
　　　　　　　　ＵＴＩＣﾕﾆｯﾄｼｽﾃﾑ収納庫・隔壁ﾊﾟﾈﾙ・ﾎﾞﾝﾍﾞﾎﾙﾀﾞｰ　標準価格改定表           　     平成27年 ６月　1日御注文分～

　      　　   　      高橋産業株式会社

品名 摘要 現行標準価格 新標準価格 品名 摘要 現行標準価格 新標準価格 品名 摘要 現行標準価格 新標準価格
①Ｘ型ハウス ＵＴＩＣ-５１０Ｙ 背面パネル無 \166,000 \176,000 ＵＴＩＣ-５１８ＺＬ 背面パネル無 \289,000 \306,000
ＵＴＩＣ-２０４Ｘ 背面パネル付 \111,000 \118,000 背面パネル付 \184,000 \195,000 背面パネル付 \309,000 \328,000
ＵＴＩＣ-５０２Ｘ 背面パネル無 \79,000 \84,000 断熱ボード付 \229,000 \243,000 断熱ボード付 \356,000 \377,000

背面パネル付 \86,000 \91,000 ＵＴＩＣ-５１３Ｙ 背面パネル無 \233,000 \247,000 ＵＴＩＣ-５１９ＺＬ 背面パネル無 \335,000 \355,000
断熱ボード付 \106,000 \112,000 背面パネル付 \259,000 \275,000 背面パネル付 \350,000 \371,000

ＵＴＩＣ-５０３Ｘ 背面パネル無 \99,000 \105,000 断熱ボード付 \313,000 \332,000 断熱ボード付 \421,000 \446,000
背面パネル付 \108,000 \114,000 ＵＴＩＣ-５１５Ｙ 背面パネル無 \246,000 \261,000
断熱ボード付 \130,000 \138,000 背面パネル付 \274,000 \290,000 ＵＴＩＣ-５０４ＸＥ 断熱ボード無 \149,000 \158,000

ＵＴＩＣ-５０４Ｘ 背面パネル無 \138,000 \146,000 断熱ボード付 \335,000 \355,000 断熱ボード付 \166,000 \176,000
背面パネル付 \151,000 \160,000 ＵＴＩＣ-５１６Ｙ 背面パネル無 \310,000 \329,000 ＵＴＩＣ-５０６ＸＥ 断熱ボード無 \161,000 \171,000
断熱ボード付 \181,000 \192,000 背面パネル付 \336,000 \356,000 断熱ボード付 \181,000 \192,000

ＵＴＩＣ-５０５Ｘ 背面パネル無 \148,000 \157,000 断熱ボード付 \408,000 \432,000 ＵＴＩＣ-５０６ＹＥ 断熱ボード無 \160,000 \170,000
背面パネル付 \164,000 \174,000 ＵＴＩＣ-５１８Ｙ 背面パネル無 \315,000 \334,000 断熱ボード付 \180,000 \191,000
断熱ボード付 \201,000 \213,000 背面パネル付 \346,000 \367,000 ＵＴＩＣ-５１０ＹＥ 断熱ボード無 \172,000 \182,000

ＵＴＩＣ-５０６Ｘ 背面パネル無 \153,000 \162,000 断熱ボード付 \421,000 \446,000 断熱ボード付 \201,000 \213,000
背面パネル付 \170,000 \180,000 ＵＴＩＣ-５１９Ｙ 背面パネル無 \382,000 \405,000
断熱ボード付 \208,000 \220,000 背面パネル付 \419,000 \444,000 ＵＴＩＣ-２０Ｐ－Ｉ　（Ｌ）（Ｒ） 20㎏用 \11,000 \11,700

