
（株）オオモリ 改定商品一覧
改定日：2022年4月1日

価 格 （ 税 抜 ）
メ ー カ ー 希 望

小 売 価 格
価 格 （ 税 抜 ）

メ ー カ ー 希 望

小 売 価 格

72601 ステンレス厚手ビーカー OM50-02 ¥3,170 ¥3,200 ¥4,050 ¥4,100 p.1065

72602 ステンレス厚手ビーカー OM50-03 ¥3,850 ¥3,900 ¥4,900 ¥5,000 p.1065

72603 ステンレス厚手ビーカー OM50-04 ¥4,600 ¥4,800 ¥5,800 ¥6,100 p.1065

72604 ステンレス厚手ビーカー OM50-05 ¥7,140 ¥7,300 ¥8,890 ¥9,100 p.1065

72605 ステンレス厚手ビーカー OM50-06 ¥9,180 ¥9,400 ¥11,270 ¥11,600 p.1065

72606 ステンレス厚手ビーカー OM50-07 ¥12,000 ¥12,100 ¥14,830 ¥15,000 p.1065

72686 ステンレスフタ付タンク OM1024-01 ¥10,200 ¥10,200 ¥12,600 ¥12,600 p.1067

72687 ステンレスフタ付タンク OM1024-02 ¥12,500 ¥12,500 ¥15,400 ¥15,400 p.1067

72688 ステンレスフタ付タンク OM1024-03 ¥15,200 ¥15,200 ¥18,800 ¥18,800 p.1067

72689 ステンレスフタ付タンク OM1024-04 ¥18,200 ¥18,200 ¥24,000 ¥24,000 p.1067

72690 ステンレスフタ付タンク OM1024-05 ¥22,800 ¥22,800 ¥31,200 ¥31,200 p.1067

72691 ステンレスフタ付タンク OM1024-06 ¥28,000 ¥28,000 ¥38,800 ¥38,800 p.1067

72692 ステンレスフタ付タンク OM1024-07 ¥31,000 ¥31,000 ¥43,900 ¥43,900 p.1067

72805 バルブ付タンク OM48-150 ¥44,000 ¥44,000 ¥50,100 ¥50,100 p.1068

72806 バルブ付タンク OM48-13 ¥47,390 ¥48,600 ¥53,400 ¥53,400 p.1068

72807 バルブ付タンク OM48-14 ¥50,830 ¥54,800 ¥57,300 ¥57,300 p.1068

72808 バルブ付タンク OM48-15 ¥55,540 ¥60,000 ¥62,500 ¥62,500 p.1068

72809 バルブ付タンク OM48-16 ¥61,330 ¥69,500 ¥69,100 ¥69,100 p.1068

72810 バルブ付タンク OM48-17 ¥67,830 ¥80,000 ¥76,400 ¥76,400 p.1068

72811 バルブ付タンク OM48-18 ¥76,880 ¥86,000 ¥86,600 ¥86,600 p.1068

72812 バルブ付タンク OM48-151 ¥137,100 ¥158,000 ¥154,500 ¥154,500 p.1068

72869 ステンレス密閉タンク OM1010-14 ¥9,800 ¥9,800 ¥12,200 ¥12,200 p.1068

72870 ステンレス密閉タンク OM1010-15 ¥11,400 ¥11,400 ¥14,100 ¥14,100 p.1068

72871 ステンレス密閉タンク OM1010-16 ¥13,400 ¥13,400 ¥16,500 ¥16,500 p.1068

72872 ステンレス密閉タンク OM1010-17 ¥15,000 ¥15,000 ¥18,400 ¥18,400 p.1068

72873 ステンレス密閉タンク OM1010-18 ¥16,500 ¥16,500 ¥20,300 ¥20,300 p.1068

72874 ステンレス密閉タンク OM1010-19 ¥20,600 ¥20,600 ¥25,400 ¥25,400 p.1068

72875 ステンレス密閉タンク OM1010-20 ¥17,400 ¥17,400 ¥21,500 ¥21,500 p.1068

72876 ステンレス密閉タンク OM1010-21 ¥20,300 ¥20,300 ¥24,900 ¥24,900 p.1068

72877 ステンレス密閉タンク OM1010-22 ¥30,500 ¥30,500 ¥37,500 ¥37,500 p.1068

72878 ステンレス密閉タンク OM1010-23 ¥34,300 ¥34,300 ¥43,100 ¥43,100 p.1068

72879 ステンレス密閉タンク OM1010-24 ¥40,200 ¥40,200 ¥50,500 ¥50,500 p.1068
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72880 ステンレス密閉タンク OM1010-25 ¥49,200 ¥49,200 ¥61,800 ¥61,800 p.1068

