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品名 規格 入数 単位 定価

1-1

【食品添加物】

（次亜塩素酸ナトリウム ）

摂津製油　ユーセルＣ

（食器・料理器具・野菜用）

5kg 3本/箱 箱 4,150

1-2

【食品添加物】　摂津製油

ユーセルキュービ

20kg 箱 4,000

1-3

【食品添加物】

（次亜塩素酸ナトリウム ）

オーヤラックス　ピューラックス

（厨房用）

18L 箱 4,500

1-4

【食品添加物】

（次亜塩素酸ナトリウム ）

オーヤラックス　ピューラックス

（食器・料理器具・野菜用）

1800ｍｌ 6本/箱 箱 7,680

1-5

【食品添加物】

（次亜塩素酸ナトリウム ）

ディバーシー　サニタイザー

（食器・調理器具・野菜用）

5L 2本/箱 箱 5,940

1-6

アルボース　キレーネ　次亜塩素系

　（食器・調理器具・野菜用）

20ｋｇ 缶 4,840

1-7 キッチンハイター 1500ｍｌ 8本/箱 箱 5,000

1-8 キッチンハイター 5kg 3本/箱 箱 5,230

品名 規格 入数 単位 定価

1-9

アルボース　漂白剤　酸素系

　（メラミン食器用）

15㎏ 箱 13,150

1-10

ニイタカ　ニューホワイトアップ

酸素系　（メラミン食器用）

2.5㎏ 4本/箱 箱 8,770

品名 規格 入数 単位 定価

1-11

ディバーシー　ブレークアップＳ

　（油脂専用強力クリーナー）

5L 4本/箱 箱 14,730

1-12

アルボース　エンドレスα

　（油汚れ用）

20㎏ 1缶 缶 11,200

1-13

ライオン　タフナーＲ

　(油汚れ用）

4㎏ 2本/箱 箱 11,200

洗剤・除菌剤
※青枠の価格は、参考基準価格です

厨房用　＞　油落とし洗剤厨房用　＞　油落とし洗剤厨房用　＞　油落とし洗剤厨房用　＞　油落とし洗剤

油落とし洗剤油落とし洗剤油落とし洗剤油落とし洗剤

厨房用　＞　厨房除菌・漂白剤厨房用　＞　厨房除菌・漂白剤厨房用　＞　厨房除菌・漂白剤厨房用　＞　厨房除菌・漂白剤

食器用漂白剤食器用漂白剤食器用漂白剤食器用漂白剤

厨房用　＞　食器用漂白剤厨房用　＞　食器用漂白剤厨房用　＞　食器用漂白剤厨房用　＞　食器用漂白剤

厨房用除菌・漂白剤厨房用除菌・漂白剤厨房用除菌・漂白剤厨房用除菌・漂白剤

（1-1）（1-1）（1-1）（1-1）

（1-2）（1-2）（1-2）（1-2）

（1-3）（1-3）（1-3）（1-3）（1-4）（1-4）（1-4）（1-4）

（1-5）（1-5）（1-5）（1-5）
（1-6）（1-6）（1-6）（1-6）

（1-7）（1-7）（1-7）（1-7）

（1-8）（1-8）（1-8）（1-8）

（1-9）（1-9）（1-9）（1-9）

（1-10）（1-10）（1-10）（1-10）

（1-1（1-1（1-1（1-11111））））

（1-1（1-1（1-1（1-12222））））

（1-1（1-1（1-1（1-13333））））

1 ページ



洗剤・除菌剤
※青枠の価格は、参考基準価格です

品名 規格 入数 単位 定価

2-1

マジックリン　除菌プラス

　（油汚れ向き）

4.5L 4本/箱 箱 10,730

2-2

マジックリン　スプレー式

　（油汚れ向き）

400ml 12本/箱 箱 6,850

品名 規格 入数 単位 定価

2-3

アルボース　オートクリーンAKⅡ

　（食器洗浄機用）

25㎏ 缶 13,800

2-4

摂津製油　ビューティークリーンKL

　（食器洗浄機用）

25㎏ 缶 11,540

2-5

ニイタカ　リキッドPWH

　（食器洗浄機用）

22㎏ 缶 25,400

品名 規格 入数 単位 定価

2-6

【天然】サラヤ　ヤシノミ洗剤

（食器・調理器具・野菜用洗剤）

500ml 20本/箱 箱 6,000

2-7

【天然】サラヤ　ヤシノミ洗剤

（食器・調理器具・野菜用洗剤）

18kg 缶 8,000

2-8

摂津製油　ダイバークリーン

（食器・調理器具・野菜用洗剤）

18kg 缶 3,310

2-9

ニイタカ　ジェイエキセン

（食器・調理器具・野菜用洗剤）

18kg 缶 3,390

2-10

ニイタカ　マイソフトコンク

　（食器・調理器具・野菜用）

1㎏ 4袋/箱 箱 3,360

2-11 ママレモン

特大

2150ml

6本/箱 箱 6,470

2-12 ママレモン

中

800ml

12本/箱 箱 5,270

厨房用　＞　油落とし洗剤厨房用　＞　油落とし洗剤厨房用　＞　油落とし洗剤厨房用　＞　油落とし洗剤

油落とし洗剤油落とし洗剤油落とし洗剤油落とし洗剤

厨房用　＞　食器用洗剤厨房用　＞　食器用洗剤厨房用　＞　食器用洗剤厨房用　＞　食器用洗剤

食器洗浄機用洗剤食器洗浄機用洗剤食器洗浄機用洗剤食器洗浄機用洗剤

厨房用　＞　台所用洗剤厨房用　＞　台所用洗剤厨房用　＞　台所用洗剤厨房用　＞　台所用洗剤

台所用洗剤台所用洗剤台所用洗剤台所用洗剤

（2-1）（2-1）（2-1）（2-1）

（2-2）（2-2）（2-2）（2-2）

（2-3）（2-3）（2-3）（2-3） （2-4）（2-4）（2-4）（2-4）

（2-5）（2-5）（2-5）（2-5）

（2-6）（2-6）（2-6）（2-6）
（2-7）（2-7）（2-7）（2-7）

（2-8）（2-8）（2-8）（2-8）
（2（2（2（2-9-9-9-9））））

（2-12）（2-12）（2-12）（2-12）

（2-10）（2-10）（2-10）（2-10）

（2-11）（2-11）（2-11）（2-11）

2 ページ



洗剤・除菌剤
※青枠の価格は、参考基準価格です

品名 規格 入数 単位 定価

3-1 ファミリーフレッシュ 4.5ℓ 4本/箱 箱 8,770

3-2 ファミリーフレッシュ

中

600ｍｌ

15本/箱 箱 4,800

品名 規格 入数 単位 定価

3-3 クリームクレンザー　ジフ 270ml 24本/箱 箱 7,650

品名 規格 入数 単位 定価

3-4 ディバーシー　ステングロス 480ml 15本/箱 箱 21,630

品名 規格 入数 単位 定価

3-5

ディバーシー

　ツインクルコッパー

124ｇ 個 870

品名 規格 入数 単位 定価

3-6

ディバーシー

　ツインクルシルバー

124ｇ 個 870

品名 規格 入数 単位 定価

3-7 ディバーシー　テンポイ 250ｇ 4袋/箱 箱 1,300

厨房用　＞　台所用洗剤厨房用　＞　台所用洗剤厨房用　＞　台所用洗剤厨房用　＞　台所用洗剤

台所用洗剤台所用洗剤台所用洗剤台所用洗剤

銀器専用洗剤銀器専用洗剤銀器専用洗剤銀器専用洗剤

クレンザークレンザークレンザークレンザー

厨房用　＞　金属専用洗剤厨房用　＞　金属専用洗剤厨房用　＞　金属専用洗剤厨房用　＞　金属専用洗剤

ステンレス用洗剤ステンレス用洗剤ステンレス用洗剤ステンレス用洗剤

銅器専用洗剤銅器専用洗剤銅器専用洗剤銅器専用洗剤

厨房用　＞　天ぷら油固化剤厨房用　＞　天ぷら油固化剤厨房用　＞　天ぷら油固化剤厨房用　＞　天ぷら油固化剤

天ぷら油固化剤天ぷら油固化剤天ぷら油固化剤天ぷら油固化剤

（3（3（3（3-1-1-1-1））））

（3（3（3（3-3-3-3-3））））

（3（3（3（3-4-4-4-4））））

（3（3（3（3-5-5-5-5））））

（3-6）（3-6）（3-6）（3-6）

（3-7）（3-7）（3-7）（3-7）

（3（3（3（3-2-2-2-2））））

3 ページ



洗剤・除菌剤
※青枠の価格は、参考基準価格です

品名 規格 入数 単位 定価

4-1

オーヤラックス

　ＤＰＤテストキット

　 台 18,000

品名 規格 入数 単位 定価

4-2

オーヤラックス

　ＤＰＤプラス試薬

　 500包/箱 箱 7,000

品名 規格 入数 単位 定価

4-3 アルペットES（アルコール除菌剤） 5L 3本/箱 箱 16,500

4-4 アルサワー　（アルコール除菌剤） 1L 12本/箱 箱 19,390

4-5 アルサワー　（アルコール除菌剤） 4L 4本/箱 箱 19,390

4-6

アルサワー　（アルコール除菌剤）

（手指消毒用）

17ℓ 1缶 缶 7,390

4-7

セーフコール　（アルコール除菌剤）

（手指消毒用）

5ℓ 4本/箱 箱 20,000

品名 規格 入数 単位 定価

4-8

アルラバージュハンドソープ１

（手洗い用）

5㎏ 3本/箱 箱 7,700

4-9

ハンドソープ　プラス

　（手洗い用）

5ℓ 2本/箱 箱 11,480

4-10

ハンドソープ　プラスC（無色透明）

（手洗い用）

5L 2本/箱 箱 11,480

4-11

手洗い石鹸水

　（原液：10倍希釈）

18L 缶 15,100

残留塩素測定器残留塩素測定器残留塩素測定器残留塩素測定器

残留塩素測定器用試薬残留塩素測定器用試薬残留塩素測定器用試薬残留塩素測定器用試薬

アルコール除菌剤アルコール除菌剤アルコール除菌剤アルコール除菌剤

手洗い石けん手洗い石けん手洗い石けん手洗い石けん

衛生管理用　＞　手洗い石けん衛生管理用　＞　手洗い石けん衛生管理用　＞　手洗い石けん衛生管理用　＞　手洗い石けん

厨房用　＞　残留塩素測定器厨房用　＞　残留塩素測定器厨房用　＞　残留塩素測定器厨房用　＞　残留塩素測定器

衛生管理用　＞　アルコール除菌剤衛生管理用　＞　アルコール除菌剤衛生管理用　＞　アルコール除菌剤衛生管理用　＞　アルコール除菌剤

（4（4（4（4-1-1-1-1））））

（4（4（4（4-3-3-3-3））））
（4（4（4（4-4-4-4-4））））

（4（4（4（4-6-6-6-6））））

（4（4（4（4-5-5-5-5））））

（4（4（4（4-7-7-7-7））））

（4（4（4（4-8-8-8-8）））） （4（4（4（4-9-9-9-9））））

（4（4（4（4-10-10-10-10）））） （4（4（4（4-11-11-11-11））））

（4（4（4（4-2-2-2-2））））
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洗剤・除菌剤
※青枠の価格は、参考基準価格です

品名 規格 入数 単位 定価

5-1 手洗い石鹸水　（使用液） 18L 缶 3,250

5-2 キレイキレイハンドソープ

本体

ポンプ式

250ml

本 400

5-3 キレイキレイハンドソープ

詰替用

200ml

袋 280

5-4 キレイキレイハンドソープ 4L 3本/箱 箱 13,710

5-5 牛乳石鹸　（青） 　 6個/箱 箱 670

5-6 レモン石鹸 　 5個/袋 袋 420

品名 規格 入数 単位 定価

5-7

ディバーシー

　酸性トイレクリーナー

800ｍｌ 12本/箱 箱 7,800

5-8

ディバーシー

　中性トイレクリーナー

800ｍｌ 12本/箱 箱 7,800

5-9 サンポール　（除菌）

小

500ml

24本/箱 箱 7,020

5-10 サンポール　（除菌）

大

1000ｍｌ

12本/箱 箱 6,100

品名 規格 入数 単位 定価

5-11 トイレマジックリン 4.5L 4本/箱 箱 7,850

5-12

トイレマジックリン

　強力クレンザー小

500ｇ 30本/箱 箱 8,770

手洗い石けん手洗い石けん手洗い石けん手洗い石けん

衛生管理用　＞　手洗い石けん衛生管理用　＞　手洗い石けん衛生管理用　＞　手洗い石けん衛生管理用　＞　手洗い石けん

トイレ用クレンザートイレ用クレンザートイレ用クレンザートイレ用クレンザー

施設用　＞　トイレ用洗剤施設用　＞　トイレ用洗剤施設用　＞　トイレ用洗剤施設用　＞　トイレ用洗剤

トイレ用洗剤トイレ用洗剤トイレ用洗剤トイレ用洗剤

（5（5（5（5-1-1-1-1））））

（5（5（5（5-2-2-2-2））））

（5（5（5（5-3-3-3-3））））

（5（5（5（5----4）4）4）4）

（5（5（5（5-5-5-5-5））））

（5（5（5（5-6-6-6-6））））

（5（5（5（5-9-9-9-9））））

（5（5（5（5-7-7-7-7）））） （5（5（5（5-8-8-8-8））））

（5（5（5（5-10-10-10-10））））

（5（5（5（5-12-12-12-12））））

（5（5（5（5-11-11-11-11））））
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洗剤・除菌剤
※青枠の価格は、参考基準価格です

