイフ

詳しくは338ページをご覧ください。

ハサミ  フッソ加工

詳しくは306ページをご覧ください。

オレフィンカッティングマット

詳しくは339ページをご覧ください。

安全安心クリーナー ストロング

詳しくは285ページをご覧ください。

ラベルはがし

詳しくは307ページをご覧ください。

イオンブライト

詳しくは286ページをご覧ください。

（貼った後の本の清浄に）（貼った後の本のウイルス除去に） マイクロファイバークロス

詳しくは286ページをご覧ください。
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B-コートを貼ってみましょう！

剥離紙を引きはがしながら定規で貼ります。

多くの人の手に触れる図書館資料は、そのままでは汚れたり、傷みがちです。
それを防ぐためにも、配架する前にB-コートを貼ることが、とても大切です。
ちょっとしたコツさえつかめば、よりキレイに貼ることができます。是非、チャレンジしてみてください。

サイズに合わせてカットします。
貼る本の広げた巾より片側約3センチずつ、
長くカットします。

貼る前に、本のカバーの折り返し部分4ケ所を、
約5ミリ程斜めにカットします。

剥離紙を端から4センチほど剥がし、剥がした
剥離紙を折り返します。

カバーが無く、溝のある本は定規を使い、浮かない
ように貼り付けます。

そのまま背表紙から反対の面にも貼り付けます。

フィルムのコーナー裏表4ケ所を斜めにカットします。
カットする際は表紙の厚さプラス1～2ミリ程度、
表紙の角から離れたところでカットします。

本の小口（開く方）からカバーの裏側に貼り付け
ます。カバーと本体に隙間ができないように、
左手でしっかり押さえながら本も支えます。

本からカバーを外します。
背表紙の部分2ケ所に斜めに切り込みを入れます。
切り込みは、背表紙から1.5～2センチ離します。

カバーの無い本も同様にして、一番最後に切り取り
ます。

切り込みを折り返してカバーに貼り付けます。 カバーを本に戻し、本の天地（上下）の表紙の裏側
に貼ります。この時もカバーと本体に隙間ができない
ように、左手でしっかり押さえながら本を支えます。

4ケ所、同様に貼り付けたら、出来上がりです。 空気が入った場合は、針で穴を空けてから、ハンカチ
で空気を押し出してください。

上下均等となるよう本の位置を決め、粘着面に
1センチほどかかるように本を置いて、貼りつけます。

全体を裏返し下敷きを本にはさみます。

カバー付きの本に、B-コートを貼ってみましょう。

カバーが無い場合

カバーが無い場合

空気が入ったら

残った剥離紙を利用して「下敷き」を作りましょう。

薄い本に貼る際、フィルム同士がくっついたりせ
ずスムーズに作業ができます。 

残った剥離紙を貼る本の広げた巾より、片側約
10センチずつ長くカットします。

印刷面を内側にして両端を5センチづつ折り、
内側に2つ折りにして出来上がりです。

剥離紙の「下敷き」

10cm 10cm

5cm

ハンカチ Ｂ-コート貼定規 ハサミ

ハンカチでさらに細かい部分まで押し付けます。

B-コート

1cm

用意する道具

1

4

2

5

3

6

7 8

11109

12 13

14

本

3cm3cm

キハラホームページのメニュー「製品検索・カタログ」内「動画」でもご説明しています。

いろいろなテクニックもご紹介しています。ぜひ、ご覧ください。

https://www.kihara-lib.co.jp

キハラ  動画 検索
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ます。

切り込みを折り返してカバーに貼り付けます。 カバーを本に戻し、本の天地（上下）の表紙の裏側
に貼ります。この時もカバーと本体に隙間ができない
ように、左手でしっかり押さえながら本を支えます。

4ケ所、同様に貼り付けたら、出来上がりです。 空気が入った場合は、針で穴を空けてから、ハンカチ
で空気を押し出してください。

上下均等となるよう本の位置を決め、粘着面に
1センチほどかかるように本を置いて、貼りつけます。

全体を裏返し下敷きを本にはさみます。

カバー付きの本に、B-コートを貼ってみましょう。

カバーが無い場合

カバーが無い場合

空気が入ったら

残った剥離紙を利用して「下敷き」を作りましょう。

薄い本に貼る際、フィルム同士がくっついたりせ
ずスムーズに作業ができます。 

残った剥離紙を貼る本の広げた巾より、片側約
10センチずつ長くカットします。

印刷面を内側にして両端を5センチづつ折り、
内側に2つ折りにして出来上がりです。

剥離紙の「下敷き」

10cm 10cm

5cm

ハンカチ Ｂ-コート貼定規 ハサミ

ハンカチでさらに細かい部分まで押し付けます。

B-コート

1cm

用意する道具

1

4

2

5

3

6

7 8

11109

12 13

14

本

3cm3cm

キハラホームページのメニュー「製品検索・カタログ」内「動画」でもご説明しています。

いろいろなテクニックもご紹介しています。ぜひ、ご覧ください。

https://www.kihara-lib.co.jp

キハラ  動画 検索
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アメニティ B-コート  R 25m
890-100 文庫判   ￥3,090+税    190mm 約90冊分

P.P  フィルム表面マット仕上  UVカット粘着剤付

890-200 新書判   ￥3,570+税    210mm 約90冊分

890-300 B6判   ￥3,700+税    230mm 約75冊分

890-400 A5判   ￥4,030+税    250mm 約65冊分

890-500 菊判   ￥4,520+税    270mm 約60冊分

890-600 B5判   ￥4,880+税    300mm 約55冊分

890-700 32cm判   ￥5,470+税    320mm 約50冊分

890-800 A4判   ￥5,710+税    350mm 約45冊分

890-900 B4判   ￥5,890+税    400mm 約40冊分

891-010 A3判   ￥7,500+税    460mm 約35冊分

891-000 52cm判   ￥8,450+税    520mm 約50冊分

891-800 105cm判 ￥17,160+税 1,050mm

アメニティ B-コート  R 50m
891-100 文庫判   ￥5,840+税 190mm 約180冊分

P.P  フィルム表面マット仕上  UVカット粘着剤付

891-200 新書判   ￥6,770+税 210mm 約180冊分

891-300 B6判   ￥7,150+税 230mm 約150冊分

891-400 A5判   ￥7,850+税 250mm 約130冊分

891-500 菊判   ￥8,790+税 270mm 約120冊分

891-600 B5判   ￥9,630+税 300mm 約110冊分

890-705 32cm判   ￥10,460+税 320mm 約100冊分

891-700 A4判   ￥11,020+税 350mm 約  90冊分

890-905 B4判 ￥11,350+税 400mm 約  80冊分

891-015 A3判 ￥14,210+税 460mm 約  70冊分

891-005 52cm判 ￥16,410+税 520mm 約100冊分

アメニティ B-コート  K 10枚
893-110 文庫判    ￥440+税 270×190mm

P.P  フィルム表面マット仕上  UVカット粘着剤付

893-210 新書判    ￥510+税 270×210mm

893-310 B6判    ￥640+税 330×230mm

893-410 A5判    ￥800+税 370×250mm

893-510 菊判    ￥990+税 400×270mm

893-610 B5判    ￥1,120+税 440×300mm

893-710 A4判 ￥1,610+税 520×350mm

アメニティ B-コート  K 100枚
893-120 文庫判   ￥4,050+税 270×190mm

P.P  フィルム表面マット仕上  UVカット粘着剤付

893-220 新書判   ￥4,400+税 270×210mm

893-320 B6判   ￥5,940+税 330×230mm

893-420 A5判   ￥7,250+税 370×250mm

893-520 菊判   ￥9,820+税 400×270mm

893-620 B5判 ￥10,120+税 440×300mm

893-720 A4判 ￥14,080+税 520×350mm

マット仕上げによって、背表紙が光らず、ラベルが見やすくなります。
25m巻と50m巻の2種類をご用意していますので、受入冊数に合わせてお使いください。

ロール判ではなく、各サイズごとの平判です。剥離紙の背には、スリット入
りで片面ずつ剥離紙をはがしながら、簡単に貼ることができます。背および
コーナーの余分な部分はハサミで切り取りながら仕上げてください。

アメニティ B-コート  S 10枚
892-110 文庫判 ￥510+税 260×180mm  

P.P  フィルム表面マット仕上  UVカット粘着剤付

892-210 新書判 ￥590+税 260×205mm  

892-310 B6判 ￥720+税 310×215mm  

892-410 CD解説書用 ￥500+税 272×150mm  

アメニティ B-コート  S 100枚アメニティ B-コート  S 100枚
892-120 文庫判 ￥4,890+税 260×180mm  

P.P  フィルム表面マット仕上  UVカット粘着剤付

892-220 新書判 ￥5,450+税 260×205mm  

892-320 B6判 ￥6,880+税 310×215mm  

892-420 CD解説書用 ￥4,740+税 272×150mm  

ご使用の際は

本のサイズに合わせて平判の背とコーナーが型抜きとなっていますので、
カットせずにどなたでも簡単に貼れるようになっています。CD解説書用は、
傷みやすい中綴じのCD解説書の保護に最適です。

○出版社によって大きさが違う場合がありますので、余分な部分は切り取って
ください。

R
○フィルム厚75マイクロメートル
○UVカット加工
○抗菌効果フィルム使用

アメニティ B-コート  Rシリーズは、
フィルムに光沢を抑えたマット仕上げが
施されています。

＋40～
50mm

○ご注文の前に
お手元の資料の判型が不明な場合、
資料の高さより40～50mm余裕をとって
フィルムの判型をお選びください。

○アメニティ B-コート  K・T・Sは、Rと同じフィルムです。

アメニティ B-コート  T
894-100   30mm×50m   ￥1,060+税

894-200   50mm×50m ￥1,600+税

894-300   70mm×50m ￥2,130+税

P.P  フィルム表面マット仕上  UVカット粘着剤付

894-400 100mm×50m ￥2,860+税

894-500 120mm×50m ￥3,800+税

894-600 150mm×50m ￥4,850+税

書籍をはじめ、雑誌や絵本など日常的に特に傷みやすい本の、背や溝を保
護するために開発されたテープです。

菌の繁殖を抑える素材使用グリーン購入基本原則対応商品

ご使用の際は

○図面、地図、その他の資料のフチ取り補強にもご利用ください。
○分厚い本や資料の場合は、アメニティ B-コート  K、またはアメニティ B-コート

Rをご利用ください。
○ラベルのめくれ、はがれなどの防止にもお役立てください。

ご使用の際は

○ロールを平判に切ってご使用ください。
○剥離紙は、裁断・加工に便利な約5cmと約1cm
四方のライン入りです。なお、ラインは印刷ずれが
生じる場合がございます。あくまで目安としてご使
用ください。

ご使用の際は

○旧四六判は、A5判をご使用ください。　

ご注文は371ページの「FAXオーダーシート」をご利用ください。特に人気のある商品
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アメニティ B-コート  R 25m
890-100 文庫判   ￥3,090+税    190mm 約90冊分

P.P  フィルム表面マット仕上  UVカット粘着剤付

890-200 新書判   ￥3,570+税    210mm 約90冊分

890-300 B6判   ￥3,700+税    230mm 約75冊分

890-400 A5判   ￥4,030+税    250mm 約65冊分

890-500 菊判   ￥4,520+税    270mm 約60冊分

890-600 B5判   ￥4,880+税    300mm 約55冊分

890-700 32cm判   ￥5,470+税    320mm 約50冊分

890-800 A4判   ￥5,710+税    350mm 約45冊分

890-900 B4判   ￥5,890+税    400mm 約40冊分

891-010 A3判   ￥7,500+税    460mm 約35冊分

891-000 52cm判   ￥8,450+税    520mm 約50冊分

891-800 105cm判 ￥17,160+税 1,050mm

アメニティ B-コート  R 50m
891-100 文庫判   ￥5,840+税 190mm 約180冊分

P.P  フィルム表面マット仕上  UVカット粘着剤付

891-200 新書判   ￥6,770+税 210mm 約180冊分

891-300 B6判   ￥7,150+税 230mm 約150冊分

891-400 A5判   ￥7,850+税 250mm 約130冊分

891-500 菊判   ￥8,790+税 270mm 約120冊分

891-600 B5判   ￥9,630+税 300mm 約110冊分

890-705 32cm判   ￥10,460+税 320mm 約100冊分

891-700 A4判   ￥11,020+税 350mm 約  90冊分

890-905 B4判 ￥11,350+税 400mm 約  80冊分

891-015 A3判 ￥14,210+税 460mm 約  70冊分

891-005 52cm判 ￥16,410+税 520mm 約100冊分

アメニティ B-コート  K 10枚
893-110 文庫判    ￥440+税 270×190mm

P.P  フィルム表面マット仕上  UVカット粘着剤付

893-210 新書判    ￥510+税 270×210mm

893-310 B6判    ￥640+税 330×230mm

893-410 A5判    ￥800+税 370×250mm

893-510 菊判    ￥990+税 400×270mm

893-610 B5判    ￥1,120+税 440×300mm

893-710 A4判 ￥1,610+税 520×350mm

アメニティ B-コート  K 100枚
893-120 文庫判   ￥4,050+税 270×190mm

P.P  フィルム表面マット仕上  UVカット粘着剤付

893-220 新書判   ￥4,400+税 270×210mm

893-320 B6判   ￥5,940+税 330×230mm

893-420 A5判   ￥7,250+税 370×250mm

893-520 菊判   ￥9,820+税 400×270mm

893-620 B5判 ￥10,120+税 440×300mm

893-720 A4判 ￥14,080+税 520×350mm

マット仕上げによって、背表紙が光らず、ラベルが見やすくなります。
25m巻と50m巻の2種類をご用意していますので、受入冊数に合わせてお使いください。

ロール判ではなく、各サイズごとの平判です。剥離紙の背には、スリット入
りで片面ずつ剥離紙をはがしながら、簡単に貼ることができます。背および
コーナーの余分な部分はハサミで切り取りながら仕上げてください。