72881 ステンレス密閉タンク OM1010-26 ¥58,000 ¥58,000 ¥65,500 ¥65,500 p.1068

72886 ステンレス密閉タンク OM1010-02 ¥9,990 ¥10,000 ¥12,390 ¥12,400 p.1068

72887 ステンレス密閉タンク OM1010-03 ¥12,480 ¥12,500 ¥15,340 ¥15,400 p.1068

72888 ステンレス密閉タンク OM1010-04 ¥13,500 ¥13,500 ¥16,700 ¥16,700 p.1068

72889 ステンレス密閉タンク OM1010-05 ¥14,950 ¥15,000 ¥18,380 ¥18,500 p.1068

72890 ステンレス密閉タンク OM1010-06 ¥19,000 ¥19,000 ¥23,400 ¥23,400 p.1068

72891 ステンレス密閉タンク OM1010-07 ¥23,450 ¥23,700 ¥28,890 ¥29,200 p.1068

72892 ステンレス密閉タンク OM1010-08 ¥26,800 ¥26,800 ¥33,700 ¥33,700 p.1068

72893 ステンレス密閉タンク OM1010-09 ¥28,500 ¥30,500 ¥41,270 ¥44,200 p.1068

72894 ステンレス密閉タンク OM1010-10 ¥38,000 ¥38,000 ¥50,800 ¥50,800 p.1068

72895 ステンレス密閉タンク OM1010-11 ¥40,000 ¥40,000 ¥54,500 ¥54,500 p.1068

72235 タンク運搬台車（ゴム車） 1025-01 ¥5,800 ¥5,800 ¥7,300 ¥7,300 p.1070

72236 タンク運搬台車（ゴム車） 1025-02 ¥6,700 ¥6,700 ¥8,400 ¥8,400 p.1070

72237 タンク運搬台車（ゴム車） 1025-03 ¥9,400 ¥9,400 ¥11,700 ¥11,700 p.1070

72238 タンク運搬台車（ゴム車） 1025-04 ¥10,500 ¥10,500 ¥13,000 ¥13,000 p.1070

72239 タンク運搬台車（ゴム車） 1025-05 ¥11,400 ¥11,400 ¥14,100 ¥14,100 p.1070

72240 タンク運搬台車（ゴム車） 1025-06 ¥12,800 ¥12,800 ¥21,400 ¥21,400 p.1070

72241 タンク運搬台車（ゴム車） 1025-07 ¥28,470 ¥35,000 ¥50,030 ¥61,600 p.1070

72242 タンク運搬台車（ゴム車） 1025-08 ¥59,980 ¥66,200 ¥125,250 ¥138,300 p.1070

72243 タンク運搬台車（ゴム車） 1025-09 ¥61,570 ¥69,100 ¥130,100 ¥146,100 p.1070

72244 タンク運搬台車（ナイロンウレタン車） 1025-10 ¥19,000 ¥19,000 ¥23,400 ¥23,400 p.1070

72245 タンク運搬台車（ナイロンウレタン車） 1025-11 ¥19,500 ¥19,500 ¥23,900 ¥23,900 p.1070

72246 タンク運搬台車（ナイロンウレタン車） 1025-12 ¥19,800 ¥19,800 ¥24,400 ¥24,400 p.1070

72247 タンク運搬台車（ナイロンウレタン車） 1025-13 ¥20,800 ¥20,800 ¥25,500 ¥25,500 p.1070

72248 タンク運搬台車（ナイロンウレタン車） 1025-14 ¥21,600 ¥21,600 ¥26,500 ¥26,500 p.1070

72249 タンク運搬台車（ナイロンウレタン車） 1025-15 ¥25,000 ¥25,000 ¥44,100 ¥44,100 p.1070

72250 タンク運搬台車（ナイロンウレタン車） 1025-16 ¥47,700 ¥55,000 ¥78,140 ¥90,100 p.1070

72251 タンク運搬台車（ナイロンウレタン車） 1025-17 ¥95,300 ¥99,000 ¥187,550 ¥194,900 p.1070

72252 タンク運搬台車（ナイロンウレタン車） 1025-18 ¥96,530 ¥101,000 ¥191,090 ¥200,000 p.1070

72311 ステンレス口付杓 OM1073-13 ¥8,400 ¥8,400 ¥10,500 ¥10,500 p.1071

72312 ステンレス口付杓 OM1073-14 ¥9,100 ¥9,100 ¥11,400 ¥11,400 p.1071

72313 ステンレス口付杓 OM1073-15 ¥10,500 ¥10,500 ¥13,000 ¥13,000 p.1071

72772 ステンレス口付杓 OM1073-07 ¥4,070 ¥4,600 ¥4,830 ¥4,900 p.1071

72773 ステンレス口付杓 OM1073-08 ¥4,720 ¥5,000 ¥5,500 ¥5,500 p.1071
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72774 ステンレス口付杓 OM1073-09 ¥7,490 ¥7,700 ¥9,350 ¥9,700 p.1071

72775 ステンレス口付杓 OM1073-10 ¥5,080 ¥5,600 ¥6,050 ¥6,100 p.1071

72776 ステンレス口付杓 OM1073-11 ¥5,650 ¥6,000 ¥6,580 ¥6,600 p.1071

72777 ステンレス口付杓 OM1073-12 ¥8,900 ¥8,900 ¥11,100 ¥11,100 p.1071

72786 ステンレス口付杓 OM1073-100 ¥17,400 ¥19,200 ¥20,400 ¥20,400 p.1071

72787 ステンレス口付杓 OM1073-101 ¥18,420 ¥22,200 ¥21,700 ¥21,700 p.1071

72788 ステンレス口付杓 OM1073-102 ¥17,940 ¥20,600 ¥21,050 ¥21,100 p.1071

72789 ステンレス口付杓 OM1073-103 ¥18,910 ¥23,600 ¥22,200 ¥22,200 p.1071

72790 ステンレス口付杓 OM1073-104 ¥21,890 ¥25,000 ¥25,600 ¥25,600 p.1071

72791 ステンレス口付杓 OM1073-105 ¥22,670 ¥28,000 ¥26,650 ¥26,700 p.1071

72792 ステンレス口付バケツ OM1030-01 ¥14,700 ¥14,700 ¥18,200 ¥18,200 p.1073

72793 ステンレス口付バケツ OM1030-02 ¥16,500 ¥16,500 ¥20,300 ¥20,300 p.1073

72794 ステンレス口付バケツ OM1030-03 ¥19,000 ¥19,000 ¥23,400 ¥23,400 p.1073