品名 規格 入数 単位 定価

6-1 トイレクイックル

容器入り

　１０枚

12個/箱 箱 6,280

6-2 トイレクイックル

詰替用

　１０枚

24個/箱 箱 9,050

6-3 大三　トイレキレイシート 　

24枚*2ﾊﾟｯｸ

 *30袋/箱

箱 9,240

品名 規格 入数 単位 定価

6-4

ルックパイプマン

　スムースジェル

1000ｍｌ 12本/箱 箱 5,170

品名 規格 入数 単位 定価

6-5 カビキラーⅡ 5L 3本/箱 箱 19,140

6-6 カビキラー

本体

400ｇ

18本/箱 箱 9,250

6-7 カビキラー

詰替用

400ｇ

18本/箱 箱 7,310

品名 規格 入数 単位 定価

6-8

ディバーシー　フォワード

（床用洗剤）

5L 3本/箱 箱 14,730

6-9

ディバーシー　フォワード

（床用洗剤）

18L 缶 14,130

施設用　＞　カビとり剤施設用　＞　カビとり剤施設用　＞　カビとり剤施設用　＞　カビとり剤

カビとり剤カビとり剤カビとり剤カビとり剤

床用洗剤床用洗剤床用洗剤床用洗剤

施設用　＞　床用洗剤施設用　＞　床用洗剤施設用　＞　床用洗剤施設用　＞　床用洗剤

トイレ用除菌シートトイレ用除菌シートトイレ用除菌シートトイレ用除菌シート

施設用　＞　パイプクリーナー施設用　＞　パイプクリーナー施設用　＞　パイプクリーナー施設用　＞　パイプクリーナー

施設用　＞　トイレ用洗剤施設用　＞　トイレ用洗剤施設用　＞　トイレ用洗剤施設用　＞　トイレ用洗剤

パイプクリーナーパイプクリーナーパイプクリーナーパイプクリーナー

（6（6（6（6-1-1-1-1））））

（6（6（6（6-2-2-2-2））））

（6（6（6（6-3-3-3-3））））

（6（6（6（6-4-4-4-4））））

（6（6（6（6-5-5-5-5））））

（6（6（6（6-6-6-6-6））））

（6（6（6（6-7-7-7-7））））

（6（6（6（6-8-8-8-8））））

（6（6（6（6-9-9-9-9））））
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洗剤・除菌剤
※青枠の価格は、参考基準価格です

品名 規格 入数 単位 定価

7-1

ディバーシー　光沢王

（樹脂ワックス）

18L 缶 22,680

7-2

コンドル

　樹脂ワツクススーパープレジデム

18L 缶 23,100

7-3 コンドル　水性ワックス SS 18L 缶 7,300

品名 規格 入数 単位 定価

7-4 マイペット　（家具向き） 500ml 15本/箱 箱 4,570

7-5 マイペット　（家具向き） 4.5L 4本/箱 箱 7,160

7-6

ガラスマジックリン

　ハンディスプレー

400ｍｌ 12本/箱 箱 6,310

品名 規格 入数 単位 定価

7-7 バスマジックリン

本体

スプレー式

400ml

12本/箱 箱 6,310

7-8 バスマジックリン 4.5L 4本/箱 箱 10,000

7-9

ディバーシー

　ニューバスシャイン

5L 3本/箱 箱 10,740

品名 規格 入数 単位 定価

7-10 ボディソープ植物物語 4L 3本/箱 箱 14,400

品名 規格 入数 単位 定価

7-11 リンスインシャンプー 4L 3本/箱 箱 16,800

施設用　＞　浴室・浴槽用洗剤施設用　＞　浴室・浴槽用洗剤施設用　＞　浴室・浴槽用洗剤施設用　＞　浴室・浴槽用洗剤

浴室・浴槽用洗剤浴室・浴槽用洗剤浴室・浴槽用洗剤浴室・浴槽用洗剤

施設用　＞　ボディーソープ・シャンプー施設用　＞　ボディーソープ・シャンプー施設用　＞　ボディーソープ・シャンプー施設用　＞　ボディーソープ・シャンプー

ボディーソープボディーソープボディーソープボディーソープ

シャンプーシャンプーシャンプーシャンプー

施設用　＞　床用ワックス施設用　＞　床用ワックス施設用　＞　床用ワックス施設用　＞　床用ワックス

住居用洗剤住居用洗剤住居用洗剤住居用洗剤

床用ワックス床用ワックス床用ワックス床用ワックス

施設用　＞　住居用洗剤施設用　＞　住居用洗剤施設用　＞　住居用洗剤施設用　＞　住居用洗剤

（7（7（7（7-1-1-1-1））））

（7（7（7（7-2-2-2-2）））） （7（7（7（7-3-3-3-3））））

（7（7（7（7-4-4-4-4））））

（7（7（7（7-6-6-6-6））））

（7（7（7（7-5-5-5-5））））

（7（7（7（7-7-7-7-7）））） （7（7（7（7-8-8-8-8））））

（7（7（7（7-9-9-9-9））））

（7（7（7（7-10-10-10-10））））

（7（7（7（7-11-11-11-11））））
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洗剤・除菌剤
※青枠の価格は、参考基準価格です

品名 規格 入数 単位 定価

8-1

ファブリーズ (除菌プラス）

P＆G（除菌・消臭用）

10L 箱 14,470

品名 規格 入数 単位 定価

8-2

トリオ合成洗剤

　（衣料用洗剤）

10Kg 箱 5,500

8-3

カラーイチバン

　 (色柄用合成洗剤)

5kg 箱 2,190

8-4

セッツイチバン

　（合成洗剤）

10㎏ 箱 4,160

8-5 濃縮ブリード　（合成洗剤） 2㎏ 6個/箱 箱 6,930

8-6

【天然】高温用粉末石鹸

　（ガンコな汚れ用）

20㎏ 1箱 箱 7,160

8-7

【天然】低温用粉末石鹸

　（一般用）

20㎏ 1箱 箱 6,870

品名 規格 入数 単位 定価

8-8 ハイターE　（一般用） 5kg 3本/箱 箱 3,450

8-9 ワイドハイター　（色柄用） 3.5㎏ 4本/箱 箱 13,530

品名 規格 入数 単位 定価

8-10

フルプラ　ダイヤスプレー

　（噴霧器）

500cc 本 730

霧吹き霧吹き霧吹き霧吹き

衣類用　＞　衣類用漂白剤衣類用　＞　衣類用漂白剤衣類用　＞　衣類用漂白剤衣類用　＞　衣類用漂白剤

衣類用漂白剤衣類用漂白剤衣類用漂白剤衣類用漂白剤

詰替容器　＞　霧吹き詰替容器　＞　霧吹き詰替容器　＞　霧吹き詰替容器　＞　霧吹き

衣類用　＞　衣類用洗剤衣類用　＞　衣類用洗剤衣類用　＞　衣類用洗剤衣類用　＞　衣類用洗剤

衣類用洗剤衣類用洗剤衣類用洗剤衣類用洗剤

布用除菌・消臭剤布用除菌・消臭剤布用除菌・消臭剤布用除菌・消臭剤

施設用　＞　布用除菌・消臭剤施設用　＞　布用除菌・消臭剤施設用　＞　布用除菌・消臭剤施設用　＞　布用除菌・消臭剤

（（（（8-18-18-18-1））））

（（（（8-28-28-28-2)))) （（（（8-38-38-38-3))))

（（（（8-48-48-48-4))))

（（（（8-58-58-58-5))))

（（（（8-68-68-68-6))))

（（（（8-78-78-78-7))))

（8（8（8（8-10-10-10-10))))

（（（（8-88-88-88-8)))) （（（（8-98-98-98-9))))
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品名 規格 数 単位 定価

9-1 サランラップ 45cm*50m 20本/箱 箱 21,000

9-2 サランラップ 30cm*50m 30本/箱 箱 19,550

9-3 サランラップ 22cm*50m 30本/箱 箱 15,900

サランラップ　 15㎝*50m 30本/箱 箱 11,400

9-5 リケンラップ 45㎝*50m 30本/箱 箱 18,330

9-6 リケンラップ 30㎝*100m 30本/箱 箱 19,500

9-7 ニュークレラップ 45cm*50m 20本/箱 箱 21,000

9-8 ニュークレラップ 30cm*50m 30本/箱 箱 21,000

9-9 ニュークレラップ 22cm*50m 30本/箱 箱 15,900

9-10 ニュークレラップ 15㎝*50m 30本/箱 箱 11,400

9-11 ダイアラップ 45cm*50m 30本/箱 箱 14,000

9-12 ダイアラップ 30cm*100m 30本/箱 箱 14,000

9-13 ダイアラップ 20cm*100m 30本/箱 箱 13,900

9-14 ダイアラップ 15㎝*100m 40本/箱 箱 15,400

9-15 ダイアラップＧＳＷ 30cm*500m 2本/箱 箱 5,670

品名 規格 数 単位 定価

9-16 三菱　アルミホイル 45cm*30m 20本/箱 箱 28,200

9-17 三菱　アルミホイル 30cm*50m 20本/箱 箱 28,200

品名 規格 数 単位 定価

9-18 プロ用リードペーパー（中）80

80枚*2ﾛｰﾙ

　*6袋/箱

箱 4,850

9-19 リードペーパー　大 大

75枚*2ﾛｰﾙ

　*6袋/箱

箱 8,310

9-20 リードペーパー　箱入 箱入

70枚

　*15個/箱

箱 8,170

品名 規格 数 単位 定価

9-21 リードホットクッキングシート 30cm*20m 24本/箱 箱 28,800

9-22 クックパー 33㎝*20ｍ 20本/箱 箱 20,000

厨房用品
※青枠の価格は、参考基準価格です

クッキングシートクッキングシートクッキングシートクッキングシート

包装資材・消耗品　＞　包材包装資材・消耗品　＞　包材包装資材・消耗品　＞　包材包装資材・消耗品　＞　包材

ラップラップラップラップ

アルミホイルアルミホイルアルミホイルアルミホイル

キッチンペーパーキッチンペーパーキッチンペーパーキッチンペーパー

（9-1）（9-1）（9-1）（9-1）

（9-2）（9-2）（9-2）（9-2）

（9-3）（9-3）（9-3）（9-3）

（9-4）（9-4）（9-4）（9-4）

（9-5）（9-5）（9-5）（9-5）

（9-6）（9-6）（9-6）（9-6）

（9-7）（9-7）（9-7）（9-7）

（9-8）（9-8）（9-8）（9-8）

（9-9）（9-9）（9-9）（9-9）

（9-10）（9-10）（9-10）（9-10）

（9-11）（9-11）（9-11）（9-11）

（9-12）（9-12）（9-12）（9-12）

（9-13）（9-13）（9-13）（9-13）

（9-14）（9-14）（9-14）（9-14）

（9-15）（9-15）（9-15）（9-15）

（9-16）（9-16）（9-16）（9-16）

（9-17）（9-17）（9-17）（9-17）

（9-18）（9-18）（9-18）（9-18）

（9-19）（9-19）（9-19）（9-19）

（9-20）（9-20）（9-20）（9-20）

（9-21）（9-21）（9-21）（9-21）

(9-22）(9-22）(9-22）(9-22）
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厨房用品
※青枠の価格は、参考基準価格です

品名 規格 数 単位 定価

10-1

3M　グリドルパット

（厨房機器専用清掃パッド）

高温用 10枚/箱 箱 4,840

10-2

3M　グリドルパット

（厨房機器専用清掃パッド）

低温用 10枚/箱 箱 2,420

10-3 3M　ナイロン束子No.96 10枚/箱 箱 2,100

10-4 3M　スコッチブライト7447 20枚/箱 箱 5,400

10-5 3M　ハイパッド　鍋釜用

レンジまわり等

しつこい汚れ用

10個/箱 箱 3,960

10-6 3M　がんこ束子

厨房機器の

ガンコな汚れ用

10枚/箱 箱 2,640

10-7 ステン束子 30号　（30g） 30個/箱 箱 5,200

10-8 ステン束子 60号　（60ｇ） 30個/箱 箱 9,000

10-9 ステン束子 80号　（80ｇ） 20個/箱 箱 11,800

10-10 山崎産業　スチールウール＃0 450ｇ 1本 本 950

10-11 束子 15号 20個/袋 袋 2,030

10-12 束子 20号 20個/袋 袋 2,470

10-13 束子 30号 20個/袋 袋 3,080

10-14

サンドクリーン　（布たわし）

※異物混入対策商品

荒目　　 10個/箱 箱 10,000

10-15

サンドクリーン　（布たわし）

※異物混入対策商品

細目　　 10個/箱 箱 7,000

10-16

サンドクリーン　（布たわし）

※異物混入対策商品

中目（小） 10個/箱 箱 7,000

10-17

サンドクリーン　（布たわし）

※異物混入対策商品

中目（大） 10個/箱 箱 8,300

10-18 ナイロン束子

20匁

ﾋﾟﾝｸ・ｸﾞﾘｰﾝ・ﾌﾞﾙｰ

10個/袋 袋 2,160

品名 規格 数 単位 定価

10-19 3M　スポンジエース S 10個/箱 箱 1,600

10-20 3M　スポンジエース L 10個/箱 箱 2,420

10-21

キクロン

キッチンネットクリーナー

皿・コップ洗い用 10個/袋 袋 1,400

10-22

キクロンA

（片面バフスポンジ）

115*75mm

ﾋﾟﾝｸ･ｸﾞﾘｰﾝ･ｲｴﾛｰ

10個/袋 袋 2,500

包装資材・消耗品　＞　たわし・スポンジ類包装資材・消耗品　＞　たわし・スポンジ類包装資材・消耗品　＞　たわし・スポンジ類包装資材・消耗品　＞　たわし・スポンジ類

たわしたわしたわしたわし

スポンジスポンジスポンジスポンジ

よごれ落とし

サビ落とし

ｼｰﾄﾀｲﾌﾟﾀﾜｼ

（10-1）（10-1）（10-1）（10-1） （10-2）（10-2）（10-2）（10-2）

（10-3）（10-3）（10-3）（10-3）

（10-4）（10-4）（10-4）（10-4）

（10-5）（10-5）（10-5）（10-5） （10-6）（10-6）（10-6）（10-6）

（10-（10-（10-（10-19191919））））
（10-（10-（10-（10-20202020））））

(10-(10-(10-(10-7)7)7)7) (10-(10-(10-(10-8)8)8)8) (10-(10-(10-(10-9)9)9)9)

