
番号 区分 商品名
販売価格
（税抜）

販売価格
（税込）

残数

1 洗剤 アイクリソープ　カチオン　１５㎏ ¥5,700 ¥6,270 5
2 洗剤 花王　アクアウォッシュ洗浄剤　　　4.5㎏ ¥3,210 ¥3,531 1
3 洗剤 共信　ハオクリーンＷ２　１８㎏ ¥1,800 ¥1,980 2
4 洗剤 ゲンブ　Ｓ号粒状石鹼　１０㎏×２ ¥3,900 ¥4,290 2
5 洗剤 ゲンブ　液体ナイス　１Ｌ ¥300 ¥330 1
6 洗剤 ゲンブ　シーレック３Ｄ　２０㎏ ¥4,080 ¥4,488 1
7 洗剤 ゲンブ　パワーソープＰＫ　１８kg ¥8,280 ¥9,108 1
8 洗剤 三友　ドライソープ ¥7,290 ¥8,019 1
9 洗剤 日華　サンソフロンＣＫ　１６㎏ ¥2,778 ¥3,056 1
10 洗剤 日華　ドライスターＷ　パワーＳ　１３㎏ ¥4,842 ¥5,326 1
11 洗剤 日華　レインボー　５㎏ ¥702 ¥772 1
12 洗剤 ニックス　エコバイオＳ　４㎏ ¥3,120 ¥3,432 5
13 洗剤 ニューポール酵素入　２０kg ¥2,614 ¥2,875 3
14 洗剤 パークロルエチレン　２５㎏ ¥3,825 ¥4,208 2
15 洗剤 バイオシローク　１５kg ¥2,801 ¥3,082 1
16 洗剤 マルエール石鹸　３kg ¥465 ¥512 18
17 洗剤 ライオン　粉末ＳＡ　２０㎏ ¥2,988 ¥3,287 1
18 洗剤 ライオン　無リンダッシュＷコーソ　１５kg ¥3,240 ¥3,564 1
19 仕上剤 ＵＶカットスプレー ¥960 ¥1,056 1
20 仕上剤 アイクリスターチ　１７kg ¥2,532 ¥2,785 8
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21 仕上剤 アクト　ライトスターチ　１０㎏ ¥1,884 ¥2,072 18
22 仕上剤 インクアウト ¥1,500 ¥1,650 1
23 仕上剤 花王　スーパーワンダースターチ　１０Ｌ ¥2,184 ¥2,402 3
24 仕上剤 共栄社　簡潔主義ＥＶＯ ¥4,230 ¥4,653 1
25 仕上剤 共栄社　ライトシリコーンＡ－５４４　１７kg ¥5,508 ¥6,059 1
26 仕上剤 共信　色止洗剤　４Ｌ ¥1,050 ¥1,155 1
27 仕上剤 ゲンブ　セッター２１　１７kg ¥4,320 ¥4,752 1
28 仕上剤 米スターチ　１８㎏ ¥3,168 ¥3,485 1
29 仕上剤 三友　ソフターＳＷ　１７㎏ ¥2,040 ¥2,244 1
30 仕上剤 セブンスリム１０　１０kg ¥3,786 ¥4,165 3
31 仕上剤 ニューエビスガード石油系　４Ｌ ¥2,088 ¥2,297 4
32 仕上剤 ニューエビスノール　５㎏ ¥1,776 ¥1,954 3
33 仕上剤 ライオン　ソフターＣ　４Ｌ ¥1,032 ¥1,135 3
34 仕上剤 ライオン　バイオパワフルコーソ　４kg ¥1,800 ¥1,980 1
35 仕上剤 ラスター　１０㎏ ¥1,470 ¥1,617 1
36 薬品 エビス　アンモニア　１.８Ｌ ¥474 ¥521 1
37 薬品 エビス　過炭酸ソーダ　５００ｇ ¥420 ¥462 1
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販売価格
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38 薬品 エビス　酢酸アミル　５００ｃｃ ¥540 ¥594 2
39 薬品 エビス　サニタリーゾル　４２０ｍｌ ¥714 ¥785 6
40 薬品 エビス　サラシコールＧ　５００ｇ ¥594 ¥653 1
41 薬品 エビス　しゅう酸　５００ｇ ¥360 ¥396 2
42 薬品 エビス　シリコーンスプレー　４２０ｍｌ ¥390 ¥429 1
43 薬品 エビス　トリクロロエチレン　５００ｇ ¥450 ¥495 2
44 薬品 エビス　ハイドロサルファイト　５００ｇ ¥402 ¥442 1
45 薬品 エビス　弗化水素　５００ｃｃ ¥564 ¥620 3