アメニティ B-コート  S 10枚
892-110 文庫判 ￥510+税 260×180mm  

P.P  フィルム表面マット仕上  UVカット粘着剤付

892-210 新書判 ￥590+税 260×205mm  

892-310 B6判 ￥720+税 310×215mm  

892-410 CD解説書用 ￥500+税 272×150mm  

アメニティ B-コート  S 100枚アメニティ B-コート  S 100枚
892-120 文庫判 ￥4,890+税 260×180mm  

P.P  フィルム表面マット仕上  UVカット粘着剤付

892-220 新書判 ￥5,450+税 260×205mm  

892-320 B6判 ￥6,880+税 310×215mm  

892-420 CD解説書用 ￥4,740+税 272×150mm  

ご使用の際は

本のサイズに合わせて平判の背とコーナーが型抜きとなっていますので、
カットせずにどなたでも簡単に貼れるようになっています。CD解説書用は、
傷みやすい中綴じのCD解説書の保護に最適です。

○出版社によって大きさが違う場合がありますので、余分な部分は切り取って
ください。

R
○フィルム厚75マイクロメートル
○UVカット加工
○抗菌効果フィルム使用

アメニティ B-コート  Rシリーズは、
フィルムに光沢を抑えたマット仕上げが
施されています。

＋40～
50mm

○ご注文の前に
お手元の資料の判型が不明な場合、
資料の高さより40～50mm余裕をとって
フィルムの判型をお選びください。

○アメニティ B-コート  K・T・Sは、Rと同じフィルムです。

アメニティ B-コート  T
894-100   30mm×50m   ￥1,060+税

894-200   50mm×50m ￥1,600+税

894-300   70mm×50m ￥2,130+税

P.P  フィルム表面マット仕上  UVカット粘着剤付

894-400 100mm×50m ￥2,860+税

894-500 120mm×50m ￥3,800+税

894-600 150mm×50m ￥4,850+税

書籍をはじめ、雑誌や絵本など日常的に特に傷みやすい本の、背や溝を保
護するために開発されたテープです。

菌の繁殖を抑える素材使用グリーン購入基本原則対応商品

ご使用の際は

○図面、地図、その他の資料のフチ取り補強にもご利用ください。
○分厚い本や資料の場合は、アメニティ B-コート  K、またはアメニティ B-コート

Rをご利用ください。
○ラベルのめくれ、はがれなどの防止にもお役立てください。

ご使用の際は

○ロールを平判に切ってご使用ください。
○剥離紙は、裁断・加工に便利な約5cmと約1cm
四方のライン入りです。なお、ラインは印刷ずれが
生じる場合がございます。あくまで目安としてご使
用ください。

ご使用の際は

○旧四六判は、A5判をご使用ください。　

ご注文は371ページの「FAXオーダーシート」をご利用ください。特に人気のある商品
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菌の繁殖を抑える素材使用グリーン購入基本原則対応商品

896-023 ￥2,410+税20面付   50シート （1,000枚）

896-060    ￥740+税10面付   20シート （   200枚）

896-030 ￥3,010+税10面付 100シート （1,000枚）

896-050 ￥1,440+税500枚ロール

896-052 ￥3,900+税500枚ロール

896-250 ￥2,750+税500枚ロール

896-160    ￥860+税10面付   20シート （   200枚）

896-130 ￥3,360+税10面付 100シート （1,000枚）

896-150 ￥1,680+税500枚ロール

アメニティ  ラベルキーパー 粗面用アメニティ  ラベルキーパー ラベル用

P.P  フィルム表面マット仕上  UVカット粘着剤付

P.P  フィルム表面マット仕上  UVカット粘着剤付

ウイングテープ  透明 50枚
827-065 ￥980+税

P.P  フィルム表面マット仕上  UVカット粘着剤付

ラベルやバーコードラベルの上に貼る、光沢を抑えたマット仕上げの透明
フィルムです。ラベルの汚れやはがれを防ぎます。粗面用は布地、エンボ
スの深いビニールクロスなどにつきやすい糊を使用しています。

 20×60mm  1段・小型カラー用

40×60mm  2、3段・小判用  記号・丸・案内用  

40×60mm  2、3段・小判用  記号・丸・案内用

896-051 ￥1,440+税500枚ロール

40×50mm  2、3段・小判用  記号・丸・案内用  

50×70mm  大型用  

40×80mm  バーコードラベル用

ご使用の際は

○ロールを平判に切ってご使用ください。
○剥離紙は、裁断・加工に便利な約5cmと約1cm四方のライン入りです。なお、
ラインは印刷ずれが生じる場合がございます。あくまで目安としてご使用くださ
い。

高い抗菌効果はそのままに、さらに使いやすさを向上させました。サイズも文
庫判から105cm判までと幅広いラインナップを取り揃えています。さらに、大
量にご使用になる場合を考えて低価格設定で、とても経済的です。

○フィルム厚75マイクロメートル
○UVカット加工
○抗菌効果フィルム使用

アメニティ B-コート  Eのフィルムは、
光沢のあるクリア仕上げが施されています。E

＋40～
50mm

○ご注文の前に
お手元の資料の判型が不明な場合、
資料の高さより40～50mm余裕をとって
フィルムの判型をお選びください。

R
アメニティ B-コート  Rシリーズは、
フィルムに光沢を抑えたマット仕上げが
施されています。
○アメニティ ラベルキーパー・ウイングテープは、Rと同じフィルムです。

アメニティ  ラベルキーパーは本の背の角から折りし
ろを両側に多めにとって貼りつけるか、厚い本には
折りしろをとらずに貼りつけるようにします。

お手入れは、
バーコードやOCRラベルをカバーしたフィルムに汚れ
がつくと、読み取り誤作動となることがあります。汚れ
がひどい場合はイオンブライト（880-010）で軽く拭き
とります。抗菌効果は水にぬれても変わりません。

ラベルやバーコードラベルの表面の保護におすすめします。
平判とロール判の2種類があり、ロール判には4タイプの大きさを揃え
ております。用途と本の厚さに合わせてお選びください。

いろいろな装幀に使える強力粘着剤付きの翼型のテープです。本の背の
天地を補修・補強します。ラベルの保護にもお使いください。剥離紙の中
央にスリットが入っています。

アメニティ B-コート  E 50m
898-001 文庫判   ￥4,770+税    190mm 約180冊分

P.P  フィルム表面クリア仕上  UVカット粘着剤付

898-002 新書判   ￥5,160+税    210mm 約180冊分

898-003 B6判   ￥5,690+税    230mm 約150冊分

898-004 A5判   ￥6,220+税    250mm 約130冊分

898-005 菊判   ￥6,750+税    270mm 約120冊分

898-006 B5判   ￥7,540+税    300mm 約110冊分

898-007 32cm判   ￥7,910+税    320mm 約100冊分

898-008 A4判   ￥8,850+税    350mm 約  90冊分

898-009 B4判   ￥9,930+税    400mm 約  80冊分

898-010 A3判   ￥11,440+税    460mm 約  70冊分

898-011 52cm判 ￥13,000+税    520mm 約100冊分

898-012 105cm判 ￥26,390+税 1,050mm

896-050

896-030

65

200

75

背に貼る際に位置決めがしやすいよう
に、剥離紙の中央にスリットが入ってい
ます。

特に人気のある商品

返却された本を書架に戻す前に除菌をして、清潔にしましょう。
アメニティ B-コートを貼ってある本にはキハラクリーン用品を使った除菌方法をおすすめします。

キハラクリーン用品を使った「本の除菌方法」

ライブラリー グローブを
装備します。

1

安全安心クリーナー 
ストロングを不織布ク
ロスやマイクロファイ
バークロスなど、不織
布や布に塗布してから、
本を拭き、本の除菌を
します。

3

イオンブライトで本の表
紙・背・小口の汚れを
拭き取ります。

2

さらに気になる場合は、
除菌BOX 4Dを使用す
ることをおすすめします。

4

商品の詳細は284～286ページをご覧ください。
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菌の繁殖を抑える素材使用グリーン購入基本原則対応商品

896-023 ￥2,410+税20面付   50シート （1,000枚）

896-060    ￥740+税10面付   20シート （   200枚）

896-030 ￥3,010+税10面付 100シート （1,000枚）

896-050 ￥1,440+税500枚ロール

896-052 ￥3,900+税500枚ロール

896-250 ￥2,750+税500枚ロール

896-160    ￥860+税10面付   20シート （   200枚）

896-130 ￥3,360+税10面付 100シート （1,000枚）

896-150 ￥1,680+税500枚ロール

アメニティ  ラベルキーパー 粗面用アメニティ  ラベルキーパー ラベル用

P.P  フィルム表面マット仕上  UVカット粘着剤付

P.P  フィルム表面マット仕上  UVカット粘着剤付

ウイングテープ  透明 50枚
827-065 ￥980+税

P.P  フィルム表面マット仕上  UVカット粘着剤付

ラベルやバーコードラベルの上に貼る、光沢を抑えたマット仕上げの透明
フィルムです。ラベルの汚れやはがれを防ぎます。粗面用は布地、エンボ
スの深いビニールクロスなどにつきやすい糊を使用しています。

 20×60mm  1段・小型カラー用

40×60mm  2、3段・小判用  記号・丸・案内用  

40×60mm  2、3段・小判用  記号・丸・案内用

896-051 ￥1,440+税500枚ロール

40×50mm  2、3段・小判用  記号・丸・案内用  

50×70mm  大型用  

40×80mm  バーコードラベル用

ご使用の際は

○ロールを平判に切ってご使用ください。
○剥離紙は、裁断・加工に便利な約5cmと約1cm四方のライン入りです。なお、
ラインは印刷ずれが生じる場合がございます。あくまで目安としてご使用くださ
い。

高い抗菌効果はそのままに、さらに使いやすさを向上させました。サイズも文
庫判から105cm判までと幅広いラインナップを取り揃えています。さらに、大
量にご使用になる場合を考えて低価格設定で、とても経済的です。

○フィルム厚75マイクロメートル
○UVカット加工
○抗菌効果フィルム使用

アメニティ B-コート  Eのフィルムは、
光沢のあるクリア仕上げが施されています。E

＋40～
50mm

○ご注文の前に
お手元の資料の判型が不明な場合、
資料の高さより40～50mm余裕をとって
フィルムの判型をお選びください。

R
アメニティ B-コート  Rシリーズは、
フィルムに光沢を抑えたマット仕上げが
施されています。
○アメニティ ラベルキーパー・ウイングテープは、Rと同じフィルムです。

アメニティ  ラベルキーパーは本の背の角から折りし
ろを両側に多めにとって貼りつけるか、厚い本には
折りしろをとらずに貼りつけるようにします。

お手入れは、
バーコードやOCRラベルをカバーしたフィルムに汚れ
がつくと、読み取り誤作動となることがあります。汚れ
がひどい場合はイオンブライト（880-010）で軽く拭き
とります。抗菌効果は水にぬれても変わりません。

ラベルやバーコードラベルの表面の保護におすすめします。
平判とロール判の2種類があり、ロール判には4タイプの大きさを揃え
ております。用途と本の厚さに合わせてお選びください。

いろいろな装幀に使える強力粘着剤付きの翼型のテープです。本の背の
天地を補修・補強します。ラベルの保護にもお使いください。剥離紙の中
央にスリットが入っています。

