
商品名 単位 一般価格 ｺｰﾄﾞ

<536-00> ｸﾛﾑﾒｯｷﾛｰﾗｰ(B入) 40mm×40φ 本 4500 ▲ 185-76

<535-00> ｸﾛﾑﾒｯｷﾛｰﾗｰ(B入) 90mm×40φ 本 5950 ▲ 185-78

<127-59> ﾗｲｽﾀｰﾎｯﾄｽﾄﾘｰﾑ用 金箱(黒ｽﾁｰﾙ) 個 1980 ▲ 730-88

<391-51> ﾓｻﾞｰﾄﾅｲﾌ 2884 替刃(5枚入) ｾｯﾄ 3300 ▲ 355-82

<391-52> ｽﾍﾟｰｻｰ  0.5㎜ 枚 1100 ▲ 355-84

<391-53> ｽﾍﾟｰｻｰ  0.7㎜ 枚 1300 ▲ 355-86

TS K･Pﾋﾟｽﾄﾝ用 ﾌｯ素ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ 個 460 ▲ 514-60

石花 ﾏｰｷﾝｸﾞﾁｮｰｸ  青色   (24本入) ｹｰｽ 1600 ▲ 810-18

石花 ﾏｰｷﾝｸﾞﾁｮｰｸ  黒色   (24本入) ｹｰｽ 1600 ▲ 810-19

石花 ﾏｰｷﾝｸﾞﾁｮｰｸ  赤色   (24本入) ｹｰｽ 1600 ▲ 810-20

石花 ﾏｰｷﾝｸﾞﾁｮｰｸ  黄色   (24本入) ｹｰｽ 1600 ▲ 810-21

石花 ﾏｰｷﾝｸﾞﾁｮｰｸ  緑色   (24本入) ｹｰｽ 1600 ▲ 810-22

石花 ﾏｰｷﾝｸﾞﾁｮｰｸ  白色   (24本入) ｹｰｽ 1600 ▲ 810-23

石花 ﾏｰｷﾝｸﾞﾁｮｰｸ  空色   (24本入) ｹｰｽ 1600 ▲ 810-24

石花 ﾏｰｷﾝｸﾞﾁｮｰｸ  桃色   (24本入) ｹｰｽ 1600 ▲ 810-25

石花 ﾏｰｷﾝｸﾞﾁｮｰｸ  藍色   (24本入) ｹｰｽ 1600 ▲ 810-26

石花 ﾏｰｷﾝｸﾞﾁｮｰｸ  茶色   (24本入) ｹｰｽ 1600 ▲ 810-27

石花 ﾏｰｷﾝｸﾞﾁｮｰｸ  紫色   (24本入) ｹｰｽ 1600 ▲ 810-28

石花 ﾏｰｷﾝｸﾞﾁｮｰｸ  黄緑色 (24本入) ｹｰｽ 1600 ▲ 810-29

ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀｰ　HPE80A 台 67600 ▲ 820-87

ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀｰ　HPE150A 台 92500 ▲ 820-89

ﾗｲｶ ﾚｰｻﾞｰ距離計 ﾗｲｶﾃﾞｨｽﾄ D1　＊ 個 14300 ▲ 825-44

3R  ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ ﾏｲｸﾛｽｺｰﾌﾟ  3R-FXS050 台 20050 ▲ 835-24

ﾌﾙﾃｯｸ  ｱﾙﾐ積荷ﾚｰﾙ 100Wx5t(2本組) 150㎏ ｾｯﾄ 26300 ▲ 761-88

ﾌﾙﾃｯｸ  ｱﾙﾐ積荷ﾚｰﾙ 120Wx5t(2本組) 150㎏ ｾｯﾄ 29000 ▲ 761-90

ﾌﾙﾃｯｸ  ｺﾝﾊﾟｸﾄｽﾌﾟﾚｰ  TM-71　 台 12500 ▲ 761-98

番長の砥石 (切断砥石)<105x1.0> <10枚入> ｹｰｽ 1280 621-19
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令和 2年 5月 

お得意様 各位 (販売店向け) 

大阪市鶴見区放出東２－９－２１ 

                                                                  高翔産業 株式会社 

2020 年カタログ 価格改定のお願い 

社益々ご清栄のことお喜び申し上げます。平素は当社製品をご愛顧頂き誠に有難うございます。 

厚く御礼申し上げます｡標記の件につきまして、下記のとおり価格改定を実施させて頂きたく 

ご案内申し上げます。 

今後益々のご愛顧を賜ります様、お願い申し上げます。 

記 

価格改定実施日  令和 2 年 6 月 16 日出荷分より 

価格に別途消費税がかかります 
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商品名 5桁ｺｰﾄﾞ ｶﾀﾛｸﾞ

ﾀｽﾏｼﾞｯｸ ﾐﾆﾊﾟｯｸ 440-62          169-B

新ﾀﾞｲﾜ 発電機(ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ) EGR-2600-B 725-40 311-C