（10-（10-（10-（10-22222222））））
（10-（10-（10-（10-22221）1）1）1）

（10-1（10-1（10-1（10-10000））））

(10-11)(10-11)(10-11)(10-11)

(10-12)(10-12)(10-12)(10-12) (10-13)(10-13)(10-13)(10-13)

(10-14)(10-14)(10-14)(10-14)

(10-15)(10-15)(10-15)(10-15)

(10-16)(10-16)(10-16)(10-16)

(10-17)(10-17)(10-17)(10-17)

（10-（10-（10-（10-18181818））））
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厨房用品
※青枠の価格は、参考基準価格です

品名 規格 数 単位 定価

11-1 銀カップ 6号 深口 500枚/本 本 850

11-2 銀カップ 7号 深口 500枚/本 本 970

11-3 銀カップ 8号 深口 500枚/本 本 1,190

11-4 銀カップ 9号 深口 500枚/本 本 1,340

11-5 銀カップ 8号 浅口 500枚/本 本 1,070

11-6 銀カップ マドレーヌ 500枚/本 本 3,370

品名 規格 数 単位 定価

11-7 人造バラン　山型 　 1000枚/箱 箱 420

11-8 人造バラン　松型 　 1000枚/箱 箱 1,620

品名 規格 数 単位 定価

11-9 シェフメイトスニーカー

22～28cm

白・黒

足 4,550

11-10 シェフメイトスニーカー 29cm　　白・黒 足 5,000

品名 規格 数 単位 定価

11-11

白半長靴　ゾナＧ3（耐油）

（厨房用）

22.5～28cm 足 2,800

11-12

白半長靴　ゾナＧ3（耐油）

（厨房用）

29cm 足 2,900

11-13

ゾナトピア　黒

（一般用）

24～27ｃｍ

（26.5ｃｍは除く）

足 2,050

11-14

ゾナトピア　黒

（一般用）

29.0cm 足 2,310

品名 規格 数 単位 定価

11-15 ビニール前掛( 腰下）

M　白

90*90cm

枚 1,300

11-16 ビニール前掛( 腰下）

Ｌ　白

100*100cm

枚 1,540

11-17 ビニール前掛（胸付）

M　白

96*105cm

枚 1,480

11-18 ビニール前掛（胸付）

L 白

96*110cm

枚 1,540

11-19 ビニール前掛（胸付）

ＬＬ　白

96*115cm

枚 1,710

バランバランバランバラン

包装資材・消耗品　＞　消耗品包装資材・消耗品　＞　消耗品包装資材・消耗品　＞　消耗品包装資材・消耗品　＞　消耗品

アルミホイルケースアルミホイルケースアルミホイルケースアルミホイルケース

コックシューズコックシューズコックシューズコックシューズ

長靴長靴長靴長靴

包装資材・消耗品　＞　マスク・帽子・前掛・靴包装資材・消耗品　＞　マスク・帽子・前掛・靴包装資材・消耗品　＞　マスク・帽子・前掛・靴包装資材・消耗品　＞　マスク・帽子・前掛・靴

前掛前掛前掛前掛

（11-1）～(11-4)（11-1）～(11-4)（11-1）～(11-4)（11-1）～(11-4)

（11-5）（11-5）（11-5）（11-5）

（11-6）（11-6）（11-6）（11-6）

（11-7）（11-7）（11-7）（11-7） （11-8）（11-8）（11-8）（11-8）

（11-9）（11-10）（11-9）（11-10）（11-9）（11-10）（11-9）（11-10）

（11-12）（11-12）（11-12）（11-12）

（11-11）（11-11）（11-11）（11-11）

（11-14）（11-14）（11-14）（11-14）

（11-13）（11-13）（11-13）（11-13）

（11-16）（11-16）（11-16）（11-16）

（11-15）（11-15）（11-15）（11-15）

（11-17）（11-17）（11-17）（11-17）

　～(11-1　～(11-1　～(11-1　～(11-19999))))
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厨房用品
※青枠の価格は、参考基準価格です

品名 規格 数 単位 定価

12-1 ディスポキャップ フリーサイズ 100枚/箱 箱 2,390

品名 規格 数 単位 定価

12-2

紙マスク

メガクリーンマスク

白

（3層マスク）

50枚/箱 箱 770

12-3

紙マスク

スタンダードマスク

白

（2層マスク）

100枚/箱 箱 1,240

12-4

NTC GIKO 1400

N95　マスク

空気感染

　　対策マスク

50枚/箱 箱 9,240

品名 規格 数 単位 定価

12-5 炊飯ネット　 Ｌ　5升用 枚 2,570

品名 規格 数 単位 定価

12-6 チャッカマン 　 本 530

品名 規格 数 単位 定価

12-7 白タオル 200匁（750ｇ） 12枚 ﾀﾞｰｽ 1,390

12-8 JOY カラータオル

240匁（900ｇ）

白・ﾌﾞﾙｰ・ﾋﾟﾝｸ・

黄・ｸﾞﾘｰﾝ

10枚/袋 袋 4,420

品名 規格 数 単位 定価

12-9 JOY カラーオシボリ

100匁（375ｇ）

白・ﾌﾞﾙｰ・ﾋﾟﾝｸ・

黄・ｸﾞﾘｰﾝ他

10枚/袋 袋 2,080

12-10 オシボリタオル　青ライン 70匁（270ｇ） 12枚 ﾀﾞｰｽ 1,160

チャッカマンチャッカマンチャッカマンチャッカマン

包装資材・消耗品　＞　タオル・おしぼり包装資材・消耗品　＞　タオル・おしぼり包装資材・消耗品　＞　タオル・おしぼり包装資材・消耗品　＞　タオル・おしぼり

タオルタオルタオルタオル

おしぼりおしぼりおしぼりおしぼり

使い捨て帽子使い捨て帽子使い捨て帽子使い捨て帽子

使い捨てマスク使い捨てマスク使い捨てマスク使い捨てマスク

包装資材・消耗品包装資材・消耗品包装資材・消耗品包装資材・消耗品

炊飯ネット炊飯ネット炊飯ネット炊飯ネット

包装資材・消耗品　＞　マスク・帽子・前掛・靴包装資材・消耗品　＞　マスク・帽子・前掛・靴包装資材・消耗品　＞　マスク・帽子・前掛・靴包装資材・消耗品　＞　マスク・帽子・前掛・靴

（1（1（1（12222----1111））））

（12-3）（12-3）（12-3）（12-3）（12-2）（12-2）（12-2）（12-2）

（12-（12-（12-（12-4444））））

（12-5）（12-5）（12-5）（12-5）

（12-7）（12-7）（12-7）（12-7）

（12-6）（12-6）（12-6）（12-6）

（12-9）（12-9）（12-9）（12-9）

（12-8）（12-8）（12-8）（12-8）

（12-（12-（12-（12-10101010））））
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厨房用品
※青枠の価格は、参考基準価格です

品名 規格 数 単位 定価

13-1 カエンニューエース 20ｇ 40個*10袋/箱 箱 7,850

13-2 カエンニューエース 25ｇ 40個*8袋/箱 箱 7,850

13-3 カエンニューエース 30ｇ 40個*7袋/箱 箱 7,850

13-4 カエンニューエース 35ｇ 40個*6袋/箱 箱 7,850

品名 規格 数 単位 定価

13-5

ガスボンベ

 （カセットコンロ用ガスボンベ）

　 3本/組 組 520

品名 規格 数 単位 定価

13-6 六ツ折ナフキン白 25㎝*25㎝

100枚

　*100袋/箱

箱 9,240

品名 規格 数 単位 定価

13-7 天紙 20ｃｍ×22ｃｍ 100枚/包 包 280

品名 規格 数 単位 定価

13-8

オールタイム

カウンタークロス

白・ブルー・

ピンク・グリーン

60枚/箱 箱 2,930

品名 規格 数 単位 定価

13-9 妻楊枝　黒文字 　 20個/箱 個 6,930

13-10 さくら楊枝 30号

100本

　*30個/箱

箱 2,080

品名 規格 数 単位 定価

13-11 割箸　元禄　袋入り 　 100膳/袋 袋 470

13-12 割箸　カバ　上小判　裸 　 5000膳/箱 箱 11,450

包装資材・消耗品　＞　燃料包装資材・消耗品　＞　燃料包装資材・消耗品　＞　燃料包装資材・消耗品　＞　燃料

固形燃料固形燃料固形燃料固形燃料

ガスボンベガスボンベガスボンベガスボンベ

包装資材・消耗品　＞　テーブル消耗品包装資材・消耗品　＞　テーブル消耗品包装資材・消耗品　＞　テーブル消耗品包装資材・消耗品　＞　テーブル消耗品

ナフキンナフキンナフキンナフキン

天紙天紙天紙天紙

カウンタークロスカウンタークロスカウンタークロスカウンタークロス

つまようじつまようじつまようじつまようじ

割箸割箸割箸割箸

（13-5）（13-5）（13-5）（13-5）

（13-6）（13-6）（13-6）（13-6）

（13-7）（13-7）（13-7）（13-7）

（13-9）（13-9）（13-9）（13-9） （13-10）（13-10）（13-10）（13-10）

（13-11）（13-11）（13-11）（13-11） （13-12）（13-12）（13-12）（13-12）

（13-1）（13-1）（13-1）（13-1）

　～(13-4)　～(13-4)　～(13-4)　～(13-4)

（13-8）（13-8）（13-8）（13-8）
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厨房用品
※青枠の価格は、参考基準価格です

品名 規格 数 単位 定価

14-1 軍手　ハンドスター

滑り止め部分

黄色

1ダース

(12双)

ﾀﾞｰｽ 1,220

品名 規格 数 単位 定価

14-2 軍手　 純綿

1ダース

(12双)

ﾀﾞｰｽ 1,000

14-3 軍手　 特紡

1ダース

(12双)

ﾀﾞｰｽ 590

品名 規格 数 単位 定価

14-4 ビニトップ厚手手袋 Ｍ・L 10双/袋 袋 3,420

14-5

天然ゴム厚手　オレンジ

　N-111

M 10双/袋 袋 2,930

14-6

ダンロップ

天然ゴム厚手ロング手袋

裏毛付

M　　オレンジ 10双/袋 袋 4,340

品名 規格 数 単位 定価

14-7

フジポリグローブ手袋

　（使い捨て手袋）

S・M・L 100枚/箱 箱 330

14-8

サクラメン手袋　スタンダード

　（使い捨て手袋）

S・M・L 100枚/箱 箱 1,080

14-9

サクラメン手袋

　ＤＸ　エンボス　ピンク

S・M・L 100枚/箱 箱 1,340

14-10

シンガーニトリルディスポ手袋

　白　（粉付　使い捨て手袋）

SS・S・M・L 100枚/箱 箱 1,100

14-11

イージーグローブ

　ポリＬＤ№７２２

S･M･L

ブルー

100枚/箱 箱 400

品名 規格 数 単位 定価

14-12 軍足　S-785 カカト付

1ダース

(12双)

ﾀﾞｰｽ 1,850

手袋　＞　軍手手袋　＞　軍手手袋　＞　軍手手袋　＞　軍手

滑り止め付き軍手滑り止め付き軍手滑り止め付き軍手滑り止め付き軍手

軍手軍手軍手軍手

手袋　＞　炊事用手袋手袋　＞　炊事用手袋手袋　＞　炊事用手袋手袋　＞　炊事用手袋

炊事用手袋炊事用手袋炊事用手袋炊事用手袋

手袋　＞　使い捨て手袋手袋　＞　使い捨て手袋手袋　＞　使い捨て手袋手袋　＞　使い捨て手袋

使い捨て手袋使い捨て手袋使い捨て手袋使い捨て手袋

手袋　＞　軍足手袋　＞　軍足手袋　＞　軍足手袋　＞　軍足

軍足軍足軍足軍足

（14-1）（14-1）（14-1）（14-1）

（14-2）（14-2）（14-2）（14-2） （14-3）（14-3）（14-3）（14-3）

（14-4）（14-4）（14-4）（14-4）

（14-5）（14-5）（14-5）（14-5） （14-6）（14-6）（14-6）（14-6）

（14-7）（14-7）（14-7）（14-7）

（14-8）（14-8）（14-8）（14-8） （14-9）（14-9）（14-9）（14-9）

（14-10）（14-10）（14-10）（14-10） （14-11）（14-11）（14-11）（14-11）

（14-12）（14-12）（14-12）（14-12）
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厨房用品
※青枠の価格は、参考基準価格です

