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　… 廃止商品、現在庫限り

Ａ１１ Ｂ４ Ｄ１ Ｄ７ Ｈ１

ＴＡＮＴ（70kg・100kg） ◎● 五感紙 ※FSC®へ順次移行 ◎● Ａ－プラン ※FSC®へ順次移行 エアラス ファンタス

◎◇ グラフィーＣｏＣ Ｍｒ.Ｂ

＊◎☆ フォレスタＣｏＣ ◎ ミセスＢ-Ｆ

Ａ１２ Ｂ５ ◎● バガスシュガーＦ ◎ ミセスＢスムース-Ｆ Ｈ２

ＴＡＮＴ（130kg・180kg） ＯＫサンドカラー パウダリー ◎ Ｍｒ.Ａ-Ｆ エスプリＷ

ＯＫサンド ＯＫミューズしろもの ◎ ベィビーフェイス ◇ エスプリＳＲ《廃》

ＯＫフェザーワルツ ◎ ＯＫミューズリンター ◎ ソルジェンテ ◎ エスプリＳＳ-ＣｏＣ

Ａ２ ＯＫミューズキララ ハーフエア エスプリＶエンボス

◎ トーンＦ エスプリカラー

◇ Ｍａｇ‐Ｎ Ｄ８ エスプリＣ

◎◇ ＭａｇカラーＮ ◎ グラディアＣｏＣ エスプリＦＰ

◎ モフル Ｂ６ Ｄ２ ◎ ガルバスＣｏＣ エスプリＦＭ

◎ ブンペル ＯＫフロート 新奉書風 ◎◇ エスティムＮＳ エスプリＡＰ

モコ 新・北斎 ◎◇ ジェントル エスプリＶ

◇ デュークブラウン ニューラグリンＳ ◎ ハイジェントル エスプリＶＷ

Ａ３ リベロ ◎ ビアンコネロＦ ◇ Ｎプレミアムステージ エスプリＫ

◇ エコジャパンＲ コルキー ◎☆ ヴァークレイＣｏＣ エスプリＧＢ

◎◇ エコラシャ ※FSC®へ順次移行 ◎ リーブ ◎ パターンズＦ

Ａ４ Ｂ７ Ｄ３ Ｄ９ Ｉ１

ＯＫミューズコットン 新バフン紙Ｎ ◎ グラフィーハンプＦ ◎ ＯＫミューズガリバーグロスＣｏＣ メタルック

エナジー ◎ ＯＫミューズガリバーマットＣｏＣ ◇ セイントエコ

コンボス ◎◇ ＯＫミューズガリバーアールＣｏＣ ◇ ミラルック

Ｃ１ タフタ ＯＫミューズガリバーリラ メタディープＭ

Ａ５ レザック６６ フレーバーボンド ＯＫミューズガリバーエクストラ ハイボーンＡ

●▼ まんだら ◎ ヴィラージュＣｏＣ ＯＫミューズガリバーもみしぼ

●▼ 万葉抄 ◇ ビオラ Ｉ－２

カナディアン《ブラック以外廃止》 Ｃ－２ ボス コンパッソ

ネオラップ《廃》 レザック７５

トリコロール レザック８０つむぎ

ハーレムブラック レザック８２ろうけつ Ｉ３

青雲薄模造 アルブライト

八光薄模造 Ｃ－３－１ Ｄ４ Ｅ１

みやぎぬ ◎ マシュマロＣｏＣ ◎ グラフィーＢＯＸ

もみがみ ◎ マシュマロＣｏＣナチュラル ◎ ジェントルＢＯＸ Ｉ４

Ａ６ ＰＨＯ ● グレートバガス メタドレスＶ

 里 紙 Ｃ－３－２ ＷＰＨＯ ◎● ニューズ ペインタス

レザック９６オリヒメ 色ＰＨＯ ＨＳＫアイボリー 桂

つづれ ＷＰＨＯエンボス フリューサンド ハイピカ

Ａ７ ◎ エイブルＣｏＣ ◇ レイナＲ ジパング

◇ ガイアＡ Ｃ-４ アペリオ ◇ ハイブランカＲ

アンドレ かぐや ◇ カルメンＲ Ｊ－１－１

◎ クラシックコルムス 岩はだ ＡＤ１００４Ｖ《廃》

◎ サンダンスリネン 印刷用クロス(Ｆ・ＣＨ）

ＯＫミューズバナナ Ｃ－５ Ｄ－４－３ Ｆ１（ダイジェスト） オーパー

ＯＫミューズマリン ＯＫもみしぼ ◇ ＦＫスラットＲ ◇ ケンラン タイベック