アメニティ B-コート  E 50m
898-001 文庫判   ￥4,770+税    190mm 約180冊分

P.P  フィルム表面クリア仕上  UVカット粘着剤付

898-002 新書判   ￥5,160+税    210mm 約180冊分

898-003 B6判   ￥5,690+税    230mm 約150冊分

898-004 A5判   ￥6,220+税    250mm 約130冊分

898-005 菊判   ￥6,750+税    270mm 約120冊分

898-006 B5判   ￥7,540+税    300mm 約110冊分

898-007 32cm判   ￥7,910+税    320mm 約100冊分

898-008 A4判   ￥8,850+税    350mm 約  90冊分

898-009 B4判   ￥9,930+税    400mm 約  80冊分

898-010 A3判   ￥11,440+税    460mm 約  70冊分

898-011 52cm判 ￥13,000+税    520mm 約100冊分

898-012 105cm判 ￥26,390+税 1,050mm

896-050

896-030

65

200

75

背に貼る際に位置決めがしやすいよう
に、剥離紙の中央にスリットが入ってい
ます。

特に人気のある商品

返却された本を書架に戻す前に除菌をして、清潔にしましょう。
アメニティ B-コートを貼ってある本にはキハラクリーン用品を使った除菌方法をおすすめします。

キハラクリーン用品を使った「本の除菌方法」

ライブラリー グローブを
装備します。

1

安全安心クリーナー 
ストロングを不織布ク
ロスやマイクロファイ
バークロスなど、不織
布や布に塗布してから、
本を拭き、本の除菌を
します。

3

イオンブライトで本の表
紙・背・小口の汚れを
拭き取ります。

2

さらに気になる場合は、
除菌BOX 4Dを使用す
ることをおすすめします。

4

商品の詳細は284～286ページをご覧ください。
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■ ラベルはがし用スクレーパー／ラベルはがし

ブックジャケットを保護する透明フィルムカバーです。フィルムの上下に細い接
着テープが付いていますので、位置決めをして接着テープの剥離紙をはがす
だけで、どなたでもきれいに貼ることができます。資料を廃棄する際は、フィルム
のみをはがすことができます。

ブックジャケットカバー  100枚
643-020 B6  ￥4,420+税

P.P  アメニティ B-コート テープ付（幅20mm）

643-120 A5 ￥5,400+税

643-220 B5 ￥6,150+税

W.360  H.260

W.410  H.290

W.500  H.340

ご使用の際は

○B6判は新書判と旧四六判、A5判は菊判とそれぞれ兼用できます。
　B5判はA4判にも使えます。

ブックジャケットの内側を上にして、フィル
ムにのせます。
両側をテープで仮留めしてから固定すれ
ば、フィルムが滑らず位置が決められま
す。

フィルムの上下を内側に折り返します。
フィルムを軽く押えながら、接着テープの
剥離紙をゆっくり剥がしてください。

背や表紙の折り目を軽く押え本にかぶせ
ます。本とブックジャケットがずれないよう
に付属のアメニティ  B-コートテープでとめ
てください。

ブックジャケットカバーの貼り方

2

3

フィルム

ブック
ジャケット

アメニティ B-コートテープ

1 フィルム

ブックジャケット

仮留め

ハサミ  フッソ加工
812-400 ￥3,450+税
ブレード（刃）：ステンレススチール  フッソ樹脂加工   ハンドル：ABS樹脂

長さ：210mm

ハサミの刃裏にフッソ樹脂加工をしてありますので、のり付きのシートをカッ
トしても、のりが付着せず、切れ味は変わりません。
B-コートとセットでのご使用をおすすめします。

■ B-コート貼り用具／ブックジャケットカバー

内容量：150mℓ

ラベルはがし
608-100 ￥1,100+税
炭化水素系  第1石油類

ラベルやB-コートなどを図書・資料からきれいにはがすことができる剥離液で
す。缶の蓋に刷毛が付いていますので、簡単に手軽にご使用いただけます。

ラベル等をはがした後、接着剤が残った
時は、「ラベルはがし」を染み込ませた布
で軽く叩くようにしてふき取ってください。

43 染み込ませながら、ゆっくりとはがしてくだ
さい。

1 はがしたいラベルの角に「ラベルはがし」
をたっぷり塗ります。 2 角を少しはがし隙間に「ラベルはがし」を

塗布します。

ラベルはがし用スクレーパー
608-110 ￥500+税
プラスチック  ステンレス両刃付（刃は本体に収納）

表面： プラスチック刃

裏面： ステンレス刃

ラベルをはがすのに便利なスクレーパーです。表と裏に材質の異なる刃が
あり、ラベルの粘着度や下地の材質によって刃を使い分けることができま
す。それぞれの刃は、本体に収納され、赤いボタンのスライドで出し入れでき
ます。窓や家具についたテープの貼り残しなどにもご使用ください。プラス
チック刃の方が本を傷めにくく剥がす事ができます。

B-コート貼り定規
899-010 30cm

74%  再生アクリル（透明）

899-011 45cm

W.300  D.50  t.5

W.450  D.50  t.5

￥1,200+税

￥1,550+税

R面
山形面

本の表面や溝に貼るときの接着押えにご使用ください。
定規の小口面がR面と山形面になっているので、広い面や溝部分をしっか
り貼るのに使い分けできます。

L

刃の裏面にフッソ樹脂加工をしています。

広い面にはR面、溝部分には山形面を使用してく
ださい。

グリーン購入法判断基準適合商品 グリーン購入基本原則対応商品特に人気のある商品

「ラベルはがし」をラベルに付けます。この
時たっぷりとしみ込ませると剥がれやすくな
ります。

ラベルの端からスクレーパーを使い剥がし
ていきます。

資料の清潔を保つキハラクリーン用品をご利用ください。

詳しくは285、286ページをご覧ください。

W.53  D.42  H.11

イオンブライト
（貼った後の本の清浄に）（貼った後の本のウイルス除去に） マイクロファイバークロス ライブラリー グローブ

安全安心クリーナー ストロング
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■ ラベルはがし用スクレーパー／ラベルはがし

ブックジャケットを保護する透明フィルムカバーです。フィルムの上下に細い接
着テープが付いていますので、位置決めをして接着テープの剥離紙をはがす
だけで、どなたでもきれいに貼ることができます。資料を廃棄する際は、フィルム
のみをはがすことができます。

ブックジャケットカバー  100枚
643-020 B6  ￥4,420+税

P.P  アメニティ B-コート テープ付（幅20mm）

643-120 A5 ￥5,400+税

643-220 B5 ￥6,150+税

W.360  H.260

W.410  H.290

W.500  H.340

ご使用の際は

○B6判は新書判と旧四六判、A5判は菊判とそれぞれ兼用できます。
　B5判はA4判にも使えます。

ブックジャケットの内側を上にして、フィル
ムにのせます。
両側をテープで仮留めしてから固定すれ
ば、フィルムが滑らず位置が決められま
す。

フィルムの上下を内側に折り返します。
フィルムを軽く押えながら、接着テープの
剥離紙をゆっくり剥がしてください。

背や表紙の折り目を軽く押え本にかぶせ
ます。本とブックジャケットがずれないよう
に付属のアメニティ  B-コートテープでとめ
てください。

ブックジャケットカバーの貼り方

2

3

フィルム

ブック
ジャケット

アメニティ B-コートテープ

1 フィルム

ブックジャケット

仮留め

ハサミ  フッソ加工
812-400 ￥3,450+税
ブレード（刃）：ステンレススチール  フッソ樹脂加工   ハンドル：ABS樹脂

長さ：210mm

ハサミの刃裏にフッソ樹脂加工をしてありますので、のり付きのシートをカッ
トしても、のりが付着せず、切れ味は変わりません。
B-コートとセットでのご使用をおすすめします。

■ B-コート貼り用具／ブックジャケットカバー

内容量：150mℓ

ラベルはがし
608-100 ￥1,100+税
炭化水素系  第1石油類

ラベルやB-コートなどを図書・資料からきれいにはがすことができる剥離液で
す。缶の蓋に刷毛が付いていますので、簡単に手軽にご使用いただけます。

ラベル等をはがした後、接着剤が残った
時は、「ラベルはがし」を染み込ませた布
で軽く叩くようにしてふき取ってください。

43 染み込ませながら、ゆっくりとはがしてくだ
さい。

1 はがしたいラベルの角に「ラベルはがし」
をたっぷり塗ります。 2 角を少しはがし隙間に「ラベルはがし」を

塗布します。

ラベルはがし用スクレーパー
608-110 ￥500+税
プラスチック  ステンレス両刃付（刃は本体に収納）

表面： プラスチック刃

裏面： ステンレス刃

ラベルをはがすのに便利なスクレーパーです。表と裏に材質の異なる刃が
あり、ラベルの粘着度や下地の材質によって刃を使い分けることができま
す。それぞれの刃は、本体に収納され、赤いボタンのスライドで出し入れでき
ます。窓や家具についたテープの貼り残しなどにもご使用ください。プラス
チック刃の方が本を傷めにくく剥がす事ができます。

B-コート貼り定規
899-010 30cm

74%  再生アクリル（透明）

899-011 45cm

W.300  D.50  t.5

W.450  D.50  t.5

￥1,200+税

￥1,550+税

R面
山形面

本の表面や溝に貼るときの接着押えにご使用ください。
定規の小口面がR面と山形面になっているので、広い面や溝部分をしっか
り貼るのに使い分けできます。

L

刃の裏面にフッソ樹脂加工をしています。

広い面にはR面、溝部分には山形面を使用してく
ださい。

グリーン購入法判断基準適合商品 グリーン購入基本原則対応商品特に人気のある商品

「ラベルはがし」をラベルに付けます。この
時たっぷりとしみ込ませると剥がれやすくな
ります。

ラベルの端からスクレーパーを使い剥がし
ていきます。

資料の清潔を保つキハラクリーン用品をご利用ください。

詳しくは285、286ページをご覧ください。

W.53  D.42  H.11

イオンブライト
（貼った後の本の清浄に）（貼った後の本のウイルス除去に） マイクロファイバークロス ライブラリー グローブ

安全安心クリーナー ストロング
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糊で貼らない透明な表紙カバーを簡単につくることができます。
ソフト・ハードカバー本・雑誌などカバーする資料を選びません。
コリブリ・e-ダビンチは、コリブリカバーを書籍の大きさに合わせた、透明な表
紙カバーに加工します。

コリブリカバーエコシールドは、コリブリ・e-ダビンチを使用して、本にぴったり
のカバーが作れる糊なしのブックカバーです。
GREEN POLYETHYLENE™（グリーン・ポリエチレン）を使用しており、更に
抗菌・抗ウイルスの機能が加わりました。
PAT（Photographic Activity Test）をパスしていますので貴重な本にも使用で
きます。レッドロット本のカバーにも最適です。

■ コリブリシステム
付録を資料本体に付けるポケットです。付録の内容が解りやすく、返却され
た際にも確認ができるので管理もしやすくなります。裏面は粘着剤付で
簡単に装備ができ、収納する付録の大きさを選びません。素材はポリプロ
ピレン製なので丈夫です。透明ですから裏表紙の内側などに貼ってもペー
ジの内容を隠しません。

二辺がオープンの大型ポケットです。収納も取り出しも簡単で、付録も痛み
ません。手芸本の型紙などA4判までの付録から、旅行ガイドの地図などA5
判までの付録まで幅広くご使用になれます。

■ クリアポケット

キハラホームページのメニュー「製品検索・カタログ」内「動画」から、コリブリシステムの使用方法がご覧いただけます。

コリブリシステムの使い方（ソフトカバーの場合）

コリブリ・e-ダビンチ
875-910 ￥198,000+税 W.700  D.440  H.85

875-931 ミニ  250枚入

875-932 スタンダード  250枚入

875-933 ビッグ  125枚入

￥26,500+税 W.330  D.250

￥29,000+税 W.490  D.320

￥17,000+税 W.630  D.430

交換用ウェルディングバー
875-914 ￥10,000+税

グリーン・ポリエチレン

○レッドロット本：表装の革が劣化して赤茶けて、表面が割
れたり、粉が吹くようになった革装本。

右側のポケットに本の
表紙を入れる

熱で綴じながら
カットされます

片方にずらす
約90秒で完成

本のサイズによりカット回数が異なります。

余分なサイドが熱で綴じながら
カットされます

位置が決まったら
ボタンを押す

もう片方の表紙も
ポケットに入れる

上部をカットするため、差し込んだ
フィルムの下に本をずらす

カットする
目安ライン

875-910

三角の形状で一辺がオープンのポケット
です。資料に対角線に貼り付録を収納し
ます。
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P.Pフィルム  強力粘着剤付