品名 規格 数 単位 定価

15-1 イケダ　ＤＸ　丸ざる #650　φ66㎝ 個 6,280

15-2 イケダ　ＤＸ　丸ざる #470　φ47㎝ 個 2,000

15-3 イケダ　ＤＸ　丸ざる #420　φ42㎝ 個 1,400

15-4 イケダ　ＤＸ　丸ざる 0号　φ36㎝ 個 780

15-5 イケダ　ＤＸ　丸ざる 1号　φ33㎝ 個 600

15-6 イケダ　ＤＸ　丸ざる 2号　φ30㎝ 個 480

15-7 イケダ　ＤＸ　丸ざる 3号　φ26㎝ 個 380

15-8 イケダ　ＤＸ　丸ざる 4号　φ23㎝ 個 300

15-9 イケダ　ＤＸ　丸ざる 5号　φ20㎝ 個 260

15-10 イケダ　ＤＸ　丸ざる 6号　φ16㎝ 個 230

品名 規格 数 単位 定価

15-11

セキスイ

角篭　深型　ブルー

小

230*300*105mm

個 490

15-12

セキスイ

角篭　深型　ブルー

中

295*390*130mm

個 890

15-13

セキスイ

角篭　深型　ブルー

大

360*480*165mm

個 1,420

15-14

セキスイ

角篭　浅型　ブルー

小

225*300*55mm

個 410

15-15

セキスイ

角篭　浅型　ブルー

中

295*390*70mm

個 710

15-16

セキスイ

角篭　浅型　ブルー

大

360*485*85mm

個 1,240

プラスチックかごプラスチックかごプラスチックかごプラスチックかご

調理器具　＞　かご調理器具　＞　かご調理器具　＞　かご調理器具　＞　かご

プラスチックざるプラスチックざるプラスチックざるプラスチックざる

調理器具　＞　ざる調理器具　＞　ざる調理器具　＞　ざる調理器具　＞　ざる

（15-1）～（15-10）（15-1）～（15-10）（15-1）～（15-10）（15-1）～（15-10）

（15-11）～（15-13）（15-11）～（15-13）（15-11）～（15-13）（15-11）～（15-13）

（15-14）～（15-15）（15-14）～（15-15）（15-14）～（15-15）（15-14）～（15-15）
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品名 規格 入数 単位 定価

16-1 ポリ袋

45L　0.03*650*800㎜

透明･半透明･青･黒

10枚*60冊/箱 箱 7,390

16-2 ポリ袋

70L　0.04*800*900㎜

透明･半透明･青･黒

10枚*30冊/箱 箱 6,930

16-3 ポリ袋

90L　0.05*900*1000㎜

透明･半透明･青･黒

10枚*20冊/箱 箱 7,540

16-4 くずかご用ポリ袋 10L  0.01*400*500mm 100枚*20袋/箱 箱 4,700

16-5 ポリハイゴミ袋

30L　0.03*500*600㎜

透明･半透明･青･黒

20枚*30冊/箱 箱 4,850

16-6 ポリハイゴミ袋

120L　0.05*1000*1200mm

透明･半透明･青･黒

10枚*15冊/箱 箱 11,630

16-7 フジポリ袋

No.1　0.03*70*100mm

透明

2000枚入/箱 箱 1,850

16-8 フジポリ袋

No.2　0.03*80*120mm

透明

2000枚入/箱 箱 1,990

16-9 フジポリ袋

No.3　0.03*80*150mm

透明

2000枚入/箱 箱 2,130

16-10 フジポリ袋

No.4　0.03*90*170mm

透明

1000枚入/箱 箱 1,090

16-11 フジポリ袋

No.5　0.03*100*190mm

透明

1000枚入/箱 箱 1,200

16-12 フジポリ袋

No.6　0.03*100*210mm

透明

1000枚入/箱 箱 1,230

16-13 フジポリ袋

No.7　0.03*120*230mm

透明

1000枚入/箱 箱 1,300

16-14 フジポリ袋

No.8　0.03*130*250mm

透明

1000枚入/箱 箱 1,370

16-15 フジポリ袋

No.9　0.03*150*250mm

透明

1000枚入/箱 箱 1,570

16-16 フジポリ袋

No.10　0.03*180*270mm

透明

1000枚入/箱 箱 1,850

16-17 フジポリ袋

No.11　0.03*200*300mm

透明

1000枚入/箱 箱 2,240

16-18 フジポリ袋

No.12　0.03*230*340mm

透明

1000枚入/箱 箱 2,870

16-19 フジポリ袋

No.13　0.03*260*380mm

透明

1000枚入/箱 箱 3,530

16-20 フジポリ袋

No.14　0.03*280*410mm

透明

1000枚入/箱 箱 4,230

16-21 フジポリ袋

No.15　0.03*300*450mm

透明

1000枚入/箱 箱 4,830

16-22 フジポリ袋

No.16　0.03*340*480mm

透明

500枚入/箱 箱 3,030

16-23 フジポリ袋

No.17　0.03*360*500mm

透明

500枚入/箱 箱 3,300

16-24 フジポリ袋

No.18　0.03*380*530mm

透明

500枚入/箱 箱 3,600

16-25 フジポリ袋

No.19　0.03*400*550mm

透明

500枚入/箱 箱 3,900

16-26 フジポリ袋

No.20　0.03*460*600mm

透明

500枚入/箱 箱 5,280

※青枠の価格は、参考基準価格です

ポリ袋ポリ袋ポリ袋ポリ袋

ポリ袋ポリ袋ポリ袋ポリ袋

ポリ袋

（16-1）（16-1）（16-1）（16-1）

　～（16-3）　～（16-3）　～（16-3）　～（16-3）

（16-5）（16-5）（16-5）（16-5）

（16-6）（16-6）（16-6）（16-6）

(16-7)(16-7)(16-7)(16-7)

(16-8)(16-8)(16-8)(16-8)

(16-9)(16-9)(16-9)(16-9)

(16-10)(16-10)(16-10)(16-10)

(16-11)(16-11)(16-11)(16-11)

(16-12)(16-12)(16-12)(16-12)

(16-13)(16-13)(16-13)(16-13)

(16-14)(16-14)(16-14)(16-14)

(16-15)(16-15)(16-15)(16-15)

(16-16)(16-16)(16-16)(16-16)

(16-17)(16-17)(16-17)(16-17)

(16-18)(16-18)(16-18)(16-18)

(16-19)(16-19)(16-19)(16-19)

(16-20)(16-20)(16-20)(16-20)

(16-21)(16-21)(16-21)(16-21)

(16-22)(16-22)(16-22)(16-22)

(16-23)(16-23)(16-23)(16-23)

(16-24)(16-24)(16-24)(16-24)

(16-25)(16-25)(16-25)(16-25)

(16-26)(16-26)(16-26)(16-26)

（16-4）（16-4）（16-4）（16-4）
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※青枠の価格は、参考基準価格です
ポリ袋

品名 規格 入数 単位 定価

17-1 カバ印　ポリ袋

#10-1　ミニパック　透明

0.02*180*250㎜

50枚*100冊/箱 箱 10,000

17-2 カバ印　ポリ袋

#2　台所（小）　透明

0.02*250*350㎜

50枚*60冊/箱 箱 9,230

17-3 カバ印　ポリ袋

#3　台所（大）　透明

0.02*320*380㎜

50枚*60冊/箱 箱 12,930

17-4 カバ印　ポリ袋

#3-2　トイレコーナー

ブラック　0.02*320*380㎜

50枚*60冊/箱 箱 12,930

17-5 カバ印　ポリ袋

#8　20型ペール　透明

0.025*500*600㎜

10枚*60冊/箱 箱 7,390

17-6 カバ印　ポリ袋

＃80　ペダルペール　透明

0.023*450*500㎜

20枚*60冊/箱 箱 11,100

品名 規格 入数 単位 定価

17-7

カバ印　ポリ袋

（穴明き）

#5　水切り　透明

0.02*320*380㎜

30枚*100冊/箱 箱 15,390

17-8

水切り袋

　ゴミッコポイ

三角コーナー用　L

150*180*270㎜

10枚*25冊入/束 束 8,540

17-9

水切り袋

　ゴミッコポイ

三角コーナー用　M

135*170*255㎜

15枚*25冊入/束 束 5,770

17-10

水切り袋

　ゴミッコポイ

排水口用　S

125*110*250㎜

15枚*25冊入/束 束 5,770

品名 規格 入数 単位 定価

17-11 傘袋（ヒモ付） 0.03*100*800mm 500枚入/束 束 2,160

品名 規格 入数 単位 定価

17-12 フジバック FB25　縦310*横150㎜ 100枚*30袋/箱 箱 4,160

17-13 フジバック FB30　縦370*横185㎜ 100枚*20袋/箱 箱 4,080

17-14 フジバック FB35　縦430*横220㎜ 100枚*10袋/箱 箱 3,080

17-15 フジバック FB40　縦490*横260㎜ 100枚*10袋/箱 箱 4,310

17-16 フジバック FB45　縦550*横300mm 100枚*10袋/箱 箱 5,700

17-17 フジバック FB50　縦600*横345㎜ 100枚*10袋/箱 箱 7,700

傘袋傘袋傘袋傘袋

傘袋傘袋傘袋傘袋

レジ袋レジ袋レジ袋レジ袋

レジ袋レジ袋レジ袋レジ袋

水切り袋水切り袋水切り袋水切り袋

水切り袋水切り袋水切り袋水切り袋

ポリ袋ポリ袋ポリ袋ポリ袋

ポリ袋ポリ袋ポリ袋ポリ袋

（17-1）～（17-6）（17-1）～（17-6）（17-1）～（17-6）（17-1）～（17-6）

（17-10）（17-10）（17-10）（17-10）

（17-7）（17-7）（17-7）（17-7）

（17-11）（17-11）（17-11）（17-11）

(17-12)(17-12)(17-12)(17-12)

(17-13)(17-13)(17-13)(17-13)

(17-14)(17-14)(17-14)(17-14)

(17-15)(17-15)(17-15)(17-15)

(17-16)(17-16)(17-16)(17-16)

(17-17)(17-17)(17-17)(17-17)

（17-8）（17-9）（17-8）（17-9）（17-8）（17-9）（17-8）（17-9）
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品名 規格 入数 単位 定価

18-1

タオルペーパー

 フジタッチ

220*230mm

200枚

 *30袋/箱

箱 6,200

18-2

タオルペーパー

 フジタッチ

220*230mm

100枚

 *50袋/箱

箱 5,170

18-3

タオルペーパー

 フジエコクリーン

220*170m

200枚

 *40袋/箱

箱 7,160

品名 規格 数 単位 定価

18-4

ティッシュペーパー

 エルモア

　

200組

 *5個/束

束 510

品名 規格 数 単位 定価

18-5

トイレットペーパー

 良い紙(個別包装)

114mm*55ｍ 100個/箱 箱 4,620

18-6

トイレットペーパー

 アプリーブ(個別包装)

114mm*110ｍ 60個/箱 箱 6,080

18-7

トイレットペーパー

 すずらんエース

114mm*55ｍ

12ﾛｰﾙ

 *8袋/箱

箱 4,300

品名 規格 数 単位 定価

18-8

ホワイトクリーン丸型

(紙おしぼり・丸型)

　 1000本/箱 箱 5,230

18-9

フジクリーンＳ

(紙おしぼり・平型)

　 1000本/箱 箱 6,470

18-10

メディカルティッシュ丸型

超大判70

(医療用介護用品/体拭き用)

280*600mm

6袋

 *50束/箱

箱 9,700

18-11

メディカルティッシュ丸型

超大判100(超厚手)

(医療用介護用品/体拭き用)

超厚手

280*600mm

6袋

 *50束/箱

箱 12,240

消耗品　＞　タオルペーパー消耗品　＞　タオルペーパー消耗品　＞　タオルペーパー消耗品　＞　タオルペーパー

タオルペーパータオルペーパータオルペーパータオルペーパー

施設用品
※青枠の価格は、参考基準価格です

消耗品　＞　ティッシュペーパー消耗品　＞　ティッシュペーパー消耗品　＞　ティッシュペーパー消耗品　＞　ティッシュペーパー

ティッシュペーパーティッシュペーパーティッシュペーパーティッシュペーパー

消耗品　＞　トイレットペーパー消耗品　＞　トイレットペーパー消耗品　＞　トイレットペーパー消耗品　＞　トイレットペーパー

トイレットペーパートイレットペーパートイレットペーパートイレットペーパー

消耗品　＞　紙おしぼり消耗品　＞　紙おしぼり消耗品　＞　紙おしぼり消耗品　＞　紙おしぼり

紙おしぼり紙おしぼり紙おしぼり紙おしぼり

（18-1）（18-1）（18-1）（18-1）

（18-2）（18-2）（18-2）（18-2）

（18-3）（18-3）（18-3）（18-3）

（18-4）（18-4）（18-4）（18-4）

（18-5）（18-5）（18-5）（18-5）

（18-6）（18-6）（18-6）（18-6）

（18-7）（18-7）（18-7）（18-7）

（18-8）（18-8）（18-8）（18-8） （18-9）（18-9）（18-9）（18-9）

（18-10）（18-10）（18-10）（18-10）

（18-11）（18-11）（18-11）（18-11）
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施設用品
※青枠の価格は、参考基準価格です

品名 規格 入数 単位 定価

19-1

紙コップ

SV-205 アストロ

80個/本 本 760

品名 規格 入数 単位 定価

19-2 コットンランド綿棒 　

200本

 *10個/箱

箱 1,700

品名 規格 入数 単位 定価

19-3

セキスイ

 ポリペール 丸 本体

45L 個 4,120

19-4

セキスイ

 ポリペール 丸 本体

70L 個 7,340

19-5

セキスイ

 ポリペール 丸 本体

90L 個 9,530

19-6

セキスイ

 ポリペール 丸 蓋

45L 枚 1,240

19-7

セキスイ

 ポリペール 丸 蓋

70L 枚 1,760

19-8

セキスイ

 ポリペール 丸 蓋

90L 枚 2,060

19-9 セキスイ 角ペール 本体 40Ｌ 個 4,260

19-10 セキスイ 角ペール 本体 60Ｌ 個 6,160

19-11 セキスイ 角ペール 蓋 40Ｌ 枚 970

19-12 セキスイ 角ペール 蓋 60Ｌ 枚 1,330

19-13

テラモト

厨房ペール４５キャスター付

45L

W516*D313*H623mm

台 6,600

19-14

テラモト

厨房ペール４５用水切りカゴ

W426*D304*H420mm 個 1,400

19-15

アロン 厨房ペール

キャスター付 CK-70

572*356*H704

ﾌﾞﾙｰ･ｸﾞﾚｰ･ﾎﾜｲﾄ・

ｸﾞﾘｰﾝ･ﾚｯﾄﾞ･ｲｴﾛｰ

台 8,800

品名 規格 入数 単位 定価

19-16

テラモト

Trim(トリム)ST(ステン)

