
お客様　各位 2017年8月4日

【価格表示訂正】

ページ メーカー／ブランド 商品名 商品コード 訂正箇所 誤 正

128 山形工房 認定競技用けん玉 大空 青 888-249 価格 ￥990＋税 ￥1,450＋税

244 片岡物産 モンカフェバラエティセブン 45袋入1箱 858-224 価格 \2,400＋税 ￥2,100＋税

いちばんパンツスーパーＳ２２枚×６Ｐ 702-135 価格 ￥5,880＋税 ￥8,620＋税

いちばんパンツスーパーＭ２０枚×６Ｐ 702-136 価格 ￥5,880＋税 ￥8,620＋税

いちばんパンツスーパーＬ１８枚×６Ｐ 702-137 価格 ￥5,880＋税 ￥8,620＋税

いちばんパンツスーパーＬＬ１６枚×６Ｐ 702-138 価格 ￥5,880＋税 ￥8,620＋税

いちばんパンツスーパーＸＬ１４枚×６Ｐ 702-139 価格 ￥5,880＋税 ￥8,620＋税

ニトリル使いきり手袋粉無No.991ホワイトＭ 865-989 価格 ￥1,300＋税 ￥1,298＋税

ニトリル使いきり手袋粉無No.991ホワイトＬ 865-990 価格 ￥1,300＋税 ￥1,298＋税

ニトリル使切手袋粉無No.991ホワイトS 12箱 871-632 価格 ￥14,820＋税 ￥13,780＋税

ニトリル使切手袋粉無No.991ホワイトM 12箱 871-633 価格 ￥14,820＋税 ￥13,780＋税

ニトリル使切手袋粉無No.991ホワイトL 12箱 871-634 価格 ￥14,820＋税 ￥13,780＋税

346 白十字 サージカルマスク 50枚入 345-233 価格 ￥980＋税 ￥858＋税

352 ライオン キレイキレイ 薬用ハンドソープ 詰替用 882-611 価格 ￥206＋税 ￥184＋税

業務用 キレイキレイ泡ハンドソープ 2L 323-745 価格 ￥2,172＋税 ￥1,980＋税

キレイキレイ薬用泡ハンドソープ業務用 10L 870-818 価格 ￥8,500＋税 ￥8,240＋税

ファーマアクト薬用泡ハンドソープ業務用4L 892-590 価格 ￥2,920＋税 ￥2,774＋税

△おトクな保存用ポリ袋 U-11 S 882-095 価格 \405＋税 ￥385＋税

△おトクな保存用ポリ袋 U-17/M 326-929 価格 \405＋税 ￥385＋税

△おトクな保存用ポリ袋 U-13 L 882-093 価格 \405＋税 ￥385＋税

ゴミ袋 LDD 黒 20L 10枚 N210J-20 861-309 価格 ￥69＋税 ￥67＋税

ゴミ袋 LDD 黒 45L 10枚 N210J-45 861-310 価格 ￥104＋税 ￥101＋税

ゴミ袋 LDD 黒 70L 10枚 N210J-70 861-311 価格 ￥217＋税 ￥210＋税

ゴミ袋 LDD 黒 90L 10枚 N210J-90 861-312 価格 ￥320＋税 ￥310＋税

ゴミ袋 LDD 黒 45L 600枚 N210J-45P 886-645 価格 ￥4,829＋税 ￥4,684＋税

ゴミ袋 LDD 黒 70L 200枚 N210J-70P 886-646 価格 ￥3,817＋税 ￥3,702＋税

ゴミ袋 LDD 黒 90L 200枚 N210J-90P 886-647 価格 ￥5,511＋税 ￥5,346＋税

△3層ゴミ袋業務用PRO 45L 半透明 100枚 857-543 価格 ￥1,731＋税 ￥1,397＋税

△3層ゴミ袋業務用PRO 70L 半透明 100枚 857-544 価格 ￥2,925＋税 ￥2,579＋税

△3層ゴミ袋業務用PRO 90L 半透明 100枚 857-545 価格 ￥4,352＋税 ￥3,480＋税

△ポリゴミ袋 N-21 青 20L 10枚 882-081 価格 ￥86＋税 ￥83＋税

△ポリゴミ袋 N-41 青 45L 10枚 882-082 価格 ￥130＋税 ￥123＋税

△ポリゴミ袋 N-71 青 70L 10枚 882-083 価格 ￥258＋税 ￥245＋税

△ポリゴミ袋 N-91 青 90L 10枚 882-084 価格 ￥352＋税 ￥334＋税

ゴミ袋 LDD 透明 45L 100枚 N044J-45 354-167 価格 ￥1,027＋税 ￥996＋税

ゴミ袋 LDD 透明 70L 100枚 N044J-70 354-168 価格 ￥2,103＋税 ￥2,040＋税

ゴミ袋 LDD 透明 90L 100枚 N044J-90 354-169 価格 ￥3,369＋税 ￥3,268＋税

ゴミ袋 LDD 透明 45L 500枚 N044J-45P 354-404 価格 ￥5,123＋税 ￥4,969＋税

