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ライツ

歴史あるプレミアム
オフィスブランド

1871年ドイツ(シュトゥットガルト)にて設立。

LEITZは優れた技術力で、革新的にモダンと

クラシックなデザインの融合を実現してきた

高品質オフィス用品のリーディングブランド。

ヨーロッパ諸国での認知度が高く、

世界で初めてレバーアーチ式ファイルを

発表したブランドとしても有名です。
世界最大規模のオフィス製品供給メーカーとして、100カ国を超える国 を々拠点にワールドワイドなビジネスを展開しています。
家庭用からオフィス向けまで幅広く取り揃えた文房具・画材・シュレッダ・製本機・ラミネーター・PCアクセサリー等、
様々な分野において、コンシューマー及びビジネスシーン、教育機関、政府関連などに供給している総合ブランド企業です。

アコ・ブランズについて

So discover what is new, and better, Enjoy!
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カラフルなデザインが目を引くスタイリッシュなWOWシリーズ。
ゴムバンドでしっかりと閉じることができるので、ファイルを落としても
中身が飛び出してくることもありません。

規格／サイズ： A4/H320×W240×D26~41mm　質量：535ｇ
材質：PP　ロット:5　
仕様：A4ノートパッド(40ページ)、クリアファイル計4枚(1枚約20枚)、
CD-ROM/DVD-ROM用ポケット、名刺用ポケット、ペン差し

規格／サイズ： A4/H330×W254×D38mm　質量：295ｇ
材質：PP　ロット:5

規格／サイズ： A4/H320×W235×D8～20mm　質量：110ｇ
材質：PP　ロット:10　収容枚数：約150枚(厚さ20mmまで対応)

規格／サイズ： A4/D357×W255×H70mm　質量：285ｇ
材質：ポリスチレン　ロット:5　耐荷重：2.8kg(コピー用紙約500枚）

ピンク 品番：4589-00-23　JAN：4002432105991
ブルー 品番：4589-00-36　JAN：4002432106004
アイスブルー 品番：4589-00-51　JAN：4002432106028
パープル 品番：4589-00-62　JAN：4002432106035
グリーン 品番：4589-00-64　JAN：4002432106042

ピンク 品番：4636-00-23　JAN：4002432106561
ブルー 品番：4636-00-36　JAN：4002432106578

ホワイト 品番：5226-30-01　JAN：4002432394449
ピンク 品番：5226-30-23　JAN：4002432394456
ブルー 品番：5226-30-36　JAN：4002432394463
オレンジ 品番：5226-30-44　JAN：4002432394470
グリーン 品番：5226-30-64　JAN：4002432394487ピンク 品番：4599-00-23　JAN：4002432105854

ブルー 品番：4599-00-36　JAN：4002432105861
アイスブルー 品番：4599-00-51　JAN：4002432105885
パープル 品番：4599-00-62　JAN：4002432105892
グリーン 品番：4599-00-64　JAN：4002432105908

マチが最大約4ｃｍまで広がり、書類のボリュームによって
収縮可能なジャバラ式フォルダです。
1ポケットに約30枚の書類を入れることができます。
ポケットは6つ、ペン差しや名刺入れなど、
こまごました物も機能的に収納することができます。

マチ部分の幅を調節でき、たっぷりと約150枚の書類を
収納可能なフォルダです。

取替えの出来るA4サイズノートパッドと
資料の分類に便利なクリアファイル4枚が付いています。
名刺やCDが収納できるポケットやペン差しがあり、
厚みのあるカタログも書類ケースに収納できます。

書類、冊子向けのレタートレーは、見た目も楽しい5種類のカラー。
ずらして重ねることで中身が取り出しやすい構造になっています。
最大10段まで積み重ねることができます。

最大10段まで積み重ねる
ことができます。

最大3段までずらして
積み重ねられます



前面・背面両方にインデックスが付いているので、どちら向きに置いてわかりやすい。
側面にピン留め特殊加工を施しているので、扱いやすく、強度にも優れています。

角に金具が加工されているので角衝撃にも強く、台紙にはPPシートラミネート加工を施しているので、
耐久性もバッチリです。もち手が付いていて持ち運びにも便利な仕様になっています。

