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感染症対策／クリーン／事務用品
図書や図書館内の感染症対策用品、日々の清掃に使う掃除用品、事務室で
使う備品、人気の図書館グッズ等、誰もが安心して安全に図書館をご利用
いただくための用品を取り揃えています。
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感染症対策用品
キハラホームページで行ったアンケート「新型コロナウイルスによる業務影響について」などを元に、
誰もが安心して図書館をご利用いただくための感染症対策を考えました。
また、図書館内の3密（密閉空間・密集場所・密接場面）と、2つの感染リスク（接触感染・飛沫感染）
に対して、図書館用品でどのように軽減できるかを考え、製品をラインナップしています。

グリーン購入法判断基準適合商品新商品 受注生産品 組立

498-100   ￥25,300+税 W.900  D.285  H.690

498-101 ￥20,700+税 W.600  D.283  H.690

パネル：t.5

パネル：t.3

パネル：再生アクリル  上下90mm調節式　脚：シナ材  滑り止め付

W.900

W.600

クリアカウンターパネル

900・600

60
0/

69
0

60
0

90

285・283

498-110   ￥2,070+税 W.1,370  H.1,000  t.0.3

軟質塩化ビニル
○カーテンのみの販売です。穴あけや付属品はございません。

クリアカーテン
647-410   ￥8,970+税 W.745  H.250  t.0.2 シールド面サイズ：W.335  H.250

PET製  日本製
○ロゴ部分に別途名入れ制作も可能（100枚～）です。お問い合わせください。

クリアフェイスシールド  10枚入

1370

10
00

カウンター上部に設置して広範囲の飛沫感染リスクを軽減させるビニール
カーテンです。
視認性が高く、やわらかい軟質塩化ビニル樹脂を採用しているので、落下
しても割れる心配がありません。また、災害時でも燃えにくい素材なので、安
心してご使用いただけます。

カウンター内外でのレファレンス業務時など、飛沫感染リスクを軽減させる
フェイスシールドです。
26gと軽量な本体と、2本のサイズ調整バンドでしっかりと支えるので、長時間
の業務でも楽にご使用いただけます。内側バンドとシールド面にスペースがあ
るので、マスクの上に装着しても息苦しくなく、シールド面や眼鏡も曇りません。

カウンター業務中もしっかりと飛沫感染防止をする衝立です。
安定性の高い木製脚部は滑り止め付、移動時の取っ手としても利用する
こともできます。パネル部分は再生アクリルを採用。よりクリアな透明性を維
持しつつ環境にも配慮した製品です。
また、パネル部分は穴の位置を上下に調整することができるので、下部をふ
さぐと、テーブルの衝立としてもご使用いただけます。

図書館の閲覧テーブルにおける飛沫感染リスクの軽減を追求した、折りた
たみ式の卓上パーテーションです。
飛沫感染を防止するために、座席に座った際に卓上から頭が出ない
700mm程度の高さとなっており、図書館の閲覧テーブル専用、オリジナル
設計です。
抗菌剤配合で耐薬品性にも優れているので、アルコール除菌が可能です。

カウンター前のレファレンスや、エントランスでの受付など、ソーシャルディスタ
ンスを保ちながら並んでもらうために床に貼る、サインセットです。
黒に白抜きのデザインは、弱視や視覚障害の方でも視覚的に弁別しやすく、
人と人の間に適切な距離を作ることができます。光の反射も少なく、離れた場
所から見やすいのも特徴です。
マットな材質で滑り止め機能付きなので、水にぬれても防滑性を確保します。
タイルカーペット・木製フローリングなど、床材を選ばず、幅広くご使用いただけ
ます。

ハサミやカッターで切ることができるの
で、ご自身でサイズ加工が可能。

シールド面と内側バンドの間にスペー
スがあります。

■ クリアカウンターパネル／クリアフェイスシールド／クリアカーテン

■ 安全安心モバイルシールド／フロア誘導シール

カウンター使用例 閲覧テーブル使用例

ロゴカラー：
ホワイト

335

745

250

高強度で軽量、折り畳んで手軽に運べて、落
としても割れる心配がありません。

抗菌剤が配合されたポリプロピレン樹脂
「TECCELL（テクセル）」を使用しています。

タイルカーペット、木製フローリングなど床材を
選ばずご使用いただけます。

水、中性洗剤で清掃が可能です。

647-500   ￥17,300+税 W.590  D.300  H.700  t.5

折りたたみ時サイズ：W.590  D.700  H.15
ポリプロピレン（テクセル）  抗菌剤配合　重量：約950g　角度調整ゴム付

安全安心モバイルシールド

710-841   ￥8,970+税 指示サイン：W.400  D.75　足跡サイン：Φ.250

塩化ビニル  滑り止め機能付
セット内容：5枚（指示サイン「こちらでおまちください」1枚／足跡サイン4枚）
○表面は水、中性洗剤で清掃が可能です。

フロア誘導シール ソーシャルディスタンス

キハラでは、公益社団法人 日本図書館協会「図書館における新型コロナウイルス感染拡大予
防ガイドライン」、公益社団法人 全国学校図書館協議会「新型コロナウイルス感染症拡大防止
策下における学校図書館の活動ガイドライン」2つのガイドラインをふまえ、図書館内の3密と2つ
の感染リスクに、図書館用品でどのような対策ができるかを考えました。
そして、感染症対策を「あける・へらす・しきる・安全安心」の4つのポイントで製品をセレクトした感
染症対策用品パンフレット「安全安心な図書館のために」をキハラホームページに公開しました。

感染症対策用品パンフレット「安全安心な図書館のために」

感染症対策用品パンフレット「安全安心な図書館のために」

▶ホームページメニュー「製品検索・カタログ」▶「パンフレット」
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感染症対策用品
キハラホームページで行ったアンケート「新型コロナウイルスによる業務影響について」などを元に、
誰もが安心して図書館をご利用いただくための感染症対策を考えました。
また、図書館内の3密（密閉空間・密集場所・密接場面）と、2つの感染リスク（接触感染・飛沫感染）
に対して、図書館用品でどのように軽減できるかを考え、製品をラインナップしています。

グリーン購入法判断基準適合商品新商品 受注生産品 組立

498-100   ￥25,300+税 W.900  D.285  H.690

498-101 ￥20,700+税 W.600  D.283  H.690

パネル：t.5

パネル：t.3

パネル：再生アクリル  上下90mm調節式　脚：シナ材  滑り止め付

W.900
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クリアカウンターパネル
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498-110   ￥2,070+税 W.1,370  H.1,000  t.0.3

軟質塩化ビニル
○カーテンのみの販売です。穴あけや付属品はございません。

クリアカーテン
647-410   ￥8,970+税 W.745  H.250  t.0.2 シールド面サイズ：W.335  H.250

PET製  日本製
○ロゴ部分に別途名入れ制作も可能（100枚～）です。お問い合わせください。

クリアフェイスシールド  10枚入

1370

10
00

カウンター上部に設置して広範囲の飛沫感染リスクを軽減させるビニール
カーテンです。
視認性が高く、やわらかい軟質塩化ビニル樹脂を採用しているので、落下
しても割れる心配がありません。また、災害時でも燃えにくい素材なので、安
心してご使用いただけます。

カウンター内外でのレファレンス業務時など、飛沫感染リスクを軽減させる
フェイスシールドです。
26gと軽量な本体と、2本のサイズ調整バンドでしっかりと支えるので、長時間
の業務でも楽にご使用いただけます。内側バンドとシールド面にスペースがあ
るので、マスクの上に装着しても息苦しくなく、シールド面や眼鏡も曇りません。

カウンター業務中もしっかりと飛沫感染防止をする衝立です。
安定性の高い木製脚部は滑り止め付、移動時の取っ手としても利用する
こともできます。パネル部分は再生アクリルを採用。よりクリアな透明性を維
持しつつ環境にも配慮した製品です。
また、パネル部分は穴の位置を上下に調整することができるので、下部をふ
さぐと、テーブルの衝立としてもご使用いただけます。

図書館の閲覧テーブルにおける飛沫感染リスクの軽減を追求した、折りた
たみ式の卓上パーテーションです。
飛沫感染を防止するために、座席に座った際に卓上から頭が出ない
700mm程度の高さとなっており、図書館の閲覧テーブル専用、オリジナル
設計です。
抗菌剤配合で耐薬品性にも優れているので、アルコール除菌が可能です。

カウンター前のレファレンスや、エントランスでの受付など、ソーシャルディスタ
ンスを保ちながら並んでもらうために床に貼る、サインセットです。
黒に白抜きのデザインは、弱視や視覚障害の方でも視覚的に弁別しやすく、
人と人の間に適切な距離を作ることができます。光の反射も少なく、離れた場
所から見やすいのも特徴です。
マットな材質で滑り止め機能付きなので、水にぬれても防滑性を確保します。
タイルカーペット・木製フローリングなど、床材を選ばず、幅広くご使用いただけ
ます。