ＵＴＩＣ-５０７Ｘ 背面パネル無 \210,000 \223,000 断熱ボード付 \492,000 \522,000 ＵＴＩＣ-３０Ｐ－Ｉ　（Ｌ）（Ｒ） 30㎏用 \13,000 \14,000
背面パネル付 \227,000 \241,000 ③Ｚ型ハウス ＵＴＩＣ-５０Ｐ－Ｉ　（Ｌ）（Ｒ） 50㎏用 \15,000 \16,000
断熱ボード付 \274,000 \290,000 ＵＴＩＣ-５１２Ｚ 背面パネル無 \258,000 \273,000

ＵＴＩＣ-５０８Ｘ 背面パネル無 \215,000 \228,000 背面パネル付 \281,000 \298,000 ＵＴＩＣ-２０２Ｋ 20㎏用 \18,000 \19,000
背面パネル付 \235,000 \249,000 断熱ボード付 \337,000 \357,000 ＵＴＩＣ-３０２Ｋ 30㎏用 \20,000 \21,000
断熱ボード付 \287,000 \304,000 ＵＴＩＣ-５１６Ｚ 背面パネル無 \334,000 \354,000 ＵＴＩＣ-５０２Ｋ 50㎏用 \21,000 \22,000

ＵＴＩＣ-５０９Ｘ 背面パネル無 \227,000 \241,000 背面パネル付 \363,000 \385,000 ＢＲ－1 ５０２Ｋセット \26,500 \28,000
背面パネル付 \248,000 \263,000 断熱ボード付 \435,000 \461,000 ＢＲ－2(10個/1梱包) アンカー止め \5,500 \6,000
断熱ボード付 \302,000 \320,000 ＵＴＩＣ-５１９Ｚ 背面パネル無 \409,000 \434,000 ＢＲ－3(10個/1梱包) ねじ止め \5,500 \6,000

ＵＴＩＣ-５１０Ｘ 背面パネル無 \279,000 \296,000 背面パネル付 \445,000 \472,000
背面パネル付 \302,000 \320,000 断熱ボード付 \534,000 \566,000 ＵＴＩＣ-２０２ＹＣ 20㎏用 \21,000 \22,000
断熱ボード付 \365,000 \387,000 ④ＺＬ型ハウス ＵＴＩＣ-３０２ＹＣ 30㎏用 \23,000 \24,000

ＵＴＩＣ-５１２Ｘ 背面パネル無 \302,000 \320,000 ＵＴＩＣ-５０４ＺＬ 背面パネル無 \105,000 \111,000 ＵＴＩＣ-５０２ＹＣ 50㎏用 \24,000 \25,000
背面パネル付 \333,000 \353,000 背面パネル付 \117,000 \124,000 ⑧壁付け式ハウス
断熱ボード付 \400,000 \424,000 断熱ボード付 \140,000 \148,000 ＵＴＩＣ-２０２Ｗ 断熱ボード無 \36,000 \38,000

ＵＴＩＣ-５１４Ｘ 背面パネル無 \367,000 \389,000 ＵＴＩＣ-５０６ＺＬ 背面パネル無 \146,000 \155,000 断熱ボード付 \42,000 \45,000
背面パネル付 \397,000 \421,000 背面パネル付 \152,000 \161,000 ＵＴＩＣ-５０２Ｗ 断熱ボード無 \50,000 \53,000
断熱ボード付 \469,000 \497,000 断熱ボード付 \178,000 \189,000 断熱ボード付 \59,000 \63,000

②Ｙ型ハウス ＵＴＩＣ-５０８ＺＬ 背面パネル無 \162,000 \172,000 ＵＴＩＣ-５０２Ｈ 断熱ボード無 \63,000 \67,000
ＵＴＩＣ-５０３Ｙ 背面パネル無 \95,000 \101,000 背面パネル付 \175,000 \186,000 断熱ボード付 \73,000 \77,000

背面パネル付 \104,000 \110,000 断熱ボード付 \214,000 \227,000 ＵＴＩＣ-５０４Ｈ 断熱ボード無 \90,000 \95,000
断熱ボード付 \130,000 \138,000 ＵＴＩＣ-５１０ＺＬ 背面パネル無 \192,000 \204,000 断熱ボード付 \107,000 \113,000

