
                             

 

 

【Ａ４コピー用紙（500 枚*10 冊/箱 5000 枚換算）】 

通信販売サービス名 商品名 坪量 紙厚 白色度 価格（税込） 差額 

Monoffice-モノフィス- HighWhite  68g 93μm 93% \3,949 最安値 

ア●クル スーパーホワイト+ 68g 90μm 92% \3,990 ＋\253 

カ●ネット スタンダード高白色 69g 90μm 93.5% \4,123 ＋\286 

 

 

【フラットファイル A4 2 穴】 

通信販売サービス名 商品名 価格（税込） 差額 

Monoffice-モノフィス- 
ｺｸﾖ ﾌﾗｯﾄﾌｧｲﾙ V(樹脂製とじ具)3冊入 

A4-S 2穴 収容寸法 15mm 

\209 最安値 

ア●クル \232 ＋\23 

カ●ネット \214 ＋\5 

【スティックのり】 

通信販売サービス名 商品名 価格（税込） 差額 

Monoffice-モノフィス- 

スティックのり 10ｇ 

\58 最安値 

ア●クル \75 ＋\17 

カ●ネット \68 ＋\10 

【ボールペン黒 ノック式】 

通信販売サービス名 商品名 価格（税込） 差額 

Monoffice-モノフィス- 

ボールペン黒（ノック式）10 本 

\198 最安値 

ア●クル \209 ＋\11 

カ●ネット \209 ＋\11 

【セロテープ】 

通信販売サービス名 商品名 価格（税込） 差額 

Monoffice-モノフィス- 

セロテープ 12mm×35m 10 巻 

\471 最安値 

ア●クル \587 ＋\116 

カ●ネット \792 ＋\321 

【テプラ】 

通信販売サービス名 商品名 1 本価格(税込) 差額 10 本価格(税込) 差額 

Monoffice-モノフィス- 
PRO ﾃｰﾌﾟｶｰﾄﾘｯｼﾞ 白ﾗﾍﾞﾙ 9mm 

(黒文字) 

\766 最安値 5 本\3,828 最安値 

ア●クル \833 ＋\67 5 本\4,060 +\232 

カ●ネット \808 ＋\42 5 本\4,028 +\200 

大手オフィス通販価格比較表 

★ コピー用紙 ★ 

★ 事務用品 ★ 



 

【ミネラルウォーター】 

通信販売サービス名 商品名 価格（税込） 差額 

Monoffice-モノフィス- アサヒ飲料 

富士山のバナジウム天然水 

2L×6 本 

\1,114 最安値 

ア●クル \1,612 ＋\498 

カ●ネット \1,555 ＋\441 

【コーヒー粉】 

 

 

 

【ミルク】 

 

 

 

【ティッシュペーパーBOX】 

通信販売サービス名 商品名 価格（税込） 差額 

Monoffice-モノフィス- 

200組  5 個 

\309 最安値 

ア●クル \357 ＋\48 

カ●ネット \348 ＋\39 

【トイレットペーパー】 

通信販売サービス名 商品名 価格（税込） 差額 

Monoffice-モノフィス- 
ネピア ロングロール 

ダブル 桜 45ｍ×8 ロール 

\487 最安値 

ア●クル \547 ＋\60 

カ●ネット \624 ＋\137 

【トイレ用洗剤】 

通信販売サービス名 商品名 価格（税込） 差額 

Monoffice-モノフィス- 
トイレマジックリン 

強力クレンザー 

\182 最安値 

ア●クル \192 ＋\10 

カ●ネット \188 ＋\6 

 

 

【ＣＡＮＯＮ Ａ４モノクロ】 

通信販売サービス名 商品名 価格（税込） 差額 

Monoffice-モノフィス- リサイクルトナー 

カートリッジ 303 

2000 ページ 

LBP3000 等対応 

\4,083 最安値 

ア●クル \4,312 ＋\229 

カ●ネット \4,348 ＋\265 

通信販売サービス名 商品名 価格（税込） 差額 

Monoffice-モノフィス- 
ブレンディ インスタントコーヒー 

詰替用 200ｇ（粉） 

\787 最安値 

ア●クル \829 ＋\42 

カ●ネット \810 ＋\23 

通信販売サービス名 商品名 価格（税込） 差額 

Monoffice-モノフィス- 
AGF マリーム ポーション 

4.5ml 18 個入り 

\114 最安値 

ア●クル \128 ＋\14 

カ●ネット \129 ＋\15 

★ 生活用品 ★ 

★ エコサイクルトナー（リサイクルトナー） ★ 



通信販売サービス名 商品名 価格（税込） 差額 

Monoffice-モノフィス- リサイクルトナー 

カートリッジ 515Ⅱ 

7000 ページ 

LBP-3310 等対応 

\6,957 最安値 

ア●クル \11,815 ＋\4,858 

カ●ネット \12,027 ＋\5,070 

【ＣＡＮＯＮ Ａ３モノクロ】 

通信販売サービス名 商品名 価格（税込） 差額 

Monoffice-モノフィス- リサイクルトナー 

カートリッジ 509  

12000 ページ 

 LBP3500 等対応 

\5,898 最安値 

ア●クル \13,003 ＋\7,105 

カ●ネット \18,166 ＋\12,268 

【ＣＡＮＯＮ Ａ３カラー】 

通信販売サービス名 商品名 価格（税込） 差額 

Monoffice-モノフィス- リサイクルトナー 

カートリッジ 502 ブラック 

10000 ページ  

LBP5610 等対応 

\5,445 最安値 

ア●クル \8,240 ＋\2,795 

カ●ネット \8,800 ＋\3,355 

 