ハサミやカッターで切ることができるの
で、ご自身でサイズ加工が可能。

シールド面と内側バンドの間にスペー
スがあります。

■ クリアカウンターパネル／クリアフェイスシールド／クリアカーテン

■ 安全安心モバイルシールド／フロア誘導シール

カウンター使用例 閲覧テーブル使用例

ロゴカラー：
ホワイト

335

745

250

高強度で軽量、折り畳んで手軽に運べて、落
としても割れる心配がありません。

抗菌剤が配合されたポリプロピレン樹脂
「TECCELL（テクセル）」を使用しています。

タイルカーペット、木製フローリングなど床材を
選ばずご使用いただけます。

水、中性洗剤で清掃が可能です。

647-500   ￥17,300+税 W.590  D.300  H.700  t.5

折りたたみ時サイズ：W.590  D.700  H.15
ポリプロピレン（テクセル）  抗菌剤配合　重量：約950g　角度調整ゴム付

安全安心モバイルシールド

710-841   ￥8,970+税 指示サイン：W.400  D.75　足跡サイン：Φ.250

塩化ビニル  滑り止め機能付
セット内容：5枚（指示サイン「こちらでおまちください」1枚／足跡サイン4枚）
○表面は水、中性洗剤で清掃が可能です。

フロア誘導シール ソーシャルディスタンス

キハラでは、公益社団法人 日本図書館協会「図書館における新型コロナウイルス感染拡大予
防ガイドライン」、公益社団法人 全国学校図書館協議会「新型コロナウイルス感染症拡大防止
策下における学校図書館の活動ガイドライン」2つのガイドラインをふまえ、図書館内の3密と2つ
の感染リスクに、図書館用品でどのような対策ができるかを考えました。
そして、感染症対策を「あける・へらす・しきる・安全安心」の4つのポイントで製品をセレクトした感
染症対策用品パンフレット「安全安心な図書館のために」をキハラホームページに公開しました。

感染症対策用品パンフレット「安全安心な図書館のために」

感染症対策用品パンフレット「安全安心な図書館のために」

▶ホームページメニュー「製品検索・カタログ」▶「パンフレット」
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■ 除菌BOX 4D ■ 安全安心クリーナー ストロング／ライブラリー グローブ

使用方法と除菌試験データ 扉表面表記の手順に従ってどなたにも簡単にご使用いただけます。

ほん い がい い

きん じょ きんほん

除菌試験データ

照射せず（空試験）照射時間 30秒 45秒 60秒

185大腸菌 0 0 0

125黄色ブドウ球菌 5 0 0

大腸菌

黄色ブドウ球菌

照射せず

照射せず

除菌BOXに
入れ30秒
紫外線照射

除菌BOXに
入れ45秒
紫外線照射

1

2

紫外線をカットする安全なガラス窓

紫外線で除菌

使用方法案内サイン

230-430

230-410

230-410 ￥3,890+税
除菌BOX  交換用紫外線灯

除菌BOXの棚が3段から4段に増え、新しくなりました。除菌効果のある紫
外線が、45秒で書籍表面を強力に除菌します。最も効果の高い260nm前
後のUV-Cが出せる紫外線ランプを使用し、ウイルス、細菌、カビなどに除
菌、抗菌の効果があります。常温で除菌できる紫外線は、耐性菌をつくらず
残留性もありません。もしもの漏電などによる感電をなくすため、安全電圧を
採用し、直流12Vまで電圧を下げているので、安心してご利用いただけま
す。

本体：ステンレス　電源：AC100V  50／60Hz　コードの長さ：1.6m　重量：約28.5kg
消費電力：10W　内部確認用紫外線カットガラス窓  使用方法案内サイン付
○棚板の追加はできません。

230-430 ￥359,400+税 W.450  D.450  H.613

BOX内部の棚が3段から4段に増えたことで、A4判の書籍なら1段
に1冊で4冊、B5判以下のサイズなら1段に2冊で8冊入れられるよう
になりました。書籍を入れドアを閉めて、ボタンを押すと紫外線灯が
点灯し、除菌がスタートします。扉の左上のガラス窓から、紫外線灯
の照射が確認できます。
（ガラス窓は紫外線をカットしますから、のぞき込んでも安全です。）

45秒で自動的に紫外線灯が消え除菌が完了します。照射途中
でドアを開いても紫外線灯は完全に照射を止めるので安全で、ど
なたでも簡単にご使用いただけます。

一般的な生活雑菌である大腸菌、黄色ブドウ球菌を1mlあたり約1,000個培養した
試験菌液2種類をそれぞれ寒天平板に0.1mlずつ塗布し、除菌BOXに入れ紫外線
を30秒間、45秒間、60秒間、各々照射しました。大腸菌の寒天平板は35℃で24時
間、黄色ブドウ球菌の寒天平板は35℃で48時間培養を行い、菌集落の個数を測定
しました。また、紫外線照射をしない寒天平板も同様に培養し測定を行いました。
これらの寒天平板の1平板あたりに発育した菌集落の個数は以下のとおりです。

除菌

安全安心クリーナー ストロングは、エタノール・安定化二酸化塩素水・塩化ベ
ンザルコニウムを配合した図書館の衛生環境を守る、抗ウイルス・除菌・消臭
クリーナーです。
エタノールと安定化二酸化塩素水でW除菌効果をもった従来の安全安心
クリーナーに、厚生労働省に推奨されている塩化ベンザルコニウムを新た
に配合。ウイルスの膜を壊すことで無毒化する塩化ベンザルコニウムは新
型コロナウイルスにも有効と判断されています。これによりトリプルな除菌
効果を発揮し、より強力（ストロング）な安全安心クリーナーになりました。

790-040 ￥2,530+税

790-040 790-050

除菌BOX  交換用紫外線灯

特に人気のある商品新商品

タンパク質などの有機成分を特異的に吸着する能力に優れたアパタイトにチタンイオンを導
入し、光触媒機能をもたせたのがチタンアパタイトです。

光触媒機能チタンアパタイトとは

ライブラリー グローブ  
647-380 ￥1,610+税 長さ：215mm  幅：  90mm     手首部分：ピンク

647-382 ￥1,610+税 長さ：225mm  幅：  95mm     手首部分：グリーン

小

中

繊維の組成（本体）：ポリエステル100％　原料樹脂（スベリ止め）：ポリウレタン樹脂

紫外線
ウイルス

菌

吸着 分解

チタンアパタイト  （イオン結合） チタンアパタイト

647-381 ￥1,610+税 長さ：235mm  幅：100mm     手首部分：グレー大

3段から4段になり新登場、45秒で簡単に除菌。 トリプル除菌で新しくなった安全安心クリーナー ストロング

ライブラリー グローブは、東京大学先端科学技術研究センターと富士通研
究所が共同開発した光触媒チタンアパタイトを使用した高機能手袋です。
手袋に付着したカビ菌、ウイルス、皮脂、花粉、臭いの原因物質などを不活
性化し分解します。
ライブラリー グローブを装着することで手指の安全と、衛生的で健康な肌を
保つことができます。メッシュ素材で蒸れずに作業でき、スベリ止め加工で
本を大切に扱うことができます。
○手袋が汚れた場合は、軽く水洗いし陽のあたる場所で干してください。
　約50回程の洗濯が可能です。

本の清掃作業に・蔵書点検に・書架整理に・返却本の作業に
サイズが豊富になったライブラリー グローブ

除菌BOX 4D

除菌BOX内部

表紙をフィルムで
コーティングした書籍
の拭き掃除

ニオイがするモノの
消臭

パーテーション・デス
ク周り・OA機器・窓
ガラス・照明器具等
の拭き掃除

椅子・カーペット・
カーテンなど布製品
の消臭

使用用途

安全安心クリーナー ストロングの抗菌性持続評価は、キハラホームページ
でご覧いただけます。
▶ホームページメニュー「製品検索・カタログ」▶「パンフレット」

ライブラリー グローブの抗菌性持続評価は、キハラホームページでご覧い
ただけます。
▶ホームページメニュー「製品検索・カタログ」▶「パンフレット」

配合成分：エチルアルコール  塩化ベンザルコニウム  安定化二酸化塩素水  乳酸ナトリウム  精製水
○拭き掃除は直接吹きかけず、清潔な布に吹き付け、拭き取ってください。
○本品はクリーナーです。手指へのご使用はお控えください。

安全安心クリーナー ストロング 300mℓ

790-050 ￥9,200+税

安全安心クリーナー ストロング 詰替用 2000mℓ
W.165  D.97  H.203

安定化二酸化塩素水・
エタノール・塩化ベンザルコニウム

トリプル除菌
新型コロナウイルス対策に
（厚生労働省 推奨）

インフルエンザ
ノロウイルス対策に 除菌・消臭効果

新型コロナウイルスの消毒・除菌方法は
厚生労働省ホームページをご覧ください。

647-380

長さ
215mm

幅
90mm

647-381

647-382

長さ
235mm

幅
100mm

長さ
225mm

幅
95mm

感染症対策の作業にも。
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■ 除菌BOX 4D ■ 安全安心クリーナー ストロング／ライブラリー グローブ

使用方法と除菌試験データ 扉表面表記の手順に従ってどなたにも簡単にご使用いただけます。

ほん い がい い

きん じょ きんほん

除菌試験データ

照射せず（空試験）照射時間 30秒 45秒 60秒

185大腸菌 0 0 0

125黄色ブドウ球菌 5 0 0

大腸菌

黄色ブドウ球菌

照射せず

照射せず

除菌BOXに
入れ30秒
紫外線照射

除菌BOXに
入れ45秒
紫外線照射

1

2

紫外線をカットする安全なガラス窓

紫外線で除菌

使用方法案内サイン

230-430

230-410

230-410 ￥3,890+税
除菌BOX  交換用紫外線灯

除菌BOXの棚が3段から4段に増え、新しくなりました。除菌効果のある紫
外線が、45秒で書籍表面を強力に除菌します。最も効果の高い260nm前
後のUV-Cが出せる紫外線ランプを使用し、ウイルス、細菌、カビなどに除
菌、抗菌の効果があります。常温で除菌できる紫外線は、耐性菌をつくらず
残留性もありません。もしもの漏電などによる感電をなくすため、安全電圧を
採用し、直流12Vまで電圧を下げているので、安心してご利用いただけま
す。