46 薬品 エビス　ラッカーシンナー　４００ｍｌ ¥408 ¥449 1
47 薬品 次亜塩素酸ナトリウム　６％　５００ｍｌ ¥240 ¥264 2
48 薬品 セルザイム ¥2,220 ¥2,442 3
49 フィルター ＡＮ－３００　カーボン入 ¥4,068 ¥4,475 4
50 フィルター ＡＮ－３４０　カーボン入 ¥3,786 ¥4,165 2
51 フィルター ＡＮ－３６５－０　ノンカーボン ¥1,236 ¥1,360 12
52 フィルター ＡＮ－３６５－１　カーボン入 ¥1,992 ¥2,191 11
53 フィルター ＡＮ－３６５－２　外筒ノンカーボン ¥1,380 ¥1,518 4
54 フィルター ＡＮ－３６５－３　外筒カーボン入 ¥2,118 ¥2,330 1
55 フィルター ＡＮ－３６５Ｓ　洗浄剤カートリッジ ¥3,216 ¥3,538 1
56 フィルター ＡＮ－３６５Ｔ　洗浄剤カートリッジ ¥2,394 ¥2,633 2
57 フィルター ＡＮ－４５０　カーボン入 ¥4,320 ¥4,752 2
58 フィルター アクトＧＳ（２.６㎏×３） ¥4,176 ¥4,594 1
59 フィルター カルボラフィンＤＣ　１㎏ ¥576 ¥634 9
60 フィルター 白鷺Ｃ　１㎏ ¥654 ¥719 6
61 フィルター パワフルＣ　ＨＣ５５３（２.６㎏×３） ¥3,528 ¥3,881 2
62 フィルター パワフルＣ　ＨＣ９８２（４.６㎏×２） ¥3,780 ¥4,158 1
63 フィルター パワフルＣ　ＬＣ１０２（１０Ｌ×２） ¥3,360 ¥3,696 2
64 ハンガー Ｎ－２００　ボトムハンガー　（１００本） ¥1,320 ¥1,452 3
65 ハンガー Ｕハンガー３７０Ｓ　逆フック（６０入） ¥1,676 ¥1,843 1
66 ハンガー ＹシャツハンガーＤ１　黒　（５００入） ¥2,550 ¥2,805 1
67 ハンガー エコノリード黒（２００入） ¥2,556 ¥2,812 2
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68 ハンガー シルエットセーバー黒（２４０入） ¥2,722 ¥2,994 1
69 ハンガー シンプルリード　ワイド　（１８０本） ¥2,371 ¥2,608 1
70 ハンガー スカートスチールハンガー（６００本） ¥3,492 ¥3,841 1
71 ハンガー スカートハンガー（２００入） ¥9,276 ¥10,204 1
72 ハンガー スカートピンチ黒（５００入） ¥2,205 ¥2,426 1
73 ハンガー スチールハンガー（６００入） ¥2,484 ¥2,732 12
74 ハンガー スラックスハンガー黒（３２０入） ¥2,544 ¥2,798 1
75 ハンガー ニューリングクリップ黒（２５０入） ¥3,098 ¥3,408 2
76 ハンガー ハンガーパットＷ（１２５入） ¥2,333 ¥2,566 2
77 ハンガー 日酵　スーパーハンガー１３　ＤＸ　（２４０本） ¥2,880 ¥3,168 1
78 ハンガー 日酵　スーパーハンガー９　黒　（７００本） ¥2,310 ¥2,541 1
79 ハンガー プラスチックハンガーＤ（１５０入） ¥2,070 ¥2,277 1
80 ハンガー プラハンガー№１００　ズボン用　（６００本） ¥2,592 ¥2,851 1
81 ハンガー プラハンガー№２５０　（８００本） ¥2,784 ¥3,062 1
82 ハンガー プラハンガー№８００　Ｙシャツ用　右（逆）　（７００本） ¥2,142 ¥2,356 2
83 ハンガー フレックス・トップス（３６０入）黒 ¥2,786 ¥3,065 1
84 ハンガー ミツワ　ＰＰＬＢハンガーＡ（１４０入） ¥2,394 ¥2,633 3
85 ハンガー ミツワ　ロイヤル４４０ハンガー（２００本） ¥2,856 ¥3,142 2
86 包装 HDロール　００８　無地　６００×１５００ｍ ¥2,460 ¥2,706 5
87 包装 HDロール　無地　４８０×１２００ｍ ¥2,130 ¥2,343 10
88 包装 ＯＰＰカッター無地シール付（１００入） ¥342 ¥376 8
