
2019年1月改訂

～商品と注文方法のご案内～

店舗運営に必要な備品・消耗品発注サイト



Ⅰ ご利用ガイド

Ⅱ 会員登録手順

Ⅲ 商品発注手順

Ⅳ 商品一覧

Ⅳ-1：トレカ・ゲーム店舗向け備品
　(トレカ店舗向け備品)

　CARDBOXオリジナル備品/マーケットプレイス用備品/ラベルシール

　OPP袋/スリーブ/バインダー/ポケットシート/シール//ストレイジ

　ダミーカード関連備品/什器用備品/ガチャ関連備品/のぼり

　(ゲーム店舗向け備品）

　OPP袋/シール/ダミーケース

Ⅳ-2：印刷物関連備品
　買取書/プライスシール/ラベルシール/会員バーコードラベル/レシートロール紙

　A4コピー用紙/ナナワードラベル

Ⅳ-3：リライトハード用備品

Ⅳ-4：セキュリティ対策備品

Ⅳ-5：事務用備品/バックヤード備品

Ⅳ-6：レジ周辺機器備品
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当カタログの商品はWEBよりご注文頂けます。
初回のみ、会員登録が必要となります。(登録費・会費無料)
会員登録手順・発注手順につきましては、2～3ページをご参照下さい。

SCオンラインショップURL　 → http://scshop.cnanet.co.jp/

合計ご注文金額14,000円(税抜き)以上の場合は、送料無料となります。
合計ご注文金額14,000円(税抜き)未満の場合は、別途送料600円(税抜き)必要となります。

※一部商品は送料無料となりますが、他商品と併せてご注文の場合は、
　上記の通り合計ご注文金額14,000円(税抜き)未満の場合は、別途送料600円(税抜き)必要となりますので、
　ご注意下さい。

当社のPOSをご利用のお客様、SCご加盟店様・企業様につきましては通常の請求締め支払いとなります。
ご契約させて頂いております、ご請求先へ請求書をお送り致します。
※当社とご契約のないお客様につきましては、前入金後の商品納品となります。

お客様の都合による返品・お取替えは原則致しません。
私共で商品の入れ間違い及び初期不良等がございましたら至急ご連絡下さい。速やかに対処させて頂きます。
※納品までの流れをスムーズにするためにも、発注される際は商品名・購入数をよくご確認下さい。

2014年4月1日からの消費税率変更に伴い、当サイトでの価格の表記は、外税表記とさせて頂いております。
例)　1,000円(税込み1,080円)

Ⅰ SCオンラインショップご利用について

５、表記価格について

1、ご注文方法について

2、送料について

3、お支払いについて

4、返品について

★キャンペーンの実施や新商品の追加等も随時更新中です★
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① Yahoo,Google等の検索エンジンで、「SCオンラインショップ」 ② ログイン画面にて「会員加入」をクリック。
と検索して下さい。 会員登録画面より必要事項を入力。
または、以下SCオンラインショップURLよりアクセス。 ※必須項目は全て入力して下さい。
URL　→ http://scshop.cnanet.co.jp/

③ 会員規約を確認後、同意するにチェックし、 ④ ご登録頂いたメールアドレスへ登録完了メールが
「この内容で会員登録する」をクリック。 届いたことを確認。
最終確認画面が表示されますので、確認後、 「件名：会員登録いただき、誠にありがとうございます。」
「OK」をクリック。 ※この時点ではまだログインできません。

弊社にて認証を実施後、認証完了メールが届きます。
「件名：会員登録の認証が完了しました」
ご登録頂いたID/PWにてログインが可能です。

Ⅱ 会員登録手順
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① 左側カテゴリーより該当商品のカテゴリーを選択。 ② 該当商品を選択。
カテゴリーが不明な場合は、カテゴリー上部「商品検索」 サブカテゴリーよりさらに商品を絞ることも可能です。
にて商品名/型番等で検索してください。

③ 注文商品が確定後、「ショッピングカートに入れる」または ④ 注文商品が全て確定後、「カートを見る」を選択。
「すぐに注文する」ボタンを選択。 注文商品/数量等に問題がなければ、

「ご購入手続きへ進む」を選択。

⑤ 送付先情報を確認後、「次へ」を選択。 ⑥「次へ」で進み、再度注文商品/商品送付先をご確認後、
※商品送付先が注文者の住所と異なる場合は「新しい 「注文内容を確定する」を選択。
　 住所を入力する」より送付先住所をご記載下さい。

