
記録と表現を護る
CXD ＝コンサベーション・バイ・デザイン中性紙保存箱・保存用包材・接着剤



特注対応保存箱・包材

浅い箱、フォルダー、封筒 タブポートフォリオ 3

ラップロック 3

簡易たとう箱 3

フォルダー 4

プレミア・アーカイバル封筒 4

汎用性の高い箱 シェル型 5

新聞用保存箱 5

カブセ箱 6

前開きカブセ箱 6

ドキュメントボックス 6

ブックラップ 7

ファイルボックス型 ブックシュー 7

ボックスフォルダー 7

筒型 伸縮式筒箱 8

クッション付き筒箱 8

三角筒箱 8

前開きカブセ筒箱 8

カブセ箱式筒箱 8

標準筒箱 9

ガラス乾 板、レコード、CD、
マイクロフィルム用の箱

身蓋一体収納箱 9

シンクマット 10

4 フラップ・フォルダー 10

2 つ折りフォルダー 10

レコード用タブ・ポートフォリオ箱 10

マイクロフィルム用保存箱 11

窓付きの箱 ウィンドウボックス 11

大きな箱、文書箱 フロントロック文書箱 12

カブセ蓋式折り畳み文書箱 12

カブセ箱式 4 面ダブル文書箱 12

シェル型文書箱 12

ウィンドウ文書箱 13

棚入れ箱 13

額縁、絵画用の箱 差し込み保存箱 14

黄袋 14

保存額装について

グレージング 30

マットボード・マウントボード 30

フィラーボード・調湿ボード 31

ダストカバー 31

フレームシーリングテープ 31

バンパー 31

カタログ掲載のマークについて
スマートサービスで特注可能な商品

定型サイズを在庫している商品

既製保存箱・包材

アルバム
15,16リングバインダー・ボックス

/ アルバムページ

透明ポリエステル包材
16 ~18タイムケア クリスタルファイル

/ フォルダー / カバーフォルダー

木枠入りの丈夫な箱
18

ソランダー・ボックス

経済的な価格の箱
19

リダモア・エコボックス

特殊機能性包材
19コロージョン・インターセプト

保存袋 / フィルム /CD ジュエルケース

保存用収納 /展示什器

ポスター / マップケース（プラノラマ） 20

保存関連機器・素材類

接着剤 21

接着・粘着テープ 21, 22

マウント用部材 22

シーリング（バリア）テープ 22

保存品質の紙、ボード類 23~26

保存品質のフォーム材 26

保存品質のフィルム 26

特殊機能性布 27

その他部材 27, 28

コンサベーション・クリーナー 28

書籍展示用品 29

書籍サイズ計測器 29

目次



保存関連機器・素材類

211

このカタログは CXD の保存箱や包材を中心に
図書館や文書館、資料館、博物館などで使用
する消耗品をまとめたものです

CXD の保存システムは、貴重書や古文書の修復と保存に関して国際的に著名なクリストファー・クラークソンがイギリスのボドリアン
図書館の保存責任者であった 1981 年に始まります。
クラークソンは、1966 年のフィレンツェの大洪水から書籍を救い出す活動やその後のアメリカ議会図書館での保存修復課の設立な
どを通じた経験から、独自のシステムとして保存箱、フォルダー、封筒などの統合された保存システムをデザインしました。
コンサベーション・バイ・デザイン（CXD）社の創立者スチュアート・ウェルチは、クラークソンと共同で
保存用のボックスボードなど保存用品の材料の開発にあたり、彼の保存システムの実現を図りました。
その後 CXD は、大英博物館、大英図書館、オックスフォード大学図書館、英国国立公文書館、ボドリ
アン図書館、ナショナル・ギャラリー、バチカン（ローマ教皇庁）、ルーブル美術館、メトロポリタン美術館、
テート・ギャラリー、香港政庁など多くの公文書館、図書館、博物館、美術館、企業、団体などに納
入実績を持ち、保存用品と展示用品において英国王室御用達の認定を受けています。
日本では、2011 年より販売とサービスを開始し、国立公文書館、国立国会図書館他への納入実績があ
ります。

保存箱の役割は、保存の対象となる資料などの劣化の原因となる環境汚染、紫外線、害虫、水や湿気、埃などから資料を護り、保
存箱の材料自体が劣化して内容物の資料を劣化させることがなく、長期間アルカリ性を保持して資料の酸性化を防ぐことにあります。

（一部の、アルカリ緩衝剤に影響を受ける資料の場合は、アルカリ緩衝剤を添加していないノンバッファーの材料を包材に使用する必
要があります。）
保存箱はまた万一の水害や火災に対して内部の資料を護ります。
英国のある図書館の火災では、保存箱に収納されていた書籍だけが消火活動の水害から無傷で護られた報告があります。

保存箱の役割

CXD 保存箱の特徴

CXD（Conservation by Design）の保存用品

◆ 保証された品質

 PAT 合格品の中性紙ボード 

ISO、ANSI、FATG、FACTS など国際的に認知された標準に
準拠した保存材料使用

ガス吸着機能付き特注保存箱 : アメリカ議会図書館、
ゲッティ・コンサベーション研究所が認めた悪性ガス吸着機能

◆ 多様な材料

CXD ボックスボード 密度が高く硬い紙、薄くて省スペース

CXD プレミア・コルゲートボード 軽く、大サイズの箱も製作可能

マイクロチャンバーボード
酢酸、蟻酸、オゾン、亜硫酸、
アンモニアなどのガス吸着機能付きボード

◆ 頑丈

密度の高い紙を使用した潰れにくいボックスボード保存箱

◆ 経済的

自社製の材料で、機械化をはかった製造

ボックスボード 1.3mm 厚で作ったシェル型ダブルの保存箱
の耐加重テストでは、300kg を超えたところでゆがみが発
生しました。空の箱を 5 段積み、その上に約 13kg の鉄板
と加重を乗せました（写真右）。
安全荷重としては 160kg を推奨しています。しかし、カブ
セ箱なら 300kg の荷重でも余裕を持って耐えます。

箱の耐加重テスト例

荷重 1 個の重さは約 24.2kg

Photographic Activity Test Acidfree long life
papers and boards

100% Cotton FibreFine Art Trade
Guild
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スマートボックス保存箱の材料

CXD ボックスボード
CXD ヘリティッジ・アーカイバル・フォトクラフト紙を、可塑
剤を含まない EVA（エチレン・ビニル・アセテート）接着剤を使っ
て貼り重ねることで厚みを出した非常に丈夫な保存品質ボー
ドです。0.3mm（写真①）、0.65mm（写真②）、1mm（写真③④）、
1.3mm（写真⑤）の 4 種の厚みがあり、内容物の大きさや重
量に最適な厚み選んで製作することができます。
いずれも無酸でリグニンを含まず、アルカリ緩衝剤で pH は 7.5
～ 9.5 に調整され、PAT に合格しています。
空洞のないソリッドコアの CXD ボックスボードは、万一の火
災や水害に対して、コルゲートボードよりも高い保護効果を持
つことが、実際のデータからわかっています。
汚れにくく指紋もつきにくいグレーの表面紙は顔料による色付
けで褪色しにくく、水に浸かっても色が滲み出さないので資料
を汚すこともありません。1mm 厚のみパーチメント色も在庫
しています。
強度に優れていて、シェル型保存箱を 1.3mm 厚で作った場合、
弊社内のテストで耐加重 270kg を超え、積み重ねても下段の
箱が潰れません。

CXD ボックスボードと同じ原料を用いて作られた保存品質の
コルゲートボードです。約 2mm 厚の E フルート（写真⑥）、
約 2.5mm 厚の NE フルート（ダブル段、写真⑦）、約 5mm
厚の EB フルート（ダブル段、写真⑧）の 3 種類があります。
いずれもボックスボードと同様に無酸でリグニンを含まず、ア
ルカリ緩衝剤で pH は 7.5 ～ 9.5 に調整され、PAT に合格して
います。
軽量で 2450x1640mm と大きいため、大型の保存箱が作れ
るのが最大の利点ですが、万一の火災や水害に対する保護効
果は CXD ボックスボードには敵いません。

アメリカのベンブリッジ社製の、不純物やリグニンを含まな
い未使用のアルファセルロース・ファイバーで作られた 1.4mm
厚のボード（写真⑨）。pH 値は 8.9 ± 0.4 で、最低 3％のアル
カリ緩衝剤を含み、特許の有機親和性で疎水性のゼオライト
SPZ が、資料の周囲の空気中や資料自体の経年劣化で生じる
有毒ガスを吸着し、ボード内に保持する機能を持っています。

CXD プレミア・コルゲートボード

マイクロチャンバーボード

400 のデザインから選べるイージーオーダー保存箱＝スマートボックス

ヨーロッパと日本で保存の専門家が過去に作った 400 の保存箱のデザイン
から、細部に改良を加えつつ製造しています。
自由なサイズ、経済的な価格、短い製作期間で保存箱が作れます。

スマートボックスの価格

特注保存箱は経済性を優先し、基本的にはカットしたまま組み
立てず平らな状態（展開図状）の「フラットパック」でお届けします。
ご希望の場合は追加料金で組み立て済みの状態での納品も承り
ます。

価格はデザイン、材料、サイズの組み合せで決まります。

スマートボックスの組み立て

保存箱のデザインは、このリーフレットに掲載されているものを
はじめ数百点あります。
必要に応じて過去に作られたデザインの形状を変化させたり、
各部のサイズを変更したりしながら、1 点ずつ製作しています。
このカタログに掲載している保存箱のうち、スマートサービスに
よる特注製作が可能なデザインには      のマーク 、汎用の定型サ
イズが経済的な価格で用意されているデザインには　 のマーク
を表示しています。