ＵＴＩＣ-５０５Ｙ 背面パネル無 \114,000 \121,000 背面パネル付 \210,000 \223,000 ⑨Ａ型ハウス
背面パネル付 \130,000 \138,000 断熱ボード付 \249,000 \264,000 ＵＴＩＣ-２０２Ａ 背面パネル無 \45,000 \48,000
断熱ボード付 \171,000 \181,000 ＵＴＩＣ-５１２ＺＬ 背面パネル無 \202,000 \214,000 背面パネル付 \51,000 \54,000

ＵＴＩＣ-５０６Ｙ 背面パネル無 \153,000 \162,000 背面パネル付 \218,000 \231,000 断熱ボード付 \66,000 \70,000
背面パネル付 \164,000 \174,000 断熱ボード付 \260,000 \276,000 ＵＴＩＣ-５０２Ａ 背面パネル無 \71,000 \75,000
断熱ボード付 \201,000 \213,000 ＵＴＩＣ-５１４ＺＬ 背面パネル無 \279,000 \296,000 背面パネル付 \79,000 \84,000

ＵＴＩＣ-５０８Ｙ 背面パネル無 \164,000 \174,000 背面パネル付 \296,000 \314,000 断熱ボード付 \91,000 \96,000
背面パネル付 \181,000 \192,000 断熱ボード付 \343,000 \364,000 ⑩Ｃ型コンパクトハウス
断熱ボード付 \227,000 \241,000 ＵＴＩＣ-５１６ＺＬ 背面パネル無 \283,000 \300,000 ＵＴＩＣ-２０２Ｃ 断熱ボード無 \46,000 \49,000

背面パネル付 \298,000 \316,000 断熱ボード付 \56,000 \59,000
断熱ボード付 \346,000 \367,000 ＵＴＩＣ-５０２Ｃ 断熱ボード無 \75,000 \80,000

