メイトウグッズ掲載商品名一覧
商品名
バリアスタンド A1ポスターサイズ
バリアスタンド W600サイズ
フェイスシールド 10枚入
ポリカ製フェイスシールド 5セット
簡易フェイスシールド 200枚入
マスクひも用フック付ベルト 同色5個セット
30mm角アルミ角パイプ(シルバー) バラ売り
30mm角アルミ角パイプ(シルバー) 10本セット
アートラインテープ
車輌用マグネットシート 620巾
バリアスタンドplus+【W1200サイズ】
バリアスタンドplus+【W1500サイズ】
バリアスタンドplus+【W600サイズ】
バリアスタンドplus+【A1ポスターサイズ】
卓上用ミニバナースタンド
透明ビニール 0.3mm厚 915mm×50m巻
透明ビニール 0.3mm厚 1830mm×30m巻
透明ビニール 0.5mm厚 1830mm×30m巻
JSPデスクウォール(透明アクリルタイプ) Aサイズ(横900mm×縦600mm) 5枚入
JSPデスクウォール(透明アクリルタイプ) Bサイズ(横550mm×縦415mm) 5枚入
車輌用マグネットシート 1020巾
車輌用マグネットシート 500巾
グリーンカッターマット(無地) 大判サイズ(1000mm×2000mm)
くるくるペーパー台
ミニローラー台
グリーンカッターマット(無地) 大判サイズ(900mm×1800mm)
くるくるジュニア
エースクロス011 ［剥離紙無し］
吊り具ボルト小 (M5×60mm) 10本入
吊り具ボルト大 (M6×75mm) 10本入
リアルパーフェクト
透明ビニール 0.2mm厚 1300mm×100m巻
トレセン
エースクロス031［剥離紙付／粗面用］
蛍光スプレー
蛍光トラテープ 45mm巾
蛍光トラテープ 90mm巾
オムニクロム(割付鉛筆) 全６色
快適養生テープ「No.822」 ピンク 50mm×25m巻
快適養生テープ「No.822」 ホワイト 50mm×25m巻
快適養生テープ「No.822」 ブルー 50mm×25m巻
快適養生テープ「No.822」 シルバー 50mm×25m巻
快適養生テープ「No.822」 イエロー 50mm×25m巻

商品名
快適養生テープ「No.822」 オレンジ 50mm×25m巻
快適養生テープ「No.822」 レッド 50mm×25m巻
快適養生テープ「No.822」 グリーン 50mm×25m巻
スーパー車輌用マグネット ワイド版（異方性） 0.8ｍｍ
スーパー車輌用マグネット ワイド版（異方性） 1.0ｍｍ
スーパー車輌用マグネット ワイド版（異方性） 1.2ｍｍ
スーパー車輌用マグネット ワイド版（異方性） 1.5ｍｍ
スーパー車輌用マグネット ワイド版（異方性） 2.0ｍｍ
1.5t×30mm角アルミ角パイプ用T型ブラケット
1.5t×30mm角アルミ角パイプ用エンドキャップ
パワーガード 100枚入
クリアバナーガード 100枚入
ミニパワーガード 100枚入
ミニクリアガード 100枚入
クリアエッジガード 100枚入
カラーエース(COLOR ACE) 建材シリーズ 900×1800 10枚入
カラーエース(COLOR ACE) 建材シリーズ 1000×2000 6枚入
エッジタブ 100枚入
AJ-1
AJ-2
AJ-3
AJ-5
AJ-6
AJ-7
パネル吊り金具（中型用）
ステンレスピンセット
バリバリファスナー（粘着テープ有） 30?巾×25m巻
トレーサー 本体（軸付） 白
トレーサー 替えゴム4個set 白
トレーサー 本体（軸付） 黒
トレーサー 替えゴム4個set 黒
テスキーＣ
テスキーS
テスキーU
レインボークリーン
Aバリブロック
バリ取りツール(細)
バリ取りツール(太)
バリ取りツール用替刃(アルミ用)
バリ取りツール用替刃(スチール用)
スクラムログアウト
スクラムログ-イン
小型用バー
PC-11パワーコントローラー