インデックス付きで収納内容を記載できるので整理整頓に便利です。
卓上の小物や書類の収納に便利なスタイリッシュなユニットです。

クリック＆ストア
組み立て式の便利なボックスで、使用しないときは
たたんでしまうことができます。

ホワイト　
品番：6044-00-01
JAN：4002432396818

ピンク　　
品番：6044-00-23
JAN：4002432398126

ブルー
品番：6044-00-36
JAN：4002432398119

グリーン
品番：6044-00-64
JAN：4002432398133

ブラック
品番：6044-00-95
JAN：4002432396801

規格／サイズ：A4/H200×W281×D370mm　パッケージサイズ：H38×W281×D370mm　質量：900ｇ　材質：PPシート貼表紙(表紙芯材/紙)、金具　ロット: 6　
エコ情報：グリーン購入法適合商品　GPN(エコ商品ねっと掲載)　芯材：古紙75%　仕様：耐荷重9kg、インデックス、ふた、ハンドル付

ホワイト　
品番：6047-00-01
JAN：4002432396870

ピンク　　
品番：6047-00-23
JAN：4002432398164

ブルー
品番：6047-00-36
JAN：4002432398157

グリーン
品番：6047-00-64
JAN：4002432398171

ブラック
品番：6047-00-95
JAN：4002432396863

規格／サイズ：A4/H330×W103×D253mm　パッケージサイズ：H348×W334×D13mm　質量：320ｇ　　
材質：PPシート貼表紙(表紙芯材/紙)、金具　　ロット: 6　
エコ情報：グリーン購入法適合商品　GPN(エコ商品ねっと掲載)　芯材：古紙75%　　仕様：耐荷重4.5kg、インデックス(前面、背面)付き

ホワイト　
品番：6049-00-01
JAN：4002432396917

ブラック　　
品番：6049-00-95
JAN：4002432396900

規格／サイズ： A4/H282×W286×D358mm　　パッケージサイズ：H75×W430×D440mm　質量：2490g　ロット: 3　
材質：PPシート貼表紙(表紙芯材/紙)、耐衝撃性ポリスチレン、金具
エコ情報：グリーン購入法適合商品、GPN(エコ商品ねっと掲載)芯材：古紙75%　仕様：耐荷重2.8kg/段、インデックス付き

コンパクトに畳まれているので、持ち運びが簡単な
折り畳み式収納ボックスです。

スナップ同士を留めるだけで、簡単に組み立てられます。 使用しないときも折りたたんでコンパクトに収納できます。





規格／サイズ： A4/H70×D265×W254mm　質量：197ｇ
材質：ポリスチレン　ロット：6　
最大積載段数：3段（トレーの間にライザーを1個使用）　耐荷重：約3.5kgクリア

スモーク

















32 33

ソーテッド

引っ掛けて吊り下げればすき間にも使えるので、場所を取らずに書類を
すっきりと整理できます。たたんで持ち運べるブリーフケースとして、
ポケットだけ抜き出してファイルとしても便利な3WAYファイルです。

クール　
品番：22340　
JAN：3249440223403

ウォーム　
品番：22341　
JAN：3249440223410

モノ
品番：22350　
JAN：3249440223502

規格／サイズ： A4/収納時 260×365×35mm　
展開時(カラーフック使用)1095×365mm　展開時(メタルフック使用)870×365m　質量：550ｇ　
材質：ファイル/PP、ベルト/ナイロン　ロット: 6　仕様：6ポケット(1ポケット約100枚)、厚さ約20mmまで対応、耐荷重約3キ
ロ

クリア　
品番：626119
JAN：4891895223805

規格／サイズ：A4/収納時 260×365×41mm　
展開時(カラーフック使用)1095×365mm　
展開時(メタルフック使用)870×365mm　質量：670ｇ　
材質：ファイル/PP、ベルト/ナイロン　ロット: 6　
仕様：6ポケット(1ポケットあたり約150枚収容)、
厚さ約20mmまで対応、耐荷重約4.2キロ