断熱ボード付 \90,000 \95,000

◎ボンベホルダー用容器カバー（１個の場合、送料2,000円）

⑦ボンベホルダー・ボンベラック（ﾎﾙﾀﾞｰ1個の場合、送料1,600円）

⑥火気との隔壁パネル（１個の場合、送料1,600円）

⑤既設配管用ハウス



平成２７年　６月　1日御注文分～

京都市西京区御陵谷町35-11

             高橋産業株式会社 

型　　　番

ＵＴＩＣ－５０２ＸＳ １２００×７００×２１１０ 2本１列形 \155,000 \165,000 \202,000 \215,000

ＵＴＩＣ－５０４ＺＳ １２００×１０００×２１１０ ４本２列形 \168,000 \179,000 \218,000 \232,000

ＵＴＩＣ－５０４ＸＳ １８００×７００×２１１０ ４本１列形 \172,000 \183,000 \225,000 \240,000

ＵＴＩＣ－５０６ＹＳ １８００×９００×２１１０ ６本千鳥形 \190,000 \202,000 \251,000 \267,000

ＵＴＩＣ－５０６ＸＳ ２５００×７００×２１１０ ６本１列形 \216,000 \230,000 \281,000 \299,000

ＵＴＩＣ－５０６ＶＳ １２００×１５００×２１１０ ６本縦形 \225,000 \240,000 \293,000 \312,000

ＵＴＩＣ－５０８ＺＳ １８００×１０００×２１１０ ８本２列形 \200,000 \213,000 \262,000 \279,000

ＵＴＩＣ－５０８ＸＳ ３３００×７００×２１１０ ８本１列形 \290,000 \310,000 \378,000 \405,000

ＵＴＩＣ－５０８ＶＳ １２００×１８００×２１１０ ８本縦形 \242,000 \259,000 \316,000 \338,000

ＵＴＩＣ－５１０ＹＳ ２５００×９００×２１１０ 10本千鳥形 \264,000 \281,000 \344,000 \366,000

ＵＴＩＣ－５１２ＺＳ ２５００×１０００×２１１０ 12本２列形 \278,000 \296,000 \363,000 \387,000

ＵＴＩＣ－５１４ＹＳ ３３００×９００×２１１０ 14本千鳥形 \316,000 \338,000 \412,000 \441,000

ＵＴＩＣ－５１６ＺＳ ３３００×１０００×２１１０ 16本２列形 \336,000 \360,000 \438,000 \469,000

寸　　法　　㎜
幅　×　奥行　×　高さ

摘　　要

Ｕ Ｔ Ｉ Ｃシャッター式収納庫　標準価格改定表

乙種防火ｼｬｯﾀｰ仕様
現行価格
H20.10.1～

新価格
H27.6.1～ 現行価格

H20.10.1～
新価格

H27.6.1～



 　　 　　　ＵＴＩＣセーフティーガード・各種フェンス・隔壁パネル・スタンド・収納庫・ベース　標準価格改定表
セーフティーガード（２個までは、送料1,600円）                         平成2７年　6月　1日御注文分～

型　　　番 現行標準価格 新標準価格                          高橋産業株式会社
UTIC-700型（黄色） \10,800 \11,400 ネットフェンス パネルフェンス
UTIC-1000型（黄色） \13,000 \13,700 型　　　番 現行標準価格 新標準価格 型　　　番 現行標準価格 新標準価格
UTIC-1300型（黄色） \16,300 \17,100 UＮＩＴ-600－S \18,500 \19,600 PW-150A \139,000 \147,400
UTIC-700型（白色） \11,300 \11,900 UＮＩＴ-900－M \21,800 \23,000 PW-300A \173,000 \183,400
UTIC-1000型（白色） \13,500 \14,200 UＮＩＴ-1160－L \24,000 \25,400 PW-500A \223,000 \236,600
UTIC-1300型（白色） \16,700 \17,500 UＮＩＴ-900－MD \30,200 \32,000 PW-1000A \229,000 \243,000
UTIC-700A型（黄色） \14,100 \14,800 UＮＩＴ-600-SA \22,500 \23,900 PV-150A \113,500 \120,400
UTIC-1000A型（黄色） \16,300 \17,100 UＮＩＴ-900-MA \25,800 \27,300 PV-300A \119,500 \126,700
UTIC-1300A型（黄色） \19,600 \20,600 UＮＩＴ-1160-LA \28,000 \29,700 PV-500A \151,500 \160,700
G-7A型（黄色） \9,300 \9,800 UＮＩＴ-900-MDA \34,200 \36,300 PV-1000A \190,500 \202,200
UTIC-770型（黄色） \4,800 \5,200 型　　　番 現行標準価格 新標準価格
反射テープ　５ｍ \4,000 \4,400 ＮW-150 \132,600 \140,200 ﾕﾆｯﾄシステム隔壁ﾊﾟﾈﾙ(３個までは送料1,600円)
反射テープ　貼り付け \700 \800 ＮW-300 \200,000 \211,800 型　　　番 現行標準価格 新標準価格
ストライプフェンス ＮW-500 \206,600 \218,600 FP-410 \9,900 \10,500

型　　　番 現行標準価格 新標準価格 ＮW-1000 \219,800 \232,200 CP-210 \8,300 \8,800
UNIT-600ST-S \18,500 \19,600 NV-150 \100,000 \105,800 FPS-410 \10,900 \11,500
UNIT-900ST-M \21,800 \23,000 ＮV-300 \169,600 \179,400 CPS-210 \9,100 \9,600
UNIT-1160ST-L \24,000 \25,400 ＮV-500 \176,200 \186,200
UNIT-900ST-MD \30,200 \32,000 NV-1000 \217,600 \230,200 供給機器ｽﾀﾝﾄﾞ(１個の場合、送料1,600円)
UNIT-600ST-SA \22,500 \23,900 NW-150A \156,600 \166,000 型　　　番 現行標準価格 新標準価格
UNIT-900ST-MA \25,800 \27,300 NW-300A \240,000 \254,800 UTIC-500S \15,000 \16,000
UNIT-1160ST-LA \28,000 \29,700 NW-500A \246,600 \261,600
UNIT-900ST-MDA \34,200 \36,300 NW-1000A \259,800 \275,200 屋根付きバルク貯槽収納庫