本体：ステンレス　電源：AC100V  50／60Hz　コードの長さ：1.6m　重量：約28.5kg
消費電力：10W　内部確認用紫外線カットガラス窓  使用方法案内サイン付
○棚板の追加はできません。

230-430 ￥359,400+税 W.450  D.450  H.613

BOX内部の棚が3段から4段に増えたことで、A4判の書籍なら1段
に1冊で4冊、B5判以下のサイズなら1段に2冊で8冊入れられるよう
になりました。書籍を入れドアを閉めて、ボタンを押すと紫外線灯が
点灯し、除菌がスタートします。扉の左上のガラス窓から、紫外線灯
の照射が確認できます。
（ガラス窓は紫外線をカットしますから、のぞき込んでも安全です。）

45秒で自動的に紫外線灯が消え除菌が完了します。照射途中
でドアを開いても紫外線灯は完全に照射を止めるので安全で、ど
なたでも簡単にご使用いただけます。

一般的な生活雑菌である大腸菌、黄色ブドウ球菌を1mlあたり約1,000個培養した
試験菌液2種類をそれぞれ寒天平板に0.1mlずつ塗布し、除菌BOXに入れ紫外線
を30秒間、45秒間、60秒間、各々照射しました。大腸菌の寒天平板は35℃で24時
間、黄色ブドウ球菌の寒天平板は35℃で48時間培養を行い、菌集落の個数を測定
しました。また、紫外線照射をしない寒天平板も同様に培養し測定を行いました。
これらの寒天平板の1平板あたりに発育した菌集落の個数は以下のとおりです。

除菌

安全安心クリーナー ストロングは、エタノール・安定化二酸化塩素水・塩化ベ
ンザルコニウムを配合した図書館の衛生環境を守る、抗ウイルス・除菌・消臭
クリーナーです。
エタノールと安定化二酸化塩素水でW除菌効果をもった従来の安全安心
クリーナーに、厚生労働省に推奨されている塩化ベンザルコニウムを新た
に配合。ウイルスの膜を壊すことで無毒化する塩化ベンザルコニウムは新
型コロナウイルスにも有効と判断されています。これによりトリプルな除菌
効果を発揮し、より強力（ストロング）な安全安心クリーナーになりました。

790-040 ￥2,530+税

790-040 790-050

除菌BOX  交換用紫外線灯

特に人気のある商品新商品

タンパク質などの有機成分を特異的に吸着する能力に優れたアパタイトにチタンイオンを導
入し、光触媒機能をもたせたのがチタンアパタイトです。

光触媒機能チタンアパタイトとは

ライブラリー グローブ  
647-380 ￥1,610+税 長さ：215mm  幅：  90mm     手首部分：ピンク

647-382 ￥1,610+税 長さ：225mm  幅：  95mm     手首部分：グリーン

小

中

繊維の組成（本体）：ポリエステル100％　原料樹脂（スベリ止め）：ポリウレタン樹脂

紫外線
ウイルス

菌

吸着 分解

チタンアパタイト  （イオン結合） チタンアパタイト

647-381 ￥1,610+税 長さ：235mm  幅：100mm     手首部分：グレー大

3段から4段になり新登場、45秒で簡単に除菌。 トリプル除菌で新しくなった安全安心クリーナー ストロング

ライブラリー グローブは、東京大学先端科学技術研究センターと富士通研
究所が共同開発した光触媒チタンアパタイトを使用した高機能手袋です。
手袋に付着したカビ菌、ウイルス、皮脂、花粉、臭いの原因物質などを不活
性化し分解します。
ライブラリー グローブを装着することで手指の安全と、衛生的で健康な肌を
保つことができます。メッシュ素材で蒸れずに作業でき、スベリ止め加工で
本を大切に扱うことができます。
○手袋が汚れた場合は、軽く水洗いし陽のあたる場所で干してください。
　約50回程の洗濯が可能です。

本の清掃作業に・蔵書点検に・書架整理に・返却本の作業に
サイズが豊富になったライブラリー グローブ

除菌BOX 4D

除菌BOX内部

表紙をフィルムで
コーティングした書籍
の拭き掃除

ニオイがするモノの
消臭

パーテーション・デス
ク周り・OA機器・窓
ガラス・照明器具等
の拭き掃除

椅子・カーペット・
カーテンなど布製品
の消臭

使用用途

安全安心クリーナー ストロングの抗菌性持続評価は、キハラホームページ
でご覧いただけます。
▶ホームページメニュー「製品検索・カタログ」▶「パンフレット」

ライブラリー グローブの抗菌性持続評価は、キハラホームページでご覧い
ただけます。
▶ホームページメニュー「製品検索・カタログ」▶「パンフレット」

配合成分：エチルアルコール  塩化ベンザルコニウム  安定化二酸化塩素水  乳酸ナトリウム  精製水
○拭き掃除は直接吹きかけず、清潔な布に吹き付け、拭き取ってください。
○本品はクリーナーです。手指へのご使用はお控えください。

安全安心クリーナー ストロング 300mℓ

790-050 ￥9,200+税

安全安心クリーナー ストロング 詰替用 2000mℓ
W.165  D.97  H.203

安定化二酸化塩素水・
エタノール・塩化ベンザルコニウム

トリプル除菌
新型コロナウイルス対策に
（厚生労働省 推奨）

インフルエンザ
ノロウイルス対策に 除菌・消臭効果

新型コロナウイルスの消毒・除菌方法は
厚生労働省ホームページをご覧ください。

647-380

長さ
215mm

幅
90mm

647-381

647-382

長さ
235mm

幅
100mm

長さ
225mm

幅
95mm

感染症対策の作業にも。
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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。



■ クリーナー／クロス／テーブルブラシ／ライブラリーダスター ■ ラベルはがし／エプロン
イオンブライトは、水を電気分解した時に生成されるアルカリイオンの高い
洗浄力をもったクリーナーです。体に有害とされる界面活性剤、リン、蛍光
材など化学物質は一切使用せず、水質汚濁、富栄養化など環境汚染もな
いので、人にも環境にも優しいのが特長です。家具や、フィルムコーティン
グされた書籍表面の清掃に最適です。拭浄と同時に除菌・消臭効果も得
ることができます。
○書籍の拭浄は、フィルムコーティングされたものに限ります。

カウンターや机上の消しゴムのカスやゴミなどを掃除するブラシとチリトリの
セットです。ブラシとチリトリをまとめてフックにかけることができ、保管も便利
です。

マイクロファイバークロスは、超極細繊維でミクロの汚れまで吸着します。パ
ソコンなどディスプレイには乾拭き、テーブルやフィルムコーティングされた
書籍表面には水拭きでご使用ください。汚れたら水洗いをして、繰り返しご
使用いただけます。

表と裏にプラスチックとステンレスの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いただけます。

鋭いエッジを持つ、多角形断面の超極細
繊維が、クボミに入り込んだミクロの汚れま
で吸着します。

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、手軽にご使用いただけます。

コーヒーなどの水溶性の汚れから油汚れまで弾きます。洗濯をくり返しても
汚れを弾く特性は失われません。また、漂白剤にも強く、静電気を防ぐ効果
も持っています。

ペンやメガネが差し込める便利な収納ポケット付です。特長

1

イオンブライト 500mℓ スプレーボトル
880-050 ￥2,020+税 500mℓ

2ℓ

880-031 ￥1,210+税 10枚入・1袋

イオンブライト  不織布クロス

880-010 ￥6,950+税
イオンブライト  詰替用

マイクロファイバークロス  3枚入
790-150 ￥2,600+税 W.500  D.315

ポリエステル  ナイロン

撥水エプロン
647-35※ ￥3,860+税 W.865  H.905 フリーサイズ

ラベルはがし
608-100 ￥1,270+税 内容量：150mℓ

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
○刃は本体に収納されます。　　○詳しくは307ページをご覧ください。

炭化水素系  第1石油類
○詳しくは307ページをご覧ください。

スクレーパーを使えば自分の爪を汚さずに、
はがす作業ができるのでおすすめです。

フックにかけて保管できます。

表面： プラスチック刃

裏面： ステンレス刃

メガネ

細ペン
太ペン

名札差

メガネ、太ペン・細ペンを収
納するポケットと、名札差を
装備しています。

図書館・博物館の家具、フィルムコーティングされた書籍などの拭浄に最適です。

汚れを引き離すしくみ

汚れ

布地
マイナスのイオンが
汚れと布地を包み込む

反発力が汚れを引き離す

電解洗浄水

静電気の作用でホコリを取り去ります。書架の図書や資料のホコリ払い、
カウンター上の簡単な掃除など、様々な場所でお使いいただけます。汚れて
も洗って、くり返し使えます。

超極細繊維の断面
油分などの
汚れの粒子

エプロンのネーム入れ承ります。

1着から館名の刺繍を承ります。

○5文字まで900円＋税、1文字増えるごとに＋80円＋税となります。
（1色、文字天地20ミリまで、特別な書体は除きます。）

○シルクスクリーンの館名やマークの印刷、オリジナルエプロンの製作も承ります。

特に人気のある商品

高書架の棚や天板のホコリも静電気でしっかりキャッチして、楽に掃除する
ことができます。ヘッド部分は角度調整ができ、取り外してライブラリーダス
ターとして使用することも可能です。汚れても洗って、くり返し使えます。

