
積水テクノ成型（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

191800 オリタタミコンテナー OC30L ¥6,490 ¥6,600 ¥7,150 ¥7,260 p.1231

191801 オリタタミコンテナー OC40L ¥7,330 ¥7,450 ¥8,080 ¥8,200 p.1231

191802 オリタタミコンテナー OC5SL ¥7,850 ¥7,990 ¥8,630 ¥8,790 p.1231

191804 オリタタミコンテナー OC75LS ¥10,690 ¥10,810 ¥11,760 ¥11,890 p.1231

241804 オリタタミコンテナーフタ OCF01 ¥2,290 ¥2,300 ¥2,520 ¥2,530 p.1231

241805 オリタタミコンテナーフタ OCF02 ¥3,010 ¥3,050 ¥3,300 ¥3,360 p.1231

191781 ＯＤ色折りたたみコンテナー OC5SLOD ¥3,850 ¥3,850 ¥4,240 ¥4,240 p.1232

191782 ＯＤ色折りたたみコンテナー O75LSOD ¥5,280 ¥5,280 ¥5,810 ¥5,810 p.1232

191783 ＯＤ色折りたたみコンテナーフタ OCF01OD ¥1,320 ¥1,320 ¥1,450 ¥1,450 p.1232

191784 ＯＤ色折りたたみコンテナーフタ OCF02OD ¥1,540 ¥1,540 ¥1,690 ¥1,690 p.1232

191785 ＯＤ色折りたたみコンテナー（フタ付） 5LRFSOD ¥5,280 ¥5,280 ¥5,810 ¥5,810 p.1232

191786 ＯＤ色折りたたみコンテナー（フタ付） 75LSFOD ¥7,040 ¥7,040 ¥7,740 ¥7,740 p.1232

191787 ＯＤ色折りたたみコンテナー（フタ付） 5LRFCOD ¥5,280 ¥5,280 ¥5,810 ¥5,810 p.1232

191788 ＯＤ色折りたたみコンテナー（フタ付） 75LFCOD ¥7,040 ¥7,040 ¥7,740 ¥7,740 p.1232

191632 セキスイコンテナー TP111 ¥610 ¥700 ¥680 ¥770 p.1263

191633 セキスイコンテナー TP131 ¥1,080 ¥1,300 ¥1,190 ¥1,430 p.1263

191644 セキスイコンテナー CTR1 ¥1,960 ¥2,340 ¥2,160 ¥2,570 p.1263

191645 セキスイコンテナー CTR17 ¥3,790 ¥4,550 ¥4,180 ¥5,010 p.1263

191646 セキスイコンテナー CTR27 ¥4,630 ¥5,590 ¥5,100 ¥6,150 p.1263

191648 セキスイコンテナー CTR37 ¥5,200 ¥6,240 ¥5,730 ¥6,860 p.1263

191667 セキスイコンテナー TRF0 ¥2,250 ¥2,740 ¥2,480 ¥3,010 p.1263

191696 セキスイコンテナー CTR22 ¥3,790 ¥4,550 ¥4,180 ¥5,010 p.1263

191697 セキスイコンテナー CTRS27 ¥730 ¥850 ¥820 ¥940 p.1263

191698 セキスイコンテナー CTRL27 ¥950 ¥1,100 ¥1,050 ¥1,210 p.1263

191728 セキスイコンテナー CTR47 ¥6,330 ¥7,600 ¥6,980 ¥8,360 p.1263

194619 セキスイコンテナー TP331F ¥1,760 ¥2,100 ¥1,950 ¥2,310 p.1263

194620 セキスイコンテナー TP332F ¥2,640 ¥3,170 ¥2,900 ¥3,490 p.1263

194621 セキスイコンテナー TP362F ¥5,010 ¥6,010 ¥5,500 ¥6,610 p.1263

191614 セキスイコンテナー CT3 ¥840 ¥1,000 ¥920 ¥1,100 p.1264

191615 セキスイコンテナー CT5 ¥1,270 ¥1,470 ¥1,390 ¥1,620 p.1264

191616 セキスイコンテナー CT9 ¥1,820 ¥2,200 ¥2,000 ¥2,420 p.1264

191618 セキスイコンテナー CT12 ¥2,450 ¥2,940 ¥2,700 ¥3,230 p.1264
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191619 セキスイコンテナー CT14 ¥2,640 ¥3,170 ¥2,900 ¥3,490 p.1264

