
「くらしのファイル」　ラインアップ一覧（1/3）

CLAF-A41
価格　　　  2,300円＋税
本体寸法　 幅298×厚み79×高さ316mm（収納時）
                 幅752×厚み52×高さ316mm（展開時）
本体重量　  約479g（本体ポケット耐荷重　約200ｇ）
内容　　　  A4ドキュメントポケット2枚
仕様　　　  表紙：PP厚み約1.2ｍｍ（スナップボタン付き）
　　　　　  ポケット：約15ｍｍマチ/半透明PP厚み約0.17ｍｍ
　　　　　  グレーフラップPP厚み約0.23ｍｍ/面ファスナー付き　 
綴具           金属製4穴Dリング
材質　　　  PP、スチール、真鍮、ポリエステル、ナイロン

くらしのファイルＡ４　おでかけ
CLAF-A51
価格　　　  1,600円＋税
本体寸法　 幅243×厚み79×高さ232mm（収納時）
                 幅653×厚み52×高さ232mm（展開時）
本体重量　  約265g（本体ポケット耐荷重　約200ｇ）
内容　　　  A5ドキュメントポケット2枚
仕様　　　  表紙：PP厚み約1.2ｍｍ（スナップボタン付き）
　　　　　  ポケット：約15ｍｍマチ/半透明PP厚み約0.17ｍｍ
　　　　　  グレーフラップPP厚み約0.23ｍｍ/面ファスナー付き　 
綴具           金属製2穴Dリング
材質　　　  PP、スチール、真鍮、ポリエステル、ナイロン

くらしのファイルＡ5　おでかけ

CLAF-A42
価格　　　  2,300円＋税
本体寸法　 幅298×厚み79×高さ316mm（収納時）
                 幅752×厚み52×高さ316mm（展開時）
本体重量　  約440g（本体ポケット耐荷重　約200ｇ）
内容　　　  A4アクセサリーポケット1枚
仕様　　　  表紙：PP厚み約1.2ｍｍ（スナップボタン付き）
　　　　　  ポケット：約15ｍｍマチ/半透明PP厚み約0.17ｍｍ
　　　　　  グレーフラップPP厚み約0.23ｍｍ
　　　　　  面ファスナー付き　 
綴具           金属製4穴Dリング
材質　　　  PP、スチール、真鍮、ポリエステル、ナイロン

くらしのファイルＡ４　文具
CLAF-A52
価格　　　  1,600円＋税
本体寸法　 幅243×厚み79×高さ232mm（収納時）
                 幅653×厚み52×高さ232mm（展開時）
本体重量　  約258g（本体ポケット耐荷重　約200ｇ）
内容　　　  A5アクセサリーポケット1枚
仕様　　　  表紙：PP厚み約1.2ｍｍ（スナップボタン付き）
　　　　　  ポケット：約15ｍｍマチ/半透明PP厚み約0.17ｍｍ
　　　　　  グレーフラップPP厚み約0.23ｍｍ
                 面ファスナー付き　 
綴具           金属製2穴Dリング
材質　　　  PP、スチール、真鍮、ポリエステル、ナイロン

くらしのファイルＡ5　文具

※収納イメージ
　本品に文具や小物などは含まれておりません。

※収納イメージ
　本品に文具や小物などは含まれておりません。



「くらしのファイル」　ラインアップ一覧（2/3）

CLAF-A43
価格　　　  2,300円＋税
本体寸法　 幅298×厚み79×高さ316mm（収納時）
                 幅752×厚み52×高さ316mm（展開時）
本体重量　  約438g（本体ポケット耐荷重　約200ｇ）
内容　　　  A4アクセサリーポケット1枚
仕様　　　  表紙：PP厚み約1.2ｍｍ（スナップボタン付き）
　　　　　  ポケット：約15ｍｍマチ/半透明PP厚み約0.17ｍｍ
　　　　　  グレーフラップPP厚み約0.23ｍｍ/面ファスナー付き　 
綴具           金属製4穴Dリング
材質　　　  PP、スチール、真鍮、ポリエステル、ナイロン