クリアコーナーポケット
870-310 小    8シート （48枚入）    ￥700+税

870-320 大  10シート （40枚入）￥1,100+税

P.Pフィルム  強力粘着剤付

クリアポケット  大型
870-300 20枚入 ￥2,300+税

左右両方の位置に使えます。 A5判の付録にはカットして使用してく
ださい。

R10
0

170

17
0

W.  60  H.  60

W.110  H.110

W.170  H.170

旅行ガイドの地図など小型の付録にご利用ください。

型紙など大型の付録にご利用ください。

特に人気のある商品 グリーン購入法判断基準適合商品新商品

GREEN POLYETHYLENE™（グリーン・ポリエチレン）
グリーン・ポリエチレンは、再生可能な原料であるサトウキビエタノールから製造さ
れた100％リサイクル可能なプラスチックです。プラスチックの製造およびリサイ
クルのチェーンにおいて、従来のポリエチレンと特性・性能などは変わりません。

コリブリカバー エコシールド

菌の繁殖を抑える素材使用

https://www.kihara-lib.co.jpキハラ  動画 検索

PAT（ISO18916：2007）：ISO（国際標準化機構）のPAT（Photographic Activity 
Test）は各種の材料が、酸や金属イオンに敏感な写真資料用の包材として適切か
を調べる試験です。
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糊で貼らない透明な表紙カバーを簡単につくることができます。
ソフト・ハードカバー本・雑誌などカバーする資料を選びません。
コリブリ・e-ダビンチは、コリブリカバーを書籍の大きさに合わせた、透明な表
紙カバーに加工します。

コリブリカバーエコシールドは、コリブリ・e-ダビンチを使用して、本にぴったり
のカバーが作れる糊なしのブックカバーです。
GREEN POLYETHYLENE™（グリーン・ポリエチレン）を使用しており、更に
抗菌・抗ウイルスの機能が加わりました。
PAT（Photographic Activity Test）をパスしていますので貴重な本にも使用で
きます。レッドロット本のカバーにも最適です。

■ コリブリシステム
付録を資料本体に付けるポケットです。付録の内容が解りやすく、返却され
た際にも確認ができるので管理もしやすくなります。裏面は粘着剤付で
簡単に装備ができ、収納する付録の大きさを選びません。素材はポリプロ
ピレン製なので丈夫です。透明ですから裏表紙の内側などに貼ってもペー
ジの内容を隠しません。

二辺がオープンの大型ポケットです。収納も取り出しも簡単で、付録も痛み
ません。手芸本の型紙などA4判までの付録から、旅行ガイドの地図などA5
判までの付録まで幅広くご使用になれます。

■ クリアポケット

キハラホームページのメニュー「製品検索・カタログ」内「動画」から、コリブリシステムの使用方法がご覧いただけます。

コリブリシステムの使い方（ソフトカバーの場合）

コリブリ・e-ダビンチ
875-910 ￥198,000+税 W.700  D.440  H.85

875-931 ミニ  250枚入

875-932 スタンダード  250枚入

875-933 ビッグ  125枚入

￥26,500+税 W.330  D.250

￥29,000+税 W.490  D.320

￥17,000+税 W.630  D.430

交換用ウェルディングバー
875-914 ￥10,000+税

グリーン・ポリエチレン

○レッドロット本：表装の革が劣化して赤茶けて、表面が割
れたり、粉が吹くようになった革装本。

右側のポケットに本の
表紙を入れる

熱で綴じながら
カットされます

片方にずらす
約90秒で完成

本のサイズによりカット回数が異なります。

余分なサイドが熱で綴じながら
カットされます

位置が決まったら
ボタンを押す

もう片方の表紙も
ポケットに入れる

上部をカットするため、差し込んだ
フィルムの下に本をずらす

カットする
目安ライン

875-910

三角の形状で一辺がオープンのポケット
です。資料に対角線に貼り付録を収納し
ます。
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P.Pフィルム  強力粘着剤付

クリアコーナーポケット
870-310 小    8シート （48枚入）    ￥700+税

870-320 大  10シート （40枚入）￥1,100+税

P.Pフィルム  強力粘着剤付

クリアポケット  大型
870-300 20枚入 ￥2,300+税

左右両方の位置に使えます。 A5判の付録にはカットして使用してく
ださい。

R10
0

170

17
0

W.  60  H.  60

W.110  H.110

W.170  H.170

旅行ガイドの地図など小型の付録にご利用ください。

型紙など大型の付録にご利用ください。

特に人気のある商品 グリーン購入法判断基準適合商品新商品

GREEN POLYETHYLENE™（グリーン・ポリエチレン）
グリーン・ポリエチレンは、再生可能な原料であるサトウキビエタノールから製造さ
れた100％リサイクル可能なプラスチックです。プラスチックの製造およびリサイ
クルのチェーンにおいて、従来のポリエチレンと特性・性能などは変わりません。

コリブリカバー エコシールド

菌の繁殖を抑える素材使用

https://www.kihara-lib.co.jpキハラ  動画 検索

PAT（ISO18916：2007）：ISO（国際標準化機構）のPAT（Photographic Activity 
Test）は各種の材料が、酸や金属イオンに敏感な写真資料用の包材として適切か
を調べる試験です。
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■ フィルムルックス製品

書籍のノドの補強方法

ポリエステル製　テープ厚：25マイクロメートル

透明なポリエステル製の補修粘着テープです。抜群の耐久性を持ち、中
央にスリットが入っていますので、ページの破れ・はがれの補修、本のノド部
分や背表紙の補強などにも最適で、幅広くお使いいただけます。

ガラスのような透明さと光沢をもった密着性フィルムです。ブックカバーを  
はじめ、プリント、地図、図面などの保護フィルムとしても最適です。

軟質塩化ビニル製　フィルム厚：70マイクロメートル

補修クリアテープ
875-530 ￥1,900+税32mm×30m

609 ロール判
875-005 ￥1,500+税20mm×50m

875-010 ￥2,000+税50mm×25m

875-020 ￥2,800+税75mm×25m

875-030 ￥7,300+税250mm×25m

875-040 ￥9,300+税320mm×25m

875-050 ￥10,500+税360mm×25m

875-060 ￥14,500+税500mm×25m

875-070 ￥16,900+税640mm×25m

875-080 ￥26,400+税1000mm×25m

軟質塩化ビニル製　フィルム厚：70マイクロメートル

フィルムルックス 609を、ラベルのサイズに加工しました。フィルムルックス
の優れた特性がラベルを破損から守ります。

フィルムルックス 609を、バーコードのサイズに加工しました。フィルムルック
スの優れた特性がラベルを破損から守ります。

609 ラベル用 500枚
876-005 40mm×45mm￥2,600+税

軟質塩化ビニル製　フィルム厚：70マイクロメートル

609 バーコード用 1000枚

特に人気のある商品

876-013 33mm×66mm￥5,200+税

本のノドの部分に定規を当て、中央部の
糊面を固定します。

片側の剥離紙をはがし紙面に貼り、反対
側も同様に貼ってください。

ノドの全長より6mm短くカットし、テープの
中心部の剥離紙をはがします。

糊面が外側になるように半分に折り曲げ
て定規に挟みます。1 2

3 4

ご注文は371ページの「FAXオーダーシート」をご利用ください。

■ フィルムルックス製品

ブックカバー E
875-205 文庫用  190mm×50m ￥5,900+税

875-215 新書用  210mm×50m ￥6,500+税

875-225 250mm×50m ￥7,800+税

ポリプロピレン製　フィルム厚：80マイクロメートル

875-235 280mm×50m ￥8,600+税

875-245 320mm×50m ￥10,400+税

875-255

875-265

360mm×50m ￥11,000+税
500mm×50m ￥16,400+税

書籍をはじめ、特にバーコードの保護に最適で、美しく保てます。フィルムは
環境に優しいポリプロピレン製で、ガラスのような透明さがあります。

ブックカバー E ラベル用 500枚入
875-275 60mm×40mm￥1,600+税

ブックカバー E バーコード用 1,000枚入
875-285 66mm×45mm￥3,800+税

ポリプロピレン製　フィルム厚：80マイクロメートル

ポリプロピレン製　フィルム厚：80マイクロメートル

透明度が高く、粘着力が強いブックカバー Eのラベル用と
バーコード用です。

テープ厚：23マイクロメートル

フィルムプラスト P
876-105 20mm×50m（カッター付）￥2,500+税

876-115 40mm×50m ￥3,960+税

非常に薄い透明な紙製の補修接着テープ・シートです。
本のページ破損個所の補修に最適です。
補修した箇所の活字、図版等はほぼ完全に見えます。本
の同じ場所を数ページに渡って補修しても、本の厚みに
はほとんど影響がありません。

有機溶剤を使用していない、紙に優しい中性糊です。貴
重な文献や書籍などへのご使用に最適です。

○使用の際は、糊を薄めずに直接刷毛に付けてご使用ください。
○開封後、長時間を経てご使用の場合、糊は固まりませんが念のため
良くかき混ぜてご使用ください。

中性糊  ブックグルー
877-000 ￥5,160+税

PH：約7
200g

1kg

877-002 ￥1,920+税

貼って、剥がせて、貼り直しができるテープ糊です。糊が
残った場合でも消しゴムで簡単に落とせます。中性糊を
使用していますので、資料の仮止めや貴重書スリップな
どの固定に便利です。また、きれいに剥がして貼り直しが
できるので掲示物の保存にも便利です。

876-252 ￥850+税 8.4mm×10m　PH：約7

※PAT（ISO18916：2007）：ISO（国際標準化機構）のPAT
（Photographic Activity Test）は各種の材料が、酸や金
属イオンに敏感な写真資料用の包材として適切かを調べ
る試験です。

○一部貼り直しができない素材があります。
○PAT※（Photographic Activity Test）をパスしています。

糊のムラも無く、きれいに
貼ることができます。

グディ ローラードット

876-105

876-115
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■ フィルムルックス製品

書籍のノドの補強方法

ポリエステル製　テープ厚：25マイクロメートル

透明なポリエステル製の補修粘着テープです。抜群の耐久性を持ち、中
央にスリットが入っていますので、ページの破れ・はがれの補修、本のノド部
分や背表紙の補強などにも最適で、幅広くお使いいただけます。

ガラスのような透明さと光沢をもった密着性フィルムです。ブックカバーを  
はじめ、プリント、地図、図面などの保護フィルムとしても最適です。

軟質塩化ビニル製　フィルム厚：70マイクロメートル

補修クリアテープ
875-530 ￥1,900+税32mm×30m

609 ロール判
875-005 ￥1,500+税20mm×50m

875-010 ￥2,000+税50mm×25m

875-020 ￥2,800+税75mm×25m

875-030 ￥7,300+税250mm×25m

875-040 ￥9,300+税320mm×25m

875-050 ￥10,500+税360mm×25m

875-060 ￥14,500+税500mm×25m

875-070 ￥16,900+税640mm×25m

875-080 ￥26,400+税1000mm×25m

軟質塩化ビニル製　フィルム厚：70マイクロメートル

フィルムルックス 609を、ラベルのサイズに加工しました。フィルムルックス
の優れた特性がラベルを破損から守ります。

フィルムルックス 609を、バーコードのサイズに加工しました。フィルムルック
スの優れた特性がラベルを破損から守ります。

609 ラベル用 500枚
876-005 40mm×45mm￥2,600+税

軟質塩化ビニル製　フィルム厚：70マイクロメートル

609 バーコード用 1000枚

特に人気のある商品

876-013 33mm×66mm￥5,200+税

本のノドの部分に定規を当て、中央部の
糊面を固定します。

片側の剥離紙をはがし紙面に貼り、反対
側も同様に貼ってください。

ノドの全長より6mm短くカットし、テープの
中心部の剥離紙をはがします。

糊面が外側になるように半分に折り曲げ
て定規に挟みます。1 2

3 4

ご注文は371ページの「FAXオーダーシート」をご利用ください。

■ フィルムルックス製品

ブックカバー E
875-205 文庫用  190mm×50m ￥5,900+税

875-215 新書用  210mm×50m ￥6,500+税

875-225 250mm×50m ￥7,800+税

ポリプロピレン製　フィルム厚：80マイクロメートル

875-235 280mm×50m ￥8,600+税

875-245 320mm×50m ￥10,400+税

875-255

875-265

360mm×50m ￥11,000+税
500mm×50m ￥16,400+税

書籍をはじめ、特にバーコードの保護に最適で、美しく保てます。フィルムは
環境に優しいポリプロピレン製で、ガラスのような透明さがあります。

ブックカバー E ラベル用 500枚入
875-275 60mm×40mm￥1,600+税

ブックカバー E バーコード用 1,000枚入
875-285 66mm×45mm￥3,800+税

ポリプロピレン製　フィルム厚：80マイクロメートル

ポリプロピレン製　フィルム厚：80マイクロメートル

透明度が高く、粘着力が強いブックカバー Eのラベル用と
バーコード用です。

テープ厚：23マイクロメートル

フィルムプラスト P
876-105 20mm×50m（カッター付）￥2,700+税

876-115 40mm×50m ￥4,300+税

非常に薄い透明な紙製の補修接着テープ・シートです。
本のページ破損個所の補修に最適です。
補修した箇所の活字、図版等はほぼ完全に見えます。本
の同じ場所を数ページに渡って補修しても、本の厚みに
はほとんど影響がありません。