テーブルブラシ  3セット
790-183 ￥900+税 W.160  D.218  H.50

プラスチック製　刷毛：ナイロン　セット内容：ブラシ3本（青・黄・ピンク 各色1本ずつ）／チリトリ3本

水、アルカリイオン分解で
手肌にやさしい

拭浄と同時に
除菌・消臭効果

裏側

表側

ライブラリーダスター  2本
790-106 ￥3,110+税 約Φ.180  長さ：約600

毛：P.P.　ハンドル：P.P

ロングライブラリーダスター
790-110 ￥3,730+税 約Φ.180  長さ：約1,400～2,040

毛：P.P.　ハンドル：P.P／アルミパイプ／ポリエチレン

表側

865
90

5

裏側

フリーサイズです。
腰ひもで調整できます。

カラー（4色）

ブラック（Z）グリーン（G）レッド（R） ネイビーブルー（N）

フリーサイズに対応した
前結び式のストラップです。

特長

2
特長

3
水性・油性の汚れを弾く
撥水加工です。

ポリエステル100％
○ご注文は、※をカラー記号にかえてお申し込みください。

880-010880-050

880-031 イオンブライト  不織布クロス

配合成分：電解水  炭酸塩

W.53  D.42  H.11

L

L

L

廃止
新商品発売
詳細はキハラにお問い合わせください。

L
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■ クリーナー／クロス／テーブルブラシ／ライブラリーダスター ■ ラベルはがし／エプロン
イオンブライトは、水を電気分解した時に生成されるアルカリイオンの高い
洗浄力をもったクリーナーです。体に有害とされる界面活性剤、リン、蛍光
材など化学物質は一切使用せず、水質汚濁、富栄養化など環境汚染もな
いので、人にも環境にも優しいのが特長です。家具や、フィルムコーティン
グされた書籍表面の清掃に最適です。拭浄と同時に除菌・消臭効果も得
ることができます。
○書籍の拭浄は、フィルムコーティングされたものに限ります。

カウンターや机上の消しゴムのカスやゴミなどを掃除するブラシとチリトリの
セットです。ブラシとチリトリをまとめてフックにかけることができ、保管も便利
です。

マイクロファイバークロスは、超極細繊維でミクロの汚れまで吸着します。パ
ソコンなどディスプレイには乾拭き、テーブルやフィルムコーティングされた
書籍表面には水拭きでご使用ください。汚れたら水洗いをして、繰り返しご
使用いただけます。

表と裏にプラスチックとステンレスの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いただけます。

鋭いエッジを持つ、多角形断面の超極細
繊維が、クボミに入り込んだミクロの汚れま
で吸着します。

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、手軽にご使用いただけます。

コーヒーなどの水溶性の汚れから油汚れまで弾きます。洗濯をくり返しても
汚れを弾く特性は失われません。また、漂白剤にも強く、静電気を防ぐ効果
も持っています。

ペンやメガネが差し込める便利な収納ポケット付です。特長

1

イオンブライト 500mℓ スプレーボトル
880-050 ￥2,020+税 500mℓ

2ℓ

880-031 ￥1,210+税 10枚入・1袋

イオンブライト  不織布クロス

880-010 ￥6,950+税
イオンブライト  詰替用

マイクロファイバークロス  3枚入
790-150 ￥2,600+税 W.500  D.315

ポリエステル  ナイロン

撥水エプロン
647-35※ ￥3,860+税 W.865  H.905 フリーサイズ

ラベルはがし
608-100 ￥1,270+税 内容量：150mℓ

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
○刃は本体に収納されます。　　○詳しくは307ページをご覧ください。

炭化水素系  第1石油類
○詳しくは307ページをご覧ください。

スクレーパーを使えば自分の爪を汚さずに、
はがす作業ができるのでおすすめです。

フックにかけて保管できます。

表面： プラスチック刃

裏面： ステンレス刃

メガネ

細ペン
太ペン

名札差

メガネ、太ペン・細ペンを収
納するポケットと、名札差を
装備しています。

図書館・博物館の家具、フィルムコーティングされた書籍などの拭浄に最適です。

汚れを引き離すしくみ

汚れ

布地
マイナスのイオンが
汚れと布地を包み込む

反発力が汚れを引き離す

電解洗浄水

静電気の作用でホコリを取り去ります。書架の図書や資料のホコリ払い、
カウンター上の簡単な掃除など、様々な場所でお使いいただけます。汚れて
も洗って、くり返し使えます。

超極細繊維の断面
油分などの
汚れの粒子

エプロンのネーム入れ承ります。

1着から館名の刺繍を承ります。

○5文字まで900円＋税、1文字増えるごとに＋80円＋税となります。
（1色、文字天地20ミリまで、特別な書体は除きます。）

○シルクスクリーンの館名やマークの印刷、オリジナルエプロンの製作も承ります。

特に人気のある商品

高書架の棚や天板のホコリも静電気でしっかりキャッチして、楽に掃除する
ことができます。ヘッド部分は角度調整ができ、取り外してライブラリーダス
ターとして使用することも可能です。汚れても洗って、くり返し使えます。

テーブルブラシ  3セット
790-183 ￥900+税 W.160  D.218  H.50

プラスチック製　刷毛：ナイロン　セット内容：ブラシ3本（青・黄・ピンク 各色1本ずつ）／チリトリ3本

水、アルカリイオン分解で
手肌にやさしい

拭浄と同時に
除菌・消臭効果

裏側

表側

ライブラリーダスター  2本
790-106 ￥3,110+税 約Φ.180  長さ：約600

毛：P.P.　ハンドル：P.P

ロングライブラリーダスター
790-110 ￥3,730+税 約Φ.180  長さ：約1,400～2,040

毛：P.P.　ハンドル：P.P／アルミパイプ／ポリエチレン

表側

865

90
5

裏側

フリーサイズです。
腰ひもで調整できます。

カラー（4色）

ブラック（Z）グリーン（G）レッド（R） ネイビーブルー（N）

フリーサイズに対応した
前結び式のストラップです。

特長

2
特長

3
水性・油性の汚れを弾く
撥水加工です。

ポリエステル100％
○ご注文は、※をカラー記号にかえてお申し込みください。

880-010880-050

880-031 イオンブライト  不織布クロス

配合成分：電解水  炭酸塩

W.53  D.42  H.11

L

L

L

廃止
新商品発売
詳細はキハラにお問い合わせください。

L

廃止
新商品発売
詳細はキハラに
お問い合わせください。
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オリコンやバスケットと比べ、軽くサイズが小さいので、スムーズに本の移動
を行えます。使わないときは折り畳むことができ、保管場所をとりません。

軽くて丈夫な図書運搬箱です。両側に持ちやすい、持ち手がついています。

辞書などを入れた状態で
重ねて置くこともできます。

静音キャスター
本体に軽量で強度のある高機
能樹脂を採用。静音化と始動抵
抗・走行抵抗の低減化を実現化
した、軽く・滑らかなキャスターで
す。環境保全を考慮し、本体に
は再生樹脂を含有しています。

ハンドルレバー式ストッパー
（497-110、497-130）
レバーを握るだけで後車輪2輪
が同時にロックします。離れた
時の自然走行による事故の防
止にお役立てください。

グリップ（497-100、497-120）
手に優しいABS製のグリップで
す。ハンドルの太さが太くなりま
すので、運搬車の取り回しが楽
になります。また、冬場の作業時
にハンドルに触れても冷たく感
じにくくなります。

折りたためば厚さは約50mm程度です。

女性でも重い荷物を
楽に運べます。

ライトグレー（L）ブルー（B）

奥行方向には、A4判まで入れることができます。

透明見出付  W.90×H.60

相互貸借資料の持ち運びや、閉架内の一時的な本の保管に便利な書籍
運搬箱です。
丈夫なハンドル付で二人で多くの書籍を持ち運びすることができます。
カラーが3種類ありますので色々な仕分けに便利です。

■ 運搬箱／キャリー

書籍を入れた状態の書籍運搬箱や、資料を詰めた段ボールなど、大量の
荷物を運ぶのに便利なキャリーです。
表面に滑り止めが2ヶ所ついているので、安全に使用することができます。
長辺・短辺とも連結して使用することも可能です。

使用例

カラー：ブルー（B）

497-100

497-110

497-120

497-140

497-130

カラー： グリーン（G）
カラー：グレー（L）

図書運搬バッグ
623-250 ￥4,500+税 W.360  D.260  H.200  内寸：W.340  D.240  H.190

ポリエステル　耐荷重：約15kg

図書運搬ボックス
461-30※ ￥2,080+税 W.364  D.271  H.165  内寸：W.315  D.240  H.157

プロの使用に耐える安心の強度を備え、滑らかで軽い。
図書館での使いやすさを考えた運搬車です。

小回りの利く小型の運搬車です。走行抵抗が少なく、走行音が静かで軽
量な樹脂製キャスターを採用。環境保全を考慮し、樹脂製の荷台とキャス
ターは再生素材を使用しています。497-100は取り回しが楽になるABS製
グリップ付、497-110はハンドルレバー式ストッパー付です。