Ⅲ 商品発注手順

サブカテゴリー

商品一覧

「すぐに注文する」ボタンを選択すると
購入手続き画面へ進みます。

お名前部分には必ず送付先の会社名
または店舗名をご記載下さい。

注文完了後、ご登録頂いたメールアドレスへご注文
完了メールが届きますので、ご確認下さい。
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※全て税抜き価格となります。

CARDBOXオリジナル備品
CARDBOX販売袋・特小　500枚入 CARDBOXセロテープ　10巻
CARDBOX販売袋・小　500枚入 CARDBOXシャチハタ印鑑
CARDBOX販売袋・大　500枚入

CARDBOXオリジナル会員カード　300枚 CARDBOXオリジナルユニフォーム　1～4枚

CARDBOXオリジナル会員カード　500枚 CARDBOXオリジナルユニフォーム　5～9枚

CARDBOXオリジナル会員カード　1000枚
CARDBOXオリジナル会員カード　2000枚
CARDBOXオリジナル会員カード　3000枚
CARDBOXオリジナル会員カード　5000枚

マーケットプレイス用備品 ラベルシール
マーケットプレイス用消耗品3点セット　各100枚入 ラベルシール(トレカ管理用)　10巻入
マーケットプレイス用封筒　100枚入
マーケットプレイス用チャック付きビニール袋　100枚入
マーケットプレイス用台紙　100枚入

OPP袋/スリーブ
OPP　10枚パック用　1000枚入 フック用OPP　10枚パック用　1000枚入
OPP　100枚パック用　500枚入 フック用OPP　20～30枚パック用　1000枚入
OPP　200・300枚パック用　500枚入 フック用OPP　50枚パック用　100枚入

クリスタルパック(ヘッダー付)　100枚入

¥45,000

¥2,400
¥1,000

¥800

¥3,350
¥2,600

¥90,000
¥114,000
¥170,000

¥1,620

¥600

¥4,000
¥1,250
¥3,500

Ⅳ-1 商品一覧(トレカ店舗向け備品)

¥1,500
¥1,500
¥2,500

¥37,800

¥13,000

¥60,000

¥4,500

¥700
¥300
¥800

¥4,000
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※全て税抜き価格となります。

OPP袋/スリーブ バインダー/ポケットシート
スリーブ(小)　2000枚入 9ポケットシート(8シート)
スリーブ(大)　2000枚入 9ポケットシート(12シート)
スリーブ(小)　10000枚入 トレカバインダー
スリーブ(大)　10000枚入 店頭ファイル用表紙・背表紙シールセット

シール
トレカOPP用「100枚」シール 「値下げしました」シール
トレカOPP用「200枚」シール 「キズあり」シール
トレカOPP用「300枚」シール ｢使えるノーマル｣シール

「新商品」シール
「売上ベスト」シール
「オススメ」シール

ストレイジ ダミーカード関連備品
ストレイジBOX ラミネートフィルム(ダミーカードサイズ)　100枚入
ストレイジBOX　1600　ホワイト ラミネートフィルム(新品ダミーサイズ)　100枚入

新品ダミー用カードケース　50枚入
ダミーシート用特殊用紙

什器用備品
アクリル製パネルPOP立て　2個入り ポスターキャッチ(両面テープ付き)　20個入り
コーナープレートスタンド(両面テープ付き)　10個入 ネットパネル用ポスターキャッチ　50個入り
樹脂製ネットフック白　5cm　10個入 ツーバイフォー用ポスターキャッチ　50個入り
樹脂製ネットフック白　8cm　10個入 マグネット付きポスターキャッチ　50個入り

トレカセット用　クリアBOX吊り下げ　200個入
トレカ吊り下げBOX　100個入

¥200
¥1,000
¥3,250
¥420

¥552

¥2,780
¥7,550
¥7,550
¥8,600

¥300

Ⅳ-1 商品一覧(トレカ店舗向け備品)

¥4,000
¥4,000

¥1,500
¥7,000

¥400
¥400

¥1,400
¥7,000

¥16,500
¥6,600

¥800
¥800

¥200

¥7,500
¥1,000
¥2,000 ¥800

¥800
¥700
¥700

¥350

¥600
¥2,300
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※全て税抜き価格となります。

ガチャ関連備品 のぼり
ダイトガチャ用白箱　500箱入 「トレカ」※CARDBOXロゴ入り
芝浦製：トレカ自販機用白箱　1500箱入り 「カード大会」※CARDBOXロゴ入り
カプセルガチャ用カプセル(半透明)　50個 「トレカ販売中」※CARDBOロゴ入り
カプセルガチャ用カプセル(半透明)　100個 「トレカ買取」※CARDBOXロゴ入り
カプセルガチャ用カプセル(黒)　50個 「トレーディングカードゲーム取扱店」
カプセルガチャ用カプセル(黒)　100個 「デュエルスペース完備」