有機溶剤を使用していない、紙に優しい中性糊です。貴
重な文献や書籍などへのご使用に最適です。

○使用の際は、糊を薄めずに直接刷毛に付けてご使用ください。
○開封後、長時間を経てご使用の場合、糊は固まりませんが念のため
良くかき混ぜてご使用ください。

中性糊  ブックグルー
877-000 ￥4,800+税

PH：約7
200g

1kg

877-002 ￥1,600+税

貼って、剥がせて、貼り直しができるテープ糊です。糊が
残った場合でも消しゴムで簡単に落とせます。中性糊を
使用していますので、資料の仮止めや貴重書スリップな
どの固定に便利です。また、きれいに剥がして貼り直しが
できるので掲示物の保存にも便利です。

876-252 ￥850+税 8.4mm×10m　PH：約7

※PAT（ISO18916：2007）：ISO（国際標準化機構）のPAT
（Photographic Activity Test）は各種の材料が、酸や金
属イオンに敏感な写真資料用の包材として適切かを調べ
る試験です。

○一部貼り直しができない素材があります。
○PAT※（Photographic Activity Test）をパスしています。

糊のムラも無く、きれいに
貼ることができます。

グディ ローラードット

876-105

876-115
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ラベルの保護にはラベルキーパーをご利用ください。

※外枠線は印刷されません。
（実物大）

90面付／シート

使いやすいA4判サイズのレーザープリンタ／インクジェット兼用の図書ラベルです。
○適合するラベルキーパーのサイズ　20×60mm

■ ページプリンタ用ラベル

60面付／シート

使いやすいA4判サイズのレーザープリンタ／インクジェット兼用の図書ラベルです。
○適合するラベルキーパーのサイズ　40×50mm・40×60mm

48面付／シート

使いやすいA4判サイズのレーザープリンタ／インクジェット兼用の図書ラベルです。
○適合するラベルキーパーのサイズ　40×50mm・40×60mm

キハラホームページの「製品検索･カタログ」内「テンプレート」から専用印字テンプレートがダウンロードできます 例）商品番号123-45※でブルー（B）をご注文の場合は「123-45B」となります。

※外枠線は印刷されません。
（実物大）

ブルー
（B）

オレンジ
（D）

バイオレット
（H）

グレー
（L）

ネイビーブルー
（N）

ブラウン
（Q）

レッド
（R）

ライトグリーン
（T）

イエロー
（Y）

ブラック
（Z）

※外枠線は印刷されません。
（実物大）

ブルー
（B）

オレンジ
（D）

バイオレット
（H）

グレー
（L）

ネイビーブルー
（N）

ブラウン
（Q）

レッド
（R）

ライトグリーン
（T）

イエロー
（Y）

ブラック
（Z）

ブルー
（B）

オレンジ
（D）

バイオレット
（H）

グレー
（L）

ネイビーブルー
（N）

ブラウン
（Q）

レッド
（R）

ライトグリーン
（T）

イエロー
（Y）

ブラック
（Z）

■ ページプリンタ用ラベル

ラベルキ－パーに関しては304ページをご覧ください。

ラベル：強力粘着剤付　紙の厚さ:118g/m2

○ご注文は、※をカラー記号にかえてお申し込みください。
○プリンタ用ラベルはプリンタに2回以上通すことはできません。

プリンタ用図書ラベル  1段  A4  90面
606-61※ 20シート （1,800枚）￥2,910+税

ラベル：強力粘着剤付　紙の厚さ:118g/m2

○ご注文は、※をカラー記号にかえてお申し込みください。
○プリンタ用ラベルはプリンタに2回以上通すことはできません。

プリンタ用図書ラベル  3段  A4  48面
606-63※ 20シート （960枚）￥2,910+税

ラベル：強力粘着剤付　紙の厚さ:118g/m2

○ご注文は、※をカラー記号にかえてお申し込みください。
○プリンタ用ラベルはプリンタに2回以上通すことはできません。

プリンタ用図書ラベル  2段  A4  60面
606-62※ 20シート （1,200枚）￥2,910+税

図書ラベル
ラベルは、すべて接着面（裏面）が強力粘着剤付きとなっています。

退色しにくい印刷インクを使用しております。安心してお使いください。

■ご注意　 ◎記入・押印には、耐光性、耐水性に優れた顔料インクの使用をおすすめします。　　◎直接紫外線が当たる場所では、退色する場合があります。
◎カラー見本色は印刷のため、実際の色調と多少異なる場合があります。
◎ラベル表面の保護には、アメニティ  ラベルキーパー（304ページ）をご使用ください。

○エンボスの深いビニールクロス、布地、油汚れのある面、シリコンまたはポリエチレンなどで樹脂コートされた表面には付きにくいことがあります。

ラベルやバーコードラベルの表面の保護におすすめします。
平判とロール判の2種類があり、ロール判には4タイプの大きさを揃え
ております。用途と本の厚さに合わせてお選びください。

22

12

22

19

22

26

※外枠線は印刷されません。

B5判サイズのレーザープリンタ／インクジェット兼用の3段図書ラベルです。
退色しにくいインクを使用し、裏面は強力粘着剤付です。
○適合するラベルキーパーのサイズ　40×50mm・40×60mm

30面付／シート

（実物大）

ブルー
（B）

オレンジ
（D）

バイオレット
（H）

グレー
（L）

ネイビーブルー
（N）

ブラウン
（Q）

レッド
（R）

ライトグリーン
（T）

イエロー
（Y）

ブラック
（Z）

ラベル：強力粘着剤付　紙の厚さ:118g/m2

○ご注文は、※をカラー記号にかえてお申し込みください。
○プリンタ用ラベルはプリンタに2回以上通すことはできません。

プリンタ用ラベル  3段  B5  30面
604-81※ 20シート （600枚）￥4,320+税

23

30

「ダウンロード」から、必
要なラベルのテンプ
レートをダウンロードし
ます。

記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

はがき判サイズのレーザープリンタ／インクジェット兼用の3段図書ラベルです。
1シート12面付なので無駄がありません。
○適合するラベルキーパーのサイズ　40×50mm・40×60mm

ブルー
（B）

オレンジ
（D）

バイオレット
（H）

グレー
（L）

ネイビーブルー
（N）

ブラウン
（Q）

レッド
（R）

ライトグリーン
（T）

イエロー
（Y）

ブラック
（Z）

12面付／シート

ラベル：強力粘着剤付　紙の厚さ:99g/m2

○ご注文は、※をカラー記号にかえてお申し込みください。
○プリンタ用ラベルはプリンタに2回以上通すことはできません。

プリンタ用図書ラベル  3段  はがき判 12面
606-66※ 25シート （300枚）￥910+税

（実物大）
※外枠線は印刷されません。

22

26

例）Excel版の場合1
入力画面で請求記号
を入力します。

例）Excel版の場合2
表示シート画面で実際
の配置が確認できます
ので間違いなくプリント
アウトができます。

キハラホームページの「製品検索･カタログ」内「テンプレート」から専用印字テンプレートをダウンロードして、ラベルに請求記号が印刷できます。

例）Wordの場合
請求記号を直接入力
できます。
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ラベルの保護にはラベルキーパーをご利用ください。

※外枠線は印刷されません。
（実物大）

90面付／シート

使いやすいA4判サイズのレーザープリンタ／インクジェット兼用の図書ラベルです。
○適合するラベルキーパーのサイズ　20×60mm

■ ページプリンタ用ラベル

60面付／シート

使いやすいA4判サイズのレーザープリンタ／インクジェット兼用の図書ラベルです。
○適合するラベルキーパーのサイズ　40×50mm・40×60mm

48面付／シート

使いやすいA4判サイズのレーザープリンタ／インクジェット兼用の図書ラベルです。
○適合するラベルキーパーのサイズ　40×50mm・40×60mm

キハラホームページの「製品検索･カタログ」内「テンプレート」から専用印字テンプレートがダウンロードできます 例）商品番号123-45※でブルー（B）をご注文の場合は「123-45B」となります。

※外枠線は印刷されません。
（実物大）

ブルー
（B）

オレンジ
（D）

バイオレット
（H）

グレー
（L）

ネイビーブルー
（N）

ブラウン
（Q）

レッド
（R）

ライトグリーン
（T）

イエロー
（Y）

ブラック
（Z）

※外枠線は印刷されません。
（実物大）

ブルー
（B）

オレンジ
（D）

バイオレット
（H）

グレー
（L）

ネイビーブルー
（N）

ブラウン
（Q）

レッド
（R）

ライトグリーン
（T）

イエロー
（Y）

ブラック
（Z）

ブルー
（B）

オレンジ
（D）

バイオレット
（H）

グレー
（L）

ネイビーブルー
（N）

ブラウン
（Q）

レッド
（R）

ライトグリーン
（T）

イエロー
（Y）

ブラック
（Z）

■ ページプリンタ用ラベル

ラベルキ－パーに関しては304ページをご覧ください。

ラベル：強力粘着剤付　紙の厚さ:118g/m2

○ご注文は、※をカラー記号にかえてお申し込みください。
○プリンタ用ラベルはプリンタに2回以上通すことはできません。

プリンタ用図書ラベル  1段  A4  90面
606-61※ 20シート （1,800枚）￥2,910+税

ラベル：強力粘着剤付　紙の厚さ:118g/m2

○ご注文は、※をカラー記号にかえてお申し込みください。
○プリンタ用ラベルはプリンタに2回以上通すことはできません。

プリンタ用図書ラベル  3段  A4  48面
606-63※ 20シート （960枚）￥2,910+税

ラベル：強力粘着剤付　紙の厚さ:118g/m2

○ご注文は、※をカラー記号にかえてお申し込みください。
○プリンタ用ラベルはプリンタに2回以上通すことはできません。

プリンタ用図書ラベル  2段  A4  60面
606-62※ 20シート （1,200枚）￥2,910+税

図書ラベル
ラベルは、すべて接着面（裏面）が強力粘着剤付きとなっています。

退色しにくい印刷インクを使用しております。安心してお使いください。

■ご注意　 ◎記入・押印には、耐光性、耐水性に優れた顔料インクの使用をおすすめします。　　◎直接紫外線が当たる場所では、退色する場合があります。
◎カラー見本色は印刷のため、実際の色調と多少異なる場合があります。
◎ラベル表面の保護には、アメニティ  ラベルキーパー（304ページ）をご使用ください。

○エンボスの深いビニールクロス、布地、油汚れのある面、シリコンまたはポリエチレンなどで樹脂コートされた表面には付きにくいことがあります。

ラベルやバーコードラベルの表面の保護におすすめします。
平判とロール判の2種類があり、ロール判には4タイプの大きさを揃え
ております。用途と本の厚さに合わせてお選びください。

22

12

22

19

22

26

※外枠線は印刷されません。

B5判サイズのレーザープリンタ／インクジェット兼用の3段図書ラベルです。
退色しにくいインクを使用し、裏面は強力粘着剤付です。
○適合するラベルキーパーのサイズ　40×50mm・40×60mm

30面付／シート

（実物大）

ブルー
（B）

オレンジ
（D）

バイオレット
（H）

グレー
（L）

ネイビーブルー
（N）

ブラウン
（Q）

レッド
（R）

ライトグリーン
（T）

イエロー
（Y）

ブラック
（Z）

ラベル：強力粘着剤付　紙の厚さ:118g/m2

○ご注文は、※をカラー記号にかえてお申し込みください。
○プリンタ用ラベルはプリンタに2回以上通すことはできません。

プリンタ用ラベル  3段  B5  30面
604-81※ 20シート （600枚）￥4,320+税

23

30

「ダウンロード」から、必
要なラベルのテンプ
レートをダウンロードし
ます。

記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

はがき判サイズのレーザープリンタ／インクジェット兼用の3段図書ラベルです。
1シート12面付なので無駄がありません。
○適合するラベルキーパーのサイズ　40×50mm・40×60mm