■ BG静音運搬車

BG静音運搬車  150HS
497-110 ￥57,300+税 W.490  D.730  H.890

最大積載量150kg　荷台：樹脂製（再生樹脂含有）　ハンドル：粉体塗装、折りたたみ式  
キャスター：本体樹脂製（再生樹脂含有）、静音キャスター　ハンドルレバー式ストッパー付

BG静音運搬車  150
497-100 ￥38,900+税 W.490  D.730  H.890

最大積載量150kg　荷台：樹脂製（再生樹脂含有）　ハンドル：粉体塗装、折りたたみ式　
キャスター：本体樹脂製（再生樹脂含有）、静音キャスター　ABS製グリップ付

250kgまで積載可能な中型の運搬車です。コーナー部分が建物の壁やガ
ラス、家具に当ったときの衝撃を緩和するクッションベルトを装備していま
す。走行抵抗が少なく、走行音が静かで軽量な樹脂製キャスターを採用。
環境保全を考慮し、樹脂製の荷台とキャスターは再生素材を使用していま
す。497-120は取り回しが楽になるABS製グリップ付、497-130はハンドル
レバー式ストッパー付です。

BG静音運搬車  250HS
497-130 ￥75,100+税 W.500  D.825  H.890

最大積載量250kg　荷台：樹脂製（再生樹脂含有）　ハンドル：粉体塗装、折りたたみ式　
キャスター：本体樹脂製（再生樹脂含有）、静音キャスター　
ハンドルレバー式ストッパー、オレフィン系樹脂製クッションベルト付

BG静音運搬車  250
497-120 ￥61,900+税 W.500  D.825  H.890

最大積載量250kg　荷台：樹脂製（再生樹脂含有）　ハンドル：粉体塗装、折りたたみ式  
キャスター：本体樹脂製（再生樹脂含有）、静音キャスター　
ABS製グリップ、オレフィン系樹脂製クッションベルト付

荷物の積込み時に、腰に負担をかけにくい2段式の運搬車です。走行抵抗
が少なく、走行音が静かで軽量な樹脂製キャスターを採用。環境保全を考
慮し、樹脂製の荷台とキャスターは再生素材を使用しています。
497-150は足踏み式ストッパー付です。

BG静音運搬車  150T2DS
497-150 ￥67,600+税 W.490  D.730  H.860（テーブル高さ:上段680、下段170）

最大積載量150kg　荷台：樹脂製（再生樹脂含有）　ハンドル：粉体塗装　
キャスター：本体樹脂製（再生樹脂含有）、静音キャスター　足踏み式ストッパー付

BG静音運搬車  150T2
497-140 ￥55,800+税 W.490  D.730  H.860（テーブル高さ:上段680、下段170）

最大積載量150kg　荷台：樹脂製（再生樹脂含有）　ハンドル：粉体塗装　
キャスター：本体樹脂製（再生樹脂含有）、静音キャスター

キャリー
497-060 ￥19,800+税 W.680  D.380  H.125

P.P製  75Φ  自在キャスター　耐荷重：120kg

書籍運搬箱  ハンドル付
461-10※ ￥4,660+税 W.605  D.385  H.205  内寸：W.525  D.315  H.200

グリーン購入基本原則対応商品特に人気のある商品 組立

BG静音運搬車の特長

P.P製
○ご注文は、※をカラー記号にかえてお申し込みください。

P.P製　耐荷重：約20kg

○ご注文は、※をカラー記号にかえてお申し込みください。
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オリコンやバスケットと比べ、軽くサイズが小さいので、スムーズに本の移動
を行えます。使わないときは折り畳むことができ、保管場所をとりません。

軽くて丈夫な図書運搬箱です。両側に持ちやすい、持ち手がついています。

辞書などを入れた状態で
重ねて置くこともできます。

静音キャスター
本体に軽量で強度のある高機
能樹脂を採用。静音化と始動抵
抗・走行抵抗の低減化を実現化
した、軽く・滑らかなキャスターで
す。環境保全を考慮し、本体に
は再生樹脂を含有しています。

ハンドルレバー式ストッパー
（497-110、497-130）
レバーを握るだけで後車輪2輪
が同時にロックします。離れた
時の自然走行による事故の防
止にお役立てください。

グリップ（497-100、497-120）
手に優しいABS製のグリップで
す。ハンドルの太さが太くなりま
すので、運搬車の取り回しが楽
になります。また、冬場の作業時
にハンドルに触れても冷たく感
じにくくなります。

折りたためば厚さは約50mm程度です。

女性でも重い荷物を
楽に運べます。

ライトグレー（L）ブルー（B）

奥行方向には、A4判まで入れることができます。

透明見出付  W.90×H.60

相互貸借資料の持ち運びや、閉架内の一時的な本の保管に便利な書籍
運搬箱です。
丈夫なハンドル付で二人で多くの書籍を持ち運びすることができます。
カラーが3種類ありますので色々な仕分けに便利です。

■ 運搬箱／キャリー

書籍を入れた状態の書籍運搬箱や、資料を詰めた段ボールなど、大量の
荷物を運ぶのに便利なキャリーです。
表面に滑り止めが2ヶ所ついているので、安全に使用することができます。
長辺・短辺とも連結して使用することも可能です。

使用例

カラー：ブルー（B）

497-100

497-110

497-120

497-140

497-130

カラー： グリーン（G）
カラー：グレー（L）

図書運搬バッグ
623-250 ￥4,500+税 W.360  D.260  H.200  内寸：W.340  D.240  H.190

ポリエステル　耐荷重：約15kg

図書運搬ボックス
461-30※ ￥2,080+税 W.364  D.271  H.165  内寸：W.315  D.240  H.157

プロの使用に耐える安心の強度を備え、滑らかで軽い。
図書館での使いやすさを考えた運搬車です。

小回りの利く小型の運搬車です。走行抵抗が少なく、走行音が静かで軽
量な樹脂製キャスターを採用。環境保全を考慮し、樹脂製の荷台とキャス
ターは再生素材を使用しています。497-100は取り回しが楽になるABS製
グリップ付、497-110はハンドルレバー式ストッパー付です。

■ BG静音運搬車

BG静音運搬車  150HS
497-110 ￥57,300+税 W.490  D.730  H.890

最大積載量150kg　荷台：樹脂製（再生樹脂含有）　ハンドル：粉体塗装、折りたたみ式  
キャスター：本体樹脂製（再生樹脂含有）、静音キャスター　ハンドルレバー式ストッパー付

BG静音運搬車  150
497-100 ￥38,900+税 W.490  D.730  H.890

最大積載量150kg　荷台：樹脂製（再生樹脂含有）　ハンドル：粉体塗装、折りたたみ式　
キャスター：本体樹脂製（再生樹脂含有）、静音キャスター　ABS製グリップ付

250kgまで積載可能な中型の運搬車です。コーナー部分が建物の壁やガ
ラス、家具に当ったときの衝撃を緩和するクッションベルトを装備していま
す。走行抵抗が少なく、走行音が静かで軽量な樹脂製キャスターを採用。
環境保全を考慮し、樹脂製の荷台とキャスターは再生素材を使用していま
す。497-120は取り回しが楽になるABS製グリップ付、497-130はハンドル
レバー式ストッパー付です。

BG静音運搬車  250HS
497-130 ￥75,100+税 W.500  D.825  H.890

最大積載量250kg　荷台：樹脂製（再生樹脂含有）　ハンドル：粉体塗装、折りたたみ式　
キャスター：本体樹脂製（再生樹脂含有）、静音キャスター　
ハンドルレバー式ストッパー、オレフィン系樹脂製クッションベルト付

BG静音運搬車  250
497-120 ￥61,900+税 W.500  D.825  H.890

最大積載量250kg　荷台：樹脂製（再生樹脂含有）　ハンドル：粉体塗装、折りたたみ式  
キャスター：本体樹脂製（再生樹脂含有）、静音キャスター　
ABS製グリップ、オレフィン系樹脂製クッションベルト付

荷物の積込み時に、腰に負担をかけにくい2段式の運搬車です。走行抵抗
が少なく、走行音が静かで軽量な樹脂製キャスターを採用。環境保全を考
慮し、樹脂製の荷台とキャスターは再生素材を使用しています。
497-150は足踏み式ストッパー付です。

BG静音運搬車  150T2DS
497-150 ￥67,600+税 W.490  D.730  H.860（テーブル高さ:上段680、下段170）

最大積載量150kg　荷台：樹脂製（再生樹脂含有）　ハンドル：粉体塗装　
キャスター：本体樹脂製（再生樹脂含有）、静音キャスター　足踏み式ストッパー付

BG静音運搬車  150T2
497-140 ￥55,800+税 W.490  D.730  H.860（テーブル高さ:上段680、下段170）

最大積載量150kg　荷台：樹脂製（再生樹脂含有）　ハンドル：粉体塗装　
キャスター：本体樹脂製（再生樹脂含有）、静音キャスター

キャリー
497-060 ￥19,800+税 W.680  D.380  H.125

P.P製  75Φ  自在キャスター　耐荷重：120kg

書籍運搬箱  ハンドル付
461-10※ ￥4,660+税 W.605  D.385  H.205  内寸：W.525  D.315  H.200

グリーン購入基本原則対応商品特に人気のある商品 組立

BG静音運搬車の特長

P.P製
○ご注文は、※をカラー記号にかえてお申し込みください。

P.P製　耐荷重：約20kg

○ご注文は、※をカラー記号にかえてお申し込みください。
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両面ホワイトボード  片面暗線入  脚付
付属品：クリーンイレーザー1個／マーカー3本（黒・赤・青 各色1本ずつ）