68L

W470*D435*H930mm

一般ゴミ用・もえるゴミ用・

もえないゴミ用・新聞雑誌用

・ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ用・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ用

・あきかん用・あきびん用

台 54,000

19-17

テラモト

グランボックス90

(灰皿なし)

90L

W578*D489*H1146mm

一般ゴミ用・かんびん用

台 108,600

19-18

テラモト

グランボックス90

(灰皿付)

90L

W578*D489*H1146mm

一般ゴミ用・かんびん用

台 120,000

環境美化製品　＞　ゴミ容器環境美化製品　＞　ゴミ容器環境美化製品　＞　ゴミ容器環境美化製品　＞　ゴミ容器

ゴミ容器ゴミ容器ゴミ容器ゴミ容器

屋外用屑入屋外用屑入屋外用屑入屋外用屑入

紙コップ紙コップ紙コップ紙コップ

綿棒綿棒綿棒綿棒

消耗品　＞　紙コップ・綿棒消耗品　＞　紙コップ・綿棒消耗品　＞　紙コップ・綿棒消耗品　＞　紙コップ・綿棒

（19-1）（19-1）（19-1）（19-1）

（19-2）（19-2）（19-2）（19-2）

（19-9）（19-9）（19-9）（19-9）

　～（19-12）　～（19-12）　～（19-12）　～（19-12）

（19-3）（19-3）（19-3）（19-3）

　～（19-8）　～（19-8）　～（19-8）　～（19-8）

（19-13）（19-13）（19-13）（19-13）

（19-14）（19-14）（19-14）（19-14）

（19-15）（19-15）（19-15）（19-15）

（19-16）（19-16）（19-16）（19-16）

（19-17）（19-17）（19-17）（19-17）
（19-18）（19-18）（19-18）（19-18）
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施設用品
※青枠の価格は、参考基準価格です

品名 規格 入数 単位 定価

20-1

テラモト ゴミ回収カート

ダストカーSD

小　132L(本体・袋セット)

W550*D540*H800mm

台 14,000

20-2

テラモト ゴミ回収カート

ダストカーSD

大　236L(本体・袋セット)

W660*D640*H940mm

台 18,000

品名 規格 入数 単位 定価

20-3

テラモト

エコ分別カラーペール45

本体　42ℓ

W288*D425*H520mm

台 3,200

20-4

テラモト

エコ分別カラーペール45

蓋　一般ゴミ(オープン)

W300*D417*H185mm　茶

枚 2,500

20-5

テラモト

エコ分別カラーペール45

蓋　一般ゴミ(プッシュ)

W300*D417*H185mm　茶

枚 2,500

20-6

テラモト

エコ分別カラーペール45

蓋　もえるゴミ(オープン)

W300*D417*H185mm　赤

枚 2,500

20-7

テラモト

エコ分別カラーペール45

蓋　もえるゴミ(プッシュ ）

W300*D417*H185mm　赤

枚 2,500

20-8

テラモト

エコ分別カラーペール45

蓋　もえないゴミ(オープン)

W300*D417*H185mm　青

枚 2,500

20-9

テラモト

エコ分別カラーペール45

蓋　もえないゴミ(プッシュ)

W300*D417*H185mm　青

枚 2,500

20-10

テラモト

エコ分別カラーペール45

蓋　プラスチック(オープン)

W300*D417*H185mm　白

枚 2,500

20-11

テラモト

エコ分別カラーペール45

蓋　プラスチック(プッシュ)

W300*D417*H185mm　白

枚 2,500

20-12

テラモト

エコ分別カラーペール45

蓋　あきびん

W300*D417*H185mm　緑

枚 2,500

20-13

テラモト

エコ分別カラーペール45

蓋　ペットボトル

W300*D417*H185mm　灰

枚 2,500

20-14

テラモト

エコダスターTT #60

本体　60L

W370*D480*H620mm

台 4,310

20-15

テラモト

エコダスターTT #60

蓋　W375*D465*H215mm

W丸ｱﾅ(グリーン×ブルー)

丸ｱﾅ×角ｱﾅ(ｸﾞﾘｰﾝ×ｲｴﾛｰ)

W角アナ(レッド×イエロー)

Wフラップ(レッド×イエロー)

枚 3,260

20-16

テラモト

キャスターペール 90

90L

W468*D575*H824mm

台 14,000

品名 規格 入数 単位 定価

20-17 テラモト エコプラ屑入

上部φ238*H278mm

灰・青

個 770

ゴミ回収カートゴミ回収カートゴミ回収カートゴミ回収カート

環境美化製品　＞　ゴミ容器環境美化製品　＞　ゴミ容器環境美化製品　＞　ゴミ容器環境美化製品　＞　ゴミ容器

分別容器分別容器分別容器分別容器

事務所用屑入事務所用屑入事務所用屑入事務所用屑入

（20-1）（20-1）（20-1）（20-1）

（20-2）（20-2）（20-2）（20-2）

（20-15）（20-15）（20-15）（20-15）

（20-3）～（20-13）（20-3）～（20-13）（20-3）～（20-13）（20-3）～（20-13）

（20-16）（20-16）（20-16）（20-16）

（20-14）（20-14）（20-14）（20-14）

（20-17）（20-17）（20-17）（20-17）
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施設用品
※青枠の価格は、参考基準価格です

品名 規格 入数 単位 定価

21-1 テラモト ターンボックス W300*D210*H550mm 台 5,800

21-2 テラモト エコシャンA360

本体

W381*D280mm*H515mm

個 3,000

21-3 テラモト エコシャンA360

スイング蓋

W381*D280mm*H148mm

枚 1,650

品名 規格 入数 単位 定価

21-4

コンドル

医療廃棄物容器ﾎﾙﾀﾞｰSK-F

本体

W305～530×D475

　×575×H445～725mm

台 31,250

21-5

コンドル

医療廃棄物容器ﾎﾙﾀﾞｰSK-F

蓋　小　W345×D345mm 枚 6,250

21-6

コンドル

医療廃棄物容器ﾎﾙﾀﾞｰSK-F

蓋　中　W395×D395mm 枚 6,250

21-7

コンドル

医療廃棄物容器ﾎﾙﾀﾞｰSK-F

蓋　大　W465×D435mm 枚 6,250

21-8

コンドル

医療廃棄物容器ﾎﾙﾀﾞｰSK-F

A3　W465×D370mm 枚 6,250

品名 規格 入数 単位 定価

21-9

テラモト

ワイドペールST カギ穴付

350L　キャスター付

W705*D750*H1145mm

台 60,000

21-10

テラモト

ワイドペールST カギ穴付

350L　キャスターなし

W705*D750*H1065mm

台 55,000

21-11

テラモト

ワイドペールST カギ穴付

500L　キャスター付

W975*D750*H1145mm

台 75,000

21-12

テラモト

ワイドペールST カギ穴付

500L　キャスターなし

W975*D750*H1065mm

台 70,000

21-13

テラモト

ワイドペールST カギ穴付

800L　キャスター付

W1475*D750*H1145mm

台 95,000

21-14

テラモト

ワイドペールST カギ穴付

800L　キャスターなし

W1475*D750*H1065mm

台 90,000

21-15

コンドル リサイクルカート

アウトバー0.6

容量600L

W1160×D666×H1050mm

(バー:W1280×H790)

台 220,000

21-16

コンドル リサイクルカート

アウトバー0.7

容量700L

W1360×D643×H1050mm

(バー:W1574×H685)

台 233,300

品名 規格 入数 単位 定価

21-17

テラモト ペダルボックス

(足踏み式ｽﾃﾝﾚｽ製衛生容器)

5ℓ 　φ210*H290mm 個 4,100

21-18

コンドル

トイレコーナー 三角型

W224*D143*H195mm 個 1,100

21-19

コンドル

サニタリーボックスST-F5

容量5L

W315×D154×H311

台 15,000

21-20

コンドル

サニタリーボックス ST-F9

容量9L

W315×D154×H500

台 18,000

大型ゴミ容器大型ゴミ容器大型ゴミ容器大型ゴミ容器

環境美化製品　＞　汚物入環境美化製品　＞　汚物入環境美化製品　＞　汚物入環境美化製品　＞　汚物入

汚物入汚物入汚物入汚物入

屋内用屑入屋内用屑入屋内用屑入屋内用屑入

屋内用屑入ホルダー屋内用屑入ホルダー屋内用屑入ホルダー屋内用屑入ホルダー

環境美化製品　＞　ゴミ容器環境美化製品　＞　ゴミ容器環境美化製品　＞　ゴミ容器環境美化製品　＞　ゴミ容器

（21-1）（21-1）（21-1）（21-1）
(21-2)(21-3)(21-2)(21-3)(21-2)(21-3)(21-2)(21-3)

（21-4）～（21-8）（21-4）～（21-8）（21-4）～（21-8）（21-4）～（21-8）

（21-9）～（21-14）（21-9）～（21-14）（21-9）～（21-14）（21-9）～（21-14）

(21-17)(21-17)(21-17)(21-17)
(21-18)(21-18)(21-18)(21-18)

(21-20)(21-20)(21-20)(21-20)(21-19)(21-19)(21-19)(21-19)

写真は

　キャスター付

（21-15）（21-16）（21-15）（21-16）（21-15）（21-16）（21-15）（21-16）
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施設用品
※青枠の価格は、参考基準価格です

品名 規格 入数 単位 定価

22-1 ポリバケツ 本体　10Ｌ 個 650

22-2 ポリバケツ 本体　13Ｌ 個 770

22-3 ポリバケツ 本体　15Ｌ 個 910

22-4 ポリバケツ 蓋　10Ｌ 枚 250

22-5 ポリバケツ 蓋　13Ｌ 枚 270

22-6 ポリバケツ 蓋　15Ｌ 枚 280

22-7

コンドル

システムバケツセット

容量：14L

W320×D290×H300mm

ｾｯﾄ 2,200

品名 規格 入数 単位 定価

22-8

テラモト

ビルメンカート Ｌ

W550*D1115*H980mm 台 36,000

品名 規格 入数 単位 定価

22-9

テラモト

ＥＦコーナーブルーム

30cm 本 2,200

22-10

テラモト

ＥＦコーナーブルーム

45cm 本 2,400

品名 規格 入数 単位 定価

22-11

テラモト

ＥＦコーナーブルーム

スペア

30cm 個 1,300

22-12

テラモト

ＥＦコーナーブルーム

スペア

45cm 個 1,400

ほうきほうきほうきほうき

ほうき用スペアほうき用スペアほうき用スペアほうき用スペア

バケツバケツバケツバケツ

環境美化製品　＞　清掃用カート環境美化製品　＞　清掃用カート環境美化製品　＞　清掃用カート環境美化製品　＞　清掃用カート

清掃用カート清掃用カート清掃用カート清掃用カート

環境美化製品　＞　ほうき環境美化製品　＞　ほうき環境美化製品　＞　ほうき環境美化製品　＞　ほうき

環境美化製品　＞　バケツ環境美化製品　＞　バケツ環境美化製品　＞　バケツ環境美化製品　＞　バケツ

（（（（22-122-122-122-1）～）～）～）～(22-6）(22-6）(22-6）(22-6）

（2（2（2（22-72-72-72-7））））

（2（2（2（22-82-82-82-8））））

（22（22（22（22-9-9-9-9））））

（2（2（2（22-102-102-102-10））））

（2（2（2（22-122-122-122-12））））

（2（2（2（22-112-112-112-11））））
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施設用品
※青枠の価格は、参考基準価格です

品名 規格 入数 単位 定価

23-1 テラモト 自在ホーキ パイプ柄・木柄　30cm 本 940

23-2 テラモト 自在ホーキ パイプ柄・木柄　45cm 本 1,260

23-3 テラモト 自在ホーキ パイプ柄・木柄　60cm 本 2,000

品名 規格 入数 単位 定価

23-4

テラモト

自在ホーキ スペア

30cm　300mm 個 470

23-5

テラモト

自在ホーキ スペア

45cm　450mm 個 730

23-6

テラモト

自在ホーキ スペア

60cm　600mm 個 1,400

品名 規格 入数 単位 定価

23-7

コンドル

HG ブルロンTF-32

W340×全長1360mm

毛長:40mm　ブルー・

グリーン・ホワイト・

イエロー・レッド

本 3,000

23-8

コンドル

HG ブルロンTF-45

W470×全長1360mm

毛長:45mm　ブルー・

グリーン・ホワイト・

イエロー・レッド

本 3,500

品名 規格 入数 単位 定価

23-9

コンドル

HG ブルロンTF-32 スペア

W340mm毛長:40mm

ブルー・グリーン・ホワイト

・イエロー・レッド

個 1,400

23-10

コンドル

HG ブルロンTF-45スペア

W470mm毛長:45mm

ブルー・グリーン・ホワイト

・イエロー・レッド

個 1,900

品名 規格 入数 単位 定価

23-11

コンドル

プロテック ブルロンTF-N

伸縮ﾀｲﾌﾟ

W230×全長660mm

毛長:40mm

全長660～1025mm

ブルー・グレー・ブラック

本 1,800

ほうきほうきほうきほうき

ほうき用スペアほうき用スペアほうき用スペアほうき用スペア

環境美化製品　＞　ほうき環境美化製品　＞　ほうき環境美化製品　＞　ほうき環境美化製品　＞　ほうき

ほうきほうきほうきほうき

ほうき用スペアほうき用スペアほうき用スペアほうき用スペア

ほうきほうきほうきほうき

（2（2（2（23-13-13-13-1））））(23-2)(23-3)(23-2)(23-3)(23-2)(23-3)(23-2)(23-3)