のぼり用注水式スタンド(青)
のぼり用ポール(青)

その他
トレーディングカード計数機
ロックピンS(アンビタッチ)　1000個入
ロックピンL(アンビタッチ)　1000個入

OPP袋 シール
PS3・Ｗｉｉ用OPP袋 「サンプル」シール
DS用OPP袋 「新品」シール
PSP用OPP袋
PSVITA用OPP袋
ニンテンドースイッチ用OPP袋

ダミーケース
DS用ダミーケース Wii用ダミーケース

PSP用ダミーケース WiiU用ダミーケース
PS3用ダミーケース 3DS用ダミーケース

PSVITA用ダミーケース

¥3,000

¥23,600

¥4,000 ¥8,000

Ⅳ-1 商品一覧(ゲーム店舗向け備品)

¥5,000 ¥4,500

¥850
¥850

¥7,000

¥3,000

¥7,000

¥7,000
¥8,000

¥7,000

¥7,000
¥6,500

¥4,000

Ⅳ-1 商品一覧(トレカ店舗向け備品)

¥7,500
¥15,000
¥1,000
¥2,000

¥1,780
¥1,780

¥2,200
¥450

¥1,100

¥1,780
¥1,780
¥1,780
¥1,780¥2,200
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※全て税抜き価格となります。

買取書 プライスシール
買取書　1箱 プライスシール赤　1箱
買取書　5箱 プライスシール赤　5箱

プライスシール青　1箱
プライスシール青　5箱

ラベルシール 会員バーコードラベル
ラベルシール(トレカ管理用) 20×30　10巻入 会員バーコードラベル(印字済み)　3000枚
ラベルシール(ゴルフクラブ管理用)　40×70　5巻入 会員バーコードラベル(印字済み)　5000枚
ラベルシール30×40(再剥離)　10巻入 ﾚﾝﾀﾙﾊﾞｰｺｰﾄﾞﾗﾍﾞﾙ(印字済み)　5000枚
ラベルシール40×50(再剥離)　10巻入 ﾚﾝﾀﾙﾊﾞｰｺｰﾄﾞﾗﾍﾞﾙ(印字済み)　5000枚×2枚組
ラベルシール40×50(超強粘)　10巻入

レシートロール紙(80㎜) レシートロール紙(58㎜)
レシートロール紙　10巻 58㎜：【エコタイプ】レシートロール紙　10巻
レシートロール紙　20巻 58㎜：【エコタイプ】レシートロール紙　20巻
レシートロール紙　50巻 58㎜：【エコタイプ】レシートロール紙　60巻
レシートロール紙　100巻
【エコタイプ】レシートロール紙　10巻
【エコタイプ】レシートロール紙　20巻
【エコタイプ】レシートロール紙　50巻
【エコタイプ】レシートロール紙　100巻

A4コピー用紙 ナナワードラベル
A4コピー用紙　500枚入 ﾚﾝﾀﾙ用ﾊﾞｰｺｰﾄﾞﾗﾍﾞﾙ(LDW33C)　500ｼｰﾄ入り

A4コピー用紙　500枚入×5セット 商品用ﾊﾞｰｺｰﾄﾞﾗﾍﾞﾙ(LDW65F)　500ｼｰﾄ入り

¥2,370
¥6,330

¥19,000

¥6,650
¥11,300

¥8,100
¥14,200
¥1,630
¥2,960

Ⅳ-2 商品一覧(印刷用備品)

¥5,700
¥25,650

¥8,550
¥38,475
¥8,550

¥324
¥1,620

¥6,400
¥19,000

¥38,475

¥13,000
¥19,500
¥16,000

¥17,000
¥21,000
¥18,000
¥24,000

¥1,920 ¥1,405
¥3,540

¥18,000
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※全て税抜き価格となります。

(三和ﾆｭｰﾃｯｸ製)ﾘﾗｲﾄｶｰﾄﾞｸﾘｰﾆﾝｸﾞｶｰﾄﾞｾｯﾄ (ﾅﾃｯｸ製)ﾘﾗｲﾄｸﾘｰﾆﾝｸﾞｷｯﾄｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾍﾟﾝ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1ｾｯﾄ/\1,600　　　5ｾｯﾄ/\7,000