ブルー
（B）

オレンジ
（D）

バイオレット
（H）

グレー
（L）

ネイビーブルー
（N）

ブラウン
（Q）

レッド
（R）

ライトグリーン
（T）

イエロー
（Y）

ブラック
（Z）

12面付／シート

ラベル：強力粘着剤付　紙の厚さ:99g/m2

○ご注文は、※をカラー記号にかえてお申し込みください。
○プリンタ用ラベルはプリンタに2回以上通すことはできません。

プリンタ用図書ラベル  3段  はがき判 12面
606-66※ 25シート （300枚）￥910+税

（実物大）
※外枠線は印刷されません。

22

26

例）Excel版の場合1
入力画面で請求記号
を入力します。

例）Excel版の場合2
表示シート画面で実際
の配置が確認できます
ので間違いなくプリント
アウトができます。

キハラホームページの「製品検索･カタログ」内「テンプレート」から専用印字テンプレートをダウンロードして、ラベルに請求記号が印刷できます。

例）Wordの場合
請求記号を直接入力
できます。
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掲載商品は経済の変動、品質の改良等により予告なしに価格・仕様の変更をさせていただく場合があります。予めご了承ください。



ラベルキーパーは304ページをご覧ください。キハラホームページの「製品検索･カタログ」内「テンプレート」から専用印字テンプレートがダウンロードできます

■ ページプリンタ用ラベル ■ ページプリンタ用ラベル
A4判サイズのレーザープリンタ／インクジェット兼用の表示ラベルです。
資料の種類や区分を印字し資料の背に貼ることで利用者の方に解りやすく伝
えられます。資料区分や所在が一目で解るので分類、配架作業も楽になります。
○適合するラベルキーパーのサイズ

20×60mm（横書きの場合）・40×50mm（縦書きの場合）

A4判サイズのレーザープリンタ／インクジェット兼用の表示ラベルです。
付録点数の表示、案内や注意などを印字し資料に貼り利用者の方に伝えられ
ます。返却された資料の付録の有無などの確認作業にも役立ちます。
○適合するラベルキーパーのサイズ　40×60mm

ラベル：強力粘着剤付　紙の厚さ：105g/m2

○ご注文は、※をカラー記号にかえてお申し込みください。
○プリンタ用ラベルはプリンタに2回以上通すことはできません。

プリンタ用表示ラベル  小型  A4  90面
607-63※ 5シート （450枚）￥900+税

ブルー
（B）

レッド
（R）

ライトグリーン
（T）

イエロー
（Y）

バイオレット
（H）

ラベル：強力粘着剤付　紙の厚さ：105g/m2

○ご注文は、※をカラー記号にかえてお申し込みください。
○プリンタ用ラベルはプリンタに2回以上通すことはできません。

プリンタ用表示ラベル  中型  A4  45面
607-64※ 10シート （450枚）￥1,050+税

ブルー
（B）

レッド
（R）

ライトグリーン
（T）

イエロー
（Y）

印字例

（実物大）
※外枠線は印刷されません。

22

12

（実物大）
※外枠線は印刷されません。

50

15

印字例

90面付／シート

45面付／シート

24面付／シート

A4判サイズのレーザープリンタ／インクジェット兼用の表示ラベルです。
案内表示を大きく印字できますので新刊雑誌の貸出開始日、リサイクル資料の
案内などを解りやすく伝えられます。
○適合するラベルキーパーのサイズ　40×80mm

ブルー
（B）

レッド
（R）

ライトグリーン
（T）

イエロー
（Y）

ラベル：強力粘着剤付　紙の厚さ：105g/m2

○ご注文は、※をカラー記号にかえてお申し込みください。
○プリンタ用ラベルはプリンタに2回以上通すことはできません。

プリンタ用表示ラベル  大型  A4  24面
607-65※ 20シート （480枚）￥1,200+税

（実物大）
※外枠線は印刷されません。

60

30

印字例

※外枠線は印刷されません。

ラベルに館名・校名・マークなどを
印刷したオリジナルラベルの製作
を承ります。
また、バーコード印刷なども承ります
ので、ご相談ください。

使いやすいA4判サイズのレーザープリンタ用バーコードOCRラベルです。
○適合するラベルキーパーのサイズ　40×80mm

36面付／シート
（実物大）

○ELISE-Eggの無償オプションソフトでも学校名付バーコードラベルが印字できます。

ラベル：強力粘着剤付　紙の厚さ:118g/m2

○プリンタ用ラベルはプリンタに2回以上通すことはできません。
○バーコードラベルの印刷には、レーザープリンタまたはカラーレーザープリンタをご使用ください。

プリンタ用バーコード  OCRラベル  A4  36面
606-906 20シート （720枚）￥2,910+税 ラベル寸法：44×26

44

26

ELISE-Egg対応ラベル用品として、以下のものがご使用いただけます。

606-906
プリンタ用バーコード
OCRラベル
A4  36面

606-63※
プリンタ用図書ラベル
3段  A4  48面

606-66※
プリンタ用図書ラベル
3段  はがき判  12面

606-61※
プリンタ用図書ラベル 
1段  A4  90面

学校図書館管理ソフト ELISE-Egg を使ってラベルに請求記
号やバーコードが印刷できます。

ELISE-Egg4 は学校図書館向けのソフトウェアです。
「学校図書館に必要な機能とは…」を追求したソフトウェアで、図書館の電算化が簡単・スムーズに行えます。
導入が簡単でコストパフォーマンスにも優れています。
導入をご検討されているお客様向けに、無料体験版もご用意しています。詳細は99ページをご参照ください。

学校図書館管理ソフト ELISE-Egg を使っての図書受入作業
は、以下の3ステップと、とても簡単です。

1） レーザープリンタでバー
コードラベルを事前に印
刷しておき、資料に装備
します。

2） 書誌データを登録します。

3） 図書ラベルを印刷し、資料
に装備します。

あらゆる視点から学校図書館の業務をサポート 従来の様々な問題をスムーズに解消します。

学校図書館管理ソフト ［エリーゼ・エッグ］

https://www.kihara-egg.net/eggsup/

604-81※
プリンタ用図書ラベル
3段  B5  30面

606-62※
プリンタ用図書ラベル
2段  A4  60面

特に人気のある商品314
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ラベルキーパーは304ページをご覧ください。キハラホームページの「製品検索･カタログ」内「テンプレート」から専用印字テンプレートがダウンロードできます

■ ページプリンタ用ラベル ■ ページプリンタ用ラベル
A4判サイズのレーザープリンタ／インクジェット兼用の表示ラベルです。
資料の種類や区分を印字し資料の背に貼ることで利用者の方に解りやすく伝
えられます。資料区分や所在が一目で解るので分類、配架作業も楽になります。
○適合するラベルキーパーのサイズ

20×60mm（横書きの場合）・40×50mm（縦書きの場合）

A4判サイズのレーザープリンタ／インクジェット兼用の表示ラベルです。
付録点数の表示、案内や注意などを印字し資料に貼り利用者の方に伝えられ
ます。返却された資料の付録の有無などの確認作業にも役立ちます。
○適合するラベルキーパーのサイズ　40×60mm

ラベル：強力粘着剤付　紙の厚さ：105g/m2

○ご注文は、※をカラー記号にかえてお申し込みください。
○プリンタ用ラベルはプリンタに2回以上通すことはできません。

プリンタ用表示ラベル  小型  A4  90面
607-63※ 5シート （450枚）￥900+税

ブルー
（B）

レッド
（R）

ライトグリーン
（T）

イエロー
（Y）

バイオレット
（H）

ラベル：強力粘着剤付　紙の厚さ：105g/m2

○ご注文は、※をカラー記号にかえてお申し込みください。
○プリンタ用ラベルはプリンタに2回以上通すことはできません。

プリンタ用表示ラベル  中型  A4  45面
607-64※ 10シート （450枚）￥1,050+税

ブルー
（B）

レッド
（R）

ライトグリーン
（T）

イエロー
（Y）

印字例

（実物大）
※外枠線は印刷されません。

22

12

（実物大）
※外枠線は印刷されません。

50

15

印字例

90面付／シート

45面付／シート

24面付／シート

A4判サイズのレーザープリンタ／インクジェット兼用の表示ラベルです。
案内表示を大きく印字できますので新刊雑誌の貸出開始日、リサイクル資料の
案内などを解りやすく伝えられます。
○適合するラベルキーパーのサイズ　40×80mm

ブルー
（B）

レッド
（R）

ライトグリーン
（T）

イエロー
（Y）

ラベル：強力粘着剤付　紙の厚さ：105g/m2

○ご注文は、※をカラー記号にかえてお申し込みください。
○プリンタ用ラベルはプリンタに2回以上通すことはできません。

プリンタ用表示ラベル  大型  A4  24面
607-65※ 20シート （480枚）￥1,200+税

（実物大）
※外枠線は印刷されません。

60

30

印字例

※外枠線は印刷されません。

ラベルに館名・校名・マークなどを
印刷したオリジナルラベルの製作
を承ります。
また、バーコード印刷なども承ります
ので、ご相談ください。

使いやすいA4判サイズのレーザープリンタ用バーコードOCRラベルです。
○適合するラベルキーパーのサイズ　40×80mm

36面付／シート
（実物大）

○ELISE-Eggの無償オプションソフトでも学校名付バーコードラベルが印字できます。

ラベル：強力粘着剤付　紙の厚さ:118g/m2

○プリンタ用ラベルはプリンタに2回以上通すことはできません。
○バーコードラベルの印刷には、レーザープリンタまたはカラーレーザープリンタをご使用ください。

プリンタ用バーコード  OCRラベル  A4  36面
606-906 20シート （720枚）￥2,910+税 ラベル寸法：44×26

44

26

ELISE-Egg対応ラベル用品として、以下のものがご使用いただけます。

606-906
プリンタ用バーコード
OCRラベル
A4  36面

606-63※
プリンタ用図書ラベル
3段  A4  48面

606-66※
プリンタ用図書ラベル
3段  はがき判  12面

606-61※
プリンタ用図書ラベル 
1段  A4  90面

学校図書館管理ソフト ELISE-Egg を使ってラベルに請求記
号やバーコードが印刷できます。

ELISE-Egg4 は学校図書館向けのソフトウェアです。
「学校図書館に必要な機能とは…」を追求したソフトウェアで、図書館の電算化が簡単・スムーズに行えます。
導入が簡単でコストパフォーマンスにも優れています。
導入をご検討されているお客様向けに、無料体験版もご用意しています。詳細は99ページをご参照ください。

学校図書館管理ソフト ELISE-Egg を使っての図書受入作業
は、以下の3ステップと、とても簡単です。

1） レーザープリンタでバー
コードラベルを事前に印
刷しておき、資料に装備
します。

2） 書誌データを登録します。

3） 図書ラベルを印刷し、資料
に装備します。

あらゆる視点から学校図書館の業務をサポート 従来の様々な問題をスムーズに解消します。

学校図書館管理ソフト ［エリーゼ・エッグ］

https://www.kihara-egg.net/eggsup/

604-81※
プリンタ用図書ラベル
3段  B5  30面

606-62※
プリンタ用図書ラベル
2段  A4  60面

特に人気のある商品 315
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ラベルキーパーは304ページをご覧ください。

簡略記号で図書を分類している図書館で、大変便利とご好評をいただい
ている1段ラベルです。
○適合するラベルキーパーのサイズ　20×60mm

■ 手書きラベル

簡略記号で図書を分類している図書館で、大変便利とご好評をいただい
ている2段ラベルです。
○適合するラベルキーパーのサイズ　40×50mm・40×60mm

シンプルなデザインのため記号が見やすく、カラーで美しく分類できます。
○適合するラベルキーパーのサイズ　40×60mm

特に人気のある商品

ブルー
（B）

オレンジ
（D）

バイオレット
（H）

グレー
（L）

ネイビーブルー
（N）

ブラウン
（Q）

レッド
（R）

ライトグリーン
（T）

イエロー
（Y）

ブラック
（Z）

ブルー
（B）

オレンジ
（D）

バイオレット
（H）

グレー
（L）

ネイビーブルー
（N）

ブラウン
（Q）

レッド
（R）

ライトグリーン
（T）

イエロー
（Y）

ブラック
（Z）

ブルー
（B）

オレンジ
（D）

バイオレット
（H）

グレー
（L）

ネイビーブルー
（N）

ブラウン
（Q）

レッド
（R）

ライトグリーン
（T）

イエロー
（Y）

ブラック
（Z）

ラベル：強力粘着剤付
○ご注文は、※をカラー記号にかえてお申し込みください。

1段ラベル
604-13※ 10シート （1,000枚）￥1,510+税

604-16※   2シート （   200枚） ￥320+税

ラベル：強力粘着剤付
○ご注文は、※をカラー記号にかえてお申し込みください。

2段ラベル
604-53※ 20シート （1,000枚）￥1,510+税

604-56※   4シート （   200枚） ￥320+税

ラベル：強力粘着剤付
○ご注文は、※をカラー記号にかえてお申し込みください。

角丸ラベル
605-13※ 25シート （1,000枚）￥1,510+税

605-16※   5シート （   200枚） ￥320+税

（実物大）

22

10

（実物大）

23

18

（実物大）

22

26

記号ラベルで分類をわかりやすく

■ 手書き記号ラベル

40面付／シート

40面付／シート

学校図書館や児童図書館などにお奨めします。数字を大きく見やすくして
ありますので、図書分類の教育にも役立ちます。
○適合するラベルキーパーのサイズ　40×50mm・40×60mm

