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山形県山形市西田 5丁目 25-7山形県山形市西田 5丁目 25-7
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各メーカー様の値上げによる価格改定について
原油価格の高騰、原材料の高止まり、輸送コストの高騰、人件費の増加 など様々な要因でメー
カー様の値上げが続いております。価格改定の対象製品が 多数、多岐に及ぶ為、ご連絡が追
い付かずご迷惑をお掛けしております。
今後も商品のご提案、ご紹介などに邁進致しますので、ご用命の程何卒宜しくお願い申し上
げます。

山崎産業 株式会社
株式会社 ミヤキ
横浜油脂工業 株式会社
株式会社 ソニカル（モアマン等）
株式会社 ナルビー
株式会社 トウショウ
日立掃除機部品
ケルヒャージャパン 株式会社
白ウエス・タオルウエス
ビルメンモップ糸・デッキブラシ　等

株式会社 テラモト
セイワ 株式会社
株式会社 ジャパックス（ごみ袋等）
株式会社 リスダンケミカル
スリーエムジャパン 株式会社
株式会社 トウショウ
日立掃除機部品
ケルヒャージャパン 株式会社
苛性ソーダ　等

満月たわし
株式会社 TOWAガラス用品（UNGER）など
株式会社 ダンロップホームプロダクツ
ノースクリーン商品類
シンナー類
大日本塗料 株式会社

日本磨料工業 株式会社
東栄部品 株式会社（BETCO商品のみ）
シーバイエス 株式会社
ペンギンワックス 株式会社（マシン・パッド類）
ユシロ化学工業 株式会社
株式会社 万立
蔵王産業 株式会社
オーブテック 株式会社
株式会社 アピコ
株式会社 アムテック
大一産業 株式会社（FPS商品）
株式会社 レボテック
株式会社 ソニカル
株式会社 クオリティ
クラ フトテープ・布テープ
ビニトップ厚手（ショーワグローブ）
矢崎化工 株式会社

株式会社 リンレイ
生糸（ひまわりモップ）

令和４年１月出荷分より

令和４年２月出荷分より

令和４年３月出荷分より

令和４年４月出荷分より

令和４年５月出荷分より

ニューバイフレッシャー

令和４年６月出荷分より

ワーキグ中厚手・下ばき手袋 
                                         (ショーワグローブ 株式会社)
座敷ホーキ（スクールホーキ）

令和４年３月出荷分より
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タイネックスタイネックス

タイネックスブラシタイネックスブラシ キャンペーン！キャンペーン！

●表面洗浄ブラシ・グラン 15 吋●表面洗浄ブラシ・グラン 15 吋
貴社特別価格貴社特別価格貴社通常価格貴社通常価格

￥39,500￥39,500
21 21 %%

OFFOFF

タイネックスタイネックス

貴社特別価格貴社特別価格貴社通常価格貴社通常価格
￥39,500￥39,500

●表面洗浄ブラシ緑・青・赤 15 吋●表面洗浄ブラシ緑・青・赤 15 吋 23 23 %%
OFFOFF

タイネックスタイネックス
●Ｃタイプ 15 吋●Ｃタイプ 15 吋

貴社特別価格貴社特別価格貴社通常価格貴社通常価格
￥48,000￥48,000

23 23 %%
OFFOFF

( ＃６０~ ＃５００選定可能タイプ )( ＃６０~ ＃５００選定可能タイプ )

タイネックスタイネックス
●Ｐタイプ 13 吋●Ｐタイプ 13 吋

貴社特別価格貴社特別価格貴社通常価格貴社通常価格
￥36,000￥36,000

タイネックスタイネックス
●ＳＰタイプ 18 吋●ＳＰタイプ 18 吋

貴社特別価格貴社特別価格貴社通常価格貴社通常価格
￥66,000￥66,000

20 20 %%
OFFOFF( 各番手・表面洗浄・グランを含む )( 各番手・表面洗浄・グランを含む )

C タイプ 15 吋・Pタイプ 13 吋・SP タイプ 18 吋の番手選定一覧Cタイプ 15 吋・Pタイプ 13 吋・SP タイプ 18 吋の番手選定一覧

番手 用途・石材系の場合 用途・一般化学床系の場合 フロアパッド
#60 重洗浄 ワックスの完全剥離 黒
#80 重洗浄 ワックスの完全剥離 茶

#180 軽洗浄 表面洗浄 緑
#240 軽洗浄 表面洗浄 緑～青
#320 軽洗浄 表面洗浄 青～赤
#500 軽洗浄 表面洗浄 赤

10 10 %%
OFFOFF( 各番手・表面洗浄・グランを含む )( 各番手・表面洗浄・グランを含む )

※プレート金具は別売です。

一瞬で脱着ができる。使いやすさ抜群の飛散防止カバー
超高耐衝撃性ABS樹脂採用により、きしみや破損を軽減します。

●●飛散防止カバー飛散防止カバー ダントツカバースリムSG ダントツカバースリムSG
・８インチ ・12インチ ・14インチ

・イノベーター用 15インチ ・15インチ・ペンギンコードレス用 13インチ

仕様

リニューアル

８インチも販売開始！８インチも販売開始！

BM価格

● FPS ポータブルスプレーヤー

●リチウムイオンバッテリー ( スペア )

４月２７日受注分まで


