
●ワ－ドカルト／印字リボン
●ワ－ドカルト／訂正リボン
●スリムカルト／印字リボン
●オンダカルト／印字リボン
●スリムカルト、オンダカルト／共通訂正リボン
●スプ－ルリボン(Valentine,Lettera)
●ダブル・スプ－ルリボン/Linea198
●デイジ－ホイ－ル
●デイジ－アダプタ－



ワ－ドカルト 

●ワ－ドカルト

●適応機種：ET2250/2250MD/2450/2450MD

●材質：コレクタブル、カ－ボン、ファブリック、マルチストライク

●定価：〔税込）

コレクタブル・・・・・１箱　￥9,765

カ－ボン・・・・・・・１箱　￥8,820

ファブリック・・・・・１箱　￥12,705

マルチストライク・・・１箱　￥19,215

●最小注文単位：１箱（６個入り）

■種類の見分け方と特徴へ

■消耗品のご案内Topへ

http://www.noax.co.jp/summa.htm


WORDCART LIFT-OFF 

●ワ－ドカルト（訂正用）

写真はリフト・オフ

●製品名：ワ－ドカルト（訂正用）

●適応機種：ET2250/2250MD/2450/2450MD

●材質：リフト・オフ、カバ－・アップ

●定価：（税込）

 リフト・オフ・・・・・・１箱　￥4,095

 カバ－・アップ・・・・・１箱　￥5,355

●最小注文単位：１箱（６個入り）

■種類の見分け方と特徴へ（リフト・オフ，カバ－アップ）

■消耗品のご案内Topへ

http://www.noax.co.jp/summa.htm


スリムカルト 

●スリムカルト

（写真はコレクタブル）

●製品名：スリムカルト

●適応機種：ET1250/1250MD

●材質：コレクタブル、カ－ボン、ファブリック

●定価：（税込）

コレクタブル・・・・・１箱　￥9,765

カ－ボン・・・・・・・１箱　￥9,765

ファブリック・・・・・１箱　￥11,655

●最小注文単位：１箱（６個入り）

■種類の見分け方と特徴へ

■消耗品のご案内Topへ

http://www.noax.co.jp/summa.htm


オンダカルト 

●オンダカルト

 （写真はコレクタブル）

●製品名：オンダカルト

●適応機種：ET 510 ][

●材質：コレクタブル、カ－ボン、ファブリック

●定価：（税込）

 コレクタブル・・・・・１箱　￥9,450

 カ－ボン・・・・・・・１箱　￥9,450

 ファブリック・・・・・１箱　￥11,340

●最小注文単位：１箱（６個入り）

■種類の見分け方と特徴へ

■消耗品のご案内Topへ

http://www.noax.co.jp/summa.htm


●種類の見分け方と特徴

製品名：

 オンダカルト　リフト・オフ、ライトカルト　カバ－アップ（訂正用）

●適応機種：

　ET1250

　1250MD

　ETP510][

 

 

 

 

 

●黄色：リフト・オフ

（納品時セットされているものと同じ種類でコレクタブル専用）

●赤色：カバ－アップ

（コレクタブル以外の印字リボンに対応）

印字用リボンへ（スリムカルト）■

印字用リボンへ（オンダカルト）■

●定価：税込

　オンダカルト　リフト・オフ・１箱　￥3,150

　ライトカルト　カバ－アップ・１箱　￥4,410

●最小注文単位：１箱（６個入り）

リフト・オフ  半透明のセロテ－プのようなもので印字された文字を剥ぎ

取ります。コレクタブル専用訂正リボン。

カバ－アップ  テ－プの上に白いチョ－クのような粉がついており、この

粉を印字された文字の上に付着させて文字をおおいます。

■消耗品のご案内Topへ

http://www.noax.co.jp/summa.htm


●スプ－ルリボン

●スプ－ルリボン

●適応機種：

Valentine,Lettera32,その他

手動タイプライター

●材質：ナイロン黒、黒/赤

●定価：１個￥630(税込）

●最小注文単位：１個

 

 