型　　　番 現行標準価格 新標準価格 NV-150A \116,000 \123,000 型　　　番 現行標準価格 新標準価格
STW-150 \132,600 \140,200 NV-300A \201,600 \213,800 PWS-150 \185,000 \197,000
STW-300 \200,000 \211,800 NV-500A \208,200 \220,600 PWS-300 \202,000 \215,000
STW-500 \206,600 \218,600 NV-1000A \257,600 \273,200 PWS-500 \240,000 \256,000
STW-1000 \219,800 \232,200 PVS-500 \198,000 \211,000
STV-150 \100,000 \105,800 パネルフェンス VS-500 \198,000 \211,000
STV-300 \169,600 \179,400 型　　　番 現行標準価格 新標準価格 PWS-980 \300,000 \319,500
STV-500 \176,200 \186,200 UＮＩＴ-Ａ \18,500 \19,600 PVS-980 \340,000 \362,000
STV-1000 \217,600 \230,200 UＮＩＴ-Ｂ \21,000 \22,300 PVS-980BR \450,000 \480,000
STW-150A \156,600 \166,000 UＮＩＴ-Ｃ \22,000 \23,300
STW-300A \240,000 \254,800 UＮＩＴ-Ｄ \22,500 \23,900 ﾊﾞﾙｸ設置専用ﾍﾞｰｽ（４個までは、送料1,000円)
STW-500A \246,600 \261,600 UＮＩＴ-Ｅ \25,000 \26,500 型　　　番 現行標準価格 新標準価格
STW-1000A \259,800 \275,200 UＮＩＴ-ＡＤ \25,500 \27,000 UTIC-55MY型 \9,000 \9,600
STV-150A \116,000 \123,000 UＮＩＴ-ＤＤ \41,000 \43,500 UTIC-55ＬY型 \16,000 \17,000
STV-300A \201,600 \213,800 UＮＩＴ-ＥＤ \44,500 \47,200
STV-500A \208,200 \220,600
STV-1000A \257,600 \273,200



平成27年 6月1日御注文分～

京都市西京区御陵谷町35-11
　　　　　　髙橋産業株式会社

寸　　法　　㎜
幅　×　高さ　×　奥行

ＵＴＩＣ-２０Ｐ－Ｌ Ｗ248×Ｈ1010×Ｄ366 20㎏用 \11,000 \11,700
ＵＴＩＣ-２０Ｐ－Ｒ Ｗ248×Ｈ1010×Ｄ366 〃 \11,000 \11,700
ＵＴＩＣ-３０Ｐ－Ｌ Ｗ248×Ｈ1010×Ｄ366 30㎏用 \13,000 \14,000
ＵＴＩＣ-３０Ｐ－Ｒ Ｗ248×Ｈ1010×Ｄ366 〃 \13,000 \14,000
ＵＴＩＣ-５０Ｐ－Ｌ Ｗ188×Ｈ1410×Ｄ428 50㎏用 \15,000 \16,000
ＵＴＩＣ-５０Ｐ－Ｒ Ｗ188×Ｈ1410×Ｄ428 〃 \15,000 \16,000

寸　　法　　㎜
幅　×　高さ　×　奥行

UTIC-50Ｐ-Ｉ型 Ｗ25×Ｈ1450×Ｄ450 50㎏用 \15,000 \16,000
UTIC-30Ｐ-Ｉ型 Ｗ25×Ｈ1200×Ｄ400 30㎏用 \13,000 \14,000
UTIC-20Ｐ-Ｉ型 Ｗ25×Ｈ980×Ｄ400 20㎏用 \11,000 \11,700