商品名
こて先クリーナーST-30
ホットスライドカッターHE-110
ボンドフリー長刃 SBS-1500
パワーテープ （片面用）
メガテープ（折り返し補強用）
タイガーテープ
スタンドウエイト
セブンタックフォーム5mm ＃9202
セブンタックフォーム3mm ＃9200
シート補修テープ 強力補修テープ
ストロングナイフカッター本体
ストロングナイフカッター替刃
脚立トップカバー（黒）
電工ナイフ
タイベック用両面テープ5本1セット
ダートオフ DF-001
ガラスフィルム施工用ブレード
らくちんフック100個入
らくちんフックスーパー 50個入
カッティングプロッター用カッターホルダー ミマキタイプ用
カッティングプロッター用替刃 ローランドタイプ 細文字用
カッティングプロッター用替刃 ミマキタイプ オールラウンドタイプ
カッティングプロッター用替刃 ローランドタイプ 蛍光・反射シート用
カッティングプロッター用替刃 ミマキタイプ 標準用
カッティングプロッター用替刃 ミマキタイプ 細文字用
カッティングプロッター用替刃 ミマキタイプ 蛍光・反射シート用
カッティングプロッター用替刃 グラフテックタイプ 標準用 45°
カッティングプロッター用替刃 ローランドタイプ 標準用
ペン書き原稿ロール 無地 1000mm×50m巻(2本入)
フェルト（スキージカバー用） ブラウン
カッティングプロッター用カッターホルダー ローランドタイプ用
NTカッター
スキージ付スキージカバー
ローラー付スキージ
ペン書き原稿ロール 無地 600mm×50m巻(2本入)
A型看板用取っ手
スーパー車両用マグネットBタイプ
スーパー車両用マグネットAタイプ
A型看板用開き金具
カッティングプロッター用替刃 グラフテックタイプ 反射シート用 45°
カッティングプロッター用替刃 グラフテックタイプ 標準用 30°
カッティングプロッター用替刃 グラフテックタイプ 細文字用 60°
カッティングプロッター用替刃 ムトータイプ アパレル型紙カット用
カッティングプロッター用替刃 ムトータイプ 標準用（スプリング有）

商品名
カッティングプロッター用替刃 ムトータイプ 標準用（スプリング無）
カッティングプロッター用替刃 ムトータイプ 反射シート用
カッティングプロッター用替刃 アンナタイプ 標準用
カッティングプロッター用替刃 アンナタイプ 蛍光・反射シート用
カッティングプロッター用替刃 アンナタイプ オールラウンドタイプ
カッティングプロッター用替刃 SUMMAタイプ 標準用
カッティングプロッター用替刃 SUMMAタイプ 反射シート用
スキージ付スキージカバー アニマル柄（イエロー）
スキージ付スキージカバー アニマル柄（グレー）
スキージ付スキージカバー カモフラージュ（迷彩）柄 （グリーン）
スキージ付スキージカバー カモフラージュ（迷彩）柄 （グレー）
スタンダードスキージ 同色100枚入
レインボースキージ
タックアウト（6本入）
ボード留め金具（壁面取付用）
ボード吊り金具
タックアウト（バラ売り）
クリーンアップタッキー（6本入）
クリーンアップタッキー（バラ売り）
スキージカバー用 フェルトS 茶
水貼君200 本体
水貼君200用替えゴム（黄）
隅だ君
ORACALスキージ
水貼君130 本体
水貼君130用替えゴム（黄）
インフォパックA4サイズ
インフォパックジュニア
大判スキージプロ片面フェルト付き ナチュラル（半透明）
スキージ片面フェルト付き
スタンダードスキージ(スケルトンタイプ) 同色100枚入
スタンダードスキージ(スケルトンタイプ) 同色12枚入
フェルト（スキージカバー用） ピンク
フェルト（スキージカバー用） 蛍光イエロー
フェルト（スキージカバー用） グレー
フェルト（スキージカバー用） グリーン
スキージカバー用 フェルトS 黒
フェルト（スキージカバー用） ブラック
大判スキージプロ片面フェルト付き（カモフラージュ柄） ゴールデンイエロー
大判スキージプロ片面フェルト付き シルバー
大判スキージプロ片面フェルト付き オレンジ
大判スキージプロ片面フェルト付き ゴールデンイエロー
ハンディゴムローラー3号
ハンディゴムローラー4号

商品名
大判スキージプロ バラ アンスラサイト
大判スキージプロ バラ スケルトンイエロー
大判スキージプロ バラ ナチュラル（半透明）
大判スキージプロ バラ オレンジ
大判スキージプロ バラ スケルトンピンク
大判スキージプロ バラ シルバー
大判スキージプロ バラ ゴールデンイエロー
大判スキージプロ （10枚入） アンスラサイト
大判スキージプロ （10枚入） スケルトンイエロー
大判スキージプロ （10枚入） ナチュラル（半透明）
大判スキージプロ （10枚入） オレンジ
大判スキージプロ （10枚入） スケルトンピンク
大判スキージプロ （10枚入） シルバー
大判スキージプロ （10枚入） ゴールデンイエロー
ORAFOLスキージフェルトスキージ
ORACALスキージコンビ
幅広金折れ
NEWスキージカバー ワインレッド
タックアウト原液
ローラー刷毛
圧着ゴムローラー
シート固定用ウェイト
スタンダードスキージ 同色12枚入
ソフトプロスキージ ピース紺（100枚入）
ソフトプロスキージ ピース紺（12枚入）
ソフトプロスキージ レッド （100枚入）
ソフトプロスキージ レッド（12枚入）
ソフトプロスキージ アップルグリーン（12枚入）
ソフトプロスキージ アップルグリーン（100枚入）
イージーラップ
タイベック用両面テープバラ売り
ステンレスドリルネジ100本入
A型看板用つっぱり金具
グッドバンド （同色100本入）
ペン書き原稿ロール 無地 1000mm×100m巻(1本入)
ジャストフレーム
ミラクルチチ 25ｍｍ幅セット
バリバリファスナー(カラピタテープ・粘着テープ有)