① ボックスボード 300
0.3mm 厚

② ボックスボード 650
0.65mm 厚

③ ボックスボード 1000
1mm 厚

⑤ ボックスボード 1300
1.3mm 厚

⑥ プレミアコルゲート E
2mm 厚

⑦ プレミアコルゲート NE
2.5mm 厚

⑧ プレミアコルゲート EB
5mm 厚

⑨ マイクロチャンバーボード
1.4mm 厚
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簡易たとう箱
ラップ・ロックを簡易に作りました。書籍や資料サイズに合わせて製作します。

ハーフカバーフルカバー エコノミー
20 ～ 50mm 厚程度で軽量の資料にお勧
めします。帙の代わりにご使用ください。

厚み部分に折り代の耳がついているので、
横からの圧迫にも強く、変形しにくい構造
です。20 ～ 70mm 程度の厚さの資料に
お勧めします。脆い資料の収納にも適し
ています。

厚さ 20mm 以上の資料にお勧めします。
フォルダーやファイル、封筒に入った資料
の保存にも安全にお使いいただけます。
経済的な価格も魅力です。

浅い箱、フォルダー、封筒

タブ・ポートフォリオ
四方帙のように資料を包み込む形式で、1 枚のボードから作
る書類はさみ（ポートフォリオ）です。貼り合わせも段差もな
い組み立て式。厚さ 5mm から製作可能で、薄い書籍をポー
トフォリオに入れることによって、棚に立てて収納できます。
素材は、厚さ 20mm くらいまではボックスボード 0.65mm、
厚さ 20mm 以上で A4 サイズ以上にはボックスボード 1mm
厚を推奨します。

ラップ・ロック
たとうのように、資料を包み込んで箱になる形状です。大英
図書館で採用されているデザインで、タブ・ポートフォリオに
収納するよりもやや厚い、20mm 以上の厚さの資料にお勧め
します。厚み部分の角に折り代の耳が出ていて、変形しにくい
構造です。

写真サンプル

サイズ W222 x H160 x S10mm

材料 CXD ボックスボード 650

写真サンプル

サイズ H222 x W160 x S30mm

材料 CXD ボックスボード 650

写真サンプル

サイズ H222 x W160 x S30mm

材料 CXD ボックスボード 650

写真サンプル

サイズ H222 x W160 x S30mm

材料 CXD ボックスボード 650

写真サンプル

サイズ H222 x W160 x S30mm

材料 CXD ボックスボード 650

薄い書籍

ファイルやフォルダーに入れた 1 枚ものや薄い資料など

典籍古文書 雑誌 版画 / 絵画

W

H

S

W

H

S

W

H

S

W

H
S

WH

S
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フォルダー
薄い書籍や 1 枚ものの資料、文書、絵画などを挟んで保持し、破損や紛失から護ります。
90gsm、120gsm、230gsm のフォトクラフト紙製のファイルや封筒もセットにできます。

フォルダー  ボードのみ フォルダー  ファイル付き
（フォトクラフト紙 120gsm）

フォルダー  封筒付き
（フォトクラフト紙 120gsm）

プレミア・アーカイバル封筒
規格サイズ在庫あり
120gsm の CXD ヘリティッジ・アーカイバル・フォトクラフト紙（PAT 合格）
を使用した封筒です。写真ネガや紙焼き写真、書類の長期保存にお使いい
ただけます。
サイドで貼り合わせ、短辺に 51mm 幅のフラップを付けた縦長の形状です。
フラップに糊はついていません。

品番 サイズ（ WxH ） 対応

FDAF-EN0912 229 x 305mm A4（角 2）

FDAF-EN0710 191 x 267mm B5（角 3）

FDAF-EN0069 152 x 229mm A5（角 6）

写真サンプル

サイズ H222 x W160 x S5mm

材料 CXD ボックスボード 650

写真サンプル

サイズ H222 x W160 x S5mm

材料 CXD ボックスボード 650

フォトクラフト紙 120gsm

写真サンプル

サイズ H222 x W160 x S5mm

材料 CXD ボックスボード 650

フォトクラフト紙 120gsm

薄い書籍

ファイルやフォルダーに入れた 1 枚ものや薄い資料など

典籍古文書 雑誌 版画 / 絵画

ヘリティッジ・アーカイバル・フォトクラフト紙スペック情報

◆ 酸もリグニンも含まない（ASTM D1030/ISO 302）

◆ 炭酸カルシウムを平均 3％添加、pH7.5 ～ 9.5（ノンバッファータイプはアルカリ緩衝剤無添加、pH6.5 ～ 8.5）

◆ 耐光性と色にじみ防止（ブルーウール・スケール・テスト 5 分以上）

◆ 内添サイジング：中性アルキルケテンダイマー ／ 外添サイジング：澱粉でのタブサイジング

◆ アルファセルロース 87％以上、長繊維

◆ 還元性硫黄 0.0008％未満（TAPPI T406）

◆ 蛍光増白剤無添加

◆ PAT（ISO 18916）とシルバーターニッシュテスト（ASTM D2043）に合格

浅い箱、フォルダー、封筒

W

H

W

H

S

W

H

S
W

H

S
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スマートボックス　特注対応保存箱・包材

シェル型

1 枚のボードから切り出された身と蓋が貝（シェル）のように一体になっ
ています。蓋をあけると蓋と身の接合部が平らに開くので、資料を安
全に出し入れできる構造です。棚に立てても、横にして積み重ねても
収納できます。
CXD ボックスボード、CXD プレミア・コルゲートボード、ガス吸着機
能付きマイクロチャンバーボードを使い、自由なサイズで 1 個からご
注文いただけます。

身の前面に加え、左右も二重壁にして耐久性を高め

ました。厚みと重量がある資料の収納や、積み重ね

ての保管に適しています。厚みのある資料を入れて平

置きで保管する場合、蓋の高さを身より低くすると開

閉が楽です。オプションとして文化鋲や紐を取り付け

ることもできます。

シェル型シングル

シェル型ダブル

身と蓋の前面は二重壁、左右は一重壁のシンプルな

形状です。価格を抑えたいときに最適です。

シェル型シングル

シェル型ダブル

シェル型ダブル

新聞用保存箱
重量のある新聞を、数週間から数か月分まとめて保管できる
保存箱です。シェル型の構造を生かし、平らになる身と蓋の
接合部から新聞を出し入れします。

汎用性の高い箱

品番 サイズ ( HxWxS ) 対応 素材

BXPA-DS3754 190 x 143 x 64mm 5x7

1.3mm 厚
CXD ボックスボード

BXPA-DS3363 270 x 216 x 64mm 8x10

BXPA-DS3364 317 x 266 x 64mm 10x12

BXPA-DS3368 371 x 293 x 64mm 11x14

BXPA-DS3365 420 x 319 x 64mm 12x16

BXPA-DS3366 520 x 420 x 64mm 16x20

BXPA-DS3367 622 x 522 x 64mm 20x24

BXPA-DS0817 311 x 222 x 70mm A4

BXPA-DS6083 365 x 242 x 100mm

BXPA-DS6101 497 x 347 x 64mm A3 ノビ

BXPA-DS8167 520 x 420 x 30mm 16x20

1mm 厚
CXD ボックスボード

BXPA-DS8168 622 x 522 x 30mm 20x24

BXPA-DS8169 311 x 222 x 30mm A4

BXPA-DS8170 432 x 311 x 30mm A3

BXPA-DS8171 497 x 347 x 30mm A3 ノビ

BXPA-DS8172 606 x 434 x 30mm A2

特寸オーダーも可能

写真サンプル

サイズ H222 x W160 x S100mm

材料 プレミアコルゲート NE

写真サンプル

サイズ H222 x W160 x S30mm

材料 プレミアコルゲート E

日本でも欧米でも代表的な形の保
存箱で、組み立て式の定型サイズ
を豊富に在庫しています（規格サイ
ズ在庫品は全てシェル型ダブル）。

写真サンプル

サイズ W423 x H597 x S50mm

材料 CXD ボックスボード 1000

ダブルウォール：
前面と左右側面が 2 重になって
いるため強度が増します

一重壁

二重壁

ファイルやフォルダーに入れた 1 枚ものや薄い資料など

典籍書籍貴重本 新聞 布作品

W

H

S

W

H

S

W
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ドキュメントボックス
棚から引っ張って取り出しやすいよう、タブを付けました。
1 個から自由なサイズで製作します。

取っ手付ドキュメントボックス
イギリスでは、フォルダーに入れた新聞紙をこの箱に縦入
れして保管しています。

カブセ箱
身と蓋が分かれる構造の、最も代表的な保存箱です。深さが
増すと文書箱と同じ役目を果たします。1 個から自由なサイズ
で製作します。蓋の高さも指定できます。身よりも蓋を浅く作
ると開けやすく、資料の出し入れが容易です。棚に立てて収
納する場合は蓋と身の高さを同じにします。平置きにして積
み重ねる場合も、蓋を身の高さと同じにすると耐荷重が増し
ます。
※弊社社内実験ではプレミアコルゲート2.5mm 製の空のカブセ箱
を 5 段重ね、その上に 345kg の重しを載せてもつぶれませんでし
た。身と蓋を分けて製作するカブセ箱は、大きなものでも接着剤
を使用せずに作ることができるので、大型資料の保存に重宝しま
す。2450 x 1460mm のコルゲートボードを使用すると 2M を超える
サイズの箱を作ることができます。

前開きカブセ箱
カブセ箱とほぼ同じ構造ですが、中身が取り出しやすいよう
に、身の前面の壁が倒れるように開く差し込み式になってい
ます。本は背表紙を持って、タイトルを確認しつつ取り出せます。
新聞なども安全に収納でき、取り出すときに資料の端を曲げ
る必要がありません。取り出しが簡便な分、サイズの余裕＝
隙間を少なく製作することで、揺れなどによる収納物の破損
を防ぐ効果もあります。身と蓋を合わせると壁が 3 重になるた
め、重ねて収納する際の強度にも優れます。
前開きカブセ箱もカブセ箱と同様に、大きなサイズの製作が
可能です。蓋の高さも自由に指定できます。
屏風や襖、絵画、額縁にも適しています。