●●ダブル・スプ－ルリボン

●材質：ナイロン黒/赤

●定価：１個￥840(税込）

●サイズ：13mm X 10mm

●最小注文単位：１個

※交換が簡単で手が汚れない

スプール両方を入れ替えるだけ

で済む"ダブル(２個入り)"を

新発売

ナイロン ナイロンリボンにインクを染み込ませたもの。納品時には、黒／

赤のリボンがセットされている。印字品質がよい。

■消耗品のご案内Topへ

http://www.noax.co.jp/summa.htm


●ダブルスプ－ルリボン

●ダブルスプ－ルリボン

●適応機種：LINEA198専用

●材質：ナイロン黒・赤

●定価：(税込)１個 ￥840

●最小注文単位：１個

ナイロン 　ナイロンリボンにインクを染み込ませたもの。納品時には、黒／赤のリボンが

セットされている。印字品質がよい。

■消耗品のご案内Topへ

http://www.noax.co.jp/summa.htm


デイジ－ホイ－ル

●デイジ－ホイ－ル

 (写真は表裏）

●適応機種：電子タイプライタ－全般

■デイジ－アダプタ－について（最初にお読みください）

●デイジ－アダプタ－が必要な機種　　　　　　　　　　　　　　　　　

　ET111,ET112,ET115,ET116,ET2400,ET2500,ET2450,ET2250,ET2450MD,

 ET2250MD,ETV240,ETV2700,ETC 65

●種類：１０ピッチ用６種、１２ピッチ用５種、１５ピッチ用１種、

　　　　その他７種

(書体についてはカタログを参照ください。）

■カタログ請求先

■消耗品のご案内Topへ

http://www.noax.co.jp/Company.htm
http://www.noax.co.jp/summa.htm


デイジ－アダプタ－

●デイジ－アダプタ－

（アダプタ－の脱着）

●脱着の仕方

 デイジ－ホイ－ルを新しく購入すると、デイジ－ホイ－ルにはデイジ－ア

ダプタ－がついた状態で納品されます。

 使用している機種により、デイジ－アダプタ－が必要なものと不要なもの

がありますので、取り付けの前には必ず今まで使用していたデイジ－ホイ

－ル裏側のデイジ－アダプタ－の有無を確認してください。

 取り外し（付け）はとても簡単で、表面に出ているアダプタ－の突起を押

し込むと自然にアダプタ－全体が浮き上がります。あとは浮いた境目に指を

入れて外すだけです。

■デイジ－ホイ－ルに戻る

■消耗品のご案内Topへ

http://www.noax.co.jp/summa.htm


●種類の見分け方と特徴

見分け方

 写真のようにカ－トリッジ裏、左下についている巻き取りダイヤルの色で確認できます。

●黄色：リフト・オフ（納品時セットされているものと同じ種類でコレクタブル専用）

●赤色：カバ－アップ（コレクタブル以外の印字リボンに対応）印字用リボンへ■

リフト・オフ 半透明のセロテ－プのようなもので印字された文字を剥ぎ取

ります。コレクタブル専用訂正リボン。約1,800文字／１カ

－トリッジ

カバ－アップ テ－プの上に白いチョ－クのような粉がついており、この粉

を印字された文字の上に付着させて文字をおおいます。約

2,500文字／1カ－トリッジ

■消耗品のご案内Topへ

http://www.noax.co.jp/summa.htm


●種類の見分け方と特徴

見分け方

 写真のようにカ－トリッジ表、右下について

いる巻き取りダイヤルの色で確認できます。

●黄色：コレクタブル

（納品時セットされているものと同じ種類）

●赤色：カ－ボン

●緑色：ファブリック

●青色：マルチストライク

訂正用リボンの写真へ■

コレクタブル 印字が美しく、特殊材質のため専用訂正リボンで用紙に

インクを残さず剥がしとり、修正できる。納品時にセッ

トされているものと同様。170,000文字／１カ－トリッ

ジ

カ－ボン 訂正の跡がはっきり残るため改ざんしにくく、対外的正

式文書向き。また、用紙の表面に多少の加工がある場合

も、比較的インクがのりやすい。100,000文字／１カ

－トリッジ

ファブリック ナイロン布にインクを染み込ませたもの。カ－トリッジ

内でリボンがエンドレスに回り、インクが薄くなるまで

使える。但し、デイジ－が汚れ、印字品質が安定しない

こともあり、主に下書き（汎）用。360,000文字／1カ

－トリッジ

マルチストライク 下書き（汎）用リボンだが、長寿命で比較的印字品質も

よくコレクタブルやカ－ボンに比して少し太めに印字さ

れる。12,000,000文字／1カ－トリッジ

■消耗品のご案内Topへ

http://www.noax.co.jp/summa.htm


●種類の見分け方と特徴

見分け方

 写真のようにカ－トリッジ表、左側についてい

る巻き取りダイヤルの色で確認できます。

●紫色：コレクタブル

（納品時セットされているものと同じ種類）

●赤色：カ－ボン

●緑色：ファブリック

訂正用リボンの写真へ■

コレクタブル 印字が美しく、特殊材質のため専用訂正リボンで用紙にイン

クを残さず剥がしとり、修正できる。納品時にセットされて