通信販売サービス名 商品名 価格（税込） 差額 

Monoffice-モノフィス- リサイクルトナー 

ドラムカートリッジ 502 ブラック 

45000～50000ページ  

LBP5600 等対応 

\14,822 最安値 

ア●クル \17,970 ＋\3,148 

カ●ネット \19,228 ＋\4,406 

 

通信販売サービス名 商品名 価格（税込） 差額 

Monoffice-モノフィス- リサイクルトナー 

ドラムカートリッジ 502 カラー 

45000～50000ページ  

LBP5610 等対応 

\14,553 最安値 

ア●クル \18,302 ＋\3,749 

カ●ネット \19,228 ＋\4,675 

【ＥＰＳＯＮ Ａ４モノクロ】 

通信販売サービス名 商品名 価格（税込） 差額 

Monoffice-モノフィス- リサイクルトナー LPA4ETC7 

ET カートリッジ 

3000 ページ 

LP-S100、LP-1400 等対応 

\4,235 最安値 

ア●クル \5,489 ＋\1,254 

カ●ネット \6,418 ＋\2,183 

 
通販売サービス名 商品名 価格（税込） 差額 

Monoffice-モノフィス- リサイクルトナー LPA4KUT4 

感光体ユニット 

20000 ページ 

LP-S100、LP-1400 等対応 

\5,595 最安値 

ア●クル \6,075 ＋\480 

カ●ネット \6,076 ＋\481 

【ＥＰＳＯＮ Ａ３ モノクロ】 

通信販売サービス名 商品名 価格（税込） 差額 

Monoffice-モノフィス- リサイクルトナー LPA3ETC17 

ET カートリッジ 

10000 ページ 

LP-S1100 等対応 

\7,562 最安値 

ア●クル \13,462 ＋\5,900 

カ●ネット \14,960 ＋\7,398 



【ＥＰＳＯＮ Ａ３ カラー】 

通信販売サービス名 商品名 価格（税込） 差額 

Monoffice-モノフィス- リサイクルトナー LPCA3T12K 

ET カートリッジ ブラック 

6500 ページ 

LP-S5000 等対応 

\8,015 最安値 

ア●クル \8,233 ＋\218 

カ●ネット \8,884 ＋\869 

 

通信販売サービス名 商品名 価格（税込） 差額 

Monoffice-モノフィス- リサイクルトナー LPCA3T12Y,C,M 

ET カートリッジ カラー 

6500 ページ 

LP-S5000 等対応 

\8,015 最安値 

ア●クル \11,748 ＋\3,463 

カ●ネット \13,410 ＋\5,395 

 

【ＣＡＮＯＮ】 

通信販売サービス名 商品名 価格（税込） 差額 

Monoffice-モノフィス- エコリカ 

インクジェットカートリッジ 

5 色パック 

PIXUS MP970 等対応 

\4,043 最安値 

ア●クル \4,085 ＋\42 

カ●ネット \4,378 ＋\335 

 

通信販売サービス名 商品名 価格（税込） 差額 

Monoffice-モノフィス- エコリカ 

インクジェットカートリッジ 

1 色 

PIXUS MP970 等対応 

\801 最安値 

ア●クル \807 ＋\6 

カ●ネット \869 ＋\68 

【ｂｒｏｔｈｅｒ】 

通信販売サービス名 商品名 価格（税込） 差額 

Monoffice-モノフィス- エコリカ 

インクジェットカートリッジ 1 色 

MFC-695CDN 等対応 

\808 最安値 

ア●クル \817 ＋\9 

カ●ネット 取扱い無し   

【ＥＰＳＯＮ】 

通信販売サービス名 商品名 価格（税込） 差額 

Monoffice-モノフィス- 
エコリカ 

インクジェットカートリッジ 1 色 

EP-904F 等対応 

\838 ＋\13 

ア●クル \825 最安値 

カ●ネット \859 ＋\34 

 

※ 表記価格（税込）の税率は 10％で計算しております。（軽減税率対応のものは税率 8％です。） 

 

URL: https://www.ntps-shop.com/takesoft/ 

デモ ID/パスワード:mono-demo 

※ 上記パスワードで体験ログイン頂けます(購入はできません) 

2023/05/01 更新 

★ エコリカ（エコリサイクルインクジェットカートリッジ） ★ 

この他にもたくさんお買得商品がございます。 

是非一度、Ｍｏｎｏｆｆｉｃｅ（モノフィス）でご確認下さい。 

 