(ﾅﾃｯｸ製)ﾘﾗｲﾄｸﾘｰﾆﾝｸﾞｷｯﾄｸﾘｰﾆﾝｸﾞ液(10本入)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1ｾｯﾄ/\2,700　　　5ｾｯﾄ/\12,500

(ﾅﾃｯｸ製)ﾘﾗｲﾄｸﾘｰﾆﾝｸﾞｷｯﾄWETﾀｲﾌﾟｶｰﾄﾞ(4枚入)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1ｾｯﾄ/\2,000　　　5ｾｯﾄ/\9,000

USBコネクタ取付セキュリティ
マルチタイプシークレットはがき(20セット入り)
目隠しシール(1面付)　※貼り直し可能
目隠しシール(2面付)　※貼り直し可能
目隠しシール(1面付)　※貼り直し不可
目隠しシール(2面付)　※貼り直し不可

一例）
エアダスター(逆さOKエコタイプ) シュレッダー
マイクロファイバークリーニングモップ データホルダー
ラベルはがしスプレー DVD・CD収納ケース
フォームクリーナー OAねじラー

一例）
光学式スクロールマウス LANケーブル
マウスパッド USBケーブル
テンキー 電源タップ
キーボード 無停電電源装置(UPS)

¥830
¥830

¥1,680
¥1,040

\544～

\2,000～
¥25,000

Ⅳ-6 商品一覧(レジ周辺機器備品)

\800～\193～
¥960

¥848
¥960
¥704

\336～
\456～
¥352

Ⅳ-3 商品一覧(リライトハード用備品)
¥2,000

\1,280～

Ⅳ-5 商品一覧(事務用備品/バックヤード備品)
¥880

¥3,180

Ⅳ-4 商品一覧(セキュリティ対策備品)

¥960
¥760
¥760
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※全て税抜き価格となります。

レーザープリンタ

¥8,400 ¥10,500

LPA4ETC7R

環境推進トナーカートリッジ※約3000ページ対応

感光体ユニット

トナーカートリッジ※約3,500枚対応

トナーカートリッジ※約3000ページ対応

LPA4ETC8R

LPA4KUT4

LPA4KUT4

LPA4ETC7R

LPA4KUT4

¥13,440 ¥21,000

¥8,000 ¥10,000

¥5,440 ¥6,800

¥8,400 ¥10,500

¥6,720 ¥10,500

¥8,000 ¥10,000

Ⅳ-7 商品一覧(プリンタ消耗品)

