
スギコ産業（株） 改定商品一覧
改定日：2022年4月1日

価 格 （ 税 抜 ）
メ ー カ ー 希 望

小 売 価 格
価 格 （ 税 抜 ）

メ ー カ ー 希 望

小 売 価 格

195939 ステンレスクリーンバスケットＡ型 CBA-FS ¥7,480 ¥7,600 ¥8,290 ¥8,400 p.1056

195940 ステンレスクリーンバスケットＡ型 CBA-FM ¥8,250 ¥8,300 ¥9,280 ¥9,300 p.1056

195941 ステンレスクリーンバスケットＡ型 CBA-FL ¥10,560 ¥10,800 ¥11,770 ¥12,000 p.1056

195942 ステンレスクリーンバスケットＡ型 CBA-S ¥5,630 ¥6,700 ¥6,240 ¥7,400 p.1056

195943 ステンレスクリーンバスケットＡ型 CBA-M ¥6,400 ¥7,600 ¥7,100 ¥8,400 p.1056

195944 ステンレスクリーンバスケットＡ型 CBA-L ¥7,770 ¥9,200 ¥8,720 ¥10,300 p.1056

195945 ステンレスクリーンバスケットＢ型 CBB-FS ¥6,400 ¥7,600 ¥7,100 ¥8,400 p.1056

195946 ステンレスクリーンバスケットＢ型 CBB-FM ¥6,970 ¥8,300 ¥7,830 ¥9,300 p.1056

195947 ステンレスクリーンバスケットＢ型 CBB-FL ¥9,090 ¥10,800 ¥10,130 ¥12,000 p.1056

195948 ステンレスクリーンバスケットＢ型 CBB-S ¥6,640 ¥6,700 ¥7,550 ¥7,600 p.1056

195949 ステンレスクリーンバスケットＢ型 CBB-M ¥7,480 ¥7,600 ¥8,590 ¥8,700 p.1056

195950 ステンレスクリーンバスケットＢ型 CBB-L ¥9,090 ¥9,200 ¥10,500 ¥10,600 p.1056

196050 ステンレス角バット・フラットエッジタイプ KBF-30 ¥1,120 ¥1,150 ¥1,270 ¥1,300 p.1058

196051 ステンレス角バット・フラットエッジタイプ KBF-21 ¥1,640 ¥1,700 ¥1,840 ¥1,900 p.1058

196052 ステンレス角バット・フラットエッジタイプ KBF-18 ¥1,980 ¥2,050 ¥2,230 ¥2,300 p.1058

196053 ステンレス角バット・フラットエッジタイプ KBF-15 ¥2,270 ¥2,350 ¥2,520 ¥2,600 p.1058

196054 ステンレス角バット・フラットエッジタイプ KBF-12 ¥2,550 ¥2,650 ¥2,850 ¥2,950 p.1058

196055 ステンレス角バット・フラットエッジタイプ KBF-10 ¥3,040 ¥3,150 ¥3,380 ¥3,500 p.1058

196056 ステンレス角バット・フラットエッジタイプ KBF-08 ¥3,710 ¥3,850 ¥4,090 ¥4,250 p.1058

76005 ステンレスミキシングボール SA-M13 ¥600 ¥660 ¥680 ¥740 p.1063

76006 ステンレスミキシングボール SA-M18 ¥870 ¥1,030 ¥930 ¥1,100 p.1063

76007 ステンレスミキシングボール SA-M24 ¥1,400 ¥1,600 ¥1,520 ¥1,720 p.1063

76008 ステンレスミキシングボール SA-M30 ¥2,360 ¥2,700 ¥2,530 ¥2,900 p.1063

76009 ステンレスミキシングボール SA-M36 ¥3,520 ¥4,100 ¥3,830 ¥4,450 p.1063

76010 ステンレスミキシングボール SA-M42 ¥4,810 ¥5,700 ¥5,240 ¥6,200 p.1063

76011 ステンレスミキシングボール SA-M50 ¥6,970 ¥8,300 ¥8,080 ¥9,600 p.1063

76012 ステンレスミキシングボール SA-M60 ¥10,850 ¥12,900 ¥12,650 ¥15,000 p.1063