クール　
品番：22370
JAN：4891895223706

ウォーム　　
品番：22371
JAN：4891895223713

ホワイト
品番：626118
JAN：4891895223720

規格／サイズ： A4/収納時 365×262×30mm　展開時(カラーフック使用) 830×365mm
展開時(メタルフック使用) 600×365mm　質量：500ｇ　ロット: 5　
材質：ファイル/PP、ベルト/ナイロン　フック/ABS、メタル 見出しラベル/紙、差し替えラベル用切り取り枠/PP　
仕様：3ポケット　厚さ約20mmまで対応　耐荷重約3キロ (1ポケット約100枚）　
同梱のフック使用時:約1.5キロ (1ポケット約80枚)

レインボー　
品番：22360　
JAN：4582102480479

規格／サイズ： A5/収納時 195×250×40mm
展開時(カラーフック使用) 800×250mm
展開時(メタルフック使用) 595×250mm　質量：320ｇ
ロット: 10　　材質：ファイル/PP、ベルト/ナイロン
材質：見出しラベル/紙、差し替えラベル用切り取り枠/PP
仕様：6ポケット(1ポケット約80枚)　厚さ約20mmまで対
応、下段クリアファイル付　耐荷重約3キロ

ポケットを抜き出してファイルとして使用できます。

用途ごとに自由に書き込めます差し替えができる
インデックス付(20枚)

専用の切り取り枠でオリジナルのし
ラベルを作ることができます

ポケットには2cmのマチ
があるので収納量UP!

開いているときは吊り下げられ閉じるとブリーフケースに
なり持ち運びも便利です。

展開時収納時



規格／サイズ：A4/H310×W240×D15mm(リング部含)
質量：165ｇ　材質：本体/PP、リング/金具　ロット:6　
仕様：8ポケット(1ポケットに収容枚数約30枚)　
表・裏面内側にエンベロープ型ポケット付

ホワイト 品番：7000W　JAN：4891895700009
イエロー 品番：70001　JAN：4891895700016
ブルー 品番：70005　JAN：4891895700054
ブラック 品番：70007　JAN：4891895700078
グリーン 品番：70008　JAN：4891895700085
ピンク 品番：70013　JAN：4891895700139

書類はポケットに、フラップつきのポケットには小さな小物やメモなどを
入れることができます8ポケットフォルダ

A3・A4サイズがすっぽりと収納できるファイルです。
表紙にも内側にもポケットがあり、収納力は抜群です。ツイステッド フォルダ

規格／サイズ：A4/H313×W232XD3mm
質量：72ｇ　材質：PP　ロット:10　
仕様：4ポケット(1ポケットに収容枚数約10枚)

ネイビー/サーモン 品番：71220　JAN：4891895712200
オレンジ/ティール 品番：71230　JAN：4891895712309
ブルー/イエロー 品番：71240　JAN：4891895712408
レッド/ブラック 品番：71250　JAN：4891895712507

水や汚れにも強いPPシート貼。PVCとは異なり燃やしても有害物質を発生しない素材です。

フタがついているので、人目に触れたくない書類も目隠しできます。

縦の長さがA4サイズより長く手を置けるので、
立ったままでも記入がしやすいボードです。クリップボード/クリップフォルダ

規格／サイズ： A4/H349×W232×D3mm　
質量：168ｇ　ロット:10　
材質：PPシート貼表紙、芯材 /100%
古紙 (FSC)、クリップ /金具
仕様：収容枚数75枚

ブルー 品番：56055　JAN：5701216560559
ブラック 品番：56057　JAN：5701216560573

規格／サイズ： A4/H349×W242×D12mm　
質量：290ｇ　ロット:10　
材質：PPシート貼表紙、芯材/100%
古紙(FSC)、クリップ/金具
仕様：収容枚数40枚、表面内側ポケット付

レッド 品番：56043　JAN：5701216560436
ブルー 品番：56045　JAN：5701216560450
ブラック 品番：56047　JAN：5701216560474

ポーランド製