（2（2（2（23-63-63-63-6））））

（2（2（2（23-53-53-53-5））））

（2（2（2（23-43-43-43-4））））

（2（2（2（23-73-73-73-7））））

（23（23（23（23-8-8-8-8））））

（2（2（2（23-93-93-93-9））））

（2（2（2（23-103-103-103-10））））

（2（2（2（23-113-113-113-11））））
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施設用品
※青枠の価格は、参考基準価格です

品名 規格 数 単位 定価

24-1 コンドル mignon ブルーム

S

W190×全長725mm

ピンク・ブルー・グリーン・

オレンジ

本 600

24-2 コンドル mignon ブルーム

L

W220×全長1235mm

ピンク・ブルー・グリーン・

オレンジ

本 1,000

品名 規格 入数 単位 定価

24-3

テラモト

三つ手チリトリ ゴム付

W330*D295*H475mm 個 1,300

24-4

コンドル

プロテック ブンチリNT

W280×D150×H880mm

ブルー・グレー・ブラック

個 3,400

品名 規格 入数 単位 定価

24-5

アイリスオーヤマ

回転モップ KMO-450

　 台 5,550

24-6 テラモト 体育館モップ 

45　モップ幅690mm

全長1470mm

本 3,600

24-7 テラモト 体育館モップ 

60　モップ幅840mm

全長1470mm

本 4,200

24-8 テラモト 体育館モップ 

75　モップ幅990mm

全長1470mm

本 4,830

24-9 テラモト 体育館モップ 

90　モップ幅1140mm

全長1470mm

本 5,500

品名 規格 入数 単位 定価

24-10

テラモト

体育館モップ スペア

45　モップ幅690mm 枚 2,100

24-11

テラモト

体育館モップ スペア

60　モップ幅840mm 枚 2,400

24-12

テラモト

体育館モップ スペア

75　モップ幅990mm 枚 2,800

24-13

テラモト

体育館モップ スペア

90　モップ幅1140mm 枚 3,300

環境美化製品　＞　ちりとり環境美化製品　＞　ちりとり環境美化製品　＞　ちりとり環境美化製品　＞　ちりとり

ほうきほうきほうきほうき

環境美化製品　＞　ほうき環境美化製品　＞　ほうき環境美化製品　＞　ほうき環境美化製品　＞　ほうき

ちりとりちりとりちりとりちりとり

環境美化製品　＞　モップ環境美化製品　＞　モップ環境美化製品　＞　モップ環境美化製品　＞　モップ

モップモップモップモップ

モップ用スペアモップ用スペアモップ用スペアモップ用スペア

（2（2（2（24-24-24-24-2））））

（2（2（2（24-34-34-34-3））））

（2（2（2（24-44-44-44-4））））

（2（2（2（24-54-54-54-5））））

(24-6)(24-7)(24-8)(24-9)(24-6)(24-7)(24-8)(24-9)(24-6)(24-7)(24-8)(24-9)(24-6)(24-7)(24-8)(24-9)

（2（2（2（24-104-104-104-10））））

（2（2（2（24-114-114-114-11））））

（2（2（2（24-124-124-124-12））））

（2（2（2（24-134-134-134-13））））

（2（2（2（24-14-14-14-1））））
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施設用品
※青枠の価格は、参考基準価格です

品名 規格 入数 単位 定価

25-1 テラモト ホールモップ

40　モップ幅640mm

全長1500mm

本 4,200

25-2 テラモト ホールモップ

60　モップ幅840mm

全長1500mm

本 5,250

25-3 テラモト ホールモップ

90　モップ幅1120mm

全長1500mm

本 6,900

品名 規格 入数 単位 定価

25-4

テラモト

ホールモップ スペア

40　モップ幅640mm 枚 2,200

25-5

テラモト

ホールモップ スペア

60　モップ幅840mm 枚 2,800

25-6

テラモト

ホールモップ スペア

90　モップ幅1120mm 枚 3,900

品名 規格 入数 単位 定価

25-7

テラモト ライトモップⅡ

(アルミ150)

45cm　全長1506mm 本 4,800

25-8

テラモト ライトモップⅡ

(アルミ150)

60cm　全長1506mm 本 5,200

25-9

テラモト ライトモップⅡ

(アルミ150)

90cm　全長1506mm 本 7,100

品名 規格 入数 単位 定価

25-10 テラモト ライトダスターE E-49　200*490mm 100枚 箱 3,360

25-11 テラモト ライトダスターE E-65　200*650mm 100枚 箱 4,250

25-12 テラモト ライトダスターE E-95　200*950mm 100枚 箱 6,450

品名 規格 入数 単位 定価

25-13

テラモト

ダンディスプリングモップ

パイプ柄　24cm 本 980

品名 規格 入数 単位 定価

25-14

テラモト

モップ替糸 T-40

24cm　260ｇ 枚 560

モップモップモップモップ

モップ用替糸モップ用替糸モップ用替糸モップ用替糸

モップモップモップモップ

モップ用スペアモップ用スペアモップ用スペアモップ用スペア

モップモップモップモップ

モップ用ダスターモップ用ダスターモップ用ダスターモップ用ダスター

環境美化製品　＞　モップ環境美化製品　＞　モップ環境美化製品　＞　モップ環境美化製品　＞　モップ

((((22225-1)5-1)5-1)5-1)

((((22225-2)5-2)5-2)5-2)

((((22225-3)5-3)5-3)5-3)

（2（2（2（25-45-45-45-4））））

（2（2（2（25-55-55-55-5））））

（25（25（25（25-6-6-6-6））））

((((25-7) (25-8) (25-9)25-7) (25-8) (25-9)25-7) (25-8) (25-9)25-7) (25-8) (25-9)

（2（2（2（25-105-105-105-10）～（）～（）～（）～（25-1225-1225-1225-12））））

（2（2（2（25-135-135-135-13））））

（2（2（2（25-145-145-145-14））））

装着

イメージ

　↓
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施設用品
※青枠の価格は、参考基準価格です

品名 規格 入数 単位 定価

26-1

テラモト モップ絞り器

 (ﾊﾝﾄﾞﾙ・足踏みﾍﾟﾀﾞﾙ付)

B型

W480*D405*H288mm

台 5,300

26-2

テラモト ステップスクイザー

(足踏みタイプ)

W385*D465*H350mm 台 26,000

品名 規格 入数 単位 定価

26-3

テラモト

モップハンガーRC型

12本掛

W930*D505*H1375mm

台 31,900

品名 規格 入数 単位 定価

26-4

山崎産業

シルバーワイパーＵ

(吸水スポンジモップ)

W約180*全長1425mm 本 2,600

品名 規格 入数 単位 定価

26-5

山崎産業

シルバーワイパーＵ スペア

W約180*D145*H45mm 個 1,350

品名 規格 入数 単位 定価

26-6 テラモト ドライヤー 小　33cm 本 1,350

26-7 テラモト ドライヤー 中　40cm 本 1,400

26-8 テラモト ドライヤー 大　48cm 本 1,450

品名 規格 入数 単位 定価

26-9

テラモト

ドライヤー スペア

小　33cm 個 380

26-10

テラモト

ドライヤー スペア

中　40cm 個 430

26-11

テラモト

ドライヤー スペア

大　48cm 個 500

環境美化製品　＞　モップ絞り器環境美化製品　＞　モップ絞り器環境美化製品　＞　モップ絞り器環境美化製品　＞　モップ絞り器

モップ絞り器モップ絞り器モップ絞り器モップ絞り器

環境美化製品　＞　モップハンガー環境美化製品　＞　モップハンガー環境美化製品　＞　モップハンガー環境美化製品　＞　モップハンガー

モップハンガーモップハンガーモップハンガーモップハンガー

環境美化製品　＞　スポンジモップ環境美化製品　＞　スポンジモップ環境美化製品　＞　スポンジモップ環境美化製品　＞　スポンジモップ

スポンジモップスポンジモップスポンジモップスポンジモップ

スポンジモップ用スペアスポンジモップ用スペアスポンジモップ用スペアスポンジモップ用スペア

環境美化製品　＞　水切り環境美化製品　＞　水切り環境美化製品　＞　水切り環境美化製品　＞　水切り

水切り水切り水切り水切り

水切り用スペア水切り用スペア水切り用スペア水切り用スペア

（2（2（2（26-26-26-26-2））））

（2（2（2（26-16-16-16-1））））

（2（2（2（26-36-36-36-3））））

（2（2（2（26-46-46-46-4））））

（2（2（2（26-56-56-56-5））））

((((22226-6)6-6)6-6)6-6)

（2（2（2（26-96-96-96-9））））

（2（2（2（26-106-106-106-10））））

（2（2（2（26-116-116-116-11））））

((((22226-7)6-7)6-7)6-7)

((((22226-8)6-8)6-8)6-8)
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施設用品
※青枠の価格は、参考基準価格です

品名 規格 入数 単位 定価

27-1

プロテック グラススクイジー

(ステンレスグリップ付)

(水・洗剤液かき取り)

W300mm 本 2,600

27-2

プロテック グラススクイジー

(ステンレスグリップ付)

(水・洗剤液かき取り)

W350mm 本 2,800

27-3

プロテック グラススクイジー

(ステンレスグリップ付)

(水・洗剤液かき取り)

W400mm 本 2,900

27-4

プロテック グラススクイジー

(ステンレスグリップ付)

(水・洗剤液かき取り)

W450mm 本 3,000

品名 規格 入数 単位 定価

27-5

テラモト

FXハンドル アルミ柄

L　約1500mm

グリーン・レッド・ブルー・

イエロー・ホワイト

本 1,900

品名 規格 入数 単位 定価

27-6 テラモト FXモップ替糸(J)

24cm　260g　長さ210mm

グリーン・レッド・ブルー・

イエロー・ホワイト

枚 660

27-7 テラモト FXモップ替糸(J)

24cm　300ｇ　長さ210mm

グリーン・レッド・ブルー・

イエロー・ホワイト

枚 710

品名 規格 入数 単位 定価

27-8 テラモト FXドライヤー 33cm　長さ330mm 本 1,200

27-9 テラモト FXドライヤー 48cm　長さ480mm 本 1,300

品名 規格 入数 単位 定価

27-10

テラモト FXドライヤー

スペアゴム

33cm　長さ330mm 個 400

27-11

テラモト FXドライヤー

スペアゴム

48cm　長さ480mm 個 420

品名 規格 入数 単位 定価

27-12 テラモト FXデッキブラシ 　 本 1,100

環境美化製品　＞　水切り環境美化製品　＞　水切り環境美化製品　＞　水切り環境美化製品　＞　水切り

水切り水切り水切り水切り

環境美化製品　＞　フリーハンドル環境美化製品　＞　フリーハンドル環境美化製品　＞　フリーハンドル環境美化製品　＞　フリーハンドル

フリーハンドルフリーハンドルフリーハンドルフリーハンドル

モップ用替糸モップ用替糸モップ用替糸モップ用替糸

水切り水切り水切り水切り

水切り用スペア水切り用スペア水切り用スペア水切り用スペア

デッキブラシデッキブラシデッキブラシデッキブラシ

（2（2（2（27-17-17-17-1））））
（2（2（2（27-27-27-27-2））））

（2（2（2（27-37-37-37-3）））） （2（2（2（27-47-47-47-4））））

（2（2（2（27-57-57-57-5））））

（2（2（2（27-67-67-67-6）　）　）　）　(27-7)(27-7)(27-7)(27-7)

（27-8）（27-8）（27-8）（27-8）

（27-9）（27-9）（27-9）（27-9）

（27-10）（27-10）（27-10）（27-10）

（27-11）（27-11）（27-11）（27-11）

（27-12）（27-12）（27-12）（27-12）
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施設用品
※青枠の価格は、参考基準価格です

品名 規格 入数 単位 定価

28-1 テラモト 洋式カップ φ165*655mm 本 1,300

28-2 テラモト ラバーカップ 大 φ154mm 本 760

28-3 テラモト ラバーカップ特大 φ166mm 本 980

品名 規格 入数 単位 定価

28-4

コンドル HGハンドブラシ

S(ソフト)

W50×D180H50mm

毛長:25mm

ブルー・グリーン・ホワイト・

イエロー・レッド

個 1,600

28-5

コンドル HGハンドブラシ

H(ハード)

W50×D180×H50mm

毛長:25mm

ブルー・グリーン・ホワイト・

イエロー・レッド

個 1,600

28-6

コンドル

HGハンドブラシ丸型

丸型

φ100mm全長90mm

毛長:35mm

ブルー・グリーン・ホワイト・

イエロー・レッド

個 2,200

28-7

コンドル

HGスリムブラシ柄付

W25mm×全長350mm

毛長:25mm

ブルー・グリーン・ホワイト・

イエロー・レッド

個 1,200

品名 規格 入数 単位 定価

28-8

コンドル

トイレブラシ ケース付

W120*D115*H370mm 個 1,200

品名 規格 入数 単位 定価

28-9

コンドル

除電払いNF-EX首振りヘッド

Wφ160×全長570mm 個 3,000

品名 規格 入数 単位 定価

28-10

コンドル

アルミハンドル1.55ｍ

伸縮タイプ

全長930～1550mm

本 1,200

環境美化製品　＞　ラバーカップ環境美化製品　＞　ラバーカップ環境美化製品　＞　ラバーカップ環境美化製品　＞　ラバーカップ

ラバーカップラバーカップラバーカップラバーカップ

環境美化製品　＞　カラーブラシ環境美化製品　＞　カラーブラシ環境美化製品　＞　カラーブラシ環境美化製品　＞　カラーブラシ

カラーブラシカラーブラシカラーブラシカラーブラシ

環境美化製品　＞　トイレブラシ環境美化製品　＞　トイレブラシ環境美化製品　＞　トイレブラシ環境美化製品　＞　トイレブラシ

トイレブラシトイレブラシトイレブラシトイレブラシ

環境美化製品　＞　ホコリ取り環境美化製品　＞　ホコリ取り環境美化製品　＞　ホコリ取り環境美化製品　＞　ホコリ取り

ホコリ取りホコリ取りホコリ取りホコリ取り

ホコリ取り用ハンドルホコリ取り用ハンドルホコリ取り用ハンドルホコリ取り用ハンドル

（28-1）（28-1）（28-1）（28-1） (28-2)(28-2)(28-2)(28-2)