汎用性の高い箱

写真サンプル

サイズ W222 x H160 x S100mm

材料 プレミアコルゲート NE

写真サンプル

サイズ H222 x W160 x S100mm

材料 プレミアコルゲート NE

写真サンプル

サイズ W222 x H160 x S30mm

材料 プレミアコルゲート E

蓋の高さ：30㎜

蓋の高さ：100㎜
（身と同じ高さ）

長辺開き

短辺開き

写真サンプル

サイズ W372 x S107 x H277mm

材料 プレミアコルゲート NE

写真サンプル

サイズ W460 x S70 x H360mm

材料 CXD ボックスボード 1300

雑誌 / カタログ

ファイルやフォルダーに入れた 1 枚ものや薄い資料など

書籍 衣類版画 / 絵画地図 立体物 額縁 屏風 / 襖

タブ

W

H

S

W

H

S

W
H

S

W
H

S
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スマートボックス　特注対応保存箱・包材

ブックラップ
身側の収納物を入れる周りに厚さ 25mm の衝撃吸収壁を付けた、身と蓋が一体型の保存箱です。
取り扱いに注意が必要な、もろい資料の保存に適しています。
接着剤を使用せず、積み重ねにも強い構造です。

ブックシュー
書架からの出し入れ時に書籍などの底面や側面が擦れて傷む
のを防ぐカバーです。保存箱と違い、背表紙が見えます。側
面が長方形で本の表紙と裏表紙を全て覆うので、しっかりと
保護します。厚みとサイズを指定して、1 個から特注すること
ができます。

背表紙と表紙 / 裏表紙の一部が見えるデザインのブックシュー
です。

三角ブックシュー

ボックスフォルダー
雑誌など、薄い冊子をまとめて入れるためのフォルダーです。
棚のスペースなどに合わせ、自由なサイズで製作可能です。

写真サンプル

サイズ W150 x H100 x S30mm

材料 CXD ボックスボード 650

上

写真サンプル

サイズ W222 x H160 x S30mm

材料 CXD ボックスボード 650

下

三角ブックシュー

ブックシュー

写真サンプル

サイズ H222 x W160 x S40mm

材料 CXD ボックスボード 1000

ブックシュー：左

写真サンプル

サイズ H222 x W160 x S80mm

材料 CXD ボックスボード 1300

ブックシュー：右

写真サンプル

サイズ H185 x W160 x S40mm

材料 CXD ボックスボード 1000

三角ブックシュー

写真サンプル

サイズ H222 x W160 x S60mm

材料 CXD ボックスボード 1300

背面 前面

ファイルボックス型 雑誌 / カタログ書籍

W

H

S

W

H

S

W

H

S

25mm
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スマートボックス　特注対応保存箱・包材

伸縮式筒箱
長さが調節できる定形サイズの保存箱です。
身よりも長い収納品でも蓋の位置を加減することで安全に収納できます。
筒箱を重ねた状態から身を引き出すことができるので、取り出しも容易です。
3 種類の規格品（1.3mm 厚ボックスボード製）を在庫していますが、
指定サイズでの特注も 1 箱から承ります。

品番 W H x S

BXCT-TT3375 800 ～ 1500mm 100x100mm

BXCT-TT5143 800 ～ 1500mm 120x120mm

BXCT-TT3923 800 ～ 1500mm 150x150mm

三角柱形の筒箱で、両端から収納物を出し入れします。
隙間なくコンパクトに積み重ねて保管場所を有効活用すること
ができ、価格も経済的です。
収納物の直径と長さ（いずれも + 余裕）をお知らせください。

三角筒箱

カブセ箱（P.6) を細長くしたデザインです。軸作品や刀剣など、
長い形状の収納物に最適です。蓋の高さを指定することがで
き、身よりも浅く作ると開けやすくなります。オプションで紐
や緩衝材、軸受けを追加することもできます。

カブセ箱式筒箱

筒型

前開きカブセ筒箱
前開きカブセ箱（P.6) を細長くした、人気の高い筒箱です。
蓋を取り外して、身の一辺（指定可能）を前に倒して開くことで、
収納品を安全に出し入れすることができます。短辺開きと長
辺開きの 2 種類から選べ、蓋の高さも指定できます。

短辺開き

長辺開き

写真サンプル

サイズ H337 x 直径 70mm

材料 CXD ボックスボード 1000

特寸オーダーも可能

クッション付き筒箱
伸縮式筒箱のように身を引き出す形式ですが、身がカブセ箱
と同じ形状になっていて、上から作品を出し入れできるように
しました。身の両端に付けられたクッションが、作品を保護
します。箱を積み重ねた状態でも、下部の収納物を簡単に取
り出すことができます。オプションで軸受けも付けることがで
きます。

写真サンプル

サイズ H85 x S85 x W450mm

材料 CXD ボックスボード 1300

※軸受はオプション（追加料金）

※軸受はオプション（追加料金）

プラスタゾート軸受
（オプション）

写真サンプル

サイズ W337 x H70 x S70mm

材料 プレミアコルゲート E

地図 刀剣巻子 掛け軸 経典類 設計図 ポスター

ボックスボード軸受
（オプション）

プラスタゾート軸受
（オプション）

収納物の直径

写真サンプル

サイズ H337 x W70 x S70mm

材料 プレミアコルゲート E

長辺開き

写真サンプル

サイズ W337 x H70 x S70mm

材料 プレミアコルゲート E

短辺開き

W

H

S

H

W

H

S

W

H
S

W

H

S

W

H

S
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スマートボックス　特注対応保存箱・包材

日本の図書館様からのご指定で製作しました。
接着剤と留め具類を一切使用しないのが特徴で、安心して使用でき、コンパクトに収納できます。
長手部分から軸 / 巻子を取り出せるため、取り出すときに収納物が箱と擦れて傷む心配がありません。

標準筒箱

身蓋一体型保存箱 プラスタゾート付き
ガラス乾板を立てて収納するためにプラスタゾート製の仕切りを内蔵した、身蓋
一体型保存箱です。指定サイズで 1 個から製作可能。オプションとして、ノンバッ
ファーのフォトン紙やフォトクラフト紙で作った 4 フラップフォルダ―（P.10）や
2 つ折りフォルダー（P.10）、ブックマットを付けることもできます。

ガラス乾板、レコード、CD、マイクロフィルム用の箱

写真サンプル

サイズ W337 x S70 x H70mm

材料 CXD ボックスボード 1000

プラスタゾート軸受
（オプション）

写真サンプル

サイズ W140 x L130 x H110mm

材料 CXD ボックスボード 1300

プラスタゾート10mm 厚

マイクロフィルムガラス乾板 レコード CD

地図 刀剣巻子 掛け軸 経典類 設計図 ポスター

写真サンプル

サイズ S75 x H75 x W450mm

材料 CXD ボックスボード 1000

※軸受はオプション（追加料金）

W

H

L

W

H

S
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スマートボックス　特注対応保存箱・包材

4 フラップ・フォルダー
十字型の 5 面でたとうのようにガラス乾板などを包み込むフォルダーです。
規格サイズのフォルダーは、100％コットンラグ製の 250gsm のフォトン紙で
作られています。フォトン紙はノンバッファーで pH は 6.7、PAT に合格してい
ます。世界で初めてペーパーフィルターを作ったムンクテル製紙が製造するこ
の紙は、つや出し加工をせず通気性を最大限に高めてあるので、写真などの
資料の経年変化による放出ガスが包材から抜けやすくなっていて、資料が経
年での自壊作用を起こしません。

2 つ折りフォルダー
写真ガラス乾板などを挟んで収納保存する、2 つ折りのブッ
ク形状のフォルダーです。素材はフォトクラフト紙またはフォト
ン紙よりお選びください。素材について詳しくは P.24 をご参
照ください。

レコード用タブ・ポートフォリオ箱
レコードをたとう式に収納します。

立てて保存することができないガラス乾板を寝かせて収納す
るための包材です。マットにガラス乾板を収めるための窪み
を付けてブックマット状に仕立てました。
1 枚から指定サイズで製作します。何枚かまとめて前開きカブ
セ箱に収納することをお勧めします。

シンクマット

フォトン 間紙（合紙）80g

写真サンプル

サイズ W132 x H157 x 5mm

材料 CXD ボックスボード 1300

プレミアコルゲート EB

写真サンプル

サイズ W318 x H318 x S15mm

材料 CXD ボックスボード 1000

写真サンプル

サイズ W112 x H137mm

材料 フォトクラフト紙ノンバッファー

フォトン 4 フラップ・フォルダー

マイクロフィルムガラス乾板 レコード CD

◆ 純粋なコットンリンター由来の 100％コットンファイバー製

◆ サイジングなし

◆ ノンバッファー、pH6.7

◆ 表面のつや出し加工をせず、最高の通気性を確保

◆ 蛍光増白剤無添加

◆
PAT（ISO 18916）と
シルバーターニッシュテスト（ASTM D2043）に合格

◆ 還元性硫黄 0.001％未満

フォトン紙スペック情報

フォトン 間紙

フォトン 4 フラップ・フォルダー

ノンバッファー

ガラス乾板、レコード、CD、マイクロフィルム用の箱

W
H

S

W

H

W

H

オーダーサイズのみ可能
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スマートボックス　特注対応保存箱・包材

マイクロフィルムを保管するための小さな箱です。マイクロチャ
ンバーボードで製作することで、ビネガーシンドロームの進行
を抑える効果があります。

35mm、16mm マイクロフィルム用ボックス

ウインドウ・ボックス ポリエステルフィルム仕様
蓋にポリエステルフィルムの窓が開いたカブセ箱で、開けずに中の収納品
を確認することができます。フィルムは接着剤を使わず、ボードに中から
挟み込んでいます。
サイズ指定の特注品は帯電防止ではありませんが、より透明度の高いフィ
ルムを使用します。素材は 0.65mm 厚のボックスボードです。窓のサイ
ズは 1 辺あたり 15cm 程度までが推奨されます。窓なしもできます。