ＯＫミューズウェイブ《廃》 ＯＫニューもみしぼ ◇ ＦＫスラットＲ-ＩＪ ◇ ケンラン（キラ） ピーチコート

ＯＫリリック ◇ ＦＫマジョリカ《廃》 ザ・ポスター

ＯＫぬのじ ◇ ＦＫマットスラットＲ　

Ａ９ ＯＫミューズエディ シャルトＮ《廃》 Ｆ２  Ｊ－１－３

◎ ポルカ ＯＫゴールデンリバー ◎ ＯＫＡＣカードＦ イルミカラー

◎ ポルカレイド ＯＫＡＣカード イルミＩＪ

Ｃ６ Ｄ５ ＯＫＡＷカード イルミカード

あららぎ ◎ 北雪

Ａ１０ ことぶき 花紋《廃》

◎ キュリアス マター ことぶきすのめ ◎● バガスケントＣｏＣ Ｇ１ Ｊ－２

◎ キュリアス スキン バロンケント ミカルタ ウーペ

Ｃ－７ ◎◇ クラークケント-Ｆ パルルック ウーペケーネス

ウルトラボブ ◎◇ クラーク・７０-Ｆ《廃》 パルルックＶ ウーペヴェルート

Ａ１２ 新スーパーボブ ◎ ニューケント-Ｆ ● シェルリンＮ ＮＷスエード

◎◇● ディープマット ※FSC®へ順次移行 スーパーボブ《廃》 ナポレン ● 新シェルリンＮ ケーネスボード

キャサリン ● シェルルックＮ ソフトウーペ

エスプリグレイス《廃》 ソフトウーペＩＪ

Ａ１３ Ｃ８ Ｄ－５－１ Ｇ２ Ｊ－３

◎ フリッター ※FSC®へ順次移行 ◇ ニューカラーマリアン エアメールボンド ＴＡＮＴ ＫＩＲＡ 特Ａクッション

エドワーズ ◎ コンケラーレイド きらびき ＳＳコースター

コートマリアン ◎ コンケラーウーブ ◎ キュリアスＩＲ ニューウエブロンカラー

エスプリＶエンボス ◎ コンケラーコンツァ ◎ キュリアスメタル 胴張用紙

Ｂ１ パルルック(エンボス) ◎ コンケラーＣＸ２２ グリスター ファブリック

新・草木染 ナポレンエンボス ◎ コンケラーＩＲ ＮＥＷ特レーブル輝き コルクシートＮ

新草木染・ハーブ 北雪エンボス ５リーフＮ ● 五感紙（荒目純白キラ）

ＯＫカイゼル ＷＰＨＯエンボス ブルーメール《廃》 ◇ ケンラン（キラ） Ｊ－４

ボロ ◇ ケンランエンボス ラベル用紙 ▼ エアクリーンペーパー

防炎一級印刷用紙Ｎ《廃》

ＯＫレインガード

Ｂ２ Ｃ９ Ｄ６ Ｇ３

新フエルトン《廃》 レザック１６ tカラペ ＯＫミューズラフィーネ

ふじ ＴＳギフト-１ アートドリープ ＯＫミューズパール Ｋ１

こざと ＴＳギフト-７ ドリープＷ・Ｆ ＯＫムーンカラー ＊☆ エコ間伐紙Ｎ

しこくてんれい ハイメノウ ＯＫメタルスウィート クラフトキャスト

新・清流 ＳＰＳ－Ｎ ◎ スノーフィールド モダンクラフト

ＭＬファイバー Ｃ１０ スノーペトル ◎ スノーエッセンスＣｏＣキラ ダニエル

◎ 抹茶色ＣｏＣ（５種） ＴＳ-１ ＴＳ-３ ＴＳ-５ ＴＳ-６ ＧＬトレーシング シャルク

◎ 小豆殻ＣｏＣ ＴＳ-７ ＴＳ-８ ＴＳ-９ ＴＳ-１０ ◎ キュリアスＴＬ ◎ ブンペル

（タントセレクト） ◇ バトラー

アースボード

Ｂ３ Ｃ１１ コンケラーシリーズ バージ

新・星物語 ◎ ＩＣＨＩＭＡＴＳＵ ◎ コンケラーレイド ◎ ＬＰマット

アトモス コットンライフＳ ◎ コンケラーウーブ

新アトモス 江戸小染 はな／うろこ／かすみ ◎ コンケラーコンツァ

◇ 新利休 ◎ コンケラーＣＸ２２

フラスコ ◎ コンケラーＩＲ

＊間伐材紙 ◎ＦＳＣ®森林認証紙 ◇古紙 ●非木材紙 ▼美濃和紙 ☆その他 平和紙業 ９６型見本帳 ＧＬＯＲＹ IＮＤＥＸ  


