
（株）東製作所 改定商品一覧
改定日：2022年4月1日
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74558 ステンレスワゴン　３段タイプ WG3-600K ¥35,190 オープン ¥41,580 オープン p.955

74559 ステンレスワゴン　３段タイプ WG3-750K ¥38,480 オープン ¥45,250 オープン p.955

74560 ステンレスワゴン　３段タイプ WG3-900K ¥41,110 オープン ¥48,340 オープン p.955

74561 ステンレスワゴン　３段タイプ WG3-750H ¥49,200 オープン ¥57,970 オープン p.955

74562 ステンレスワゴン　３段タイプ WG3-900H ¥51,400 オープン ¥60,800 オープン p.955

74775 ステンレスワゴン　３方コボレ止め付天板　３段中棚１枚付タイプ 3GWG3-600K ¥39,370 オープン ¥46,330 オープン p.955

74776 ステンレスワゴン　３方コボレ止め付天板　３段中棚１枚付タイプ 3GWG3-750K ¥42,620 オープン ¥50,090 オープン p.955

74777 ステンレスワゴン　３方コボレ止め付天板　３段中棚１枚付タイプ 3GWG3-900K ¥45,870 オープン ¥53,850 オープン p.955

74778 ステンレスワゴン　３方コボレ止め付天板　３段中棚１枚付タイプ 3GWG3-750H ¥53,370 オープン ¥62,890 オープン p.955

74779 ステンレスワゴン　３方コボレ止め付天板　３段中棚１枚付タイプ 3GWG3-900H ¥56,500 オープン ¥66,550 オープン p.955

74785 ステンレスワゴン　４方コボレ止め付天板　引き出し付タイプ 4GWGO2-600K ¥52,500 オープン ¥61,680 オープン p.955

74786 ステンレスワゴン　４方コボレ止め付天板　引き出し付タイプ 4GWGO2-750K ¥57,920 オープン ¥68,450 オープン p.955

74787 ステンレスワゴン　４方コボレ止め付天板　引き出し付タイプ 4GWGO2-900K ¥63,370 オープン ¥74,580 オープン p.955

74788 ステンレスワゴン　４方コボレ止め付天板　引き出し付タイプ 4GWGO2-750H ¥63,620 オープン ¥74,850 オープン p.955

74789 ステンレスワゴン　４方コボレ止め付天板　引き出し付タイプ 4GWGO2-900H ¥69,500 オープン ¥81,940 オープン p.955

74795 ステンレスワゴン　３方コボレ止め付天板　引き出し付タイプ 3GWGO2-600K ¥52,120 オープン ¥61,120 オープン p.955

74796 ステンレスワゴン　３方コボレ止め付天板　引き出し付タイプ 3GWGO2-750K ¥57,530 オープン ¥67,890 オープン p.955

74797 ステンレスワゴン　３方コボレ止め付天板　引き出し付タイプ 3GWGO2-900K ¥62,620 オープン ¥73,820 オープン p.955

74798 ステンレスワゴン　３方コボレ止め付天板　引き出し付タイプ 3GWGO2-750H ¥63,000 オープン ¥74,390 オープン p.955

74799 ステンレスワゴン　３方コボレ止め付天板　引き出し付タイプ 3GWGO2-900H ¥68,870 オープン ¥81,120 オープン p.955

75489 ステンレス作業台（一段スノコ） KT-600 ¥17,960 オープン ¥21,090 オープン p.987

75490 ステンレス作業台（一段スノコ） KT-750 ¥19,870 オープン ¥23,480 オープン p.987

75491 ステンレス作業台（一段スノコ） KT-900 ¥21,760 オープン ¥25,550 オープン p.987

75492 ステンレス作業台（一段スノコ） HT-600 ¥23,500 オープン ¥27,620 オープン p.987

75493 ステンレス作業台（一段スノコ） HT-900 ¥29,620 オープン ¥34,890 オープン p.987

75494 ステンレス作業台（一段スノコ） HT-1200 ¥34,620 オープン ¥40,890 オープン p.987

75495 ステンレス作業台（二段スノコ） KT2S-600 ¥22,620 オープン ¥26,720 オープン p.987

75496 ステンレス作業台（二段スノコ） KT2S-750 ¥25,740 オープン ¥30,370 オープン p.987

75497 ステンレス作業台（二段スノコ） KT2S-900 ¥28,250 オープン ¥33,380 オープン p.987

75498 ステンレス作業台（二段スノコ） HT2S-600 ¥30,620 オープン ¥35,890 オープン p.987

75499 ステンレス作業台（二段スノコ） HT2S-900 ¥38,620 オープン ¥45,390 オープン p.987

75500 ステンレス作業台（二段スノコ） HT2S-1200 ¥45,250 オープン ¥53,350 オープン p.987
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75574 ステンレス作業台（三方枠タイプ） HTSA-600 ¥23,500 オープン ¥27,620 オープン p.987

