
製品カタログ ダイジェスト版 vol.2 価格改定表

2022年6月1日より価格改定

マークリンロータンク(手洗付)＋内部金具 KF220510

D型

F型

D型

F型

D型

F型

D型

F型

マークリンロータンク(手洗ナシ)＋内部金具

D型

F型

D型

F型

D型

F型

D型

F型

グランドマーブル(手洗付のみ)＋TOTO製内部金具

D型

F型

D型

F型

D型

F型

D型

F型

平素は格別のお引き立て誠にありがとうございます。製品カタログ ダイジェスト版 vol.2におきまして

自社製品の価格改定による、訂正箇所がございます。お手数ですが、本改定表をご確認の上、ご活用ください。

商品コード

201-001-01

201-002-01

201-003-01

201-004-01

201-101-01

201-102-01

32

38

仕様

白(W)
¥30,000-(税抜)

¥31,000-(税抜)

新 希望小売価格旧 希望小売価格

¥24,500-(税抜)

¥25,000-(税抜)

¥34,000-(税抜)

¥30,000-(税抜)

¥31,000-(税抜)

¥33,000-(税抜)

¥34,000-(税抜)

201-103-01

201-104-01

¥27,500-(税抜)

¥28,000-(税抜)

¥28,000-(税抜)

¥28,500-(税抜)

→

¥25,000-(税抜)

¥25,500-(税抜)
アイボリー(I)

白(W)

アイボリー(I)
¥33,000-(税抜)

商品コード 仕様 旧 希望小売価格

→

新 希望小売価格

202-001-01

32

白(W)
¥24,000-(税抜) ¥29,500-(税抜)

202-002-01 ¥24,500-(税抜) ¥30,500-(税抜)

202-003-01
アイボリー(I)

¥24,500-(税抜) ¥29,500-(税抜)

202-004-01 ¥25,000-(税抜) ¥30,500-(税抜)

202-101-01

38

白(W)
¥27,000-(税抜) ¥32,500-(税抜)

202-102-01 ¥27,500-(税抜) ¥33,500-(税抜)

202-103-01
アイボリー(I)

¥27,500-(税抜) ¥32,500-(税抜)

217-003-01
アイボリー(I)

¥30,500-(税抜) ¥35,000-(税抜)

217-004-01 ¥30,900-(税抜) ¥35,000-(税抜)

202-104-01 ¥28,000-(税抜) ¥33,500-(税抜)

商品コード 仕様 旧 希望小売価格

→

新 希望小売価格

217-001-01

32

白(W)
¥30,000-(税抜) ¥35,000-(税抜)

217-002-01 ¥30,400-(税抜) ¥35,000-(税抜)

217-101-01

38

白(W)
¥31,000-(税抜) ¥37,000-(税抜)

217-102-01 ¥31,400-(税抜) ¥37,000-(税抜)

217-103-01
アイボリー(I)

¥31,500-(税抜) ¥37,000-(税抜)

217-104-01 ¥31,900-(税抜) ¥37,000-(税抜)
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株式会社折原製作所
2022年5月吉日 作成



製品カタログ ダイジェスト版 vol.2 価格改定表

2022年6月1日より価格改定

平付ロータンク(手洗ナシのみ)＋内部金具 KF220510

左給水

右給水

左給水

右給水

左給水

右給水

左給水

右給水

密結形ロータンク＋内部金具

手洗付

手洗ナシ

普通便座・シングル便座

OT-110 W

OT-110 I

OT-110 SC1

OTS-110 W

OTS-110 I

OTS-110 SC1

OT-120 W

OT-120 SC1

床フランジ(洋便器用・小便器用)

※ロータンクの紙巻器・スパット無しの仕様は廃番となります。

　何卒ご理解賜ります様、よろしくお願いいたします。

商品コード 仕様 旧 希望小売価格

→

新 希望小売価格

227-001-01

32

D型
¥22,000-(税抜) ¥28,000-(税抜)

227-002-01 ¥22,000-(税抜) ¥28,000-(税抜)

227-003-01
F型

¥22,500-(税抜) ¥28,000-(税抜)

227-004-01 ¥22,500-(税抜) ¥28,000-(税抜)

227-101-01

38

D型
¥23,000-(税抜) ¥30,000-(税抜)

227-102-01 ¥23,000-(税抜) ¥30,000-(税抜)

227-103-01
F型

¥23,500-(税抜) ¥30,000-(税抜)

219-001-01

旧 希望小売価格

¥18,900-(税抜)

¥17,300-(税抜)

仕様

密結形ロータンク＋

内部金具セット

227-104-01 ¥23,500-(税抜) ¥30,000-(税抜)

商品コード

218-001-01 →

新 希望小売価格

¥22,000-(税抜)

¥20,000-(税抜)

254-002-01

254-003-01

255-001-01

255-003-01

旧 希望小売価格

¥5,800-(税抜)

¥5,800-(税抜)

¥5,800-(税抜)

¥6,000-(税抜)

¥6,000-(税抜)

¥6,000-(税抜)

¥5,800-(税抜)

¥5,800-(税抜)

商品名・品番商品コード

252-001-01

252-002-01

252-003-01

254-001-01

前割 普通便座

前割 シングル便座

(フタなし)

前丸 普通便座

→

新 希望小売価格

¥6,000-(税抜)

¥6,000-(税抜)

¥6,000-(税抜)

¥6,300-(税抜)

¥6,300-(税抜)

¥6,300-(税抜)

¥6,200-(税抜)

¥6,200-(税抜)

249-001-01

旧 希望小売価格

¥2,000-(税抜)

¥2,000-(税抜)

¥2,000-(税抜)

¥2,100-(税抜)

¥1,500-(税抜)

商品コード

245-001-01

245-002-01

245-003-01

245-004-01

OP131S-100

OP131S-75

OP132S-175

OP134S-175

壁･床兼用 OP141S-50 ¥1,600-(税抜)

商品名・品番

洋便器用

床フランジ

まるちっ子

4管対応

小便器用フランジ

新 希望小売価格

¥2,100-(税抜)

¥2,100-(税抜)

¥2,400-(税抜)

¥2,500-(税抜)

→
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