くらしのファイルＡ４　クラフト
CLAF-A53
価格　　　  1,600円＋税
本体寸法　 幅243×厚み79×高さ232mm（収納時）
                 幅653×厚み52×高さ232mm（展開時）
本体重量　  約252g（本体ポケット耐荷重　約200ｇ）
内容　　　  A5アクセサリーポケット1枚
仕様　　　  表紙：PP厚み約1.2ｍｍ（スナップボタン付き）
　　　　　  ポケット：約15ｍｍマチ/半透明PP厚み約0.17ｍｍ
　　　　　  グレーフラップPP厚み約0.23ｍｍ/面ファスナー付き　 
綴具           金属製2穴Dリング
材質　　　  PP、スチール、真鍮、ポリエステル、ナイロン

くらしのファイルＡ5　クラフト

CLAF-A44
価格　　　  2,300円＋税
本体寸法　 幅298×厚み79×高さ316mm（収納時）
                 幅752×厚み52×高さ316mm（展開時）
本体重量　  約527g
内容　　　  A4カードポケット1枚/A4ダブルポケット2枚
　　　　　  ミニホルダー1個
仕様　　　  表紙：PP厚み約1.2ｍｍ（スナップボタン付き）
　　　　　  インナーポケット：半透明PP厚み約0.17ｍｍ
　　　　　  ミニホルダー：半透明PP厚み約0.17mm
　　　　　  グレーベースPP厚み約0.35mm　 
綴具           金属製4穴Dリング
材質　　　  PP、スチール、真鍮

くらしのファイルＡ４　医療
CLAF-A54
価格　　　  1,600円＋税
本体寸法　 幅243×厚み79×高さ232mm（収納時）
                 幅653×厚み52×高さ232mm（展開時）
本体重量　  約308g
内容　　　  A5カードポケット1枚/A5ダブルポケット2枚
　　　　　  ミニホルダー1個
仕様　　　  表紙：PP厚み約1.2ｍｍ（スナップボタン付き）
　　　　　  インナーポケット：半透明PP厚み約0.17ｍｍ
　　　　　  ミニホルダー：半透明PP厚み約0.17mm
                 グレーベースPP厚み約0.35mm　 
綴具           金属製2穴Dリング
材質　　　  PP、スチール、真鍮

くらしのファイルＡ5　医療

※収納イメージ
　本品に文具や小物などは含まれておりません。

※収納イメージ
　本品に文具や小物などは含まれておりません。



本資料は、リリース発表当時の内容です。
作成：ナカバヤシ株式会社　広報 IR 室

※上記は目安です。組み合わせによって追加ポケット枚数は異なります。
　収納物の厚さによっては、追加可能なポケット枚数が上記より少なくなる場合があります。

「くらしのファイル」　ラインアップ一覧（3/3）

CLAF-RA41
価格　　　  560円＋税
本体寸法　 幅232×厚み3×高さ309mm
本体重量　  約37ｇ
内容　　　  2枚入り
収納枚数　  コピー用紙約20枚（64g/㎡程度）
仕様　　　  ポケット：片面仕様/グレーPP厚み約0.23ｍｍ
　　　　　  面ファスナー付き　 
　　           A4・29穴（30穴、2穴、3穴、4穴兼用）
材質　　　  PP、ポリエステル、ナイロン

くらしのファイルＡ４　ドキュメントポケット
CLAF-RA51
価格　　　  420円＋税
本体寸法　 幅184×厚み3×高さ224mm
本体重量　  約18ｇ
内容　　　  2枚入り
収納枚数　  コピー用紙約20枚（64g/㎡程度）
仕様　　　  ポケット：片面仕様/グレーPP厚み約0.23ｍｍ
　　　　　  面ファスナー付き　 
　　           A5・21穴（22穴、2穴兼用）
材質　　　  PP、ポリエステル、ナイロン

くらしのファイルＡ5　ドキュメントポケット

CLAF-RA43
価格　　　  560円＋税
本体寸法　 幅232×厚み0.6×高さ309mm
本体重量　  約38ｇ
内容　　　  2枚入り
収納枚数　  カード20枚
仕様　　　  ポケット：両面仕様/半透明PP厚み約0.17ｍｍ
　　　　　  グレーベースPP厚み約0.35ｍｍ
　　　　　  面ファスナー付き　 
　　           A4・29穴（30穴、2穴、3穴、4穴兼用）
材質　　　  PP、ポリエステル、ナイロン