学校図書館や児童図書館などにお奨めします。アルファベットを大きくして
見やすくしてあります。
○適合するラベルキーパーのサイズ　40×50mm・40×60mm

記号ラベルは大きな記号で資料の種類が一目でわかるだけでなく、記号の右側には
3段の分類表記ができるようになっていますから、分類記号による配架が可能です。

　数　　　  字　　十進分類が大切です。

　「子どもの時からきちんと覚えて欲しい」
十進分類法の大切さを熟知した司書の方々が整備する図書館の棚には、分類ご
とに色の違う「記号ラベル 数字」を装備した図書が整然と並びます。だから、‘本の
住所’が一目瞭然です。

　アルファベット　　絵本も分類するとわかりやすい。

利用頻度の高い、伝記、小説、参考図書、絵本は「記号ラベル アルファベット」で
区分けをすることができます。
「E」の絵本も、「知識の絵本」「ものがたり」などを分類記号で分類し、二段目に図
書記号を表記して、著者名順の配列にお役立てください。

（3）（2）

（8）（6）

（1） （4）

（9）（7）（5）

（0）

（B）（R）（T）（Q）（D）

伝記 絵本 小説 参考図書 児童図書

カラー記号

表記ジャンル

ラベル：強力粘着剤付
○ご注文は、※を数字にかえてお申し込みください。

記号ラベル  数字
607-03※ 25シート （1,000枚）￥1,620+税

607-06※   5シート （   200枚） ￥370+税

ラベル：強力粘着剤付
○ご注文は、※をカラー記号にかえてお申し込みください。

記号ラベル  アルファベット
607-13※ 25シート （1,000枚）￥1,620+税

607-16※   5シート （   200枚） ￥370+税

（実物大）
※外枠線は印刷されません。

22

26

（実物大）
※外枠線は印刷されません。

22

26

100面付／シート

40面付／シート

50面付／シート

316

図
書
装
備
用
品

91

https://www.kihara-lib.co.jp



ラベルキーパーは304ページをご覧ください。

簡略記号で図書を分類している図書館で、大変便利とご好評をいただい
ている1段ラベルです。
○適合するラベルキーパーのサイズ　20×60mm

■ 手書きラベル

簡略記号で図書を分類している図書館で、大変便利とご好評をいただい
ている2段ラベルです。
○適合するラベルキーパーのサイズ　40×50mm・40×60mm

シンプルなデザインのため記号が見やすく、カラーで美しく分類できます。
○適合するラベルキーパーのサイズ　40×60mm

特に人気のある商品

ブルー
（B）

オレンジ
（D）

バイオレット
（H）

グレー
（L）

ネイビーブルー
（N）

ブラウン
（Q）

レッド
（R）

ライトグリーン
（T）

イエロー
（Y）

ブラック
（Z）

ブルー
（B）

オレンジ
（D）

バイオレット
（H）

グレー
（L）

ネイビーブルー
（N）

ブラウン
（Q）

レッド
（R）

ライトグリーン
（T）

イエロー
（Y）

ブラック
（Z）

ブルー
（B）

オレンジ
（D）

バイオレット
（H）

グレー
（L）

ネイビーブルー
（N）

ブラウン
（Q）

レッド
（R）

ライトグリーン
（T）

イエロー
（Y）

ブラック
（Z）

ラベル：強力粘着剤付
○ご注文は、※をカラー記号にかえてお申し込みください。

1段ラベル
604-13※ 10シート （1,000枚）￥1,510+税

604-16※   2シート （   200枚） ￥320+税

ラベル：強力粘着剤付
○ご注文は、※をカラー記号にかえてお申し込みください。

2段ラベル
604-53※ 20シート （1,000枚）￥1,510+税

604-56※   4シート （   200枚） ￥320+税

ラベル：強力粘着剤付
○ご注文は、※をカラー記号にかえてお申し込みください。

角丸ラベル
605-13※ 25シート （1,000枚）￥1,510+税

605-16※   5シート （   200枚） ￥320+税

（実物大）

22

10

（実物大）

23

18

（実物大）

22

26

記号ラベルで分類をわかりやすく

■ 手書き記号ラベル

40面付／シート

40面付／シート

学校図書館や児童図書館などにお奨めします。数字を大きく見やすくして
ありますので、図書分類の教育にも役立ちます。
○適合するラベルキーパーのサイズ　40×50mm・40×60mm

学校図書館や児童図書館などにお奨めします。アルファベットを大きくして
見やすくしてあります。
○適合するラベルキーパーのサイズ　40×50mm・40×60mm

記号ラベルは大きな記号で資料の種類が一目でわかるだけでなく、記号の右側には
3段の分類表記ができるようになっていますから、分類記号による配架が可能です。

　数　　　  字　　十進分類が大切です。

　「子どもの時からきちんと覚えて欲しい」
十進分類法の大切さを熟知した司書の方々が整備する図書館の棚には、分類ご
とに色の違う「記号ラベル 数字」を装備した図書が整然と並びます。だから、‘本の
住所’が一目瞭然です。

　アルファベット　　絵本も分類するとわかりやすい。

利用頻度の高い、伝記、小説、参考図書、絵本は「記号ラベル アルファベット」で
区分けをすることができます。
「E」の絵本も、「知識の絵本」「ものがたり」などを分類記号で分類し、二段目に図
書記号を表記して、著者名順の配列にお役立てください。

（3）（2）

（8）（6）

（1） （4）

（9）（7）（5）

（0）

（B）（R）（T）（Q）（D）

伝記 絵本 小説 参考図書 児童図書

カラー記号

表記ジャンル

ラベル：強力粘着剤付
○ご注文は、※を数字にかえてお申し込みください。

記号ラベル  数字
607-03※ 25シート （1,000枚）￥1,620+税

607-06※   5シート （   200枚） ￥370+税

ラベル：強力粘着剤付
○ご注文は、※をカラー記号にかえてお申し込みください。

記号ラベル  アルファベット
607-13※ 25シート （1,000枚）￥1,620+税

607-16※   5シート （   200枚） ￥370+税

（実物大）
※外枠線は印刷されません。

22

26

（実物大）
※外枠線は印刷されません。

22

26

100面付／シート

40面付／シート

50面付／シート
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■ 手書きラベル

ブルー
（B）

オレンジ
（D）

バイオレット
（H）

グレー
（L）

ネイビーブルー
（N）

ブラウン
（Q）

レッド
（R）

ライトグリーン
（T）

イエロー
（Y）

ブラック
（Z）

（実物大）

40面付／シート

酸化による劣化を防ぐために、中性紙を使用した手書き用のラベルです。
○適合するラベルキーパーのサイズ　40×50mm・40×60mm

■ 半透明ラベル
図書館資料の種類や区分、所在を色によってわかりやすくし、分類、配架
作業が楽に行えます。薄い色を透明フィルムに印刷しているので、ラベルや
資料の背の上に貼っても文字が読み取れます。耐光性の高いインクによ
る印刷の上にUVカットフィルムをラミネートし、色が退色しにくい加工がされ
ています。幅が60mmと広いため、資料の出し入れの際にも剥がれにくく
なっています。また、ラベルの上下の外枠の色も損ないません。

ラベル：強力粘着剤付
○ご注文は、※をカラー記号にかえてお申し込みください。

角丸中性紙ラベル
605-33※ 25シート （1,000枚）￥1,510+税

605-36※   5シート （   200枚） ￥320+税

21

26

角丸ラベルより少し縦長の高さ3cmのラベルです。ますます資料の判型が
大きくなる学校図書館、児童室、専門図書館に適しています。
○適合するラベルキーパーのサイズ　40×50mm・40×60mm

40面付／シート
（実物大）

ブルー
（B）

オレンジ
（D）

バイオレット
（H）

グレー
（L）

ネイビーブルー
（N）

ブラウン
（Q）

レッド
（R）

ライトグリーン
（T）

イエロー
（Y）

ブラック
（Z）

ラベル：強力粘着剤付
○ご注文は、※をカラー記号にかえてお申し込みください。

小判ラベル
606-13※ 25シート （1,000枚）￥1,510+税

606-16※   5シート （   200枚） ￥320+税

21

30

ブルー
（B）

オレンジ
（D）

バイオレット
（H）

グレー
（L）

ネイビーブルー
（N）

ブラウン
（Q）

レッド
（R）

ライトグリーン
（T）

イエロー
（Y）

ブラック
（Z）

（実物大）

40面付／シート

大型サイズのため、手書きでもゆったりと見やすく表記できます。
○適合するラベルキーパーのサイズ　50×70mm

ラベル：強力粘着剤付
○ご注文は、※をカラー記号にかえてお申し込みください。

大型ラベル
605-53※ 25シート （1,000枚）￥1,510+税

605-56※   5シート （   200枚） ￥320+税

30

30

ラベルキーパーは304ページをご覧ください。

ブルー
（B）

オレンジ
（D）

ピンク
（P）

レッド
（R）

ライトグリーン
（T）

イエロー
（Y）

共通カラー

20面付／シート
606-33R

50面付／シート

20面付／シート
606-34T

20面付／シート
606-35Y

※外枠線は透明部分です。
（実物大）1段用

60

14

（実物大）2段用

60

14

7

（実物大）3段用

60

21

PETフィルム25μm  UVカットフィルムラミネート加工  耐光性インクカラー印刷  強力粘着剤付
○ご注文は、※をカラー記号にかえてお申し込みください。

半透明ラベル
606-33※ 1段用  25シート （500枚）￥1,000+税

606-34※ 2段用  25シート （500枚）￥1,100+税

606-35※ 3段用  10シート （200枚） ￥800+税

PETフィルム25μm  UVカットフィルムラミネート加工  耐光性インクカラー印刷  強力粘着剤付
○ご注文は、※をカラー記号にかえてお申し込みください。

半透明丸ラベル  20Φ
606-36※ 4シート （200枚）￥530+税

図書館資料の種類や区分、所在を色によってわかりやすくし、分類、配架
作業が楽に行えます。薄い色を透明フィルムに印刷しているので、ラベルや
資料の背の上に貼っても文字が読み取れます。耐光性の高いインクによ
る印刷の上にUVカットフィルムをラミネートし、色が退色しにくい加工がされ
ています。
○適合するラベルキーパーのサイズ　40×50mm・40×60mm

（実物大）

20Φ

オレンジ
（D）

レッド
（R）

ブルー
（B）

ライトグリーン
（T）

ピンク
（P）

イエロー
（Y）

特に人気のある商品

半透明ラベル1段用使用例

半透明ラベル2段用使用例

半透明ラベル3段用使用例

半透明丸ラベル使用例
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■ 手書きラベル

ブルー
（B）

オレンジ
（D）

バイオレット
（H）

グレー
（L）

ネイビーブルー
（N）

ブラウン
（Q）

レッド
（R）

ライトグリーン
（T）

イエロー
（Y）

ブラック
（Z）

（実物大）

40面付／シート

酸化による劣化を防ぐために、中性紙を使用した手書き用のラベルです。
○適合するラベルキーパーのサイズ　40×50mm・40×60mm

■ 半透明ラベル
図書館資料の種類や区分、所在を色によってわかりやすくし、分類、配架
作業が楽に行えます。薄い色を透明フィルムに印刷しているので、ラベルや
資料の背の上に貼っても文字が読み取れます。耐光性の高いインクによ
る印刷の上にUVカットフィルムをラミネートし、色が退色しにくい加工がされ
ています。幅が60mmと広いため、資料の出し入れの際にも剥がれにくく
なっています。また、ラベルの上下の外枠の色も損ないません。

ラベル：強力粘着剤付
○ご注文は、※をカラー記号にかえてお申し込みください。

角丸中性紙ラベル
605-33※ 25シート （1,000枚）￥1,510+税

605-36※   5シート （   200枚） ￥320+税

21

26

角丸ラベルより少し縦長の高さ3cmのラベルです。ますます資料の判型が
大きくなる学校図書館、児童室、専門図書館に適しています。
○適合するラベルキーパーのサイズ　40×50mm・40×60mm