寸　　法　　㎜
幅　×　高さ　×　奥行

UTIC-501ＰＭ型 Ｗ188×Ｈ1530×Ｄ428 50㎏容器1本用 \20,000 \21,000
UTIC-502ＰＭ型 Ｗ188×Ｈ1530×Ｄ428 50㎏容器2本用 \21,000 \22,000
UTIC-201ＰＭ型 Ｗ188×Ｈ1000×Ｄ428 20㎏容器1本用 \18,000 \19,000
UTIC-202ＰＭ型 Ｗ188×Ｈ1000×Ｄ428 20㎏容器2本用 \19,000 \20,000

オプション 寸　　法　　㎜
品　　　名 幅　×　奥行　×　厚み

ボンベマット 400　×　410　×　26 マットジョイント付 \1,800 \1,900
杭 φ10×300mm 4本1組 \1,400 \1,500

現行標準価格 新標準価格

新標準価格

摘　　要 現行標準価格 新標準価格

✽ オプションのみの場合は送料900円御負担願います。

✽ 1セットの場合は送料1,600円御負担願います。

摘　　要

型　　　番 摘　　要

型　　　番 摘　　要

現行標準価格 新標準価格

隔壁関連標準価格改定表

マット付隔壁パネル(地面用）価格表

✽ 1セットの場合は送料1,600円御負担願います。

型　　　番

フラット（ Ｉ型 ）隔壁パネル

火気との隔壁パネル

✽ 1個の場合は送料1,600円御負担願います。

現行標準価格



寸　　法　　㎜
幅　×　奥行　×　厚み

ボンベマット 400　×　410　×　26 ポリエチレン樹脂 \1,600 \1,700
マットジョイント 120　×　68　×　20 ポリエチレン樹脂 \200 \200

ボンベマット　2個
セット品（Ｗ） マットジョイント　1個 \4,500 \4,700

アルミ桟　1本
ﾎﾞﾝﾍﾞﾏｯﾄ10個1梱包 \16,000 \17,000

✽ ボンベマット20個以上御注文の場合、マットジョイントは1個100円にさせていただきます。
✽ 一回の御注文金額が15,000円未満の場合は送料1,100円御負担願います。

　　ボンベマット標準価格改定表

平成27年6月1日御注文分～

京都市西京区御陵谷町35-11
髙橋産業株式会社

品　　　名 材　　質 現行標準価格 新標準価格



ツインカバー標準価格改定表

平成27年 6月1日御注文分～

　　　　　　　　　　　京都市西京区御陵谷町35-11
　　　　　　　　　　　　　　　　　　髙橋産業株式会社

寸　　法　　㎜
幅　×　高さ　×　奥行

UTIC-502ＴＣ型 Ｗ840×Ｈ1500×Ｄ440 50㎏用 \23,000 \24,000
UTIC-302ＴＣ型 Ｗ740×Ｈ1200×Ｄ380 30㎏用 \21,000 \22,000
UTIC-202ＴＣ型 Ｗ740×Ｈ1000×Ｄ380 20㎏用 \19,000 \20,000

新標準価格

✽ 1セットの場合は送料2,000円御負担願います。

型　　　番 摘　　要 現行標準価格



平成27年6月1日御注文分～

京都市西京区御陵谷町35-11
　　　　　　髙橋産業株式会社

容器１本用
寸　　法　　㎜

幅　×　高さ　×　奥行
ＵＴＩＣ-２０１Ｋ Ｗ486×Ｈ1240×Ｄ350 20㎏容器１本用 \18,000 \19,000
ＵＴＩＣ-３０１Ｋ Ｗ486×Ｈ1545×Ｄ350 30㎏容器１本用 \20,000 \21,000
ＵＴＩＣ-５０１Ｋ Ｗ486×Ｈ1810×Ｄ350 50㎏容器１本用 \21,000 \22,000