75575 ステンレス作業台（三方枠タイプ） HTSA-750 ¥26,620 オープン ¥31,390 オープン p.987

75576 ステンレス作業台（三方枠タイプ） HTSA-900 ¥29,620 オープン ¥34,890 オープン p.987

75577 ステンレス作業台（三方枠タイプ） HTSA-1200 ¥34,620 オープン ¥40,890 オープン p.987

75578 ステンレス作業台（三方枠タイプ） HTSA-1500 ¥41,250 オープン ¥48,520 オープン p.987

75582 ステンレス作業台（三方枠タイプ） KTSA-600 ¥17,960 オープン ¥21,090 オープン p.987

75583 ステンレス作業台（三方枠タイプ） KTSA-750 ¥19,870 オープン ¥23,480 オープン p.987

75584 ステンレス作業台（三方枠タイプ） KTSA-900 ¥21,750 オープン ¥25,550 オープン p.987

75585 ステンレス作業台（三方枠タイプ） KTSA-1200 ¥26,000 オープン ¥30,450 オープン p.987

75586 ステンレス作業台（三方枠タイプ） KTSA-1500 ¥34,500 オープン ¥40,780 オープン p.987

75590 ステンレス作業台（三方枠タイプ） KTSA-450 ¥16,750 オープン ¥19,880 オープン p.987

75591 ステンレス作業台（三方枠タイプ） KTSA-1800 ¥39,000 オープン ¥45,950 オープン p.987

75592 ステンレス作業台（三方枠タイプ） HTSA-450 ¥20,250 オープン ¥23,880 オープン p.987

75593 ステンレス作業台（三方枠タイプ） HTSA-1800 ¥45,630 オープン ¥53,570 オープン p.987

75630 ステンレス作業台（Ｈ枠タイプ） KTHW-450 ¥17,880 オープン ¥21,220 オープン p.987

75631 ステンレス作業台（Ｈ枠タイプ） KTHW-600 ¥19,100 オープン ¥22,440 オープン p.987

75632 ステンレス作業台（Ｈ枠タイプ） KTHW-750 ¥21,200 オープン ¥25,070 オープン p.987

75633 ステンレス作業台（Ｈ枠タイプ） KTHW-900 ¥23,130 オープン ¥27,170 オープン p.987

75634 ステンレス作業台（Ｈ枠タイプ） KTHW-1200 ¥27,670 オープン ¥32,400 オープン p.987

75635 ステンレス作業台（Ｈ枠タイプ） KTHW-1500 ¥36,610 オープン ¥43,270 オープン p.987

75636 ステンレス作業台（Ｈ枠タイプ） KTHW-1800 ¥41,340 オープン ¥48,700 オープン p.987

75640 ステンレス作業台（Ｈ枠タイプ） HTHW-450 ¥21,550 オープン ¥25,420 オープン p.987

75641 ステンレス作業台（Ｈ枠タイプ） HTHW-600 ¥25,050 オープン ¥29,440 オープン p.987

75642 ステンレス作業台（Ｈ枠タイプ） HTHW-750 ¥28,380 オープン ¥33,470 オープン p.987

75643 ステンレス作業台（Ｈ枠タイプ） HTHW-900 ¥31,500 オープン ¥37,100 オープン p.987

75644 ステンレス作業台（Ｈ枠タイプ） HTHW-1200 ¥36,750 オープン ¥43,400 オープン p.987

75645 ステンレス作業台（Ｈ枠タイプ） HTHW-1500 ¥43,750 オープン ¥51,450 オープン p.987

75646 ステンレス作業台（Ｈ枠タイプ） HTHW-1800 ¥48,370 オープン ¥56,780 オープン p.987

75502 ステンレス作業台（Ｈ型枠キャスター付） C-KTHW-750 ¥29,830 オープン ¥36,090 オープン p.988

75503 ステンレス作業台（Ｈ型枠キャスター付） C-KTHW-900 ¥31,250 オープン ¥37,190 オープン p.988

75504 ステンレス作業台（Ｈ型枠キャスター付） C-KTHW-1200 ¥35,620 オープン ¥42,600 オープン p.988

75505 ステンレス作業台（Ｈ型枠キャスター付） C-KTHW-1500 ¥45,550 オープン ¥54,490 オープン p.988

75506 ステンレス作業台（Ｈ型枠キャスター付） C-KTHW-1800 ¥50,370 オープン ¥60,190 オープン p.988

75507 ステンレス作業台（Ｈ型枠キャスター付） C-HTHW-600 ¥33,760 オープン ¥40,540 オープン p.988

75508 ステンレス作業台（Ｈ型枠キャスター付） C-HTHW-750 ¥36,500 オープン ¥43,700 オープン p.988
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75509 ステンレス作業台（Ｈ型枠キャスター付） C-HTHW-900 ¥39,620 オープン ¥47,500 オープン p.988