（28-4）（28-4）（28-4）（28-4）

（28-5）（28-5）（28-5）（28-5）

（28-6）（28-6）（28-6）（28-6）

(28-7)(28-7)(28-7)(28-7)

（28-8）（28-8）（28-8）（28-8）

（28-10）（28-10）（28-10）（28-10）

（28-9）（28-9）（28-9）（28-9）

(28-3)(28-3)(28-3)(28-3)
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施設用品
※青枠の価格は、参考基準価格です

品名 規格 入数 単位 定価

29-1

山崎産業 伸縮ポール

(ﾌﾟﾛﾃｯｸｸﾞﾗｽｽｸｲｼﾞｰ用)

0.9m　(0.54ｍ～0.9ｍ) 本 3,850

29-2

山崎産業 伸縮ポール

(ﾌﾟﾛﾃｯｸｸﾞﾗｽｽｸｲｼﾞｰ用)

2m　(1.22ｍ～2ｍ) 本 5,300

29-3

山崎産業 伸縮ポール

(ﾌﾟﾛﾃｯｸｸﾞﾗｽｽｸｲｼﾞｰ用)

2.5m　(1.47ｍ～2.5ｍ) 本 6,000

29-4

山崎産業 伸縮ポール

(ﾌﾟﾛﾃｯｸｸﾞﾗｽｽｸｲｼﾞｰ用)

3ｍ　(1.72ｍ～3ｍ) 本 6,600

29-5

山崎産業 伸縮ポール

(ﾌﾟﾛﾃｯｸｸﾞﾗｽｽｸｲｼﾞｰ用)

4ｍ　(2.22ｍ～4ｍ) 本 8,000

29-6

山崎産業 伸縮ポール

(ﾌﾟﾛﾃｯｸｸﾞﾗｽｽｸｲｼﾞｰ用)

6ｍ　(2.39ｍ～6ｍ) 本 13,200

品名 規格 入数 単位 定価

29-7

山崎産業

マイクロファイバークロスBL

 (超極細繊維クロス)

約315*500mm　ブルー 枚 800

29-8 コンドル ミクロス ミトン

W190×D60×H220mm

BL/G/OR

枚 1,200

品名 規格 入数 単位 定価

29-9 雑巾 竹印 　 10枚/袋 袋 1,000

品名 規格 入数 単位 定価

29-10

山崎産業

メラミンスポンジ Ｌ

 (洗剤不要スポンジ)

100*300*40mm 個 500

品名 規格 入数 単位 定価

29-11

キクロン

ﾌｧｼﾙ ﾈｯﾄｸﾘｰﾝﾊﾞｽｽﾎﾟﾝｼﾞ

ブルー・ピンク 10個/袋 袋 3,800

29-12

キクロン

ﾌｧｼﾙ ﾅｲﾛﾝｸﾘｰﾝﾊﾞｽｽﾎﾟﾝｼﾞ

ブルー・ピンク 10個/袋 袋 3,800

環境美化製品　＞　伸縮ポール環境美化製品　＞　伸縮ポール環境美化製品　＞　伸縮ポール環境美化製品　＞　伸縮ポール

伸縮ポール伸縮ポール伸縮ポール伸縮ポール

環境美化製品　＞　クロス・雑巾環境美化製品　＞　クロス・雑巾環境美化製品　＞　クロス・雑巾環境美化製品　＞　クロス・雑巾

拭き取りクロス拭き取りクロス拭き取りクロス拭き取りクロス

雑巾雑巾雑巾雑巾

環境美化製品　＞　スポンジ環境美化製品　＞　スポンジ環境美化製品　＞　スポンジ環境美化製品　＞　スポンジ

メラミンスポンジメラミンスポンジメラミンスポンジメラミンスポンジ

スポンジスポンジスポンジスポンジ

（2（2（2（29-69-69-69-6））））

（2（2（2（29-59-59-59-5））））

（2（2（2（29-49-49-49-4））））

（2（2（2（29-39-39-39-3））））

((((29-1)29-1)29-1)29-1)

（2（2（2（29-29-29-29-2））））

（2（2（2（29-79-79-79-7））））

（2（2（2（29-89-89-89-8））））

（2（2（2（29-99-99-99-9））））

（2（2（2（29-109-109-109-10））））

（2（2（2（29-119-119-119-11）））） （2（2（2（29-129-129-129-12））））
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施設用品
※青枠の価格は、参考基準価格です

品名 規格 入数 単位 定価

30-1

山崎産業

キヤニヨンスプレ－ H-500

容量：500cc

W110×D80×H240mm

ブルー・グリーン・ホワイト

・イエロー・レッド

本 880

品名 規格 入数 単位 定価

30-2

山崎産業

プロテック 清掃中パネル

ミニ

W270×D230×H380mm

台 3,700

30-3

山崎産業

プロテック 清掃中パネル

Y-P　小

W305×D325×H620mm

台 4,500

30-4

山崎産業 プロテック

ついたて君 清掃中

3連結

W1600×D200×H750mm

台 14,000

30-5

山崎産業 プロテック

ついたて君 作業中

3連結

W1600×D200×H750mm

台 14,000

品名 規格 入数 単位 定価

30-6

コンドル

ポリッシャー CP-12M

高速

消費電力:1100W

回転数:200/240 r.p.m

Ｗ350*Ｄ422*Ｈ1225mm

台 120,000

品名 規格 入数 単位 定価

30-7 コンドル フロアバッド

青(洗浄用)

12インチ用

5枚/箱 箱 18,950

30-8 コンドル フロアバッド

白(つや出し用)

12インチ用

5枚/箱 箱 14,900

30-9

コンドル

ワンタッチ トーロンブラシ

12インチ 個 5,200

品名 規格 入数 単位 定価

30-10

コンドル

インスタロック

 ドライビングパッド

12インチ用 個 11,130

ポリシャー用フロアパッドポリシャー用フロアパッドポリシャー用フロアパッドポリシャー用フロアパッド

ポリシャー用パット台ポリシャー用パット台ポリシャー用パット台ポリシャー用パット台

環境美化製品　＞ 清掃パネル環境美化製品　＞ 清掃パネル環境美化製品　＞ 清掃パネル環境美化製品　＞ 清掃パネル

清掃パネル清掃パネル清掃パネル清掃パネル

環境美化製品　＞ ポリシャー環境美化製品　＞ ポリシャー環境美化製品　＞ ポリシャー環境美化製品　＞ ポリシャー

ポリシャーポリシャーポリシャーポリシャー

環境美化製品　＞　霧吹き環境美化製品　＞　霧吹き環境美化製品　＞　霧吹き環境美化製品　＞　霧吹き

霧吹き霧吹き霧吹き霧吹き

（30-1）（30-1）（30-1）（30-1）

（3（3（3（30-20-20-20-2））））

（3（3（3（30-30-30-30-3））））

（3（3（3（30-40-40-40-4）（）（）（）（30-530-530-530-5））））

（3（3（3（30-60-60-60-6））））

（3（3（3（30-70-70-70-7）））） （3（3（3（30-80-80-80-8））））

（3（3（3（30-90-90-90-9））））

（3（3（3（30-100-100-100-10））））
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施設用品
※青枠の価格は、参考基準価格です

品名 規格 入数 単位 定価

31-1

日立 掃除機

CV-G2

消費電力:1000W

吸込仕事率:360W

Ｗ330*Ｄ340*Ｈ397mm

台 38,000

31-2

コンドル

バキュームクリーナー

CVC-HP207

集塵容量4L

W340×D400×H400mm

重量8kg

台 55,000

31-3

コンドル

バキユ－ムクリーナー

CVC-107

集塵容量4L

W360×D360×H385mm

重量5.4kg

台 23,000

31-4

コンドル

ウエットバキュームクリーナー

WS-35

集塵容量35L

W650×D895×H915mm

重量23kg

台 165,000

31-5

コンドルスイーパー

CSC-1000B

集塵容量15L

W640×D1200×H955mm

重量48kg(ﾊﾞｯﾃﾘｰ含む)

台 390,000

31-6

マキタ クリーナー14．4Ｖ

 CL141FDRFW

　 台 35,400

品名 規格 入数 単位 定価

31-7

マキタ バッテリー14．4Ｖ

 BL1430(A-42634)

マキタクリーナー用

(CL141FDRFW)

台 16,000

品名 規格 入数 単位 定価

31-8

マキタ 高圧洗浄機

MHW720

　 台 88,200

品名 規格 入数 単位 定価

31-9 コンドルスーパーファンN

W530×D550×H800mm

 重量9.1kg

台 27,500

送風機送風機送風機送風機

掃除機用バッテリー掃除機用バッテリー掃除機用バッテリー掃除機用バッテリー

環境美化製品　＞ 高圧洗浄機環境美化製品　＞ 高圧洗浄機環境美化製品　＞ 高圧洗浄機環境美化製品　＞ 高圧洗浄機

高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機

環境美化製品　＞ 送風機環境美化製品　＞ 送風機環境美化製品　＞ 送風機環境美化製品　＞ 送風機

環境美化製品　＞ 掃除機環境美化製品　＞ 掃除機環境美化製品　＞ 掃除機環境美化製品　＞ 掃除機

掃除機掃除機掃除機掃除機

（3（3（3（31-11-11-11-1）））） （3（3（3（31-21-21-21-2））））

（3（3（3（31-31-31-31-3））））
（3（3（3（31-41-41-41-4））））

（3（3（3（31-51-51-51-5））））
（3（3（3（31-61-61-61-6））））

（3（3（3（31-71-71-71-7））））

（3（3（3（31-81-81-81-8））））

（3（3（3（31-91-91-91-9））））
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施設用品
※青枠の価格は、参考基準価格です

品名 規格 入数 単位 定価

32-1 生興 掃除用具入れ

SWA-455

455*515*H1790mm

台 33,600

品名 規格 入数 単位 定価

32-2 テラモト 傘ぽん

KP-96

W332*D338*H840mm

台 122,000

32-3 テラモト 傘ぽん

KP-99(スリムタイプ)

W288*D338*H840mm

台 105,000

32-4 テラモト 傘ぽん

KP-99K

(袋セット&袋回収)

W440*D300*H841mm

台 158,000

品名 規格 入数 単位 定価

32-5 テラモト 傘ぽん用替袋

4000枚入

110*750mm

箱 16,000

品名 規格 入数 単位 定価

32-6

テラモト キーレス傘立トレス

(折りたたみ式)

36本立

W1128*D471*H1340mm

台 260,000

32-7

テラモト キーレス傘立トレス

(折りたたみ式)

48本立

W1456*D417*H1340mm

台 310,000

32-8 テラモト アーバンピット

K24　(24本立)

W500*D362*H496mm

グリーン・グレー・オレンジ

台 19,400

32-9 テラモト アーバンピット

K36　(36本立)

W710*D362*H496mm

グリーン・グレー・オレンジ

台 22,300

品名 規格 入数 単位 定価

32-10

テラモト すいがら収集缶

(中カゴ付)

 8.2ℓ 　W265*H296mm 個 4,400

環境美化製品　＞ すいがら収集缶環境美化製品　＞ すいがら収集缶環境美化製品　＞ すいがら収集缶環境美化製品　＞ すいがら収集缶

すいがら収集缶すいがら収集缶すいがら収集缶すいがら収集缶

環境美化製品　＞ 掃除用具入れ環境美化製品　＞ 掃除用具入れ環境美化製品　＞ 掃除用具入れ環境美化製品　＞ 掃除用具入れ

掃除用具入れ掃除用具入れ掃除用具入れ掃除用具入れ

環境美化製品　＞ 傘袋装着機環境美化製品　＞ 傘袋装着機環境美化製品　＞ 傘袋装着機環境美化製品　＞ 傘袋装着機

傘袋装着機傘袋装着機傘袋装着機傘袋装着機

傘袋装着機用袋傘袋装着機用袋傘袋装着機用袋傘袋装着機用袋

環境美化製品　＞ 傘立環境美化製品　＞ 傘立環境美化製品　＞ 傘立環境美化製品　＞ 傘立

傘立傘立傘立傘立

（3（3（3（32-12-12-12-1））））

((((32-2)32-2)32-2)32-2)

（3（3（3（32-52-52-52-5））））

((((33332-6)2-6)2-6)2-6)

(32-7)(32-7)(32-7)(32-7)

（3（3（3（32-82-82-82-8）））） （3（3（3（32-92-92-92-9））））

（3（3（3（32-102-102-102-10））））

((((32-3)32-3)32-3)32-3) ((((32-4)32-4)32-4)32-4)
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施設用品
※青枠の価格は、参考基準価格です

品名 規格 入数 単位 定価

33-1

テラモト ステン角型灰皿

GPX-28A

 2.1L

□210*H600mm

台 15,000

品名 規格 入数 単位 定価

33-2

テラモト

スーパーハンガー

W600*D400*H595mm 台 5,400

品名 規格 入数 単位 定価

33-3

テラモト タンポポマット

 (土砂落とし用マット)

600*900mm 枚 4,850

33-4

テラモト タンポポマット

 (土砂落とし用マット)

450*750mm 枚 2,950

33-5 テラモト ユニットターフα

300　(300*300mm)

緑

枚 940

33-6 テラモト ユニットターフα

600　(600*600mm)

緑

枚 3,760

33-7

テラモト

ユニットターフαカラー

150*300mm

緑・赤・茶・黄・オレンジ

枚 470

33-8

テラモト

ユニットターフα用ふち

角ふち

75*75mm　緑

枚 170

33-9

テラモト

ユニットターフα用ふち

中ふちオス

75*300mm　緑

枚 330

33-10

テラモト

ユニットターフα用ふち

中ふちメス

75*300mm　緑

枚 330

33-11

テラモト テラロイヤルマット

 (土砂落とし用樹脂マット)