容器2本用
寸　　法　　㎜

幅　×　高さ　×　奥行
ＵＴＩＣ-２０２Ｋ Ｗ946×Ｈ1240×Ｄ350 20㎏容器２本用 \18,000 \19,000
ＵＴＩＣ-３０２Ｋ Ｗ946×Ｈ1545×Ｄ350 30㎏容器２本用 \20,000 \21,000
ＵＴＩＣ-５０２Ｋ Ｗ946×Ｈ1810×Ｄ350 50㎏容器２本用 \21,000 \22,000

寸　　法　　㎜
幅　×　高さ　×　奥行

ＵＴＩＣ-２０２YC Ｗ940×Ｈ920×Ｄ424 20㎏容器２本用 \21,000 \22,000
ＵＴＩＣ-３０２YC Ｗ940×Ｈ1220×Ｄ424 30㎏容器２本用 \23,000 \24,000
ＵＴＩＣ-５０２YC Ｗ940×Ｈ1470×Ｄ424 50㎏容器２本用 \24,000 \25,000

寸　　法　　㎜
幅　×　高さ　×　奥行

ＵＴＩＣ-２０２ＫＷ Ｗ946×Ｈ1240×Ｄ481 20㎏容器２本用 \39,000 \41,000
ＵＴＩＣ-３０２ＫＷ Ｗ946×Ｈ1545×Ｄ481 30㎏容器２本用 \43,000 \45,000
ＵＴＩＣ-５０２ＫＷ Ｗ946×Ｈ1810×Ｄ481 50㎏容器２本用 \45,000 \47,000

摘　　要 現行標準価格 新標準価格

現行標準価格 新標準価格

型　　　番 摘　　要 現行標準価格 新標準価格

✽ 1セットの場合は送料2,000円御負担願います。

✽ 1個の場合は送料1,600円御負担願います。

型　　　番 摘　　要

✽ 1個の場合は送料1,600円御負担願います。

✽ 1個の場合は送料2,000円御負担願います。

ボンベホルダー標準価格改定表

容器2本用容器カバー付セット

容器2本用容器カバー

型　　　番 摘　　要 現行標準価格 新標準価格

型　　　番



平成27年6月1日御注文分～

京都市西京区御陵谷町35-11
　　　　　　髙橋産業株式会社

容器１本用
寸　　法　　㎜ コンクリート

幅　×　高さ　×　奥行 平板寸法　㎜
ＵＴＩＣ-２０１ Ｗ486×Ｈ1240×Ｄ525 20㎏容器１本用 450×450×60 \21,200 \22,300
ＵＴＩＣ-３０１ Ｗ486×Ｈ1545×Ｄ525 30㎏容器１本用 450×450×60 \23,600 \24,800
ＵＴＩＣ-５０１ Ｗ486×Ｈ1810×Ｄ525 50㎏容器１本用 450×450×60 \24,600 \25,800

容器2本用
寸　　法　　㎜ コンクリート

幅　×　高さ　×　奥行 平板寸法　㎜
ＵＴＩＣ-２０２ Ｗ746×Ｈ1240×Ｄ425 20㎏容器２本用 300×300×60 \21,200 \22,300
ＵＴＩＣ-３０２ Ｗ746×Ｈ1545×Ｄ425 30㎏容器２本用 300×300×60 \23,600 \24,800
ＵＴＩＣ-５０２ Ｗ946×Ｈ1810×Ｄ525 50㎏容器２本用 450×450×60 \24,600 \25,800
ＵＴＩＣ-５０２Ｓ Ｗ946×Ｈ1240×Ｄ525 50㎏容器２本用 450×450×60 \24,600 \25,800

容器４本用
寸　　法　　㎜ コンクリート

幅　×　高さ　×　奥行 平板寸法　㎜
ＵＴＩＣ-２０４ Ｗ1492×Ｈ1240×Ｄ425 20㎏容器４本用 300×300×60 \48,200 \50,600
ＵＴＩＣ-３０４ Ｗ1492×Ｈ1545×Ｄ425 30㎏容器４本用 300×300×60 \52,900 \55,500
ＵＴＩＣ-５０４ Ｗ1892×Ｈ1810×Ｄ525 50㎏容器４本用 450×450×60 \55,100 \57,900