ウインドウ・ボックス アクリル仕様
ポリエステルフィルムの代わりにアクリル板を使用したウインドウ・ボック
スです。強度が必要な場合にお勧めします。
箱本体はプレミア・コルゲート2.5mm などで製作します。

窓付きの箱

写真サンプル

サイズ 35mm 用：W100 x H100 x S45mm

16mm 用：W100 x H100 x S25mm

材料 CXD ボックスボード 650

マイクロチャンバーボード

写真サンプル

サイズ H222 x W160 x S100mm（蓋 50mm）

材料 CXD ボックスボード 650

アクリル

マイクロフィルムガラス乾板 レコード CD

昆虫 立体物工芸品陶器人形

W

H

S

W

H

S

W

H

S

オーダーサイズのみ可能
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スマートボックス　特注対応保存箱・包材

フロントロック文書箱
前面に差し込み口が付いていて扉を閉じる形式の文書用大型
保存箱です。A4、B4 などの資料や書籍をまとめて収納でき
ます。接着剤を使わない組み立て式で、上下左右ともに表面
に凹凸がないデザインなので棚にすっきり収まりかさばりませ
ん。棚や収納スペースに合わせて、1 箱から自由なサイズで注
文できます。オプションで持ち手穴や持ち手穴用小判手を付
けることもできます。

カブセ蓋式折り畳み文書箱
身と蓋に分かれた文書箱で、身の部分は折り畳んで収納でき
るよう、底が組み込み式になっています。側面 1 箇所と底 2
箇所が接着されていて、広げるだけで簡単に組み立てられま
す。4 面とも側面途中まで折り返しがあって丈夫です。蓋の高
さは 50mm が標準ですが、指定もできます。経済的な価格も
魅力です。

カブセ箱式 4 面ダブル文書箱
大型のカブセ式文書箱です。書籍や書類はまとまると非常に
重くなるので、強度増しのために身の側面は 4 面とも底まで
二重に折り込んであります。身も蓋も接着剤を使わず 1 枚の
ボードから製作します（但し大きなサイズでは採り都合により
接着が必要な場合もあります）。蓋の高さは 50mm が標準で
すが、指定も可能です。オプションで持ち手穴や持ち手穴用
小判手を付けることもできます。

シェル型文書箱 接着なし
シェル型保存箱を大きく深くした文書箱です。身蓋一体型は、
移動するときに蓋が外れることもなく、シンプルで使いやす
い構造です。接着剤を使用せず 1 枚のボードから作るので、
収納品を安全に保存することができます。蓋の高さは 50mm
が標準ですが、指定もできます。オプションで持ち手穴や持
ち手穴用小判手を付けることもできます。

シェル型文書箱 大型・接着あり
1 枚のボードから製作できないサイズの場合、いくつかのパー
ツに分けて切り出したものを接着して作ることができます。蓋
の高さは 50mm が標準ですが、指定も可能です。オプション
で持ち手穴や持ち手穴用小判手を付けることもできます。

大きな箱、文書箱

写真サンプル

サイズ L320 x W220 x D250mm

材料 プレミアコルゲート NE

写真サンプル

サイズ L320 x W220 x D250mm

材料 プレミアコルゲート NE

4 面ダブルウォール：
全ての側面が底まで 2 重に
なっているため非常に強度
が増します

小判手

※小判手はオプション（追加料金）

立体物書籍 書類

サンプルはオプションの持ち手穴
を開けてあるものです

写真サンプル

サイズ L320 x W220 x D250mm

材料 プレミアコルゲート NE

※持ち手穴はオプション（追加料金）

W

D

L

W

D

L

W

D

L

画像調整中
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スマートボックス　特注対応保存箱・包材

ウィンドウ文書箱
ポリエステルフィルムの窓を付け、書籍・資料などの内容物が
見えるように工夫した文書箱です。書架や棚、コンテナに合
わせ、自由なサイズに製作でき、オプションで持ち手穴を付
けることもできます。

フロントロック式棚入れ箱
前面下部に付いた差し込み口で、跳ね上げ扉を留める形式の
大型棚入れ保存箱です。1 枚のボードから作り、接着剤を使
用せずに組み立てられます（大きいサイズの場合は接着が必
要）。蓋の出っ張りがなく、棚にすっきりと収納できます。1
箱から自由なサイズで製作でき、オプションで持ち手穴を付
けることもできます。

ひねり留め具付き棚入れ箱
前面扉の重なり部分に、鞄などに使われるひねり留め具を付
けて固定します。1 枚のボードから採れるサイズであれば接着
剤なしで組み立てられます。持ち手穴などのオプションも加え
られます。

写真サンプル

サイズ L410 x W230 x D310mm

材料 プレミアコルゲート NE

ポリエステルフィルム

写真サンプル

サイズ L410 x W230 x D310mm

材料 プレミアコルゲート NE

写真サンプル

サイズ L410 x W230 x D310mm

材料 プレミアコルゲート NE

立体物書籍 書類

W

D

L

W

D

L

W

D

L
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スマートボックス　特注対応保存箱・包材

額縁、絵画、屏風、襖など、大型作品の保管に最適です。棚
に箱を並べたまま、蓋を開けて収納品を引いて取り出すこと
ができます。蓋には樹脂製の文化鋲が付きます。作品の状態
や大きさによって、短辺開きか長辺開きを選択してください。
組み立て済みで出荷します。1 箱から指定サイズで製作します。

差し込み保存箱　縦長・短辺開口 / 横長・長辺開口 黄袋
作品や額縁を差し込み箱から引き出す際、擦れないよう保護
する袋です。本ウコン染めです。
既製サイズをいくつか用意しており、通常は大きさが近くて
少し緩いものをお届けしますが、サイズ指定で製作すること
もできます。

スマートボックスのオプション

保存箱の特注サービス「スマートボックス」には豊富なオプション仕様が用意されています。

額縁、絵画用の箱

プラスタゾート

発泡剤を使わず高圧窒素注入で製造された、安全なポリエチレン
フォーム材です。収納物を衝撃や擦れから効果的に保護します。保
存箱の内側に貼り付けて緩衝壁にする他、デザインナイフなどで立
体物に合わせてカットすることもできます。
軸受けにも最適です。
3mm、5mm、10mm、15mm、20mm、
30mm の 6 種の厚みがあります。
プラスタゾートの詳しい説明は P.26 をご参
照ください。

小判手

箱を持ち上げるときに手をかける穴に取り付ける
樹脂製のパーツです。手に紙の切り口が当たらな
いので、安全で持ちやすく、耐久性も増します。

接着

接着剤を使った貼り合わせや組み立ての加工も承ります。CXD ボッ
クスボードやプレミア・コルゲートの製造に使われているものと同
じエバコン（詳細 P.21）と PP ホットメルトのいずれかを選択する
ことができます。

テープ貼り

ブックマット加工や箱の切り口の巻き込み仕上げなど、テープを使っ
た貼り加工も可能です。フィルムプラスト P90（詳細 P.21）、タイベッ
クテープなどの保存品質無酸テープの他、額縁や木枠など木質の
素材からのアシッド・マイグレーション（酸性物質の転移）を防ぐた
めのシーリングテープ（目貼り用）もあります（詳細 P.22）。

収納品損傷の原因となる有害物質を吸着する機能を持つ CI フィル
ム（詳細 P.19）、活性炭フェルト、マイクロチャンバーボード（詳細 P.30）
や、ノンバッファーで写真の保存に最適なフォトン紙（詳細 P.24）
を箱のライナー（内張り）や底板として追加することができます。

CI フィルム、活性炭フェルト、
マイクロチャンバーボード、フォトン紙

写真サンプル

サイズ  460 x 610 mm

材料 天然ウコン染め黄袋

※差し込み保存箱は別売り

差し込み保存箱
（別売り）

額縁 屏風 / 襖 大型作品

画像調整中
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既製保存箱・包材

リングバインダーとアルバムページ
色々なサイズの資料・文書などをテーマ毎、年度毎、地域毎などで分類し、
かつ資料の公開に応えやすい、アルバムページとリングバインダーの組み合わ
せです。
本のページをめくるように資料の閲覧ができ、資料に直接触れませんので、
指の汚れなどで資料を劣化させることがありません。
アルバムページに使用されているのはポリエステルとポリエチレンをラミネー
トした透明度の高い 75 ミクロンの HCL フィルムで、（但し PYRPSE0320 のみ
80 ミクロンのメリネックス 100％ポリエステル製）様々なサイズのポケットが
揃っていますので、ポケットのサイズに合わせて多種の資料を入れることがで
きます。可塑剤や悪性ガスを発する添加剤を含まず PAT に合格した素材です。
バインダーのメカニズムは D 型の 4 穴ニッケルクロームで、錆びにくく半永久
的に開け閉めの強度が保たれます。
リングにアルバムページを綴じてバインダーを閉じるとそのまま中性紙保存箱
となり、埃や有害物を防ぎ、収納棚に立てることも積み重ねることも可能です。

ミュージアム・リングバインダー・ボックス
リングバインダー・シリーズの最高峰で、写真ネガなどデリケー
トな素材の保管に最適です。還元性硫黄が 5ppm 以下で PAT
に合格、湿気に強く、害虫を寄せ付けない黒のバクラム仕上げ。
他のシリーズのリングバインダー・ボックスより厚く密度の高い
ボードが使われ、強度が高くなっています。A4 対応。

品番 サイズ 対応

BXTC-MB0001 345 x 325 x 65mm A4

アルバム 版画

写真ネガフィルム /35mm ポジフィルム

CD

カード / はがき

リーフレット 紙焼き写真

切手

W

H

S
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既製保存箱・包材

1.3mm 厚の CXD ボックスボードで作られたシェル型の保存箱にリングを取
り付けた、経済的なリングバインダー。
無酸でリグニンを含まず、塩素分子や還元性硫黄を殆ど含んでいません。
蛍光剤を使用せず PAT に合格しています。
A4、A3、B4 に対応。