回転ボード  両面ホワイト
495-11W 1,200×909 ￥81,600+税 W.1,290  D.560  H.1,800  板面：1,200×909

495-12W 1,800×909 ￥97,400+税 W.1,890  D.560  H.1,800  板面：1,800×909

495-920

495-921

月の予定表など、各種ボードの製作を別途承ります。
ご相談ください。

オリジナルボードの製作を承ります。

スチール壁掛ボード／月予定表

495-920 ￥250+税 W.  99  D.30  H.28

クリーンイレーザー  ホワイトボード用
小

495-921 ￥730+税 W.155  D.43  H.30大

書きやすいホワイトボードで
す。左右どちらかのレバーを押
すだけで簡単に回転できるス
トッパーを採用しました。

両面ホワイトボードの脚付案内板です。イベ
ントの告知などに便利です。

脚付案内板  369×909  ホワイト
495-70W ￥29,300+税 W.417  D.421  H.1,280  板面：369×909

両面ホワイトボード  アジャスター付
付属品：クリーンイレーザー1個／マーカー3本（黒・赤・青 各色1本ずつ）

事務用机はケーブル類をスマートに収納し、縦・横・対向などデスク間の配線もスムーズ
に行えるなど、快適なPCワークをサポートするための優れた配線機能を備えています。

420-207 420-223

420-213 ￥180,410+税 W.1,400  D.700  H.720

420-223 ￥189,830+税 W.1,600  D.700  H.720

W.1,400

W.1,600

天板:メラミン化粧板　本体色:ホワイト

事務用両袖机420-205 ￥116,880+税 W.1,000  D.700  H.720

420-206 ￥120,500+税 W.1,200  D.700  H.720

W.1,000

W.1,200

420-207 ￥140,870+税 W.1,400  D.700  H.720W.1,400

天板:メラミン化粧板　本体色:ホワイト

事務用片袖机

事務用机 快適なPCワークをサポートします。

デスク側面のカバーを外せ
ば、隣り合ったデスクへ
スムーズに配線ができます。

向かい合うデスクには、対向
デスク用の配線口を通して
通線ができます。

机上面からのコードやケーブ
ルは、任意の位置にドロップ
インが可能です。

煩雑になりがちな余長コード
類は、配線ダクト内にすっき
りまとめて収納できます。

■ 運搬箱／案内板／回転ボード／クリーンイレーザー

折り畳みのできる運搬箱です。未使用時は折り畳むことができるので、保管も
場所をとりません。

○折畳後の高さ／
　460-100 ： 70mm
　460-110 ： 77mm

○折畳後の高さ／
　460-200 ： 77mm

460-100

オリコン  扉付
460-200 ￥8,440+税 W.530  D.366  H.322  内寸：W.490  D.334  H.304

P.P製

H322

オリコン
460-100 ￥8,630+税 W.530  D.366  H.271  内寸：W.490  D.332  H.249H271

460-110 ￥4,840+税 W.530  D.366  H.206  内寸：W.490  D.332  H.195

P.P製

H206

ライトグレー（M）

布地カラー（8色）

○ご注文は、※をカラー記号にかえてお申し込みください。

ミディアムグレー（L）グリーン（G）

セージ（W）ペールピンク（P） ブラック（Z）

オレンジレッド（D）

ミディアムブルー（N）

433-08※ ￥75,000+税 W.580  D.572  H.850～942  SH.420～512

布張り  アンクルチルトリクライニング  座面高さ調節式

433-07※ ￥58,300+税 W.482  D.572  H.850～942  SH.420～512

布張り  アンクルチルトリクライニング  座面高さ調節式

433-12※ ￥70,800+税 W.480  D.551～591  H.882～974  SH.420～512

布張り  アンクルチルトリクライニング  座面奥行調節式  座面高さ調節式

433-13※ ￥87,500+税 W.570  D.551～591  H.882～974  SH.420～512

布張り  アンクルチルトリクライニング  座面奥行調節式  座面高さ調節式

本の運搬用としてご使用できます。スタッキングが可能ですので、保管にも
場所をとりません。

バスケット
466-713 ￥1,730+税 W.365  D.510  H.235  内寸：W.235  D.380  H.225

P.P製　カラー：ライトグレー

466-712デリバリーカート Ⅱ （63ページ）と
あわせて使用できます。

大量の書籍の運搬や一時置きに使用できるカゴです。左右のバーを中に
倒せば、書籍が入った状態でも積み重ねが可能です。

書籍運搬カゴ  ハンドル付
461-200 ￥4,490+税 W.605  D.390  H.283  内寸：W.520  D.350  H.270

P.P製

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 受注生産品 組立

495-12W

新商品

オフィスチェア  肘無 オフィスチェア  肘付

オフィスチェア  肘無 オフィスチェア  肘付

ライトグレー（M）

布地カラー（8色）

○ご注文は、※をカラー記号にかえてお申し込みください。

ミディアムグレー（L）グリーン（G）

セージ（W）ペールピンク（P） ブラック（Z）

オレンジレッド（D）

ミディアムブルー（N）

ミディアムブルー（N）

布地カラー（8色）

○ご注文は、※をカラー記号にかえてお申し込みください。

ライトグレー（M）オレンジ（D）

ベージュ（X）ライムグリーン（T） ブラック（Z）

ブルーグリーン（B）

レッド（R）

ミディアムブルー（N）

布地カラー（8色）

○ご注文は、※をカラー記号にかえてお申し込みください。

ライトグレー（M）オレンジ（D）

ベージュ（X）ライムグリーン（T） ブラック（Z）

ブルーグリーン（B）

レッド（R）
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両面ホワイトボード  片面暗線入  脚付
付属品：クリーンイレーザー1個／マーカー3本（黒・赤・青 各色1本ずつ）

回転ボード  両面ホワイト
495-11W 1,200×909 ￥81,600+税 W.1,290  D.560  H.1,800  板面：1,200×909

495-12W 1,800×909 ￥97,400+税 W.1,890  D.560  H.1,800  板面：1,800×909

495-920

495-921

月の予定表など、各種ボードの製作を別途承ります。
ご相談ください。

オリジナルボードの製作を承ります。

スチール壁掛ボード／月予定表

495-920 ￥250+税 W.  99  D.30  H.28

クリーンイレーザー  ホワイトボード用
小

495-921 ￥730+税 W.155  D.43  H.30大

書きやすいホワイトボードで
す。左右どちらかのレバーを押
すだけで簡単に回転できるス
トッパーを採用しました。

両面ホワイトボードの脚付案内板です。イベ
ントの告知などに便利です。

脚付案内板  369×909  ホワイト
495-70W ￥29,300+税 W.417  D.421  H.1,280  板面：369×909

両面ホワイトボード  アジャスター付
付属品：クリーンイレーザー1個／マーカー3本（黒・赤・青 各色1本ずつ）

事務用机はケーブル類をスマートに収納し、縦・横・対向などデスク間の配線もスムーズ
に行えるなど、快適なPCワークをサポートするための優れた配線機能を備えています。