75510 ステンレス作業台（Ｈ型枠キャスター付） C-HTHW-1200 ¥44,870 オープン ¥53,800 オープン p.988

75511 ステンレス作業台（Ｈ型枠キャスター付） C-HTHW-1500 ¥52,860 オープン ¥62,850 オープン p.988

75512 ステンレス作業台（Ｈ型枠キャスター付） C-HTHW-1800 ¥57,620 オープン ¥68,540 オープン p.988

75522 ステンレス作業台ポータブルタイプ用キャスターセット EC-55 ¥2,880 オープン ¥3,230 オープン p.989

75571 ステンレス一槽シンク EKP1-600 ¥16,090 オープン ¥17,440 オープン p.989

75572 ステンレス一槽水切シンク EKPM1-800R ¥18,380 オープン ¥20,220 オープン p.989

75573 ステンレス作業台ポータブルタイプ EKT-600 ¥11,720 オープン ¥12,890 オープン p.989

76062 ステンレス一槽水切シンク EKPM1-1000R ¥25,190 オープン ¥27,590 オープン p.989

76088 ステンレス作業台ポータブルタイプ EKT-900 ¥14,890 オープン ¥16,340 オープン p.989

76089 ステンレス引出し付作業台ポータブルタイプ EKTO-600 ¥24,370 オープン ¥26,470 オープン p.989

76090 ステンレス引出し付作業台ポータブルタイプ EKTO-900 ¥40,970 オープン ¥44,620 オープン p.989

76097 ステンレス縦型引出付作業台 HTVO-450 ¥60,750 オープン ¥71,650 オープン p.989

76098 ステンレス縦型引出付作業台 HTVO-500 ¥67,120 オープン ¥79,350 オープン p.989

76099 ステンレス縦型引出付作業台 HTVO-600 ¥73,740 オープン ¥86,800 オープン p.989

76100 ステンレス縦型引出付作業台 HTVO-750 ¥99,750 オープン ¥117,590 オープン p.989

76101 ステンレス縦型引出付作業台 HTVO-900 ¥106,250 オープン ¥125,270 オープン p.989

76102 ステンレス縦型引出付作業台 HTVO-1200 ¥147,500 オープン ¥173,600 オープン p.989

75460 ステンレス二槽シンク KP2-1200 ¥52,970 オープン ¥62,540 オープン p.992

75461 ステンレス二槽シンク HP2-1500 ¥98,380 オープン ¥116,020 オープン p.992

75464 ステンレス一槽シンク KP1-400 ¥24,120 オープン ¥28,420 オープン p.992

75465 ステンレス一槽シンク KP1-450 ¥24,250 オープン ¥29,540 オープン p.992

75466 ステンレス一槽シンク KP1-500 ¥26,460 オープン ¥31,050 オープン p.992

75467 ステンレス一槽シンク HP1-600 ¥42,120 オープン ¥49,550 オープン p.992

75468 ステンレス一槽シンク HP1-750 ¥53,010 オープン ¥62,420 オープン p.992

75469 ステンレス一槽水切シンク KPM1-750 ¥32,620 オープン ¥38,580 オープン p.992

75470 ステンレス一槽水切シンク KPM1-900 ¥34,620 オープン ¥40,890 オープン p.992

75471 ステンレス一槽水切シンク KPM1-1200 ¥48,780 オープン ¥57,520 オープン p.992

75472 ステンレス一槽水切シンク HPM1-900 ¥51,500 オープン ¥60,750 オープン p.992

75473 ステンレス一槽水切シンク HPM1-1200 ¥60,870 オープン ¥71,750 オープン p.992

75474 ステンレス二槽シンク KP2-750 ¥36,870 オープン ¥43,450 オープン p.992

75475 ステンレス二槽シンク KP2-900 ¥37,870 オープン ¥44,790 オープン p.992

75476 ステンレス二槽シンク KP2-1000 ¥49,900 オープン ¥58,830 オープン p.992

75477 ステンレス二槽シンク HP2-900 ¥51,000 オープン ¥60,090 オープン p.992

75478 ステンレス二槽シンク HP2-1200 ¥60,870 オープン ¥71,590 オープン p.992
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75501 ステンレス一槽シンク KP1-600 ¥26,560 オープン ¥31,120 オープン p.992