ライブラリー・リングバインダー・ボックス

品番 サイズ（ HxWxS ） 対応

BXLR-BX4015 325 x 310 x 55mm A4

BXLR-BX4098 465 x 400 x 57mm A3

BXLR-BX4099 390 x 330 x 57mm B4

PYRPBI0310A3 PYRPSE0320A3

版画

写真ネガフィルム /35mm ポジフィルム

CD

カード / はがき

リーフレット 紙焼き写真

切手

PYRPAS0100A4
書籍・コミック・写真など

PYRPAS0201A4
封筒・写真

PYRPAS0200A4
書籍・コミック・写真など

PYRPAS0102A4
ポストカード・写真

PYRPAS0301A4
35mm フィルム・ネガ

A4 PYTCR P7606
カード・写真

PYTCRP7615A4
スライド

PYRPAS0205A4
35mm ポジフィルム

開口部がリング用穴の左側に
あり、リングバインダーに収
納すると資料が落ちません。

W

H

S

アルバムページ

品番 ポケット数 サイズ / ページ外寸 ポケットサイズ ポケット口 素材

PYRP-AS0100 1 A4 H318 x W260mm H303 x W227mm 横 HCL（75 ミクロン）

PYRP-AS0200 1 A4 H318 x W260mm H299 x W229mm 上 HCL（75 ミクロン）

PYRP-AS0201 2 A4 H318 x W260mm H142 x W229mm 上 HCL（75 ミクロン）

PYRP-AS0102 4 A4 H318 x W260mm H151 x W110mm 横 HCL（75 ミクロン）

PYTC-RP7618 4 A4 H317 x W260mm H73 x W229mm 上 HCL（75 ミクロン）

PYRP-AS0301 7 A4 H318 x W260mm H34 x W230mm 上 HCL（75 ミクロン）

PYTC-RP7606 8 A4 H318 x W260mm H76 x W112mm 横 HCL（75 ミクロン）

PYTC-RP7615 12 A4 H318 x W260mm H76 x W66mm 上 HCL（75 ミクロン）

PYRP-AS0205 20 A4 H318 x W260mm H51 x W52mm 上 HCL（75 ミクロン）

PYRP-BI0310 1 A3 H441 x W338mm H422 x W305mm 上 HCL（75 ミクロン）

PYRP-SE0320 1 A3 H430 x W320mm H426 x W301mm 横
（セキュリティ）

ポリエステル
（80 ミクロン）



保存関連機器・素材類

2117
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タイムケア ® クリスタルファイル
透明のポリエステル製ファイルで、資料を挿み中性紙保存箱に入れて保管します。
取り扱い中に指の汚れなどが資料につかず、埃や有害物質から資料を護れて閲覧にも益します。
素材は PAT に合格した 0.08mm 厚のポリエステル製です。ヨーロッパの保存修復家に人気の高いメ
リネックス ® ブランドの商品で、透明度、強度、硬度が高く、劣化で黄変したり、弾力性がなくなっ
て脆くなったりしません。
L 型開きで資料が入れやすく、落ちにくい構造です。
様々な規格サイズを在庫しており、断裁によるサイズ変更も可能です。
※薄くてデリケートな素材のため、輸送中に多少の擦り傷や凹みが生じることがありますが、
許容範囲とさせていただきます。

タイムケア  クリスタルフォルダー
中性紙のベースに、透明ポリエステル・フィルムの表面カバーが貼られたフォルダーです。
中性紙は 260g の無酸、無リグニン、蛍光剤不使用の高アルファセルロース製の紙で、アルカリ緩衝
剤で pH7.5 に調整されています。
台紙は写真や書類をしっかり支え、調湿の役割やバックボードとして展示の見栄えも良くします。
表面は 0.08mm 厚のメリネックス ® のポリエステル・フィルムで、透明度が高く、直接資料に触らずと
も閲覧できます。

品番 サイズ 対応

FDAR-PR2430 310 x 250mm 三方開き

FDAR-PR3040 410 x 310mm 三方開き

FDAR-PR4050 510 x 410mm 三方開き

FDAR-PR5060 610 x 510mm 三方開き

FDHE-PO0121 1200 x 800mm 長手一辺開き

透明ポリエステル包材 地図 設計図書類 版画 カード / はがき紙焼き写真 図版 / 浮世絵

地図 設計図書類 版画 カード / はがき紙焼き写真 図版 / 浮世絵

経年で弱くなってきた１枚ものの資料など

品番 サイズ 対応

PYSP-OA0006 115 x 158mm  L 型開き ポストカード

PYSP-OA0053 133 x 184mm L 型開き 5x7 インチ

PYSP-OA0009 210 x 260mm L 型開き 8x10 インチ

PYSP-OA0010 260 x 311mm L 型開き 10x12 インチ

PYSP-OA0011 286 x 362mm L 型開き 11x14 インチ

PYSP-OA0012 311 x 413mm L 型開き 12x16 インチ

PYSP-OA0013 413 x 514mm L 型開き 16x20 インチ

PYSP-OA0014 514 x 616mm L 型開き 20x24 インチ

PYSP-OA0007 152 x 229mm L 型開き A5

PYSP-OA0008 229 x 311mm L 型開き A4

PYSP-OA0015 305 x 429mm L 型開き A3

PYSP-OA0016 428 x 603mm L 型開き A2

PYSP-OA0017 603 x 853mm L 型開き A1

PYSP-OA8419 850 x 1200mm L 型開き A0

PYSP-OA0018 762 x 1014mm L 型開き

100M 巻ロールタイプ … PYAP-RO7510（サイズ：1067mm 幅 x 100M 巻）
50cm 単位でカット販売もしています。くわしくは P.26 をご覧ください。
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既製保存箱・包材

タイムケア ® クリスタル・カバーフォルダー
400gsm の無酸紙で作ったフォルダーの内部に 75 ミクロンのメリネッ
クス ® ポリエステル・フィルムのカバーを取り付けました。台紙とフィ
ルムは接着剤を使わず熱加工で貼り付けられています。
フォルダーを開いて中の資料を閲覧する際にも、資料が透明フィルム
で保護されます。紙製のフォルダーは資料をしっかりと支え、調湿効
果もあります。

品番 サイズ

FDST-DP3343 410 x 310mm

地図 設計図書類 版画 カード / はがき紙焼き写真 図版 / 浮世絵

経年で弱くなってきた１枚ものの資料など

透明の保存用包材について
樹脂製の包材は中身が見えるので書類や写真の収納に便利ですが、全
ての樹脂素材が長期保存に使えるわけではありません。PVC（ポリ塩化
ビニル）のように柔軟性を出すために大量の可塑剤が使われている素
材は、時間が経つと可塑 剤が表面に移ってきて、酸 性のネバネバした
物質になって、中の資料に付着してしまいます。ポリプロピレンの多く
は使 用後に再生されるため不純物が含まれます。また、製造工程をス
ムーズにするために油脂を含む酸性のスリップコーティングが使われるため、
長期保存用には使うことができません。
写真や資料の長期保存には、再生原料を含まない原料から作られ、可塑剤
やガス放出の恐れのあるその他の添加物を含まず、スリップコーティングの
付いていない樹脂素材以外使うべきではありません。

ポリエステルは最も安定性が高く、化学的に不活性な樹脂素材として知ら
れ、長期保存用の包材によく使用されています。透明度が高く強度と硬度
も優れています。ポリプロピレンやポリエチレンに比べて発火点が高いた
め、万一の火災時にもより高い保護効果を発揮することが認められていま
す。メリネックス ®（Melinex®）やマイラー ®（Mylar®）ブランドが最も有名で、
透明度と純度の高さ、劣化のしにくさがコンサバターに評価されていますが、
熱加工に適した温度の幅が非常に狭いため、仕切りの多いアルバムページ
など複雑な形状の包材を作るのが難しい素材でもあります。CXD タイムケ
アのアルバムページに使われている HCL（High Clarity Laminate ＝高透明
度ラミネート）は、ポリエステルとポリエチレンをラミネートした素材で、ポ
リエステルの特性を保ちながら、複雑なデザインの加工を可能にしました。

パステルや木炭などの描画材料は、表面にしっかりと固着し
ないため、樹脂製の包材に入れるべきではありません。
樹脂が帯電すると描画材料の粒子が作品の表面から剥がれて
しまうからです。これは劣化によって表面が脆くなった写真な
どにも同様のことが言えます。

注意

劣化の見られる硝酸塩やアセチルセルロースのネガも樹脂製
包材には入れられません。有害ガスが包材の中にこもってし
まいます。このような資料には通気性の良いフォトン紙で作ら
れた包材をお勧めします。注意
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プラノラマ　保存用収納 / 展示什器

プラノラマ ®
保存仕様で、大サイズの図版などの収納や資料を展示しながらの収納
ができるユニット式の什器です。
什器のサイズや引き出しの数などを自由に設計でき、安定性が高く、安
全であることが証明されている素材だけを使い、紫外線、汚染物質、
埃から資料や作品を保護します。
1970 年代にオランダ国立公文書館に納入したのが最初で、その後は英
国国立公文書館、大英図書館、大英博物館、ルーブル美術館、テート・
ブリテンなどで採用されています。

プラノラマ ® の特徴

◆ アノダイズ仕上げで美しく、硬く、掃除も簡単な表面。

◆ 10 ｍｍ～ 108 ｍｍまで様々な深さの引き出しをニーズに合わせて素材を
変えて製造できる。

◆ 引き出しの素材は求められる強度、耐加重、収納容量に応じて、ポリエ
ステル、アルミ製シート、ポリカーボネート、ハニカムボードなど多くの
素材を選択できる。

◆ アルミニウムと特許のポリエステルを使った引き出しベースで、一般的な
マップケースに比較してより多くの引き出しをより少ない空間に入れ込む
ことができ、床面積を最小限にできる。