プリンタ型番 定価

LPB4T9

トナー型番 価格

LPA4ETC7

環境推進トナーカートリッジ

感光体ユニット

トナーカートリッジ※約1500ページ対応

商品名

トナーカートリッジ

環境推進トナーカートリッジ

感光体ユニット

トナーカートリッジ LPA4ETC8

¥6,720 ¥10,500

¥8,000 ¥10,000

¥16,800 ¥21,000

LPB4T11

LPA4ETC7

トナーカートリッジ※約8,000枚対応

LPB4T13S

LPA4MTU3

環境推進トナーカートリッジ※約3,500枚対応

環境推進トナーカートリッジ※約8,000枚対応

メンテナンスユニット

トナーカートリッジ※約3,000枚対応

LPB4T9V

LPB4T10S

トナーカートリッジ※約8,000枚対応

メンテナンスユニット

環境推進トナーカートリッジ※約3,000枚対応

環境推進トナーカートリッジ※約8,000枚対応

LPA4MTU1

LPB4T12

LPB4T10

LPB4T13

LPB4T12V

LPC4T7K

LPC4T7C

LPC4T7M

トナーカートリッジ　ブラック※約2700ページ対応

LPC4T8MS

トナーカートリッジ　シアン※約2700ページ対応

トナーカートリッジ　マゼンタ※約2700ページ対応

トナーカートリッジ　イエロー※約2700ページ対応

LPC4T8YS

環境推進トナーカートリッジ　シアン※約2700ページ対応

環境推進トナーカートリッジ　マゼンタ※約2700ページ対応

環境推進トナーカートリッジ　イエロー※約2700ページ対応

感光体ユニット※廃トナーボックス一体型

LPC4T7CV

LPC4T7MV

環境推進トナーカートリッジ　ブラック※約2000ページ対応

環境推進トナーカートリッジ　シアン※約1400ページ対応

環境推進トナーカートリッジ　マゼンタ※約1400ページ対応

環境推進トナーカートリッジ　イエロー※約1400ページ対応

環境推進トナーカートリッジ　ブラック※約2700ページ対応

LPC4T7YV

LPC4K6

LPC4T8KS

LPC4T8CS

LPC4T7KV

LPC4T7Y

¥16,800 ¥21,000

¥30,500 ¥38,000

¥13,500 ¥16,800

¥24,400 ¥30,400

¥26,000 ¥32,500

¥12,300 ¥15,200

¥31,300 ¥38,800

¥9,800 ¥12,100

¥24,800 ¥30,700

¥26,000 ¥32,500

¥10,500

¥9,200 ¥12,000

¥9,200 ¥12,000

¥10,500 ¥13,100

¥11,500 ¥14,400

¥5,000 ¥6,700

LP-1400

LP-2500

LP-S100

LP-S300

LP-S310

LP-S510

LP-S520
¥5,000

¥9,200 ¥12,000

¥6,700

¥5,000 ¥6,700

¥12,000 ¥15,000

¥6,380 ¥8,500

¥11,500 ¥14,400

¥11,500 ¥14,400

¥8,400
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※全て税抜き価格となります。

大判プリンタ(インクカートリッジ)

大判プリンタ(リサイクルインク)

大判プリンタ(その他商品)

¥17,000 ¥22,000

¥22,000

¥17,000 ¥22,000

¥19,500

¥12,800

価格 定価

¥16,000

¥5,100 ¥6,000

¥4,800 ¥6,000

¥6,500

¥2,880

¥17,000 ¥22,000

¥22,000

¥17,000 ¥22,000

¥2,880

¥2,880

¥17,000 ¥22,000

¥17,000 ¥22,000

¥2,880

¥2,880

¥2,880

¥2,880

価格 定価

¥5,200

¥3,570

¥5,200

¥5,200

¥5,200

EPSON純正インク　イエロー

ICY60

ICGY48

¥5,200

型番 価格

ICY24 ¥3,570

ICGY60

¥5,200

¥5,200

ICLM24R

ICVM60

¥4,250

EPSON純正インク　イエロー　(150ml)

EPSON純正インク　グレー

¥5,200

¥5,200

型番

EPSON純正 メンテナンスタンク PXMT2

ICY58S

ICVM58S

ICBK58S

EPSON純正 ポンジクロス 約610ｍｍ（24インチ）幅×20ｍ

型番

PMSP24R3

EPPP9024

PXMC24R13

¥5,300

¥16,000SS2000-610

ICM24R

ICY24R

ICLC58S

ICLGY58S

ICBK24R

ICC24R

EPSON純正リサイクルインク　ライトシアン

EPSON純正環境推進インク　シアン ICC58S

EPSON純正環境推進インク　グレー ICGY58S

ICVLM60

ICBK60

ICMB60

ICLGY60

EPSON純正リサイクルインク　イエロー

EPSON純正環境推進インク　ライトシアン

EPSON純正環境推進インク　ライトグレー

EPSON純正リサイクルインク　グレー

¥17,000

EPSON純正環境推進インク　イエロー

EPSON純正環境推進インク　フォトブラック

ICGY24R

ICLC24R

EPSON純正リサイクルインク　ライトマゼンタ

Ⅳ-7 商品一覧(プリンタ消耗品)

定価商品名

ICC60

EPSON純正インク　グレー　(150ml)

EPSON純正インク　シアン　(150ml)

ICLC60

ICLM24

EPSON純正インク　ライトシアン　(150ml)

商品名

EPSON純正リサイクルインク　ブラック

EPSON純正インク　ビビッドマゼンタ　(150ml)

EPSON純正インク　ビビッドライトマゼンタ　(150ml)

EPSON純正インク　ライトマゼンタ

EPSON純正インク　フォトブラック　(150ml)

EPSON純正インク　マットブラック　(150ml)

EPSON純正インク　ライトグレー　(150ml)

商品名

EPSON純正リサイクルインク　シアン

EPSON純正リサイクルインク　マゼンタ

EPSON純正　マットロール紙　24インチ幅 25M　

EPSON純正　普通紙ロール　24ｲﾝﾁ幅 50M 2本入　

EPSON純正　プロフェッショナルフォトペーパー＜薄手半光沢＞約610mm幅×30.5m

¥17,000

EPSON純正環境推進インク　ビビッドマゼンタ

ICVLM58SEPSON純正環境推進インク　ビビッドライトマゼンタ
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【お問合せ先】
株式会社コモンプロダクツ

TEL：06-6267-6698
FAX：06-6267-7219
ﾒｰﾙ：shopper01@cnanet.co.jp
(SCオンラインショップ担当：石井)