420-207 420-223

420-213 ￥180,410+税 W.1,400  D.700  H.720

420-223 ￥189,830+税 W.1,600  D.700  H.720

W.1,400

W.1,600

天板:メラミン化粧板　本体色:ホワイト

事務用両袖机420-205 ￥116,880+税 W.1,000  D.700  H.720

420-206 ￥120,500+税 W.1,200  D.700  H.720

W.1,000

W.1,200

420-207 ￥140,870+税 W.1,400  D.700  H.720W.1,400

天板:メラミン化粧板　本体色:ホワイト

事務用片袖机

事務用机 快適なPCワークをサポートします。

デスク側面のカバーを外せ
ば、隣り合ったデスクへ
スムーズに配線ができます。

向かい合うデスクには、対向
デスク用の配線口を通して
通線ができます。

机上面からのコードやケーブ
ルは、任意の位置にドロップ
インが可能です。

煩雑になりがちな余長コード
類は、配線ダクト内にすっき
りまとめて収納できます。

■ 運搬箱／案内板／回転ボード／クリーンイレーザー

折り畳みのできる運搬箱です。未使用時は折り畳むことができるので、保管も
場所をとりません。

○折畳後の高さ／
　460-100 ： 70mm
　460-110 ： 77mm

○折畳後の高さ／
　460-200 ： 77mm

460-100

オリコン  扉付
460-200 ￥8,440+税 W.530  D.366  H.322  内寸：W.490  D.334  H.304

P.P製

H322

オリコン
460-100 ￥8,630+税 W.530  D.366  H.271  内寸：W.490  D.332  H.249H271

460-110 ￥4,840+税 W.530  D.366  H.206  内寸：W.490  D.332  H.195

P.P製

H206

ライトグレー（M）

布地カラー（8色）

○ご注文は、※をカラー記号にかえてお申し込みください。

ミディアムグレー（L）グリーン（G）

セージ（W）ペールピンク（P） ブラック（Z）

オレンジレッド（D）

ミディアムブルー（N）

433-08※ ￥75,000+税 W.580  D.572  H.850～942  SH.420～512

布張り  アンクルチルトリクライニング  座面高さ調節式

433-07※ ￥58,300+税 W.482  D.572  H.850～942  SH.420～512

布張り  アンクルチルトリクライニング  座面高さ調節式

433-12※ ￥70,800+税 W.480  D.551～591  H.882～974  SH.420～512

布張り  アンクルチルトリクライニング  座面奥行調節式  座面高さ調節式

433-13※ ￥87,500+税 W.570  D.551～591  H.882～974  SH.420～512

布張り  アンクルチルトリクライニング  座面奥行調節式  座面高さ調節式

本の運搬用としてご使用できます。スタッキングが可能ですので、保管にも
場所をとりません。

バスケット
466-713 ￥1,730+税 W.365  D.510  H.235  内寸：W.235  D.380  H.225

P.P製　カラー：ライトグレー

466-712デリバリーカート Ⅱ （63ページ）と
あわせて使用できます。

大量の書籍の運搬や一時置きに使用できるカゴです。左右のバーを中に
倒せば、書籍が入った状態でも積み重ねが可能です。

書籍運搬カゴ  ハンドル付
461-200 ￥4,490+税 W.605  D.390  H.283  内寸：W.520  D.350  H.270

P.P製

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 受注生産品 組立

495-12W

新商品

オフィスチェア  肘無 オフィスチェア  肘付

オフィスチェア  肘無 オフィスチェア  肘付

ライトグレー（M）

布地カラー（8色）

○ご注文は、※をカラー記号にかえてお申し込みください。

ミディアムグレー（L）グリーン（G）

セージ（W）ペールピンク（P） ブラック（Z）

オレンジレッド（D）

ミディアムブルー（N）

ミディアムブルー（N）

布地カラー（8色）

○ご注文は、※をカラー記号にかえてお申し込みください。

ライトグレー（M）オレンジ（D）

ベージュ（X）ライムグリーン（T） ブラック（Z）

ブルーグリーン（B）

レッド（R）

ミディアムブルー（N）

布地カラー（8色）

○ご注文は、※をカラー記号にかえてお申し込みください。

ライトグレー（M）オレンジ（D）

ベージュ（X）ライムグリーン（T） ブラック（Z）

ブルーグリーン（B）

レッド（R）
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図書館グッズ
LIBRARY GOODS

キハラの図書館グッズは、図書館員同士、図書館員と利用者、キハラと図書館員など、人と人の間に
会話やコミュニケーションがうまれることを目的としたツールです。

新商品

600-049   ￥690+税 Φ.25

600-050 ￥690+税 W.22  H.25

真鍮

書庫

手機械

600-047 ￥690+税 W.15  H.25

600-048 ￥690+税 W.22  H.25

ブックリターンポスト

エフセル差込表示板

600-045 ￥690+税 Φ.25

600-046 ￥690+税 W.20  H.23

貴重書

数字ラベル 2

600-043 ￥690+税 W.22  H.25

600-044 ￥690+税 W.15  H.25

ブックトラック

個人帯出カード

600-041   ￥690+税 Φ.25

600-042 ￥690+税 Φ.25

禁帯出

館内

ライブラリーピンズ

600-08※   ￥1,730+税 W.120  D.50

コットン・カラビナ付き
○ご注文は、※をカラー記号にかえてお申し込みください。

案内ラベルポーチ

図書館の本の背で見かける図書ラベルが、ぬいぐるみ素材のポーチになり
ました。ポーチとしてはもちろん、ぬいぐるみのように図書館へ置けば図書館
のアイコンにもなります。
カラビナが付いているのでバッグやエプロンに掛けることができます。

図書館で見かける用品が、そのまま小さくなったようなピンバッチです。バッ
グやエプロンにつけるだけでアクセントになります。台紙にはモチーフの説
明が入っているので図書館用品へ興味がわきます。
レトロでデコボコしたデザインは性別や年代を問わずに着けることができます。

「本をひらく人をささえる」をモチーフにしたスノードームです。
本をひらく人と、それを見上げる黒猫が可愛く、オールシーズンで飾れるデザ
インです。お勧めの本と展示したり、図書館のアイコンとしてカウンターに置
いたり、ご自宅のインテリアにもご利用いただけます。

案内ラベルと本が、絵柄に組み込まれたバンダナです。
柔らかなコットンで53cmと大判なので、お弁当包みや、バッグや首に巻いた
りなど、幅広い用途にお使いいただけます。

案内ラベルと図書館の本をモチーフにしたワッペンです。
身近なアイテムを自分だけの図書館グッズにすることができます。
ハンカチなどにはアイロンで、布以外にはシールステッカーで貼り付けること
ができます。

■ ライブラリーピンズ／案内ラベルポーチ

■ スノードーム／ライブラリーバンダナ／ライブラリーワッペン

上段  禁帯出／館内／ブックトラック
　　  ／個人帯出カード

中段  貴重書／数字ラベル 2／ブックリターンポスト
　　  ／エフセル差込表示板

下段  書庫／手機械

台紙にはモチーフの用品の説明入り

禁帯出（R） 館内（B）

600-090   ￥2,300+税 W.65  H.85  ガラス球Φ.65

ガラス  ポリレジン  水
○使用上の注意をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
○1個ずつ手作りのため、仕上がりに個体差があります。

スノードーム 本をひらく

600-07※   ￥1,380+税 W.530  H.530

コットン
○ご注文は、※をカラー記号にかえてお申し込みください。

ライブラリーバンダナ

禁帯出（R）

館内（B）

600-063   ￥520+税 W.22  H.32

コットン　裏面：アイロン圧着加工・シールステッカー加工
○アイロン圧着、シールステッカーどちらでも使用可能です。

本

600-061   ￥520+税
Φ.30

600-062 ￥520+税

禁帯出

館内

ライブラリーワッペン
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図書館グッズ
LIBRARY GOODS

キハラの図書館グッズは、図書館員同士、図書館員と利用者、キハラと図書館員など、人と人の間に
会話やコミュニケーションがうまれることを目的としたツールです。

新商品

600-049   ￥690+税 Φ.25

600-050 ￥690+税 W.22  H.25

真鍮

書庫

手機械

600-047 ￥690+税 W.15  H.25

600-048 ￥690+税 W.22  H.25

ブックリターンポスト

エフセル差込表示板

600-045 ￥690+税 Φ.25

600-046 ￥690+税 W.20  H.23

貴重書

数字ラベル 2

600-043 ￥690+税 W.22  H.25

600-044 ￥690+税 W.15  H.25

ブックトラック

個人帯出カード

600-041   ￥690+税 Φ.25

600-042 ￥690+税 Φ.25

禁帯出

館内

ライブラリーピンズ

600-08※   ￥1,730+税 W.120  D.50

コットン・カラビナ付き
○ご注文は、※をカラー記号にかえてお申し込みください。

案内ラベルポーチ

図書館の本の背で見かける図書ラベルが、ぬいぐるみ素材のポーチになり
ました。ポーチとしてはもちろん、ぬいぐるみのように図書館へ置けば図書館
のアイコンにもなります。
カラビナが付いているのでバッグやエプロンに掛けることができます。

図書館で見かける用品が、そのまま小さくなったようなピンバッチです。バッ
グやエプロンにつけるだけでアクセントになります。台紙にはモチーフの説
明が入っているので図書館用品へ興味がわきます。
レトロでデコボコしたデザインは性別や年代を問わずに着けることができます。

「本をひらく人をささえる」をモチーフにしたスノードームです。
本をひらく人と、それを見上げる黒猫が可愛く、オールシーズンで飾れるデザ
インです。お勧めの本と展示したり、図書館のアイコンとしてカウンターに置
いたり、ご自宅のインテリアにもご利用いただけます。

案内ラベルと本が、絵柄に組み込まれたバンダナです。
柔らかなコットンで53cmと大判なので、お弁当包みや、バッグや首に巻いた
りなど、幅広い用途にお使いいただけます。

案内ラベルと図書館の本をモチーフにしたワッペンです。
身近なアイテムを自分だけの図書館グッズにすることができます。
ハンカチなどにはアイロンで、布以外にはシールステッカーで貼り付けること
ができます。

■ ライブラリーピンズ／案内ラベルポーチ

■ スノードーム／ライブラリーバンダナ／ライブラリーワッペン

上段  禁帯出／館内／ブックトラック
　　  ／個人帯出カード

中段  貴重書／数字ラベル 2／ブックリターンポスト
　　  ／エフセル差込表示板

下段  書庫／手機械

台紙にはモチーフの用品の説明入り

禁帯出（R） 館内（B）

600-090   ￥2,300+税 W.65  H.85  ガラス球Φ.65

ガラス  ポリレジン  水
○使用上の注意をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
○1個ずつ手作りのため、仕上がりに個体差があります。

スノードーム 本をひらく

600-07※   ￥1,380+税 W.530  H.530

コットン
○ご注文は、※をカラー記号にかえてお申し込みください。

ライブラリーバンダナ

禁帯出（R）

館内（B）

600-063   ￥520+税 W.22  H.32

コットン　裏面：アイロン圧着加工・シールステッカー加工
○アイロン圧着、シールステッカーどちらでも使用可能です。

本

600-061   ￥520+税
Φ.30

600-062 ￥520+税

禁帯出

館内

ライブラリーワッペン
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■ 案内ラベルブックスタンド／リーディングレコードノート／本のおどうぐばこ ■ ブックビッグクリップ／ブックゼムクリップ／図書館じしゃく／図書缶ばっち