いるものと同様。80,000文字／１カ－トリッジ

カ－ボン 訂正の跡がはっきり残るため改ざんしにくく、対外的正式文

書向き。また、用紙の表面に多少の加工がある場合も、比較

的インクがのりやすい。55,000文字／１カ－トリッジ

ファブリック ナイロン布にインクを染み込ませたもの。カ－トリッジ内で

リボンがエンドレスに回り、インクが薄くなるまで使える。

但し、デイジ－が汚れ、印字品質が安定しないこともあり、

主に下書き（汎）用。300,000文字／1カ－トリッジ

■消耗品のご案内Topへ

http://www.noax.co.jp/summa.htm


●種類の見分け方と特徴

見分け方

 写真のようにカ－トリッジ表、左側についている

巻き取りダイヤルの色で確認できます。（写真はコ

レクタブルです）

●黄色：コレクタブル

（納品時セットされているものと同じ種類）

●赤色：カ－ボン

●緑色：ファブリック

訂正用リボンの写真へ■

コレクタブル 印字が美しく、特殊材質のため専用訂正リボンで用紙にイン

クを残さず剥がしとり、修正できる。納品時にセットされて

いるものと同様。55,000文字／１カ－トリッジ

カ－ボン 訂正の跡がはっきり残るため改ざんしにくく、対外的正式文

書向き。また、用紙の表面に多少の加工がある場合も、比較

的インクがのりやすい。45,000文字／１カ－トリッジ

ファブリック ナイロン布にインクを染み込ませたもの。カ－トリッジ内で

リボンがエンドレスに回り、インクが薄くなるまで使える。

但し、デイジ－が汚れ、印字品質が安定しないこともあり、

主に下書き（汎）用。300,000文字／1カ－トリッジ

■消耗品のご案内Topへ

http://www.noax.co.jp/summa.htm


オリベッテイ・リボン価格表　　表示の金額は消費税を含んだ「総額表示方式」  Apr2004   

製品名
使用リボン

スプ－ルリボン オンダカルト LINEA198用 スリムカルト ワ－ドカルト

○手動タイプライタ－

VALENTINE (MS-30T) ●  

Lettera 32 ●  

○電子ポ－タブルタイプライタ－

ET personal 510-][  ●

○手動オフイス用タイプライタ－

LINEA198/16.5  ●

LINEA198/19.2  ●

LINEA198/25.19  ●

○電子オフイス用タイプライタ－

ET 1250
ET 1250 MD

 
 

●
●

ET 2250
ET 2250 MD

 
 

●
●

ET 2450/17
ET 2450 MD/17

 
●
●

ET 2450/21
ET 2450 MD/21

 
 

●
●

●消耗品 

製品名 リボン種類 入数 価格 製品名 リボン種類 入数 価格

●
ワ－ドカルト

コレクタブル 一箱
(６個)

9,765

●
スリムカルト

コレクタブル
一箱
(６個)

9,765

カ－ボン
一箱
(６個)

8,820
カ－ボン 一箱

(６個)
9,765

マルチストラ
イク

一箱
(６個)

19,215
ファブリック 一箱

(６個)
11,655

ファブリック
一箱
(６個)

12,705

●
オンダカルト

コレクタブル 一箱
(６個)

9,450

リフト･オフ
(コレクタブ
ル訂正)

一箱
(６個)

4,095
カ－ボン 一箱

(６個)
9,450

カバ－アップ
(その他の訂
正)

一箱
(６個)

5,355
ファブリック 一箱

(６個)
11,340

●
スプ－ルリボン

綿　　　　
（販売終了）

  ◇オンダカルト
リフト・オフ
(コレクタブルの訂正)

一箱
(６個)

3,150

ダブル・スプ
－ルリボン
ナイロン
（黒・赤）●
新製品

一個 840 ◇ライトカルト
カバ－アップ
(その他の訂正)

一箱
(６個)

4,410

ナイロン　
（黒）

一個 630 ◇オンダカルト･リフト・オフと◇ライトカルト･カバ
－アップは
スリムカルト・オンダカルトの訂正用リボンです。ナイロン　

（黒・赤）
一個 630

●LINEA198用ダブル・スプ
－ルリボン
（ナイロン黒・赤）

一個 840 ウイスパ－カルト
コレクティング
ノン・コレクティング

一個
一個

5,198
5,775

デイジ－ホイ－ル　（欧文全
機種共通）◯

一枚 8,085 プリントヘッド ( ETV4000S用 ) 一個 8,925

◯種類につきましてはカタログをご覧くだ
さい
URL:http://www.noax.co.jp/

e-mail: o-lexikon@noax.co.jp

オリベッティ・タイプライタ－日本総販売元
ノアックス株式会社
〒152-0003　
東京都目黒区碑文谷2－21－6キャッスル共進ビル
電話03（5721）9300（代）ファクス03（5721）9304

■もどる

http://www.noax.co.jp/
mailto:o-lexikon@noax.co.jp
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