◆ スチール製キャビネットの約 3 分の 1 と軽量。

◆ 引き出し、トレー、棚が楽に開閉できるレール仕様で、幅 3 ～ 5M でも
スムーズに引き出せる。

◆ 引き出しの下部は下の段の中身が引っかからないように平滑に仕上げて
いる。

◆ 引き出しの長さに沿って、キャビネットの縦方向と横方向に取り付けら
れたダストブラシが、埃と光の浸入を最小限に抑える。

◆ 引き出しは完全に取り外せるようにすることも、ストッパーを付けること
も、セントラルロックを付けることも可能。

◆ オプションとして最上段の引き出しに収納した資料を上から鑑賞・閲覧
できるガラス製セキュリティ・トップもある。また、ガラス製、アクリル
製の引き出しカバーを取り付けて、管理者以外が内容物に触れるのを防
ぎながら作品を公開することもできる。

ポスター / マップケース ポスター大サイズの地図 版画 / 絵画

プラノラマ ® は全てお客様のご要望に沿ってデザインされる特注品で、受注から納品ま
で約６カ月を要します。まずはご相談ください。提案、お見積り致します。
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接着・粘着テープ

資料保存に使える接着剤・粘着剤・接着テープ・粘着テープ・ヒンジ材料

エバコン R 接着剤
加水分解を起こしにくく、箱や封筒の製作、製本用に最適なエチレン・ビニル・
アセテートの接着剤。PAT とシルバー・ターニッシュ・テストに合格しています。
冷暗所（約 10 ～ 25℃）に保管し、開封後は早め（半年を目安）に使い切る
ようにしてください。

品番 内容量

SUEV-AR0001 125g

SUEV-AR0002 1kg

接着剤

リネコ  無酸水貼りリネンテープ
コットンと水で活性化する接着剤を使ったマウント、修復、ヒ
ンジ用テープ。再度水分を与えて安全に剥がすこともできます。
重さのある作品やコラージュ作品などのヒンジ留めに充分な
強度があります。

品番 幅 x 長さ

06154 25.4mm x 45M
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3M ATG908 ゴールド無酸テープ
無酸の接着剤転移式テープです。箱の内側の貼り合わせなど
に使用します。別売りの ATG ディスペンサーにセットすると効
率よく作業でき、手も汚れません。貼った後に剥がすことは
できません。

スペシャルティ・テープス 無酸 ATG テープ
無酸の接着剤を使用した両面テープです。 基底材のフィルムが非常
に薄いので、テープは手で切ることができます。本来は手貼り加工
用ですが、ATG ディスペンサーに入れて使うこともできます。但し、
接着剤転移式テープと異なり基底材が使われているため、ATG ディ
スペンサーによるカットにはやや力が要り
ます。貼った後に剥がすことは出来ません。

木製の額縁やフィレから発生する酸が額内部の作品に悪影響を与
えるのを防ぐために、こうした材料の表面に貼るバリアテープです。
裏板を目貼りするのにも使います。無酸でリグニンも含まない弱ア
ルカリ性の紙とバリア効果を持つ薄いアルミニウムの二層構造です。
黄変しない感圧式のアクリル接着剤は、ほとんどの素材にしっかり
貼り付き、凹凸のある面にもよく馴染むので、木製素材の表面をしっ
かりと塞ぎ、酸の放出を食い止めます。 FACTS（紙、マットボード、
マウントボード類の永続性についての指針）による最高の保存額装

の基準を満たしています。剥がす
ことのできない永久タイプの接着
剤なので、作品に直接貼ることは
できません。

リネコ　フレームシーリングテープ

品番 幅 x 長さ

06150 32㎜幅 x 25.3M 巻

品番 幅 x 長さ

06015 12.7㎜幅 x 33M 巻

品番 幅 x 長さ

06014 12.7㎜幅 x 16.5M 巻

シーリング（バリア）テープ

LJ コンサベーション・コーナーマウント
透明で無酸のポリエチレン・フィルムを使った三角形のコーナー
ポケット。
三角形のコーナーが二重の袋
状になっている「フルコーナー」
と、コーナーが最小で資料の
隠れる部分が最小限にできる

「マキシビジョン」があります。

品番 サイズ スタイル 入り数

06142 32mm フルコーナー 250 個

06143 32mm マキシビジョン 250 個

06144 75mm フルコーナー 100 個

リネコ  シースルー・マウンティングストリップ
作品や資料などを、直接糊をつけることなく台紙に留めるこ
とができる便利な部材。
保存品質の透明ポリエステルと裏面に接着剤の付いた無酸紙
から作られていて、資料を台紙の上に置き、その周囲に合わ
せてマウンティングストリップを台紙に貼り合わせると、接着
剤が資料に触れることなく台紙に固定できます。
大きな資料や作品でもしっかり固定でき、小さな資料のとき
は切って使えます。

マウント用部材

32㎜

32㎜

#06142
32㎜フルコーナー

32㎜

32㎜

#06143
32㎜マキシビジョン

75㎜

75㎜

#06144
75㎜フルコーナー

品番 サイズ / 入り数

06155 102mm / 60 本
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保存箱・保存包材製造用の素材として、保存品質の紙やボード類を種類豊富に在庫しています。
ポリエステル・フィルムと布状活性炭もあります。

CXD ボックスボード
CXD ヘリティッジ・アーカイバル・フォトクラフト紙を、可塑剤を含まない EVA（エチレン・ビ
ニル・アセテート）接着剤を使って貼り重ねることで厚みを出した非常に丈夫な保存品質ボー
ドです。0.3mm、0.65mm、1mm、1.3mm の 4 種の厚みを在庫しています。いずれも無酸
でリグニンを含まず、アルカリ緩衝剤で pH は 7.5 ～ 9.5 に調整され、PAT に合格しています。
CXD ボックスボードのようなソリッドコア（空洞のない構造）のボードは、万一の火災や水害
に対して、コルゲートボードよりも高い保護効果を持つことが、実際のデータからわかってい
ます。
汚れにくく指紋もつきにくいグレーの表面紙は顔料による色付けで褪色しにくく、水に浸かっ
ても色が滲み出さないので資料を汚すこともありません。1mm 厚のみパーチメント色も在庫
しています。

品番 BDAF-NG0300 BDAF-NG0650 BDAF-NG1000 BDAF-NG1300

商品名 CXD ボックスボード 300 CXD ボックスボード 650 CXD ボックスボード 1000 CXD ボックスボード 1300

色 グレー グレー グレー グレー

厚み 0.3mm 0.65mm 1mm 1.3mm

サイズ 1040 x 780mm 1040 x 1473mm 1040 x 1473mm 1040 x 1473mm

主な用途 フォルダー 小型の箱、フォルダー、
ポートフォリオ 中型の箱、フォルダー 大型の箱

CXD プレミア・コルゲートボード
CXD ボックスボードと同じ原料を用いて作られた保存品質のコルゲートボードです。約 2mm
厚の E フルート、約 2.5mm 厚の NE フルート（ダブル段）、約 5mm 厚の EB フルート（ダブル段）
の 3 種類があります。CXD ボックスボードと同様に無酸でリグニンを含まず、アルカリ緩衝剤
で pH は 7.5 ～ 9.5 に調整され、PAT に合格しています。
軽量で 2450x1640mm と大きいため、大型の保存箱が作れるのが最大の利点ですが、万一
の火災や水害に対する保護効果は CXD ボックスボードには敵いません。

品番 BDCO-RE7413 BDCO-RE7213 BDCO-RE7613

商品名 プレミアコルゲート　E プレミアコルゲート　NE プレミアコルゲート　EB

色 グレー グレー グレー

厚み 約 2mm 約 2.5mm 約 5mm

サイズ 1640 x 2450mm 1640 x 2450mm 1640 x 2450mm

保存品質の紙・ボード類、ポリエステル・フィルム、布状活性炭

プレミアコルゲート　EB

プレミアコルゲート　NE

プレミアコルゲート　E

保存品質の紙、ボード類

※裏面は白色です

※裏面は白色です
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保存関連機器・素材類

フォトン紙

フォトクラフト紙

世界で初めてペーパーフィルターを作ったムンクテル製紙が製造する 100％コットンラグ製の
非常に高純度な紙です。ノンバッファーで pH6.7、PAT に合格しています。つや出し加工をせ
ず通気性を最大限に高めてあるため、経年劣化によって写真やネガなどの資料から放出され
るガスが包材の中にこもりません。アルカリ緩衝剤を加えていませんので、動物性の布など
の保存にも適しています。その他、銀や金属類の保存、箱のライニングや修復など、多目的
に使えます。

資料や作品の長期保存包材、製本、長寿命の印刷用に開発された、酸もリグニンも含まな
い長繊維の紙で、PAT に合格しています。日本では白色の 90g、120g、230g をアルカリ緩
衝剤添加、無添加の 2 種類在庫しています。イギリスでは他の色や厚みも扱いがありますので、
取り寄せも可能です。