89 包装 アイクリ　ガゼット　背広 ¥2,700 ¥2,970 4
90 包装 アイクリ　紙管巻２６０（３入） ¥3,276 ¥3,604 4
91 包装 アイクリ　紙管巻３６０（３入） ¥4,230 ¥4,653 2
92 包装 ガゼット　半透明　６００×２５０ ¥1,002 ¥1,102 6
93 包装 紙管巻２７０　無地　０１５×５００ｍ ¥693 ¥762 15
94 包装 ドリームパック　ＬＬ（１００入） ¥1,050 ¥1,155 6
95 包装 ドリームパック　Ｍ（１００入） ¥540 ¥594 8
96 包装 ネクタイクリップ（１００入） ¥294 ¥323 24
97 包装 ネクタイ袋（１００入） ¥288 ¥317 110
98 包装 半透明キャリアバッグ　大（１００入）　アイクリマーク ¥810 ¥891 45
99 包装 半透明キャリアバッグ　中（１００入）　アイクリマーク ¥567 ¥624 18
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100 包装 半透明キャリアバッグ　特大（１００入）　アイクリマーク ¥918 ¥1,010 38
101 包装 不織布カバー（ブランド柄）　カレンダー式　背広(50入り） ¥850 ¥935 10
102 包装 不織布カバー（ブランド柄）　カレンダー式　コート（５０入り） ¥1,100 ¥1,210 5
103 包装 不織布ピュアホワイト・バンドル　オーバー（２５入り） ¥850 ¥935 6
104 包装 不織布ピュアホワイト・バンドル　背広（２５入り） ¥675 ¥743 24
105 包装 不織布ピュアホワイト・バンドル　ワンピース（２５入り） ¥875 ¥963 12
106 包装 不織布ロール　NEWカレッジ柄　２５０ｍ ¥2,898 ¥3,188 8
107 包装 不織布ロール印入（防虫） ¥4,784 ¥5,262 2
108 包装 無地　不織布ロールA　２０μ：１５ｇ／㎡　２５０ｍ ¥2,037 ¥2,241 6
109 包装 ユニパック　オーバー（１００入） ¥1,320 ¥1,452 20
110 包装 ユニパック　兼用（１００入） ¥1,212 ¥1,333 5
111 包装 ユニパック　スーツ（１００入） ¥972 ¥1,069 5
112 包装 ユニパック　背広（１００入） ¥1,098 ¥1,208 12
113 包装 リニア袋　オーバーS　無地（１００入） ¥582 ¥640 13
114 包装 リニア袋　ズボン　無地（１００入） ¥336 ¥370 80
115 包装 リニア袋　セーター　無地（１００入） ¥258 ¥284 185
116 包装 リニア袋　背広　無地（１００入） ¥408 ¥449 96
117 毛布袋 BOX式袋　Ｗ毛布　０２５×６５０×９００（１００入） ¥1,080 ¥1,188 1
118 毛布袋 ＳＰＤ　Ｓ毛布袋０１３×５５０×８５０（５０入） ¥225 ¥248 4
119 毛布袋 ＳＰＤ　Ｗ毛布袋０１３×６００×９００（５０入） ¥255 ¥281 5
120 毛布袋 厚口　Ｓ毛布　０３０×５５０×８５０（１００入） ¥690 ¥759 23
121 毛布袋 ミツワ　洋布団袋０２８　７００×１０００（100枚） ¥972 ¥1,069 7
122 サービス袋 ドライバッグ ¥378 ¥416 16
123 サービス袋 無地　HD　サービスバッグL（１００入） ¥546 ¥601 25
124 サービス袋 無地　HD　サービスバッグLL（１００入） ¥756 ¥832 12
125 サービス袋 無地　HD　サービスバッグM（１００入） ¥474 ¥521 14
126 資材 Ｂ大型無地タック ¥660 ¥726 3
127 資材 Ｂ型無地タック ¥528 ¥581 5
128 資材 Ｄ型様タック ¥480 ¥528 3
129 資材 Ｈ型１０００番タック①－⑩ ¥2,160 ¥2,376 1
130 資材 受付伝票２枚複写 ¥156 ¥172 10
131 資材 受付伝票３枚複写 ¥191 ¥210 38
132 資材 共生社　見出し札（糊なし）（５０００入） ¥720 ¥792 9

