
伊藤伊総合カタログ16-Vol.4-1
価格改定表 令和2年8月1日

株式会社伊藤伊

ページ 品番 品名 変更内容 変更前 変更後
xiv 7814 クッションマット 価格改定 ¥28,000 ¥29,800
xiv 7815 畳タイプマット 価格改定 ¥28,000 ¥29,800
68 7483 木製椅子789 価格改定 ¥28,200 ¥32,500
76 SS-1 タトルテープ　禁帯出本用 取扱い状況 廃番
76 SS-2 タトルテープ　禁帯出本用 取扱い状況 廃番
85 7250 ユニットカウンターＵ型 一段直線部 W900 価格改定 ¥191,000 ¥219,000
85 7255 ユニットカウンターＵ型 一段直線部 W1200 価格改定 ¥220,000 ¥252,000
85 7260 ユニットカウンターＵ型 一段直線部 W1500 価格改定 ¥254,000 ¥291,000
85 7265 ユニットカウンターＵ型 一段直線部 W1800 価格改定 ¥274,000 ¥320,000
85 7270 ユニットカウンターＵ型 二段直線部 W900 価格改定 ¥251,000 ¥288,000
85 7275 ユニットカウンターＵ型 二段直線部 W1200 価格改定 ¥280,000 ¥322,000
85 7280 ユニットカウンターＵ型 二段直線部 W1500 価格改定 ¥314,000 ¥366,000
85 7285 ユニットカウンターＵ型 二段直線部 W1800 価格改定 ¥349,000 ¥414,000
85 8300 ユニットカウンターＵ型 レファレンス直線部 W900 価格改定 ¥204,000 ¥235,000
85 8305 ユニットカウンターＵ型 レファレンス直線部 W1200 価格改定 ¥238,000 ¥274,000
85 8310 ユニットカウンターＵ型 レファレンス直線部 W1500 価格改定 ¥274,000 ¥325,000
85 8315 ユニットカウンターＵ型 レファレンス直線部 W1800 価格改定 ¥285,000 ¥338,000
85 7240 ユニットカウンターＵ型 一段90度コーナー部 価格改定 ¥211,000 ¥253,000
85 7245 ユニットカウンターＵ型 二段90度コーナー部 価格改定 ¥332,000 ¥398,000
85 7290 ユニットカウンターＵ型 エンドパネル 価格改定 ¥56,000 ¥67,000
86 7570 ユニットカウンターH型 一段直線部 W900 価格改定 ¥196,000 ¥224,000
86 7575 ユニットカウンターH型 一段直線部 W1200 価格改定 ¥229,000 ¥276,000
86 7580 ユニットカウンターH型 一段直線部 W1500 価格改定 ¥257,000 ¥300,000
86 7585 ユニットカウンターH型 一段直線部 W1800 価格改定 ¥273,000 ¥325,000
86 7550 ユニットカウンターH型 45度A部 W1500 価格改定 ¥355,000 ¥426,000
86 7555 ユニットカウンターH型 45度A部 W1800 価格改定 ¥375,000 ¥450,000
86 7560 ユニットカウンターH型 45度B部 W1500 価格改定 ¥355,000 ¥426,000
86 7565 ユニットカウンターH型 45度B部 W1800 価格改定 ¥375,000 ¥450,000
86 7590 ユニットカウンターH型　エンドパネル 価格改定 ¥64,000 ¥78,000
87 7556 ユニットカウンターＲ型 価格改定 ¥620,000 ¥744,000
87 7592 ユニットカウンターL型 事務机部 価格改定 ¥169,000 ¥190,000
87 7593 ユニットカウンターL型 保管戸棚部 価格改定 ¥166,000 ¥186,000
87 7594 ユニットカウンターL型 90度コーナー部 価格改定 ¥156,000 ¥187,000
88 7195 ユニットケース 事務用三段引出 価格改定 ¥193,000 ¥212,000
88 7197 ユニットケース 一般貸出用 価格改定 ¥225,000 ¥270,000
88 7198 ユニットケース ブラウン式貸出用 価格改定 ¥241,000 ¥289,000
88 7196 ユニットケース 返本棚 価格改定 ¥185,000 ¥214,000
88 8360 ユニットケース 二段引出 価格改定 ¥154,000 ¥185,000
88 8361 ユニットケース 一段引出 価格改定 ¥138,000 ¥165,000
88 7530 ユニットケース 返本用 価格改定 ¥115,000 ¥136,000
88 7535 ユニットケース 運搬用 価格改定 ¥115,000 ¥138,000
88 7540 ユニットケース 事務用四段引出 価格改定 ¥125,000 ¥150,000
127 7891 カタログスタンドC-210 価格改定 ¥66,000 ¥69,400
127 7892 カタログスタンドC-310 価格改定 ¥86,000 ¥90,400
147 7130 児童用木製椅子EC 価格改定 ¥18,500 ¥20,700
147 7978 児童用木製椅子151（小学生用） 価格改定 ¥17,500 ¥18,500
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