ヘリティッジ・アーカイバル・フォトクラフト紙スペック情報

◆ 酸もリグニンも含まない（ASTM D1030/ISO 302）

◆ 炭酸カルシウムを平均 3％添加、pH7.5 ～ 9.5（ノンバッファータイプはアルカリ緩衝剤無添加、pH6.5 ～ 8.5）

◆ 耐光性と色にじみ防止（ブルーウール・スケール・テスト 5 分以上）

◆ 内添サイジング：中性アルキルケテンダイマー ／ 外添サイジング：澱粉でのタブサイジング

◆ アルファセルロース 87％以上、長繊維

◆ 還元性硫黄 0.0008％未満（TAPPI T406）

◆ 蛍光増白剤無添加

◆ PAT（ISO 18916）とシルバーターニッシュテスト（ASTM D2043）に合格

品番 商品名 重量 サイズ

PHSP-CS1080 CXD フォトン紙　ノンバッファー 80gsm 1000 x 800mm

◆ 純粋なコットンリンター由来の 100％コットンファイバー製

◆ サイジングなし

◆ ノンバッファー、pH6.7

◆ 表面のつや出し加工をせず、最高の通気性を確保

◆ 蛍光増白剤無添加

◆ PAT（ISO 18916）とシルバーターニッシュテスト（ASTM D2043）に合格

◆ 還元性硫黄 0.001％未満

フォトン紙スペック情報

品番 商品名 重量 サイズ

PAHPKA4701 アーカイバル・フォトクラフト紙　白 90gsm 840 x 1200mm

PAHPKA4791 アーカイバル・フォトクラフト紙　白　ノンバッファー 90gsm 840 x 1200mm

PAHPKB4701 アーカイバル・フォトクラフト紙　白 120gsm 840 x 1200mm　

PAHPKB4791 アーカイバル・フォトクラフト紙　白　ノンバッファー 120gsm 840 x 1200mm　

PAHPKC4701 アーカイバル・フォトクラフト紙　白 170gsm 840 x 1200mm 取り寄せ品

PAHPKC4791 アーカイバル・フォトクラフト紙　白　ノンバッファー 170gsm 840 x 1200mm 取り寄せ品

PAHPKD4701 アーカイバル・フォトクラフト紙　白 230gsm 840 x 1200mm

PAHPKD4791 アーカイバル・フォトクラフト紙　白　ノンバッファー 230gsm 840 x 1200mm

PAHPKE4701 アーカイバル・フォトクラフト紙　白 350gsm 840 x 1200mm 取り寄せ品 フォトクラフト紙を使用した製品

フォルダー ファイル付 / 封筒付（P.4）

プレミア・アーカイバル
封筒（P.4）

フォトクラフト
紙テープ (P.21）

フォトン紙を使用した製品

フォトン４フラップフォルダー（P.10）

フォトン間紙（P.10） 2 つ折りフォルダー（P.10）



26

保存関連機器・素材類

プラスタゾート
軽量で耐久性に優れた、独立気泡、交差架橋のポリエチレンフォームです。独自の高圧窒素
注入製法による優れた純度と一貫した品質が特長です。コンサベーションを目的とする用途
に最適なフォーム素材として、そのパフォーマンスが美術館・博物館やギャラリーで実証され
ています。安定性が高く、様々な素材の美術品や資料に直接触れても化学反応を起こさず、
安全にお使いいただけます。
発泡剤を使わずに製造されているため、その残留物が腐食や染みの原因になる恐れがありま
せん。着色には顔料が使われ、ポリマーマトリックスの中に完全に結合されるため、色移り
や色素の染み出しの心配もありません。
壊れやすい美術品や資料の収納や梱包、保存箱の製造、支持パネルの製造、引き出しや箱
のライニング、額装など、多目的に使うことができます。
素材としての販売はもちろん、スマートボックスのオプションとして様々な加工も承ります。

品番 商品名 厚み サイズ

LD4503 プラスタゾート 3mm 1000 x 2000mm

LD4505 プラスタゾート 5mm 1000 x 2000mm

LD4510 プラスタゾート 10mm 1000 x 2000mm

LD4515 プラスタゾート 15mm 1000 x 2000mm

LD4520 プラスタゾート 20mm 1000 x 2000mm

LD4530 プラスタゾート 30mm 1000 x 2000mm

「スパイダー」は 100％マニラファイバーの長繊維の不織布で、透明
度の高い薄葉紙です。水に濡れても強度を保ち、澱粉糊や水溶性
の糊などと共用できます。また、ノンバッファーでアルカリ緩衝剤
を含まない中性（pH 7）の為、アルカリバッファーを避けたい資料
や写真などでも長期間の保存に安心して使用できます。
用途： 被覆用、裏打ち、絵画や紙資料の補修用、衣類の箱入れティ
シュー、ラッピング、間紙、壊れやすいオブジェクトの保護材用

薄葉紙

品番 品名 サイズ 出荷単位

PASW-TT7651 薄葉紙 「スパイダー」 シート 760 x 510mm 500 枚

PASW-TT0100 薄葉紙 「スパイダー」 ロール 970mm x 100M 1 巻
「スパイダー」 ロール

軸受 虫ピンなども簡単に刺しこめます

保存品質のフォーム材



保存関連機器・素材類

2127

ラベルホルダー
縦にも横にも使えるポリプロピレン製の透明ラベルホルダーです。
ホルダーの中に入れる白い紙が付属します。

アーカイバル・ラベルシート
デン・ハーグにあるオランダ国立公文書館の要請によって開発
された高品質のラベルシートです。CXD のアーカイバル・ラグ・
エンドリーフ紙に、最小限の可塑剤を使用して作られた非常に
安定性の高いアクリルベースの接着剤を塗布してあり、様々な
素材に貼ることができます。ほとんどのプリンターのトレイに
セットして使えます。
CXD アーカイバル・ラグ・エンドリーフ紙はコンサベーション製
本用に開発された 100％コットンファイバー製の高品質紙です。

品番 サイズ

SUAF-LS0001 A4 1 面 210 x 297mm

SUAF-LS0004 A4 4 面 150 x 103mm

SUAF-LS0006 A4 6 面 80 x 100mm

SUAF-LS0009 A4 9 面 63 x 96mm

SUAF-LS0027 A4 27 面 63 x 32mm

SUAF-LS0036 A4 36 面 50 x 30mm

SUAF-LS0045 A4 45 面 38 x 31mm

SUAF-LS0072 A4 72 面 16 x 48mm

SUAF-LS0084 A4 84 面  46 x 11mm

品番 サイズ

SUHK-BL6614 50 x 103mm

SUAFLS0001 SUAFLS0027

その他部材

SUAFLS0004 SUAFLS0006 SUAFLS0009

SUAFLS0036 SUAFLS0045 SUAFLS0072 SUAFLS0084
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保存関連機器・素材類

L J スーパーワイプ
約 305 × 457㎜のダスターです。繊維屑の出ない、綿と紙の
ブレンド 素材で作られていて、ガラス / アクリルの表面に埃や
消し跡を残すこ となく、指紋な
どをきれいに拭き取ることがで
きます。多目的に使え、 繰り返し
の使用に耐えます。
1 袋 90 グラム、約 98 枚入り。

品番 サイズ 入り数

07202 305 x 457mm 約 98 枚

バーニシングボーン
箱を組み立てるときに便利なツールです。折り目をしっかりつ
けるために上から擦ったり、切れ込みにタブ（ツメ）を入れた
りするのに使うときれいに仕上がります。また、ボードの切り
口を擦ると表面が滑らかになります。この他、様々な細かい
作業にも使えます。

品番 サイズ

03077 約 20 x 160mm
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保存額装について

フレーム

バンパー

マウントボード ヒンジ

作品

アーカイバルコルゲート

アーカイバルフォームボード

ダストカバー

アクリル／ガラス

マットボード

絵画作品や資料などを保存しながら展示するとき、展示ケースに入れ
ることが一般的ですが、額縁に入れて壁面に掲示する方法もあります。
しかし、貴重な作品や資料の額装には、材料や技法に充分な配慮が
必要です。
作品・資料の保存を考えた額装は「保存額装」や「プリザベーション・
フレーミング」と呼ばれています。注意しなければならないことと、
当社の対応商品について品名のみを記しました。
商品の詳細などは、http://www.cxdjapan.com をご参照ください。

グレージング（ガラス・アクリル）

マットボード・マウントボード

OMA オプティアム・ミュージアム・アクリル
世界の有名美術館で採用されている UV カットアクリルです。99％
の有害紫外線を遮断しながら、色かぶりも映り込みもない独自の
表面仕上げにより、まるで作品を直に見ているかのような最高の展
示環境を提供します。ガラスに比べて軽量で割れにくく、大きな作
品 にも対応します。通常のアクリルと同様の方法でカットすること
ができる一方、通常のアクリルのように表面が弱くなく、静電気も
帯びにくいため、取り扱いが非常に楽な点も特長です。サイズによ
り厚みが異なります。3㎜厚と 4.5㎜厚は常時在庫、6㎜厚はお取り
寄せとなります。

品番 厚み サイズ

07133 3mm 1016 x 1524mm

07131 3mm 1219 x 2438mm

07132 4.5mm 1828 x 2438mm

作品や資料の前面に置かれるマットボードは、作品がガラス面に直
接触れることを防ぎます。作品の裏面に置かれるマウントボードは、
作品が裏板（ダストカバー）に触れることを防ぎます。
共に作品に直接触れるため、保存品質が求められます。再生原料や
鉄分などの不純物を含まず、無酸でリグニンを含まない材料で作ら
れていなければなりません。殆どの作品にはアルカリ緩衝剤を含む
pH8 ～ 9 程度のボードが推奨されていますが、鶏卵紙、ブループリ
ントなどの写真や染色された繊維、動物性の織物などアルカリ性物
質との接触を避けた方が良い作品には pH6.5 ～ 7 程度でアルカリ
緩衝剤を含まないノンバッファーのボードを使う必要があります。
ヨーロッパやアメリカの美術館で採用されているボードを種類豊富
に在庫しています。ボード素材の見本帳も用意しています。

タイムケア　ヘリティッジ・ミュージアムボード
タイムケア　ヘリティッジ・コンサベーションマット

詳細は P.25 をご参照ください。

OPTICAL COATING

BLOCKS 99% OF UV LIGHT

OVER 98% LIGHT TRANSMISSION

LESS THAN 1.6%
LIGHT REFLECTION

UV カット …
有害紫外線を 99％ブロックし、
作品を保護します。 映り込み防止 …

反射光を 1.5％以下に抑えます。
作品鑑賞の妨げとなる映り込みが
ほとんどなく、アクリルが入って
いないかのように見えます。

98％以上の可視光線を透過させる高い透明度で、
作品本来の色彩を見せます。

映り込みとアクリル
による色かぶり、
静電気を帯びるのを
防ぐコーティング

表面強度を高めた
UV カット・アクリル

（3mm、4.5mm、6mm
の 3 種の厚み）

展示しながら保存・保存額装

ベンブリッジのアートケア・マイクロチャンバー技術

ゼオライトSPZ で分子構造のトラップを作り、
亜硫酸ガス、酸化窒素、酢酸、アンモニア、
二硫化窒素、ホルムアルデヒドなどの悪性ガ
スを捉えます。
アートケアブランドの各種マイクロチャンバー
ボードは、保存容器の素材としても利用でき、
資料から発生する悪性ガスを吸着します。