600*900mm

茶・灰・若草

枚 8,400

33-12

テラモト テラロイヤルマット

 (土砂落とし用樹脂マット)

900*1200mm

茶・灰・若草

枚 16,800

33-13

テラモト テラロイヤルマット

 (土砂落とし用樹脂マット)

900*1500mm

茶・灰・若草

枚 21,200

33-14

テラモト テラロイヤルマット

 (土砂落とし用樹脂マット)

900*1800mm

茶・灰・若草

枚 25,200

環境美化製品　＞ マット環境美化製品　＞ マット環境美化製品　＞ マット環境美化製品　＞ マット

マットマットマットマット

環境美化製品　＞ 物干環境美化製品　＞ 物干環境美化製品　＞ 物干環境美化製品　＞ 物干

物干物干物干物干

環境美化製品　＞ 灰皿環境美化製品　＞ 灰皿環境美化製品　＞ 灰皿環境美化製品　＞ 灰皿

灰皿灰皿灰皿灰皿

（3（3（3（33-13-13-13-1））））

（3（3（3（33-23-23-23-2））））

((((33-3)(33-4)33-3)(33-4)33-3)(33-4)33-3)(33-4)

((((33-5)33-5)33-5)33-5)

(33-6)(33-6)(33-6)(33-6)

（3（3（3（33-73-73-73-7））））

（3（3（3（33-83-83-83-8））））

（3（3（3（33-93-93-93-9））））

（3（3（3（33-103-103-103-10））））

（3（3（3（33-123-123-123-12）～（）～（）～（）～（33-1433-1433-1433-14））））
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施設用品
※青枠の価格は、参考基準価格です

品名 規格 入数 単位 定価

34-1

テラモト

ハイペアロンマット

 (除塵用繊維マット)

450*750mm

ｵﾘｰﾌﾞｸﾞﾘｰﾝ・ｼｸﾞﾅﾙﾚｯﾄﾞ・

ｺﾊﾞﾙﾄﾌﾞﾙｰ・ﾁｮｺﾌﾞﾗｳﾝ・

ﾓｽｸﾞﾚｰ・ﾜｲﾝﾚｯﾄﾞ

枚 4,100

34-2

テラモト

ハイペアロンマット

 (除塵用繊維マット)

600*900mm

ｵﾘｰﾌﾞｸﾞﾘｰﾝ・ｼｸﾞﾅﾙﾚｯﾄﾞ・

ｺﾊﾞﾙﾄﾌﾞﾙｰ・ﾁｮｺﾌﾞﾗｳﾝ・

ﾓｽｸﾞﾚｰ・ﾜｲﾝﾚｯﾄﾞ

枚 6,350

34-3

テラモト

ハイペアロンマット

 (除塵用繊維マット)

900*1200mm

ｵﾘｰﾌﾞｸﾞﾘｰﾝ・ｼｸﾞﾅﾙﾚｯﾄﾞ・

ｺﾊﾞﾙﾄﾌﾞﾙｰ・ﾁｮｺﾌﾞﾗｳﾝ・

ﾓｽｸﾞﾚｰ・ﾜｲﾝﾚｯﾄﾞ

枚 11,300

34-4

テラモト

ハイペアロンマット

 (除塵用繊維マット)

900*1500mm

ｵﾘｰﾌﾞｸﾞﾘｰﾝ・ｼｸﾞﾅﾙﾚｯﾄﾞ・

ｺﾊﾞﾙﾄﾌﾞﾙｰ・ﾁｮｺﾌﾞﾗｳﾝ・

ﾓｽｸﾞﾚｰ・ﾜｲﾝﾚｯﾄﾞ

枚 14,400

34-5 テラモト 除菌マット 695*995mm 枚 18,000

34-6 テラモト 除菌マット専用液 4L 2本/箱 箱 4,000

34-7

テラモト

吸油マットGYランナー

90cm*20m 枚 37,000

34-8

テラモト

スタンディングマット

500*600mm　緑・灰 枚 4,800

34-9

テラモト

スタンディングマット

500*900mm　緑・灰 枚 6,600

34-10

テラモト

スタンディングマット

500*1200mm　緑・灰 枚 8,700

34-11

テラモト

スタンディングマット

500*1500mm　緑・灰 枚 10,500

34-12

テラモト

ソフト巻き取りマット

１㎡に付

ベージュ/ピンク

ブルー/ベージュ

枚 15,700

34-13

山崎産業

ｴﾊﾞｯｸﾆｭｰﾌﾞﾗｼﾊｰﾄﾞﾏｯﾄ

本駒　W450×D450mm

厚み22mm

枚 6,000

34-14

山崎産業

ｴﾊﾞｯｸﾆｭｰﾌﾞﾗｼﾊｰﾄﾞﾏｯﾄ

縁駒O　W75×D450mm

厚み18mm

枚 1,000

34-15

山崎産業

ｴﾊﾞｯｸﾆｭｰﾌﾞﾗｼﾊｰﾄﾞﾏｯﾄ

縁駒M　W75×D450mm

厚み18mm

枚 1,000

34-16

山崎産業

ｴﾊﾞｯｸﾆｭｰﾌﾞﾗｼﾊｰﾄﾞﾏｯﾄ

コーナー　W75×D75mm

厚み18mm

枚 130

34-17

山崎産業

ブイステップマット7

本駒　W450×D450mm

厚み7mm

枚 2,500

34-18

山崎産業

ブイステップマット7

#6　W600×D900mm

厚み7mm

枚 10,800

34-19

山崎産業

ブイステップマット7

#13　W900×D1350mm

厚み7mm

枚 22,000

34-20

山崎産業

ブイステップマット7

#18　W900×D1800mm

厚み7mm

枚 29,500

34-21

山崎産業

雨天用超吸水マット

W1200mm×10M

(W1800mm×5Mまで)

㎡ 23,000

34-22

山崎産業

業務用バスマットＭＵ

W600×D900mm

バイオレット・ベージュ

枚 9,800

マットマットマットマット

環境美化製品　＞ マット環境美化製品　＞ マット環境美化製品　＞ マット環境美化製品　＞ マット

（3（3（3（34-14-14-14-1）～（）～（）～（）～（34-434-434-434-4））））

（3（3（3（34-54-54-54-5））））

（3（3（3（34-64-64-64-6））））

（3（3（3（34-74-74-74-7））））

（3（3（3（34-84-84-84-8）～（）～（）～（）～（34-1134-1134-1134-11))))

（3（3（3（34-214-214-214-21））））

（3（3（3（34-224-224-224-22））））

（3（3（3（34-124-124-124-12））））

（3（3（3（34-134-134-134-13））））

（3（3（3（34-174-174-174-17）～（）～（）～（）～（34-2034-2034-2034-20))))

((((34-14)34-14)34-14)34-14)

((((34-15)34-15)34-15)34-15)

((((34-16)34-16)34-16)34-16)
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施設用品
※青枠の価格は、参考基準価格です

品名 規格 入数 単位 定価

35-1 テラモト 抗菌安全スノコ 

【お客様組立品】

６００*８６０mm

緑・青・ピンク・木調

枚 9,600

35-2 テラモト 抗菌安全スノコ 

【お客様組立品】

６００*１１６０mm

緑・青・ピンク・木調

枚 12,000

35-3 テラモト 抗菌安全スノコ 

【お客様組立品】

６００*１８１０mm

緑・青・ピンク・木調

枚 15,700

35-4 テラモト 抗菌安全スノコ 

【組立完成品】

４００*９１０mm(青のみ)

枚 7,100

35-5 テラモト 抗菌安全スノコ 

【組立完成品】

４００*１８１０mm(青のみ)

枚 14,200

35-6 テラモト 抗菌安全スノコ 

【組立完成品】

６００*８６０mm

緑・青・ピンク・木調

枚 10,500

35-7 テラモト 抗菌安全スノコ 

【組立完成品】

６００*１１６０mm

緑・青・ピンク・木調

枚 13,200

35-8 テラモト 抗菌安全スノコ 

【組立完成品】

６００*１８１０mm

緑・青・ピンク・木調

枚 17,600

35-9 テラモト 抗菌安全スノコ 

【組立完成品】

１㎡に付

緑・青・ピンク・木調

枚 20,800

品名 規格 入数 単位 定価

35-10

テラモト

ベルトパーテーションスタンドD

(ステン)

φ360＊H906mm

ベルト(赤・青・黒)

台 18,900

品名 規格 入数 単位 定価

35-11 テラモト ミセルフラパネル

(小)ハーフ両面

W300*D300*H592mm

ブラック・ホワイト0

台 7,500

35-12 テラモト ミセルフラパネル

(小)フル両面

W300*D300*H592mm

ブラック・ホワイト

台 8,600

35-13 テラモト ミセルフラパネル

(大)ハーフ両面

W300*D300*H694mm

ブラック・ホワイト

台 10,800

35-14 テラモト ミセルフラパネル

(大)フル両面

W300*D300*H694mm

ブラック・ホワイト

台 12,800

メッセージポールメッセージポールメッセージポールメッセージポール

環境美化製品　＞ メッセージポール環境美化製品　＞ メッセージポール環境美化製品　＞ メッセージポール環境美化製品　＞ メッセージポール

環境美化製品　＞ スノコ環境美化製品　＞ スノコ環境美化製品　＞ スノコ環境美化製品　＞ スノコ

スノコスノコスノコスノコ

環境美化製品　＞ パーテーション環境美化製品　＞ パーテーション環境美化製品　＞ パーテーション環境美化製品　＞ パーテーション

パーテーションパーテーションパーテーションパーテーション

（3（3（3（35-15-15-15-1）～（）～（）～（）～（35-935-935-935-9））））

（3（3（3（35-105-105-105-10））））

（3（3（3（35-115-115-115-11）））） （3（3（3（35-125-125-125-12））））

（3（3（3（35-135-135-135-13）））） （3（3（3（35-145-145-145-14））））

緑 青

ピンク 木目

規格色
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施設用品
※青枠の価格は、参考基準価格です

品名 規格 入数 単位 定価

36-1 テラモト ミセルフラパネル

(ワイド)ハーフ片面

W750*D300*H462mm

ブラック・ホワイト

台 19,800

36-2 テラモト ミセルフラパネル

(ワイド)ハーフ両面

W750*D300*H462mm

ブラック・ホワイト

台 21,000

36-3 テラモト ミセルフラパネル

(ワイド)フル片面

W750*D300*H462mm

ブラック・ホワイト

台 21,000

36-4 テラモト ミセルフラパネル

(ワイド)フル両面

W750*D300*H462mm

ブラック・ホワイト

台 24,500

36-5 テラモト メッセージポール

小　□322*H686mm

ブラック・アイボリー

(印刷付)

台 14,000

36-6 テラモト メッセージポール

大　□322*H922mm

ブラック・アイボリー

(印刷付)

台 15,000

品名 規格 入数 単位 定価

36-7 アルミはしご兼脚立

RD-09　脚立H：88cm

はしご長さ：172cm

脚 7,700

36-8 アルミはしご兼脚立

RD-120　脚立H：119cm

はしご長さ：233cm

脚 9,300

36-9 アルミはしご兼脚立

RD-150　脚立H：150cm

はしご長さ：295cm

脚 11,800

36-10 アルミはしご兼脚立

RD-180　脚立H：180cm

はしご長さ：375cm

脚 14,900

品名 規格 入数 単位 定価

36-11

アイケーキャリー 101

(折りたたみ式台車)

本体：12kg

積載重量：150kg

740*480mm

台 10,200

品名 規格 入数 単位 定価

36-12

テラモト

ステン紙 タオルホルダー

W264*D135mm*H135mm 個 4,800

環境美化製品　＞ メッセージポール環境美化製品　＞ メッセージポール環境美化製品　＞ メッセージポール環境美化製品　＞ メッセージポール

メッセージポールメッセージポールメッセージポールメッセージポール

環境美化製品　＞ 脚立環境美化製品　＞ 脚立環境美化製品　＞ 脚立環境美化製品　＞ 脚立

脚立脚立脚立脚立

環境美化製品　＞ 台車環境美化製品　＞ 台車環境美化製品　＞ 台車環境美化製品　＞ 台車

台車台車台車台車

環境美化製品　＞ 紙タオルホルダー環境美化製品　＞ 紙タオルホルダー環境美化製品　＞ 紙タオルホルダー環境美化製品　＞ 紙タオルホルダー

紙タオルホルダー紙タオルホルダー紙タオルホルダー紙タオルホルダー

((((33336-1)(36-2)6-1)(36-2)6-1)(36-2)6-1)(36-2)

((((33336-3)(36-4)6-3)(36-4)6-3)(36-4)6-3)(36-4)

（3（3（3（36-56-56-56-5））））

（3（3（3（36-66-66-66-6））））

（3（3（3（36-76-76-76-7））））

　～（　～（　～（　～（36-1036-1036-1036-10））））

（3（3（3（36-116-116-116-11））））

（3（3（3（36-126-126-126-12））））

36 ページ



施設用品
※青枠の価格は、参考基準価格です

品名 規格 入数 単位 定価

37-1

テラモト

レスキューボードベンチ

W1780*D460*H380mm

オレンジ

台 29,500

37-2

テラモト

スタッキングブローベンチ1800

W1800*D400*H365mm

ブルー・グレー

台 24,000

環境美化製品　＞ ベンチ環境美化製品　＞ ベンチ環境美化製品　＞ ベンチ環境美化製品　＞ ベンチ

ベンチベンチベンチベンチ

（3（3（3（37-17-17-17-1））））

（3（3（3（37-27-27-27-2））））

座面を

取外した状態

裏面

スタッキング時
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