
スペーシア（株） 改定商品一覧
改定日：2022年6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

182755 セル作業台 SPR-11 ¥30,900 オープン ¥32,460 オープン p.1531

182708 スペーシアパイプ（５本入り） SPS-2010(5ﾎﾝ) ¥3,380 ¥4,400 ¥3,550 ¥4,400 p.1532

182710 スペーシアパイプ（５本入り） SPS-4020(5ﾎﾝ) ¥6,740 ¥8,800 ¥7,090 ¥8,800 p.1532

182711 スペーシア静電パイプ（５本入り） SPD4020BK(5ﾎﾝ) ¥7,700 ¥10,300 ¥8,090 ¥10,300 p.1532

182732 スペーシアアルミパイプ（５本入り） SPA-4020AL(5ﾎﾝ) ¥14,720 ¥20,400 ¥15,450 ¥20,400 p.1532

182738 キャスター ST-100 ¥2,050 ¥3,460 ¥2,270 ¥3,460 p.1532

182739 キャスター ST-100S ¥2,360 ¥3,990 ¥2,590 ¥3,990 p.1532

182740 キャスター ST-130 ¥2,470 ¥4,180 ¥2,720 ¥4,180 p.1532

182741 キャスター ST-130S ¥3,500 ¥5,920 ¥3,850 ¥5,920 p.1532

182742 キャスター SK-100 ¥1,720 ¥2,900 ¥1,890 ¥2,900 p.1532

182743 キャスター SK-130 ¥2,100 ¥3,550 ¥2,320 ¥3,550 p.1532

182744 キャスター SGR-50TP ¥420 ¥600 ¥470 ¥600 p.1532

182745 キャスター SGR-50STP ¥500 ¥730 ¥570 ¥730 p.1532

182746 キャスター GEL-75 ¥790 ¥1,100 ¥880 ¥1,100 p.1532

182747 キャスター GEL-75S ¥920 ¥1,270 ¥1,020 ¥1,270 p.1532

182757 立ち作業台 SPR-13 ¥23,400 オープン ¥24,580 オープン p.1532

182768 ジョイント用取付金具 JB-005 ¥200 ¥240 ¥210 ¥240 p.1532

182769 ジョイント用取付金具 JB-006 ¥200 ¥240 ¥210 ¥240 p.1532

182770 ジョイント用取付金具 JB-001 ¥170 ¥190 ¥180 ¥190 p.1532

182771 ジョイント用取付金具 JB-002 ¥170 ¥190 ¥180 ¥190 p.1532

182772 キャスター取付用スパナ JB-009 ¥220 ¥265 ¥230 ¥265 p.1532

182928 スペーシア静電パイプ（５本入り） SPD2010BK(5ﾎﾝ) ¥4,350 ¥5,150 ¥4,580 ¥5,150 p.1532

182731 アジャスター JB-401 ¥230 ¥290 ¥240 ¥290 p.1533

182735 スパホイール JB-500-50P2000 ¥4,830 ¥6,800 ¥5,080 ¥6,800 p.1533

182736 スパホイール JB-500-50P2500 ¥5,940 ¥8,500 ¥6,240 ¥8,500 p.1533

182737 スパホイール JB-500-50P3000 ¥7,180 ¥10,200 ¥7,540 ¥10,200 p.1533

182760 パイプカッター SK-1N ¥4,930 ¥6,300 ¥5,180 ¥6,300 p.1533

182761 パイプカッター替刃 SK-2NT ¥1,020 ¥1,300 ¥1,080 ¥1,300 p.1533

182762 ゴムキャップ JB-402 ¥120 ¥150 ¥130 ¥150 p.1533

182763 ゴムキャップ JB-403 ¥270 ¥360 ¥280 ¥360 p.1533

182764 アジャスター JB-404 ¥920 ¥1,280 ¥970 ¥1,280 p.1533

182765 アジャスター JB-405 ¥1,320 ¥1,850 ¥1,390 ¥1,850 p.1533
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182766 アジャスター JB-407 ¥670 ¥930 ¥700 ¥930 p.1533

182767 アジャスター JB-408 ¥590 ¥810 ¥630 ¥810 p.1533

182792 ホイール受け金具 JB-501 ¥470 ¥530 ¥490 ¥530 p.1533

182793 ホイール受け金具 JB-502 ¥490 ¥580 ¥520 ¥580 p.1533

182794 ホイール受け金具 JB-507 ¥540 ¥640 ¥580 ¥640 p.1533

182795 スベリパイプ用受け金具 JB-511 ¥530 ¥700 ¥570 ¥700 p.1533

182796 スベリパイプ用受け金具 JB-512 ¥640 ¥740 ¥680 ¥740 p.1533

182797 スベリパイプ用受け金具 JB-513 ¥600 ¥700 ¥640 ¥700 p.1533

182798 スベリパイプ（５本入り） SPP-4020I(5ﾎﾝ) ¥10,170 ¥12,500 ¥10,680 ¥12,500 p.1533

182712 メタルジョイント NSJ-1 ¥390 ¥580 ¥420 ¥580 p.1534

182713 メタルジョイント NSJ-2 ¥730 ¥1,070 ¥770 ¥1,070 p.1534

182714 メタルジョイント NSJ-3 ¥1,070 ¥1,570 ¥1,130 ¥1,570 p.1534

182715 メタルジョイント NSJ-4 ¥600 ¥890 ¥640 ¥890 p.1534

182716 メタルジョイント NSJ-5 ¥1,430 ¥2,120 ¥1,500 ¥2,120 p.1534

182717 メタルジョイント NSJ-6 ¥480 ¥700 ¥500 ¥700 p.1534

182718 メタルジョイント NSJ-7 ¥780 ¥1,160 ¥830 ¥1,160 p.1534

182719 メタルジョイント NSJ-8 ¥640 ¥950 ¥680 ¥950 p.1534

182720 メタルジョイント NSJ-9 ¥690 ¥1,010 ¥730 ¥1,010 p.1534

182721 メタルジョイント NSJ-10 ¥540 ¥810 ¥580 ¥810 p.1534

182722 メタルジョイント NSJ-11 ¥470 ¥680 ¥490 ¥680 p.1534

182733 メタルジョイント NSJ-15 ¥1,020 ¥1,500 ¥1,080 ¥1,500 p.1534

182782 メタルジョイント NSJ-12 ¥1,690 ¥2,500 ¥1,780 ¥2,500 p.1534

182783 メタルジョイント NSJ-16 ¥670 ¥980 ¥700 ¥980 p.1534

182784 メタルジョイント NSJ-17 ¥480 ¥720 ¥500 ¥720 p.1534

182723 プラスチックジョイント PJ-001 ¥180 ¥210 ¥190 ¥210 p.1535

182724 プラスチックジョイント PJ-002 ¥140 ¥150 ¥150 ¥150 p.1535

182727 プラスチックジョイント PJ-200B ¥220 ¥265 ¥230 ¥265 p.1535

182728 プラスチックジョイント PJ-201B ¥180 ¥210 ¥190 ¥210 p.1535

182773 プラスチックジョイント PJ-100B ¥220 ¥265 ¥230 ¥265 p.1535

182775 プラスチックジョイント PJ-202B ¥220 ¥275 ¥230 ¥275 p.1535

182779 プラスチックジョイント PJ-300B ¥80 ¥90 ¥90 ¥90 p.1535

182789 接着液 SA-30 ¥390 ¥500 ¥420 ¥500 p.1535

182790 接着液 SA-50 ¥500 ¥650 ¥530 ¥650 p.1535

182791 接着液 SA-100 ¥640 ¥800 ¥680 ¥800 p.1535