76013 ステンレスミキシングボール SA-M15 ¥740 ¥860 ¥780 ¥900 p.1063

76014 ステンレスミキシングボール SA-M21 ¥1,150 ¥1,300 ¥1,220 ¥1,360 p.1063

76015 ステンレスミキシングボール SA-M27 ¥1,720 ¥2,150 ¥1,840 ¥2,300 p.1063

76016 ステンレスミキシングボール SA-M33 ¥3,310 ¥3,600 ¥3,590 ¥3,900 p.1063

76017 ステンレスミキシングボール SA-M39 ¥4,420 ¥4,700 ¥4,900 ¥5,200 p.1063
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76018 ステンレスミキシングボール SA-M45 ¥6,090 ¥6,700 ¥6,670 ¥7,300 p.1063

76019 ステンレスミキシングボール SA-M55 ¥8,540 ¥11,000 ¥10,130 ¥13,000 p.1063

196223 抗菌深型ボール SA-FB15 ¥1,220 ¥1,350 ¥1,370 ¥1,520 p.1063

196224 抗菌深型ボール SA-FB18 ¥1,520 ¥1,680 ¥1,680 ¥1,870 p.1063

196225 抗菌深型ボール SA-FB21 ¥1,980 ¥2,200 ¥2,170 ¥2,430 p.1063

196226 抗菌深型ボール SA-FB24 ¥2,430 ¥2,700 ¥2,680 ¥3,000 p.1063

195914 角スコップ KS-SS ¥4,920 ¥5,200 ¥5,030 ¥5,300 p.1071

195915 万能スコップ S-SS ¥4,720 ¥5,700 ¥5,320 ¥6,400 p.1071

195916 ステンレス万能スコップ S-S ¥5,040 ¥5,800 ¥5,750 ¥6,600 p.1071

195917 ステンレス万能スコップ S-M ¥5,610 ¥6,500 ¥5,970 ¥6,900 p.1071

195918 ステンレス万能スコップ S-L ¥6,230 ¥7,400 ¥6,840 ¥8,100 p.1071

195919 ステンレス万能スコップ S-LL ¥7,930 ¥9,400 ¥8,130 ¥9,600 p.1071

195926 ステンレス角スコップ KS-M ¥5,400 ¥5,500 ¥5,620 ¥5,700 p.1071

195927 ステンレス角スコップ KS-L ¥5,860 ¥6,100 ¥5,970 ¥6,200 p.1071

195928 ステンレス角スコップ KS-LL ¥7,330 ¥7,600 ¥7,450 ¥7,700 p.1071

195898 ステンレスバケットＡ型 BA-13 ¥6,170 ¥7,300 ¥6,770 ¥8,000 p.1073

195899 ステンレスバケットＡ型 BA-15 ¥6,850 ¥8,000 ¥7,540 ¥8,800 p.1073

195901 ステンレスバケットＡ型 BA-18 ¥7,590 ¥9,000 ¥8,350 ¥9,900 p.1073

195902 ステンレスバケットフタ BAB-F ¥1,300 ¥1,550 ¥1,430 ¥1,700 p.1073

195903 ステンレスバケットＢ型 BB-13 ¥6,780 ¥6,800 ¥7,500 ¥7,500 p.1073

195904 ステンレス密閉タンク BB-15 ¥7,490 ¥7,600 ¥8,300 ¥8,400 p.1073

195905 ステンレスバケットＢ型 BB-18 ¥8,480 ¥8,500 ¥9,300 ¥9,300 p.1073

75956 ハイパック S-11 ¥210 ¥220 ¥230 ¥250 p.1327

75957 ハイパック S-13 ¥260 ¥260 ¥290 ¥290 p.1327

75958 ハイパック S-22 ¥380 ¥400 ¥430 ¥440 p.1327

75959 ハイパック S-23 ¥450 ¥470 ¥520 ¥520 p.1327

75960 ハイパック S-9 ¥160 ¥170 ¥180 ¥190 p.1327