№H 塗装服   EA996   F型   (L) 948-10 423-A

№H 塗装服   EA996   O型   (LL) 948-12 423-A

養生ｼｰﾄ  KY-2000 (約1.5×4m) 853-50 341-A

切れるﾝｼﾞｬｰ DU-100   <100x10x20> 621-40 263-D

切れるﾝｼﾞｬｰ 切断砥石<105x1.0> <10枚入> 620-92 265-B

番長の砥石 (切断砥石)<105x1.0> <10枚入> 621-19

けずれるﾝｼﾞｬｰ T-105  <100x4.0x20> 621-34 266-D

はがすﾝｼﾞｬｰ  GSP-4 621-62 268-A1

はがすﾝｼﾞｬｰ  GCP-4 621-60 268-A2

けずれるﾝｼﾞｬｰ ｺﾞﾑｺﾞﾑⅡ GMCUP4-30 621-50 268-B1

けずれるﾝｼﾞｬｰ ｺﾞﾑｺﾞﾑⅡ GMCUP4-50 621-52 268-B2

けずれるﾝｼﾞｬｰ ｺﾞﾑｺﾞﾑⅡ GMCUP4-100 621-54 268-B3

商品名 単位 5桁ｺｰﾄﾞ ｶﾀﾛｸﾞ

防水不織布 自動車ｶﾊﾞｰ (乗用車用 L) 枚 860-32 340-B

防水不織布 自動車ｶﾊﾞｰ (ﾜﾝﾎﾞｯｸｽ用 LL) 枚 860-34 340-B

不織布 自動車養生ｶﾊﾞｰ (乗用車用 L) 枚 860-36 340-C

不織布 自動車養生ｶﾊﾞｰ (ﾜﾝﾎﾞｯｸｽ用 LL) 枚 860-38 340-C

山本 防塵ﾏｽｸ <20枚入>   3100-B <NEW> ｹｰｽ 955-42 397-A

3Mﾌｨﾙﾀｰﾏｽｸ (10枚入)   #8812(J)-DS1 ｹｰｽ 955-52 397-B

3Mﾌｨﾙﾀｰﾏｽｸ (20枚入)   #8710-DS1 ｹｰｽ 955-56 397-C

3M 防塵ﾏｽｸ   8205-DS2  (20枚入) ｹｰｽ 955-66 398-A

3M 防塵ﾏｽｸ   8805-DS2  (10枚入) ｹｰｽ 955-64 398-B

ｴｸｾﾚﾝﾄ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ手袋  M  №160   200枚入 ｹｰｽ 930-62 407-B

ｴｸｾﾚﾝﾄ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ手袋  L  №160   200枚入 ｹｰｽ 930-64 407-B

ｴｸｾﾚﾝﾄ(PVC-250) ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ手袋 M ｹｰｽ 930-31 407-C

ｴｸｾﾚﾝﾄ(PVC-250) ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ手袋 L ｹｰｽ 930-32 407-C

ｴｸｾﾚﾝﾄ ﾆﾄﾘﾙ手袋     M  NBR-500  100枚入 ｹｰｽ 930-66 407-D

ｴｸｾﾚﾝﾄ ﾆﾄﾘﾙ手袋     L  NBR-500  100枚入 ｹｰｽ 930-68 407-D

№H 塗装服   EA99126   F型   (L) 着 948-10 423-A

№H 塗装服   EA99126   O型   (LL) 着 948-12 423-A

#1000 続服  M         <ﾖｯｼｬｰﾏﾝ 白> 枚 950-30 423-B

#1000 続服  L         <ﾖｯｼｬｰﾏﾝ 白> 枚 950-32 423-B

#1000 続服  LL        <ﾖｯｼｬｰﾏﾝ 白> 枚 950-34 423-B

#1000 続服  3L        <ﾖｯｼｬｰﾏﾝ 白> 枚 950-36 423-B

№1700 不織布 つなぎ服    M 着 948-14 424-A

№1700 不織布 つなぎ服    L 着 948-16 424-A

№1700 不織布 つなぎ服    LL 着 948-18 424-A

№1700 不織布 つなぎ服    3L 着 948-20 424-A

№1750 不織布 ﾔｯｹ   M 着 948-22 424-A

№1750 不織布 ﾔｯｹ   L 着 948-24 424-A

№1750 不織布 ﾔｯｹ   LL 着 948-26 424-A

№1750 不織布 ﾔｯｹ   3L 着 948-28 424-A

№1760 不織布 ﾊﾟﾝﾂ  M 着 948-30 424-A

№1760 不織布 ﾊﾟﾝﾂ  L 着 948-32 424-A

№1760 不織布 ﾊﾟﾝﾂ  LL 着 948-34 424-A

№1760 不織布 ﾊﾟﾝﾂ  3L 着 948-36 424-A
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在庫限り販売終了 代品:なし

在庫限り販売終了 代品:なし

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大の影響により供給体制・価格とも非常に不安定となっております｡
(下記の商品以外も品薄となってきております。詳細はお問合せください)

事由

在庫限り販売終了 代品:621-22

在庫限り販売終了 代品:621-20

在庫限り販売終了 代品:なし

在庫限り販売終了 代品:ｶﾀﾛｸﾞ掲載外品　621-19

上記の代品 価格は前ﾍﾟｰｼﾞ下

在庫限り販売終了 代品:621-70／620-31／620-01

掲載間違い

掲載間違い

在庫限り販売終了 代品:620-12／620-15

ご案内

事由

在庫限り販売終了

廃盤 後継品無し

掲載間違い
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