191620 セキスイコンテナー CT15 ¥2,770 ¥3,280 ¥3,050 ¥3,610 p.1264

191621 セキスイコンテナー CT20 ¥3,140 ¥3,750 ¥3,450 ¥4,130 p.1264

191622 セキスイコンテナー CT28 ¥3,270 ¥3,940 ¥3,590 ¥4,330 p.1264

191623 セキスイコンテナー CT40 ¥4,960 ¥5,970 ¥5,460 ¥6,570 p.1264

191662 セキスイコンテナーフタ CTF5 ¥800 ¥940 ¥890 ¥1,030 p.1264

191663 セキスイコンテナーフタ CTF9 ¥1,050 ¥1,240 ¥1,160 ¥1,360 p.1264

191664 セキスイコンテナーフタ CTF12 ¥1,580 ¥1,890 ¥1,730 ¥2,080 p.1264

191665 セキスイコンテナー CTF0 ¥1,460 ¥1,740 ¥1,620 ¥1,910 p.1264

191707 セキスイコンテナー CT142 ¥2,640 ¥3,170 ¥2,900 ¥3,490 p.1264

191708 セキスイコンテナー CT203 ¥2,830 ¥3,750 ¥3,120 ¥4,130 p.1264

191709 セキスイコンテナー CT282 ¥3,140 ¥3,940 ¥3,450 ¥4,330 p.1264

191723 セキスイコンテナー CT92 ¥1,820 ¥2,200 ¥2,000 ¥2,420 p.1264

191724 セキスイコンテナー CT92EH ¥2,780 ¥3,250 ¥3,060 ¥3,580 p.1264

191624 セキスイコンテナー TS15 ¥3,470 ¥4,130 ¥3,820 ¥4,540 p.1265

191625 セキスイコンテナー TS18 ¥3,610 ¥4,330 ¥3,980 ¥4,760 p.1265

191626 セキスイコンテナー TS23 ¥3,800 ¥4,550 ¥4,190 ¥5,010 p.1265

191627 セキスイコンテナー TS28 ¥4,170 ¥5,080 ¥4,590 ¥5,590 p.1265

191629 セキスイコンテナー TS36 ¥4,720 ¥5,670 ¥5,190 ¥6,240 p.1265

191630 セキスイコンテナー TS40 ¥4,960 ¥5,970 ¥5,460 ¥6,570 p.1265

191640 セキスイコンテナー TC ¥2,430 ¥2,930 ¥2,680 ¥3,220 p.1265

191642 セキスイコンテナー TCPL1 ¥340 ¥390 ¥380 ¥430 p.1265

191643 セキスイコンテナー TCPS1 ¥210 ¥250 ¥220 ¥280 p.1265

191666 セキスイコンテナー TSF0 ¥2,250 ¥2,740 ¥2,480 ¥3,010 p.1265

191692 セキスイコンテナー TC2 ¥1,900 ¥2,260 ¥2,100 ¥2,490 p.1265

191693 セキスイコンテナー TCPS2 ¥170 ¥190 ¥190 ¥210 p.1265

191694 セキスイコンテナー TCPL2 ¥280 ¥320 ¥300 ¥350 p.1265

241806 セキスイコンテナー CD1H ¥450 ¥520 ¥500 ¥570 p.1265

241807 セキスイコンテナー CD2H ¥640 ¥760 ¥700 ¥840 p.1265

241808 セキスイコンテナー CD3H ¥970 ¥1,130 ¥1,060 ¥1,240 p.1265

191601 セキスイコンテナー TB1 ¥690 ¥850 ¥760 ¥940 p.1266

191602 セキスイコンテナー TB3 ¥920 ¥1,500 ¥1,020 ¥1,650 p.1266

191603 セキスイコンテナー TB5 ¥1,470 ¥2,370 ¥1,620 ¥2,610 p.1266

191604 セキスイコンテナー TB10 ¥1,730 ¥3,220 ¥1,920 ¥3,540 p.1266

191605 セキスイコンテナー TB20 ¥3,460 ¥6,010 ¥3,820 ¥6,610 p.1266
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191680 セキスイコンテナー CS22 ¥3,300 ¥3,970 ¥3,650 ¥4,370 p.1266