40面付／シート
（実物大）

ブルー
（B）

オレンジ
（D）

バイオレット
（H）

グレー
（L）

ネイビーブルー
（N）

ブラウン
（Q）

レッド
（R）

ライトグリーン
（T）

イエロー
（Y）

ブラック
（Z）

ラベル：強力粘着剤付
○ご注文は、※をカラー記号にかえてお申し込みください。

小判ラベル
606-13※ 25シート （1,000枚）￥1,510+税

606-16※   5シート （   200枚） ￥320+税

21

30

ブルー
（B）

オレンジ
（D）

バイオレット
（H）

グレー
（L）

ネイビーブルー
（N）

ブラウン
（Q）

レッド
（R）

ライトグリーン
（T）

イエロー
（Y）

ブラック
（Z）

（実物大）

40面付／シート

大型サイズのため、手書きでもゆったりと見やすく表記できます。
○適合するラベルキーパーのサイズ　50×70mm

ラベル：強力粘着剤付
○ご注文は、※をカラー記号にかえてお申し込みください。

大型ラベル
605-53※ 25シート （1,000枚）￥1,510+税

605-56※   5シート （   200枚） ￥320+税

30

30

ラベルキーパーは304ページをご覧ください。

ブルー
（B）

オレンジ
（D）

ピンク
（P）

レッド
（R）

ライトグリーン
（T）

イエロー
（Y）

共通カラー

20面付／シート
606-33R

50面付／シート

20面付／シート
606-34T

20面付／シート
606-35Y

※外枠線は透明部分です。
（実物大）1段用

60

14

（実物大）2段用

60

14

7

（実物大）3段用

60

21

PETフィルム25μm  UVカットフィルムラミネート加工  耐光性インクカラー印刷  強力粘着剤付
○ご注文は、※をカラー記号にかえてお申し込みください。

半透明ラベル
606-33※ 1段用  25シート （500枚）￥1,000+税

606-34※ 2段用  25シート （500枚）￥1,100+税

606-35※ 3段用  10シート （200枚） ￥800+税

PETフィルム25μm  UVカットフィルムラミネート加工  耐光性インクカラー印刷  強力粘着剤付
○ご注文は、※をカラー記号にかえてお申し込みください。

半透明丸ラベル  20Φ
606-36※ 4シート （200枚）￥530+税

図書館資料の種類や区分、所在を色によってわかりやすくし、分類、配架
作業が楽に行えます。薄い色を透明フィルムに印刷しているので、ラベルや
資料の背の上に貼っても文字が読み取れます。耐光性の高いインクによ
る印刷の上にUVカットフィルムをラミネートし、色が退色しにくい加工がされ
ています。
○適合するラベルキーパーのサイズ　40×50mm・40×60mm

（実物大）

20Φ

オレンジ
（D）

レッド
（R）

ブルー
（B）

ライトグリーン
（T）

ピンク
（P）

イエロー
（Y）

特に人気のある商品

半透明ラベル1段用使用例

半透明ラベル2段用使用例

半透明ラベル3段用使用例

半透明丸ラベル使用例
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掲載商品は経済の変動、品質の改良等により予告なしに価格・仕様の変更をさせていただく場合があります。予めご了承ください。



小型のカラーラベルですから、図書や資料の分類やマーキングなどに便利
にご使用いただけます。
○適合するラベルキーパーのサイズ　20×60mm

■ カラーラベル

カラーでわかりやすく分類ができます。児童書や絵本への使用をお奨めしま
すが、その他にも、事務資料などの簡単な分類にもご活用ください。
○適合するラベルキーパーのサイズ　40×50mm・40×60mm

さまざまなかたち、色のラベルが製作可能です。センシングラベルやバーコードラベルの印刷・製作もできます。

※こちらは参考価格です。デザイン料、大きさ、色により金額は異なりますので、必ず見積りをご依頼ください。

240面付／シート

50面付／シート

小型のカラーラベルですから、文庫・新書やAV資料などのほかにも、特定
資料の分類などに適しています。
○適合するラベルキーパーのサイズ　20×60mm

100面付／シート

特定図書の指定案内をする大切なラベルです。特別な用途のものには中
白をお使いください。
○ご指定の文字入りのラベルの印刷も承りますので、ご相談ください。

○適合するラベルキーパーのサイズ　40×50mm・40×60mm

50面付／シート

ブルー
（B）

オレンジ
（D）

バイオレット
（H）

グレー
（L）

ネイビーブルー
（N）

ブラウン
（Q）

レッド
（R）

ライトグリーン
（T）

イエロー
（Y）

ブラック
（Z）

ブルー
（B）

オレンジ
（D）

バイオレット
（H）

グレー
（L）

ネイビーブルー
（N）

ブラウン
（Q）

レッド
（R）

ライトグリーン
（T）

イエロー
（Y）

ブラック
（Z）

ブルー
（B）

オレンジ
（D）

バイオレット
（H）

グレー
（L）

ブラウン
（Q）

レッド
（R）

シルバー
（S）

ゴールド
（A）

ネイビーブルー
（N）

イエロー
（Y）

ブラック
（Z）

ダークグリーン
（J）

ピンク
（P）

ライトグリーン
（T）

（B）

（N）

（D） （G） （K）

（P） （R） （W）

館内

貴重書

教師用

書庫

参考書

禁帯出

寄贈書

中白

（実物大）

（実物大）

特に人気のある商品　　　　　　　　　　　

（実物大）

（実物大）

ラベル：強力粘着剤付
○ご注文は、※をカラー記号にかえてお申し込みください。

小丸カラーラベル
606-80※ 10シート （2,400枚）￥1,180+税

ラベル：強力粘着剤付
○ご注文は、※をカラー記号にかえてお申し込みください。

角カラーラベル
606-70※ 10シート （1,000枚）￥1,180+税

ラベル：強力粘着剤付
○ご注文は、※をカラー記号にかえてお申し込みください。

丸ラベル
606-53※ 20シート （1,000枚）￥1,510+税

606-56※   4シート （   200枚） ￥320+税

ラベル：強力粘着剤付
○ご注文は、※をカラー記号にかえてお申し込みください。

案内ラベル
607-53※ 20シート （1,000枚）￥1,510+税

607-56※   4シート （   200枚） ￥320+税

20

7

22

20

10

認知度を高める鍵はオリジナルラベル

ご注文方法

ラベルはしっかり保管しています。

電車内や喫茶店などで読まれている本に、図書館名や図書館ロゴ、図書館
キャラクターのラベルが貼られていたら、「どこの図書館だろう？」と、とて
も気になります。オリジナルラベルを装備した本が図書館の認知度を高め
ます。また、図書館のCIも高まります。さらに、整理や管理も一段としやす
くなります。ご用命を承り次第、お見積りいたします。お気軽にご相談くだ
さい。

1. 大きさ・形・数量を選ぶ
使用するラベルの大きさを決めます。規
格のラベルを参考にするとわかりやすい
でしょう。数量は500枚からできます。
（少数の作成はご相談ください。）

参考価格

2. 色・デザインを選ぶ
色はリーズナブルな一色をおすすめしま
す。図書館のシンボルカラーがアピール
しやすいでしょう。デザインは図書館名、
ロゴ、キャラクターなどを使用して、しっか
り図書館をアピールしましょう。

3. 見積り後、ラベルを製作
最後に大きさ・数量・色・デザインを確認し
たら、見積りをご依頼ください。見積りを
ご確認後、こちらで原稿データを作成し
ます。原稿データに問題がなければラベ
ルの製作に入ります。

ご注文いただいたラベルのデータは3年間保管しております。
追加注文時は、校正無しで印刷・納品いたします。

20Φ 丸ラベル
1,000枚
きみどり一色で
作成した場合

￥28,000+税

22×26 三段ラベル
1,000枚
オレンジ一色で
作成した場合

￥30,000+税

50×26 絵本用ラベル
1,000枚
みずいろ一色で
作成した場合

￥31,000+税

ラベルキーパーは304ページをご覧ください。320
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小型のカラーラベルですから、図書や資料の分類やマーキングなどに便利
にご使用いただけます。
○適合するラベルキーパーのサイズ　20×60mm

■ カラーラベル

カラーでわかりやすく分類ができます。児童書や絵本への使用をお奨めしま
すが、その他にも、事務資料などの簡単な分類にもご活用ください。
○適合するラベルキーパーのサイズ　40×50mm・40×60mm

さまざまなかたち、色のラベルが製作可能です。センシングラベルやバーコードラベルの印刷・製作もできます。

※こちらは参考価格です。デザイン料、大きさ、色により金額は異なりますので、必ず見積りをご依頼ください。

240面付／シート

50面付／シート

小型のカラーラベルですから、文庫・新書やAV資料などのほかにも、特定
資料の分類などに適しています。
○適合するラベルキーパーのサイズ　20×60mm

100面付／シート

特定図書の指定案内をする大切なラベルです。特別な用途のものには中
白をお使いください。
○ご指定の文字入りのラベルの印刷も承りますので、ご相談ください。

○適合するラベルキーパーのサイズ　40×50mm・40×60mm

50面付／シート

ブルー
（B）

オレンジ
（D）

バイオレット
（H）

グレー
（L）

ネイビーブルー
（N）

ブラウン
（Q）

レッド
（R）

ライトグリーン
（T）

イエロー
（Y）

ブラック
（Z）

ブルー
（B）

オレンジ
（D）

バイオレット
（H）

グレー
（L）

ネイビーブルー
（N）

ブラウン
（Q）

レッド
（R）

ライトグリーン
（T）

イエロー
（Y）

ブラック
（Z）

ブルー
（B）

オレンジ
（D）

バイオレット
（H）

グレー
（L）

ブラウン
（Q）

レッド
（R）

シルバー
（S）

ゴールド
（A）

ネイビーブルー
（N）

イエロー
（Y）

ブラック
（Z）

ダークグリーン
（J）

ピンク
（P）

ライトグリーン
（T）

（B）

（N）

（D） （G） （K）

（P） （R） （W）

館内

貴重書

教師用

書庫

参考書

禁帯出

寄贈書

中白

（実物大）

（実物大）

特に人気のある商品　　　　　　　　　　　

（実物大）

（実物大）

ラベル：強力粘着剤付
○ご注文は、※をカラー記号にかえてお申し込みください。

小丸カラーラベル
606-80※ 10シート （2,400枚）￥1,180+税

ラベル：強力粘着剤付
○ご注文は、※をカラー記号にかえてお申し込みください。

角カラーラベル
606-70※ 10シート （1,000枚）￥1,180+税

ラベル：強力粘着剤付
○ご注文は、※をカラー記号にかえてお申し込みください。

丸ラベル
606-53※ 20シート （1,000枚）￥1,510+税

606-56※   4シート （   200枚） ￥320+税

ラベル：強力粘着剤付
○ご注文は、※をカラー記号にかえてお申し込みください。

案内ラベル
607-53※ 20シート （1,000枚）￥1,510+税

607-56※   4シート （   200枚） ￥320+税

20

7

22

20

10

認知度を高める鍵はオリジナルラベル

ご注文方法

ラベルはしっかり保管しています。

電車内や喫茶店などで読まれている本に、図書館名や図書館ロゴ、図書館
キャラクターのラベルが貼られていたら、「どこの図書館だろう？」と、とて
も気になります。オリジナルラベルを装備した本が図書館の認知度を高め
ます。また、図書館のCIも高まります。さらに、整理や管理も一段としやす
くなります。ご用命を承り次第、お見積りいたします。お気軽にご相談くだ
さい。

1. 大きさ・形・数量を選ぶ
使用するラベルの大きさを決めます。規
格のラベルを参考にするとわかりやすい
でしょう。数量は500枚からできます。
（少数の作成はご相談ください。）

参考価格

2. 色・デザインを選ぶ
色はリーズナブルな一色をおすすめしま
す。図書館のシンボルカラーがアピール
しやすいでしょう。デザインは図書館名、
ロゴ、キャラクターなどを使用して、しっか
り図書館をアピールしましょう。

3. 見積り後、ラベルを製作
最後に大きさ・数量・色・デザインを確認し
たら、見積りをご依頼ください。見積りを
ご確認後、こちらで原稿データを作成し
ます。原稿データに問題がなければラベ
ルの製作に入ります。

ご注文いただいたラベルのデータは3年間保管しております。
追加注文時は、校正無しで印刷・納品いたします。

20Φ 丸ラベル
1,000枚
きみどり一色で
作成した場合

￥28,000+税

22×26 三段ラベル
1,000枚
オレンジ一色で
作成した場合

￥30,000+税

50×26 絵本用ラベル
1,000枚
みずいろ一色で
作成した場合

￥31,000+税

ラベルキーパーは304ページをご覧ください。 321
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掲載商品は経済の変動、品質の改良等により予告なしに価格・仕様の変更をさせていただく場合があります。予めご了承ください。