5



番号 区分 商品名
販売価格
（税抜）

販売価格
（税込）

残数

133 資材 蛍光灯　ＦＬ２０ ¥102 ¥112 16
134 資材 サットル　スペア ¥108 ¥119 20
135 資材 請求用紙（１０００入） ¥3,540 ¥3,894 8
136 資材 特殊タック　Ｎ－１　急日時（桃）　（２０００入） ¥231 ¥254 3
137 資材 特殊タック　Ｎ－３２　要望　白 ¥1,650 ¥1,815 2
138 資材 ホルダー　　一般 ¥1,440 ¥1,584 2
139 資材 ホルダー　　手仕上 ¥1,440 ¥1,584 2
140 資材 ホルダー　　無地 ¥1,440 ¥1,584 1
141 資材 ホルダー　　半袖 ¥1,440 ¥1,584 6
142 資材 ホルダー　（穴）　一般 ¥1,440 ¥1,584 3
143 資材 ホルダー　（穴）　手仕上 ¥1,440 ¥1,584 4
144 資材 ホルダー　（穴）　半袖 ¥1,440 ¥1,584 1
145 資材 マイディアスペア　№１００ ¥108 ¥119 20
146 資材 ライト　紙テープ　茶　１０巻 ¥258 ¥284 8
147 資材 ライト　シリコンホース　２ｍ ¥2,592 ¥2,851 1
148 資材 ライト　伝票　Ｒ１－２５０ ¥84 ¥92 15
149 資材 ライト　伝票　Ｒ２－３５０ ¥171 ¥188 9
150 資材 ライト　特性サインペン　細字　５本 ¥420 ¥462 1
151 資材 ライト　控帳　ピンク　 ¥19 ¥21 30
152 資材 リングクリップ白（２５０入） ¥3,585 ¥3,944 2
153 ？ ＡＣ－２３０ ¥4,080 ¥4,488 1
154 ？ ＡＣ－４５０－Ｐ ¥3,840 ¥4,224 4
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