191681 セキスイコンテナー CS24 ¥4,000 ¥4,820 ¥4,400 ¥5,300 p.1266

191682 セキスイコンテナー CS27 ¥3,670 ¥4,430 ¥4,030 ¥4,870 p.1266

191683 セキスイコンテナー CS362 ¥4,840 ¥5,840 ¥5,320 ¥6,420 p.1266

191684 セキスイコンテナー CS542 ¥7,020 ¥8,510 ¥7,730 ¥9,360 p.1266

191685 セキスイコンテナー CS72 ¥9,040 ¥10,920 ¥9,950 ¥12,010 p.1266

191687 セキスイコンテナーフタ CSF36 ¥1,800 ¥2,150 ¥1,990 ¥2,370 p.1266

191688 セキスイコンテナーフタ CSF54 ¥2,200 ¥2,670 ¥2,430 ¥2,940 p.1266

191689 セキスイコンテナーフタ CSF72 ¥2,570 ¥3,110 ¥2,820 ¥3,420 p.1266

191690 セキスイコンテナーフタ CSF24 ¥1,380 ¥1,610 ¥1,520 ¥1,770 p.1266

191745 セキスイコンテナー CL22 ¥1,550 ¥1,730 ¥1,700 ¥1,900 p.1266

191746 セキスイコンテナー CU27 ¥3,930 ¥4,430 ¥4,330 ¥4,870 p.1266

191747 セキスイコンテナー CA90E ¥9,600 ¥11,300 ¥10,580 ¥12,430 p.1266

191748 セキスイコンテナーフタ CAF90P ¥3,350 ¥3,960 ¥3,690 ¥4,360 p.1266

191670 カードホルダー FKPZ ¥150 ¥150 ¥170 ¥170 p.1267

191673 カードホルダー FTKTC1 ¥170 ¥170 ¥190 ¥190 p.1267

191675 カードホルダー FKTR70 ¥150 ¥150 ¥170 ¥170 p.1267

191727 セキスイコンテナー CS100 ¥14,780 ¥17,550 ¥16,260 ¥19,310 p.1267

191731 セキスイコンテナーフタ CSF100 ¥3,650 ¥4,280 ¥4,020 ¥4,710 p.1267

191733 セキスイコンテナーフタ PZFB ¥720 ¥770 ¥790 ¥850 p.1267

191734 セキスイコンテナーフタ PZFAC ¥1,970 ¥2,340 ¥2,160 ¥2,570 p.1267

191735 セキスイコンテナー PZ85 ¥400 ¥470 ¥450 ¥520 p.1267

191736 セキスイコンテナー PZ63 ¥720 ¥850 ¥790 ¥940 p.1267

191737 セキスイコンテナー PZ52 ¥800 ¥940 ¥890 ¥1,030 p.1267

191738 セキスイコンテナー PZ41 ¥890 ¥1,060 ¥990 ¥1,170 p.1267

191739 セキスイコンテナー PZ3C ¥3,550 ¥4,220 ¥3,900 ¥4,640 p.1267

191740 セキスイコンテナー PZ2B ¥1,930 ¥2,280 ¥2,130 ¥2,510 p.1267

191741 セキスイコンテナー PZ1A ¥4,500 ¥5,360 ¥4,960 ¥5,900 p.1267

191751 セキスイコンテナー CSP100(ｷｬｽﾀｰﾂｷ) ¥24,090 ¥28,710 ¥26,500 ¥31,580 p.1267

191753 カードホルダー FKA85 ¥170 ¥170 ¥190 ¥190 p.1267

191760 セキスイコンテナー CSPV100 ¥28,700 ¥31,940 ¥31,580 ¥35,130 p.1267

191765 セキスイコンテナ BS100B ¥13,600 ¥15,860 ¥14,980 ¥17,450 p.1267

191767 セキスイコンテナ BSP100B(ｷｬｽﾀｰﾂｷ) ¥23,170 ¥27,030 ¥25,490 ¥29,730 p.1267

191791 導電コンテナ ECPZ1 ¥8,180 ¥9,630 ¥9,000 ¥10,590 p.1280

191792 導電コンテナ ECPZ2 ¥3,490 ¥4,100 ¥3,850 ¥4,510 p.1280
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191793 導電コンテナ ECPZ3 ¥6,480 ¥7,620 ¥7,130 ¥8,380 p.1280