くらしのファイルＡ４　カードポケット
CLAF-RA53
価格　　　  420円＋税
本体寸法　 幅184×厚み0.6×高さ224mm
本体重量　  約20ｇ
内容　　　  2枚入り
収納枚数　  カード8枚
仕様　　　  ポケット：両面仕様/半透明PP厚み約0.17ｍｍ
　　　　　  グレーベースPP厚み約0.35ｍｍ
　　　　　  面ファスナー付き　 
　　           A5・21穴（２2穴、２穴兼用）
材質　　　  PP、ポリエステル、ナイロン

くらしのファイルＡ5　カードポケット

CLAF-RA44
価格　　　  560円＋税
本体寸法　 幅232×厚み1×高さ309mm
本体重量　  約49ｇ
内容　　　  2枚入り
収納枚数　  コピー用紙約１６枚（64g/㎡程度）
仕様　　　  ポケット：両面仕様/半透明PP厚み約0.17ｍｍ
　　　　　  グレーベースPP厚み約0.35ｍｍ 
　　           A4・29穴（30穴、2穴、3穴、4穴兼用）
材質　　　  PP

くらしのファイルＡ４　ダブルポケット
CLAF-RA54
価格　　　  420円＋税
本体寸法　 幅190×厚み1×高さ224mm
本体重量　  約26ｇ
内容　　　  2枚入り
収納枚数　  コピー用紙約１６枚（64g/㎡程度）
仕様　　　  ポケット：両面仕様/半透明PP厚み約0.17ｍｍ
　　　　　  グレーベースPP厚み約0.35ｍｍ 
　　           A4・29穴（30穴、2穴、3穴、4穴兼用）
材質　　　  PP

くらしのファイルＡ5　ダブルポケット

CLAF-RA42
価格　　　  560円＋税
本体寸法　 幅232×厚み20×高さ309mm
本体重量　  約42ｇ
内容　　　  2枚入り
耐荷重　     約100g
仕様　　　  ポケット：約15ｍｍマチあり/片面仕様
　　　　　  半透明PP厚み約0.17ｍｍ
　　　　　  グレーフラップ厚み約0.23ｍｍ
　　　　　  グレーベースPP厚み約0.35mｍ
　　　　　  面ファスナー付き　 
　　           A4・29穴（30穴、2穴、3穴、4穴兼用）
材質　　　  PP、ポリエステル、ナイロン

くらしのファイルＡ４　アクセサリーポケット
CLAF-RA52
価格　　　  420円＋税
本体寸法　 幅184×厚み3×高さ224mm
本体重量　  約24ｇ
内容　　　  2枚入り
耐荷重　     約100g
仕様　　　  ポケット：約15ｍｍマチあり/片面仕様
　　　　　  半透明PP厚み約0.17ｍｍ
　　　　　  グレーフラップ厚み約0.23ｍｍ
　　　　　  グレーベースPP厚み約0.35mｍ
　　　　　  面ファスナー付き　 
　　           A5・21穴（22穴、2穴兼用）
材質　　　  PP、ポリエステル、ナイロン

くらしのファイルＡ5　アクセサリーポケット

ファイル本体 付属しているポケット 追加可能ポケット数の目安 ※同じ種類を追加した例

くらしのファイル
A4/A5

おでかけ A4/A5ドキュメントポケット×2

A4/A5 アクセサリーポケット×1

A4/A5 カードポケット×1
A4/A5 ダブルポケット×2
(ミニホルダー×1）

文具
クラフト

医療

A4/A5カードポケット 20枚
A4/A5ダブルポケット 8枚

A4/A5アクセサリーポケット 2枚
A4/A5ドキュメントポケット のみの場合

のみの場合

のみの場合

のみの場合

のみの場合

のみの場合

のみの場合
のみの場合

追加可能

追加可能

追加可能

追加可能

10枚

24枚
10枚

3枚
追加可能

追加可能

追加可能
追加可能

12枚

A4/A5カードポケット
A4/A5ダブルポケット

A4/A5アクセサリーポケット
A4/A5ドキュメントポケット