ゴミ袋 LDD 透明 70L 300枚 N044J-70P 354-405 価格 ￥5,992＋税 ￥5,812＋税

ゴミ袋 LDD 透明 90L 200枚 N044J-90P 354-406 価格 ￥6,400＋税 ￥6,208＋税

ゴミ袋 HD 半透明 70L 100枚 N045J-70 354-171 価格 ￥1,350＋税 ￥1,312＋税

ゴミ袋 HD 半透明 90L 100枚 N045J-90 354-172 価格 ￥1,830＋税 ￥1,777＋税

ゴミ袋 HD 半透明 70L 500枚 N045J-70P 354-408 価格 ￥6,200+税 ￥6,046+税

ゴミ袋 HD 半透明 90L 400枚 N045J-90P 354-409 価格 ￥6,952+税 ￥6,829+税

ゴミ袋 LDD 白半透明 45L 100枚 N115J-45 365-367 価格 ￥1,027＋税 ￥996＋税

ゴミ袋 LDD 白半透明 70L 100枚 N115J-70 365-368 価格 ￥2,103＋税 ￥2,040＋税

ゴミ袋 LDD 白半透明 90L 100枚 N115J-90 365-369 価格 ￥3,369＋税 ￥3,268＋税

ゴミ袋LDD 白半透明 45L 500枚 N115J-45P 366-053 価格 ￥4,903+税 ￥4,756+税

ゴミ袋LDD 白半透明 70L 300枚 N115J-70P 366-054 価格 ￥5,992＋税 ￥5,812＋税

ゴミ袋LDD 白半透明 90L 200枚 N115J-90P 366-055 価格 ￥6,400＋税 ￥6,208＋税

ゴミ袋LDD黒45L 100枚 N138J-45 830-391 価格 ￥941+税 ￥913+税

ゴミ袋LDD黒70L 100枚 N138J-70 830-392 価格 ￥1,875+税 ￥1,819+税

ゴミ袋LDD黒90L 100枚 N138J-90 830-393 価格 ￥2,808+税 ￥2,724+税

ゴミ袋LDD黒45L 100枚*5箱 N138J-45P 831-194 価格 ￥4,180+税 ￥4,055+税

ゴミ袋LDD黒70L 100枚*3箱 N138J-70P 831-195 価格 ￥5,311+税 ￥5,152+税

ゴミ袋LDD黒90L 100枚*2箱 N138J-90P 831-196 価格 ￥5,406+税 ￥5,244+税

永塚製作所 清掃トング　C-5 707-260 価格 ￥180+税 ￥250+税

浅野木工所 パイプ柄ステンレス清掃器 707-291 価格 ￥885+税 ￥1,400+税

リス タライ　48型 323-295 価格 Ｍ価￥2、200＋税　￥682+税 Ｍ価￥2,200+税　￥1650+税

浅香工業 金象　プラスコップ　ポリカ先板付柄共 875-284 価格 ￥910+税 ￥1470+税

ゴールドウイングショベル　パイプ柄　丸型 857-113 価格 ￥750+税 ￥1,344+税

ゴールドウイングショベル　パイプ柄　角型 857-114 価格 ￥750+税 ￥1,344+税

ゴールドウイングショベル　木柄　丸型 876-150 価格 ￥750+税 ￥1,344+税

ゴールドウイングショベル　木柄　角型 876-151 価格 ￥750+税 ￥1,344+税

単１エボルタ  ２個ＬＲ２０ＥＪ／２ＳＥ 329-633 価格 ￥514＋税 ￥500＋税

単２エボルタ  ２個ＬＲ１４ＥＪ／２ＳＥ 329-636 価格 ￥371＋税 ￥360＋税

スタンバイボックス3日分 A4厚型サイズ5個セット 897-261 価格 ￥25,800＋税 ￥24,480＋税

スタンバイボックス1日分 A5サイズ10個セット 897-262 価格 ￥21,600＋税 ￥20,480＋税

スタンバイボックスレディース A5サイズ10個セット 897-263 価格 ￥34,160＋税 ￥32,400＋税

【表示変更箇所：単位・仕様変更等】
ページ メーカー／ブランド 商品名 注文コード 訂正箇所 誤 正

だるま落とし Ｍ14-567 寸法 総高900ｍｍ、頭部／直径300×高さ300ｍｍ 総高870ｍｍ、頭部／直径300×高さ270ｍｍ

だるま落とし Ｍ14-567 質量 約3ｋｇ 約1.2ｋｇ

ライオン

444 日本サニパック

スマートバリュー

301 カミ商事

478

WING ACE

492

スマート介護カタログ（vol.4）表記に関しての訂正とお詫び

　スマート介護カタログ（vol.4）の表記に関して以下の訂正がございましたので、お詫びとともにご案内申し上げます。

344 エステー

353

877 スマートバリュー

159 ＤＬＭ

449

日本サニパック

450 スマートバリュー

504 Panasonic