リーディングレコードノートは、書く・残す・見返すことで読書が身につくノート
です。手書きで記録をつけることで、目に見えて読書量が溜まっていく心地
よさや、見返した時に新たな自分を発見することができます。本を手にした場
所を問わず記録して、読書量や内容を把握する読書記録ノートとして。分
類記号、誰に向けた本、レファレンスの記録など司書業務に。レベル・単語
数を記録すれば達成感を味わいながら学べる多読学習に役立てることもで
きます。

案内ラベルがそのまま大きくなったようなブックスタンドです。本を手に取ると
出てくる大きな案内ラベル（禁帯出・館内）が、オススメの1冊や持ち出しを
禁じたい大切な本の特等席になります。差込式で収納や持ち運びもスマー
トに行えます。

本の形をモチーフにした大きなクリップです。インパクトがあり、目を引きます。 本の形、BOOKの文字をモチーフにしたゼムクリップです。本を貸し借りする
時のカードに添えたり、多読賞のプレゼントにもご使用いただけます。

補修テープで本を修理するのに便利な用品と、イラストで修理手順が分か
る説明書が一つになった修理セットです。

リーディングレコードノート
601-56※ ￥520+税 W.105  H.145

内容：52ページ（見開き25ページ）  1ページ8行
記入冊数：200冊　製本：糸綴じ製本　表紙：色上質紙　中身：中性紙
○ご注文は、※をカラー記号にかえてお申し込みください。

本のおどうぐばこ
820-610 ￥4,370+税 W.175  D.240  H.63

補修用品・使用方法説明書付
○詳しくは325ページをご覧ください。
○セットでの販売です。
○箱は手作業で製作しているため、多少の寸法誤差が生じます。

セット内容
1. B-コート Ｔ  70×310mm  10枚　　2. 補修クリアテープ  32×310mm  10枚

3. ウイングテープ  10枚　　4. ページヘルパー Ｐ  25mm×25m  1巻

5. 使用方法説明書  1冊　　6. スキージー  50×150mm  1本　　7. 箱

イエロー（Y）グレー（L）

背表紙が
破れている

本のおどうぐばこでできる修理

本ののどが
裂けている

表紙や見返しが
破れている

ページが破れている／
とれている

手帳のブックマークや、複数のメ
モをまとめるのに役立ちます。

図書館でおなじみの案内ラベルが缶バッチになりました。珍しい紙製の缶
バッチで、紙の風合いそのままに感じることができます。バッグやエプロンの
アクセントになるアイテムです。

BOOK型
608-301

本型
608-201

紙  スチール合金
○ご注文は、※をカラー記号にかえてお申し込みください。

案内ラベルが磁石になりました。案内ラベルがそのまま大きくなったようなデ
ザインは、掲示物を目立たせてくれます。館内閲覧用掲示物などにご使用く
ださい。

496-00※ ￥510+税

図書館じしゃく
496-000 4個セット

1個

￥1,960+税
Φ.40  H.10

樹脂製  マグネット
○496-000 4個セットは「禁帯出」「館内」「貴重書」「書庫」が各1個入りです。
○ご注文は、※をカラー記号にかえてお申し込みください。

禁帯出（R） 館内（B）

貴重書（N） 書庫（P）

図書缶ばっち  紙製
600-03※ Φ.32  t.4￥400+税

リーディングレコードノート オリジナル罫線

館内（B） 貴重書（N）

書庫（P） 禁帯出（R）

ブックビッグクリップ  本型
648-410 ￥520+税 W.63  H.50

真鍮
○事務用品のクリップです。クリップ以外の用途で使用しないでください。
○長時間挟むと真鍮の汚れがつく恐れがあります。挟む物にはお気をつけください。

ブックゼムクリップ
608-201 ￥630+税 W.25  H.25本型  10個入

608-301 ￥630+税 W.40  H.15BOOK型  10個入

スチール
○事務用品のクリップです。クリップ以外の用途で使用しないでください。

No. Date Title Author Memo

新商品

MDF  ポリウレタン塗装  シルクスクリーン印刷
乗せられる本のサイズ：文庫・新書　本の厚み：約30mm以内

693-600   ￥3,220+税
W.150  D.120  H.140

693-610 ￥3,220+税

禁帯出（赤）

館内（青）

案内ラベルブックスタンド

特に人気のある商品

図書館グッズは、キハラのオンラインショップBook Buddy  
（ブックバディ）から、個人でもご購入いただけます。
Book Buddyへは、キハラホームページのメニュー「オンラ
インショップ」からご覧ください。

詳細は、14ページをご覧ください。

図書館グッズは個人でもご購入いただけます

▶ホームページメニュー「オンラインショップ」

禁帯出（赤） 館内（青）
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■ 案内ラベルブックスタンド／リーディングレコードノート／本のおどうぐばこ ■ ブックビッグクリップ／ブックゼムクリップ／図書館じしゃく／図書缶ばっち

リーディングレコードノートは、書く・残す・見返すことで読書が身につくノート
です。手書きで記録をつけることで、目に見えて読書量が溜まっていく心地
よさや、見返した時に新たな自分を発見することができます。本を手にした場
所を問わず記録して、読書量や内容を把握する読書記録ノートとして。分
類記号、誰に向けた本、レファレンスの記録など司書業務に。レベル・単語
数を記録すれば達成感を味わいながら学べる多読学習に役立てることもで
きます。

案内ラベルがそのまま大きくなったようなブックスタンドです。本を手に取ると
出てくる大きな案内ラベル（禁帯出・館内）が、オススメの1冊や持ち出しを
禁じたい大切な本の特等席になります。差込式で収納や持ち運びもスマー
トに行えます。

本の形をモチーフにした大きなクリップです。インパクトがあり、目を引きます。 本の形、BOOKの文字をモチーフにしたゼムクリップです。本を貸し借りする
時のカードに添えたり、多読賞のプレゼントにもご使用いただけます。

補修テープで本を修理するのに便利な用品と、イラストで修理手順が分か
る説明書が一つになった修理セットです。

リーディングレコードノート
601-56※ ￥520+税 W.105  H.145

内容：52ページ（見開き25ページ）  1ページ8行
記入冊数：200冊　製本：糸綴じ製本　表紙：色上質紙　中身：中性紙
○ご注文は、※をカラー記号にかえてお申し込みください。

本のおどうぐばこ
820-610 ￥4,370+税 W.175  D.240  H.63

補修用品・使用方法説明書付
○詳しくは325ページをご覧ください。
○セットでの販売です。
○箱は手作業で製作しているため、多少の寸法誤差が生じます。

セット内容
1. B-コート Ｔ  70×310mm  10枚　　2. 補修クリアテープ  32×310mm  10枚

3. ウイングテープ  10枚　　4. ページヘルパー Ｐ  25mm×25m  1巻

5. 使用方法説明書  1冊　　6. スキージー  50×150mm  1本　　7. 箱

イエロー（Y）グレー（L）

背表紙が
破れている

本のおどうぐばこでできる修理

本ののどが
裂けている

表紙や見返しが
破れている

ページが破れている／
とれている

手帳のブックマークや、複数のメ
モをまとめるのに役立ちます。

図書館でおなじみの案内ラベルが缶バッチになりました。珍しい紙製の缶
バッチで、紙の風合いそのままに感じることができます。バッグやエプロンの
アクセントになるアイテムです。

BOOK型
608-301

本型
608-201

紙  スチール合金
○ご注文は、※をカラー記号にかえてお申し込みください。

案内ラベルが磁石になりました。案内ラベルがそのまま大きくなったようなデ
ザインは、掲示物を目立たせてくれます。館内閲覧用掲示物などにご使用く
ださい。

496-00※ ￥510+税

図書館じしゃく
496-000 4個セット

1個

￥1,960+税
Φ.40  H.10

樹脂製  マグネット
○496-000 4個セットは「禁帯出」「館内」「貴重書」「書庫」が各1個入りです。
○ご注文は、※をカラー記号にかえてお申し込みください。

禁帯出（R） 館内（B）

貴重書（N） 書庫（P）

図書缶ばっち  紙製
600-03※ Φ.32  t.4￥400+税

リーディングレコードノート オリジナル罫線

館内（B） 貴重書（N）

書庫（P） 禁帯出（R）

ブックビッグクリップ  本型
648-410 ￥520+税 W.63  H.50

真鍮
○事務用品のクリップです。クリップ以外の用途で使用しないでください。
○長時間挟むと真鍮の汚れがつく恐れがあります。挟む物にはお気をつけください。

ブックゼムクリップ
608-201 ￥630+税 W.25  H.25本型  10個入

608-301 ￥630+税 W.40  H.15BOOK型  10個入

スチール
○事務用品のクリップです。クリップ以外の用途で使用しないでください。

No. Date Title Author Memo

新商品

MDF  ポリウレタン塗装  シルクスクリーン印刷
乗せられる本のサイズ：文庫・新書　本の厚み：約30mm以内

693-600   ￥3,220+税
W.150  D.120  H.140

693-610 ￥3,220+税

禁帯出（赤）

館内（青）

案内ラベルブックスタンド

特に人気のある商品

図書館グッズは、キハラのオンラインショップBook Buddy  
（ブックバディ）から、個人でもご購入いただけます。
Book Buddyへは、キハラホームページのメニュー「オンラ
インショップ」からご覧ください。

詳細は、14ページをご覧ください。

図書館グッズは個人でもご購入いただけます

▶ホームページメニュー「オンラインショップ」

禁帯出（赤） 館内（青）

295

感
染
症
対
策
／
ク
リ
ー
ン
／
事
務
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。