✽ コンクリート平板は付属していません。

✽ 1個の場合は送料1,600円御負担願います。
✽ コンクリート平板は付属していません。

✽ 1個の場合は送料1,600円御負担願います。
✽ コンクリート平板は付属していません。

型　　　番 摘　　要 現行標準価格 新標準価格

新標準価格現行標準価格摘　　要型　　　番

コンクリート平板枠付ボンベホルダー標準価格改定表

型　　　番 摘　　要 現行標準価格 新標準価格



平成27年6月1日御注文分～

京都市西京区御陵谷町35-11
　　　　　　髙橋産業株式会社

ＵＴＩＣ-５０２ＫＩ 50㎏容器用 \43,000 \45,000
ＵＴＩＣ-３０２ＫＩ 30㎏容器用 \39,500 \41,500
ＵＴＩＣ-２０２ＫＩ 20㎏容器用 \35,000 \37,000

ＵＴＩＣ-５０２ Ｉ 50㎏容器用 \46,600 \49,000
ＵＴＩＣ-３０２ Ｉ 30㎏容器用 \43,100 \45,000
ＵＴＩＣ-２０２ Ｉ 20㎏容器用 \38,200 \40,000

Ｗ752×Ｄ437×Ｈ1240

スマート隔壁ホルダー標準価格改定表

✽ 1個の場合は送料1,600円御負担願います。
✽ コンクリート平板は付属していません。

（ｺﾝｸﾘｰﾄ平板枠・地面打込み用杭４本及び保安ベルト２本付属）

（φ８㎜ｱﾝｶｰ４本及び保安ベルト２本付属）
✽ 1個の場合は送料1,600円御負担願います。

現行標準価格 新標準価格

現行標準価格 新標準価格

Ｗ952×Ｄ537×Ｈ1810
 Ｗ752×Ｄ437×Ｈ1545
Ｗ752×Ｄ437×Ｈ1240

　　　　　　　寸　　法　　㎜
　　　幅　×　奥行　×　高さ

　　　　　　　寸　　法　　㎜
　　　幅　×　奥行　×　高さ

Ｗ952×Ｄ487×Ｈ1810
Ｗ752×Ｄ437×Ｈ1545

型　　　番 摘　　要

コンクリート基礎の場合

地面・アスファルト等の場合

型　　　番 摘　　要



平成27年6月1日御注文分～

京都市西京区御陵谷町35-11
　　　　　　　髙橋産業株式会社

寸法　㎜
間口(扉付)×奥行×高さ

横型バルク用
ＢＫＷ－１５０Ａ １９６０×１３８５×１７3０ \180,000 \191,000
ＢＫＷ－３００Ａ ２４９０×１３８５×１７3０ \215,000 \228,000
ＢＫＷ－５００Ａ ２４９０×１６５０×１７3０ \227,000 \241,000
ＢＫＷ－９８０Ａ ３０２０×１９１５×２１００ \290,000 \307,000

ＢＫＷＷ－９８０Ａ １９６０×３２４０×１７３０ \300,000 \318,000
竪型バルク用
ＢＫＶ－１５０Ａ １４３０×１１２０×１７3０ \155,000 \164,000
ＢＫＶ－３００Ａ １４３０×１６５０×１７3０ \175,000 \186,000

ＢＫＶ－５００ＳＡ １４３０×１６５０×２１００ \189,000 \200,000
ＢＫＶ－５００Ａ １９６０×１９１５×２１００ \235,000 \249,000
ＢＫＶ－９８０Ａ １９６０×２４４５×２１００ \264,000 \280,000

❊各型番とも 全面ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾒﾀﾙﾌｪﾝｽ(各型番-Ｐ)
左側面と背面が隔壁(各型番-Ｌ)
右側面と背面が隔壁(各型番-Ｒ)
左右側面と背面が隔壁(各型番-ＬＲ)

　　　　の選択が可能です。

型    番 現行標準価格 新標準価格

　バルカ標準価格改定表
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