191794 導電コンテナ ECPZ4 ¥1,620 ¥1,900 ¥1,790 ¥2,090 p.1280

191795 導電コンテナ ECPZ5 ¥1,430 ¥1,710 ¥1,580 ¥1,880 p.1280

191796 導電コンテナ ECPZ6 ¥1,290 ¥1,530 ¥1,430 ¥1,680 p.1280

191797 導電コンテナ ECPZ8 ¥720 ¥860 ¥800 ¥950 p.1280

191798 導電コンテナフタ ECPZFAC ¥3,590 ¥4,220 ¥3,960 ¥4,640 p.1280

191799 導電コンテナフタ ECPZFB ¥1,180 ¥1,390 ¥1,300 ¥1,530 p.1280

190520 エコポリペール PEN45 ¥2,790 ¥2,870 ¥3,080 ¥3,160 p.1362

190530 エコポリペールフタ PEFN45 ¥780 ¥830 ¥860 ¥910 p.1362

190534 エコポリペールフタ PEFN7H ¥1,660 ¥1,710 ¥1,830 ¥1,880 p.1362

190536 エコポリペールフタ PEFN9 ¥1,840 ¥1,930 ¥2,020 ¥2,120 p.1362

190537 エコポリペール PEK35H ¥3,140 ¥3,140 ¥3,450 ¥3,450 p.1362

190538 エコポリペールフタ PEKF3H ¥1,050 ¥1,050 ¥1,160 ¥1,160 p.1362

190539 エコポリペール PEK45 ¥3,580 ¥3,580 ¥3,940 ¥3,940 p.1362

190540 エコポリペールフタ PEKF4 ¥1,050 ¥1,050 ¥1,160 ¥1,160 p.1362

190541 エコポリペール PEK60 ¥4,240 ¥4,240 ¥4,660 ¥4,660 p.1362

190542 エコポリペールフタ PEKF6 ¥1,320 ¥1,320 ¥1,450 ¥1,450 p.1362

190543 エコポリペール PEK70H ¥6,840 ¥6,840 ¥7,520 ¥7,520 p.1362

190544 エコポリペールフタ PEKF7H ¥1,710 ¥1,710 ¥1,880 ¥1,880 p.1362

190545 エコポリペール PEK90 ¥7,940 ¥7,940 ¥8,730 ¥8,730 p.1362

190546 エコポリペールフタ PEKF9 ¥1,930 ¥1,930 ¥2,120 ¥2,120 p.1362

190580 エコポリペール PEN90 ¥7,580 ¥8,270 ¥8,330 ¥9,100 p.1362

190581 エコポリペール PEN60 ¥3,460 ¥3,750 ¥3,820 ¥4,130 p.1362

190582 エコポリペールフタ PEFN67 ¥1,030 ¥1,100 ¥1,150 ¥1,210 p.1362

190583 エコポリペール PEN70H ¥6,490 ¥6,730 ¥7,150 ¥7,400 p.1362

243122 リサイクルカート RCN90 ¥16,250 ¥16,500 ¥17,880 ¥18,150 p.1366

191809 ダストボックス SDB400H ¥66,350 ¥78,280 ¥72,990 ¥86,110 p.1367

191810 ダストボックス SDB700H ¥94,070 ¥109,100 ¥103,480 ¥120,010 p.1367

191811 ダストボックス SDB100H ¥148,510 ¥170,900 ¥163,360 ¥187,990 p.1367

190450 ポリバケツフタ BA5FB(20ｺ) ¥5,200 ¥5,200 ¥5,720 ¥5,720 p.1392

190451 ポリバケツフタ BA8FB(20ｺ) ¥6,800 ¥6,800 ¥7,480 ¥7,480 p.1392

190452 ポリバケツフタ BA10FB(20ｺ) ¥7,200 ¥7,200 ¥7,920 ¥7,920 p.1392

190453 ポリバケツフタ BA13FB(20ｺ) ¥8,200 ¥8,200 ¥9,020 ¥9,020 p.1392

190454 ポリバケツフタ BA15FB(20ｺ) ¥8,800 ¥8,800 ¥9,680 ¥9,680 p.1392

190455 ポリバケツ本体 BA5B(20ｺ) ¥13,800 ¥14,800 ¥15,190 ¥16,280 p.1392
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190456 ポリバケツ本体 BA8B(20ｺ) ¥17,200 ¥18,600 ¥18,930 ¥20,460 p.1392

190457 ポリバケツ本体 BA10B(20ｺ) ¥23,000 ¥24,800 ¥25,300 ¥27,280 p.1392

190458 ポリバケツ本体 BA13B(20ｺ) ¥27,000 ¥29,000 ¥29,700 ¥31,900 p.1392

190459 ポリバケツ本体 BA15B(20ｺ) ¥31,600 ¥34,000 ¥34,780 ¥37,400 p.1392

241800 オフィスシゴミ分別容器 SRE3NH ¥18,570 ¥20,400 ¥20,420 ¥22,440 p.1685

241802 エコボックス４段セット SRE4NH ¥24,090 ¥26,460 ¥26,500 ¥29,110 p.1685

245862 ポリバケツ消火用 BS8R(20ｺ) ¥20,000 ¥21,600 ¥22,000 ¥23,760 p.1720

245863 ポリバケツ消火用 BS10R(20ｺ) ¥26,400 ¥28,400 ¥29,050 ¥31,240 p.1720