ベンブリッジ・アルファラグ　アートケア

リグニンを含まないコットン（綿）製の紙は、
昔から美術館などで専門家に使われてきま
した。木材パルプからリグニンを除去する
ことができるようになった現代でも、100 
年単位の実証を要求する美術館・博物館な
どではラグボードを選択することが少なく
ありません。 伝統的なラグボードに、最新
の特許技術で悪性ガス吸着機能を持たせた 
ベンブリッジのアルファラグ・アートケアは、
美術館品質コンサベーション・マットボード
の最高峰です。

ベンブリッジ・アルファマット　アートケア
（マイクロチャンバーボード）

100％アルファセルロース製の保存額装用マットボードです。
約 1.4㎜ 厚で、基本サイズ 813 x 1016㎜と倍判サイズ 1016 x 1524㎜
の 2 種類があります。額装デザイン専用に開発された豊富なカラー
バリエーションが魅力のアルファマット・アー
トケア、厚口タイプ 2.3㎜のトップマット、
ベベルの色がデザインのアクセントになる
カラーコア、メタリックや砂目など様々な模
様やテクスチャーの表面紙が個性的なスペ
シャルティ、高級感のある布貼りのアーカイ
バル・ファブリックの 5 シリーズの全てが保
存仕様で、デザイン性と保存品質の両方に
こだわった額装を可能にします。
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保存額装について

フィラーボード、調湿ボード

ダストカバー

額縁の裏側からの埃や虫の浸入を防ぎ、額縁に強度を与えます。
ベニヤのような有害物質を含む材料は避けねばなりません。

アーカイバル コロプラスト
未使用（再生原料ではないもの）の不活性ポリプロピレンを押し出
し成形した、軽くて丈夫なツインウォール構造のボードです。帯電
防止剤や紫外線抑制剤を添加せず、保存関連の利用に適した使用
で製造されています。常温では油、溶剤、水を受け付けません。
型抜き、縫い合わせ、断裁、折り目付け、折り曲げ、穴開け、ステー
プル留め、熱加工による貼り合わせなど、加工も可能です。印刷物
や絵画作品などの支持体、額縁の裏板、保存箱やフォルダー類の
材料など、多用途に使えます。半透明の白色。

タイコア マウンティング・パネル
アルカリ緩衝剤入りの無酸でリグニンを含まない紙を保存品質の接
着剤で貼り合わせた、保存品質のハニカム・パネルです。軽量で、
強度と耐久性に優れた素材ですが、ナイフや鋸でカットすることが
できます。作品のマウントの他、自立式のディスプレイ・パネルな
どとしても利用されます。

作品の裏面からの有害物質の浸透を防ぎ、多湿の場合は吸湿、乾
燥した環境では放湿して額内の湿度を調節します。

アートケア アーカイバル フォームボード
発泡ポリスチレンの両面にアートケアのバリアペーパーが貼られた、
保存額装用に使える唯一のフォームボードです。
約 3.8㎜厚のものは標準サイズ 813 x 1016㎜と倍判サイズ 1016 x 
1524㎜の 2 種類、約 5㎜厚のものは標準サイズと倍判サイズに加え、
更に大きな 1219 x 2438㎜サイズ（このサイズのみ大型特別送料が
必要）もあります。

品番 70062

  4mm 厚　1016 x 1524mm

品番 71405

  19mm 厚　1016 x 1524mm

フレーム シーリング テープ

木製の額縁などから発生する酸性物質が額内部の作品などに悪影
響を及ぼすことを防ぐため、バリア効果のあるアルミニウムと弱ア
ルカリ性の中性紙で作られた粘着テープを額縁の内側に貼ります。
アルミニウム製の額縁の場合は必要ありません。
インターセプト・テクノロジー のフィルムを使った IFilm フレーム
シーリングテープもあります。

リネコ フレーム シーリング テープ

詳細は P.22 をご参照ください。

バンパー

額縁の裏側下部にクッションの様に貼り付けます。
このバンパーにより額縁と壁面にわずかな空間が生じ気流が生じます。
額縁が壁面から離れるため、埃がたまらず、黴の発生を防ぎ、虫が額
縁側に渡って来るのを防ぎます。

フェルトパッド・バンパー
3㎜厚の茶色いフェルトを直径 9.5㎜の円形に抜いた小さなパッドで
す。 片面に接着剤が付いていて、額縁の下辺裏側に貼り付けて使
用します。壁と額縁とに空間を持たせることによって、空気を流通
させて埃がたまるのを防ぎ、水分や虫などの侵入も阻みます。また、
額縁の傾きを補正したり、額縁があたって壁面を傷つけるのを防い
だりする役割もあります。

品番 07201

品番 厚み サイズ

AC3240.2 3.8mm 813 x 1016mm

AC4060.2 3.8mm 1016 x 1524mm

AC3240.3 5mm 813 x 1016mm

AC4060.3 5mm 1016 x 1524mm

AC4896.3 5mm 1219 x 2438mm
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数字

2 つ折りフォルダー 10

35㎜、16㎜マイクロフィルム用ボックス 11

3M　ATG908 ゴールド無酸テープ 22

4 フラップフォルダー 10

ABC ( アルファベット）

CXD ボックスボード 2, 23

CXD プレミア・コルゲートボード 2, 23

LJ コンサベーション・コーナーマウント 22

LJ スーパーワイプ 28

OMA オプティアム・ミュージアム・アクリル 30

ア

アーカイバルコロプラスト 31

アーカイバル・ラベルシート 27

アートケアアーカイバルフォームボード 31

アルバムページ 16

ウ

ウインドウ・ボックス 11

ウィンドウ文書箱 13

薄葉紙「スパイダー」（シート / ロール） 26

エ

エバコン R　接着剤 21

オ

オプティアム・ミュージアム・アクリル 30

カ

活性炭布 27

カブセ箱 6

カブセ箱式 4 面ダブル文書箱 12

カブセ箱式筒箱　 8

カブセ蓋式折り畳み文書箱 12

ガラス乾板用　シンクマット 10

簡易たとう箱 3

キ

黄袋 14

ク

クッション付き筒箱 8

グディドット・グディローラードット 21

コ

コロージョン・インターセプト　CD ジュエルケース 19

コロージョン・インターセプト　フィルム 19

コロージョン・インターセプト保存袋 19

コンサバック　HEPA　バキュームクリーナー 28

コンサベーション・ブックメイト　　 29

サ

差し込み保存箱 14

三角筒箱 8

三角ブックシュー 7

シ

シェル型（シェル型シングル / ダブル） 5

シェル型文書箱 12

樹脂製包材 16,17,18,19

書見台 29

シンクマット 10

伸縮式筒箱 8

新聞用保存箱 5

ス

スネークウエイト 29

スパイダー 26

スペシャルティテープス無酸 ATG テープ 22

セ

接着剤、テープ類 21, 22

ソ

ソランダーボックス 18

タ

タイコアマウンティング・パネル 31

タイムケア　クリスタル・カバーフォルダー 18

タイムケア　クリスタルファイル 17

タイムケア　クリスタルフォルダー 17

たとう 3

棚入れ箱 13

タブ・ポートフォリオ 3

ツ

筒型保存箱 8,9

索引



保存関連機器・素材類

2133

テ

デパルベラ・ブック・バキュームクリーナー 28

ト

ドキュメントボックス 6

取っ手付ドキュメントボックス 6

ヌ

布テープ 28

ハ

バーニシングボーン 28

ヒ

ひねり留具付棚入れ箱 13

標準筒箱 9

フ

フィルムプラスト P90 21

封筒 4

フェルトパッド・バンパー 31

フォトクラフト紙 24

フォトン 24

フォトン　4 フラップ・フォルダー 10

フォトン　間紙（合紙） 10

フォルダー（フォルダー / ファイル付 / 封筒付） 4

ブックサポート・クッション / クッション用カバー 29

ブックシュー 7

ブックラップ 7

プラスタゾート 26

プラノラマ 20

プレミア・アーカイバル封筒 4

プレミアコルゲートボード 2, 23

フロントロック式棚入れ箱 13

フロントロック文書箱 12

ヘ

ヘリティッジ・アーカイバル・フォトクラフト紙 4

ヘリティッジコンサベーションマット 25

ヘリティッジミュージアムボード 25

ベンブリッジ・アルファマットアートケア 30

ベンブリッジ・アルファラグアートケア 30

ホ

ポスター / マップケース 20

ボックスフォルダー 7

ボックスボード 2, 23

ポピュリ・リングバインダー・ボックス 15

ポリエステル・フィルム 26

マ

マイクロチャンバーボード 2,11, 30, 31

前開きカブセ箱 6

前開きカブセ筒箱 8

マニュアル・ブック・メジャー 29

ミ

身蓋一体型保存箱 9

ミュージアム・リングバインダー・ボックス 15

ム

無漂白・結束用コットンテープ 28

モ

文書箱 12

ラ

ライブラリー・リングバインダー・ボックス 16

ラップロック 3

ラベルホルダー　　 27

リ

リダモア・エコボックス 19

リネコ　シースルー・マウンティングストリップ 22

リネコ I Film シーリングテープ 22

リネコフレームシーリングテープ 22

リネコ無酸水貼りリネンテープ 21

リネンテープ　 28

リングバインダー・ボックス 15,16

レ

レコード用　タブポートフォリオ箱 10
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輸入販売元

ラーソン・ジュール・ニッポン株式会社

www.cxd-japan.com
www.conservation-by-design.com

会社紹介の動画です。
英語音声に日本語字幕付きです。

CXD 会社紹介動画

保存箱は基本的に組み立てずにお届けします。
組み立て方をわかりやすく動画で説明します。

保存箱の組み立て方説明動画

ウェブサイトと動画

〒 242-0024
神奈川県大和市福田6-8-2

本社
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