
㈱ＦＲＰウエマツ 商品価格表  

ｶﾀﾛｸﾞＮｏ， （品名）寸法 価格 （消費税別） ｶﾀﾛｸﾞＮｏ， （品名）寸法 価格 （消費税別） ｶﾀﾛｸﾞＮｏ， （品名）寸法 価格 （消費税別）
《ＦＲＰダンテナー》 《ＦＲＰカーフハッチ》 《ＦＲＰキャリーカー》

Ｎｏ，１ （ダンテナーボックス型２t） Ｎｏ，５ すくすくカーフハッチ普及型 \109,800 Ｎｏ，１０ 四輪車  ５００Ｌ \114,800
ダンプ内寸（１６００＊２８５０）　高さ８００ \498,000 Ｎｏ，５－１ （すくすくゲージパドック） Ｎｏ，１１ 四輪車  ７５０Ｌ \119,800
ダンプ内寸（１６００＊３０００）　高さ８００ \498,000 基本柵 \29,800 Ｎｏ，１２－２５０Ａ 四輪車  ２５０Ｌ  タイヤ１５０Φ \64,000
ダンプ内寸（１６００＊３１００）　高さ８００ \498,000 連結柵 \56,800 Ｎｏ，１２－２５０Ｂ 四輪車  ２５０Ｌ  タイヤ２５０Φ \79,000
ダンプ内寸（１６００＊２８５０）　高さ１０００ \568,000 哺乳ビン受 \4,800 Ｎｏ，１２－３００Ａ 四輪車  ３００Ｌ  タイヤ１５０Φ \64,500
ダンプ内寸（１６００＊３０００）　高さ１０００ \568,000 哺乳バケツ受 \3,800 Ｎｏ，１２－３００Ｂ 四輪車  ３００Ｌ  タイヤ２５０Φ \79,500
ダンプ内寸（１６００＊３１００）　高さ１０００ \568,000 ゲージゴム \4,800 Ｎｏ，１２－３５０Ａ 四輪車  ３５０Ｌ  タイヤ１５０Φ  \67,000

（すくすくゲージパドック３連） Ｎｏ，１２－３５０Ｂ 四輪車  ３５０Ｌ  タイヤ２５０Φ \84,000
ゲージパドック　３頭分セット \199,800 Ｎｏ，１２－４００Ａ 四輪車  ４００Ｌ  タイヤ１５０Φ  \67,500

Ｎｏ，１－２ （ダンテナー観音開型２t） Ｎｏ，５－２ すくすくカーフハッチ　ライト \78,800 Ｎｏ，１２－４００Ｂ 四輪車  ４００Ｌ  タイヤ２５０Φ \84,500
ダンプ内寸（１６００＊３０００）　高さ８００ \548,000
ダンプ内寸（１６００＊３１００）　高さ８００ \548,000 Ｎｏ，１４－２５０ 三輪車  底床  ２５０Ｌ　（一輪タイヤ） \81,800
ダンプ内寸（１６００＊３０００）　高さ１０００ \628,000 Ｎｏ，１４－３００ 三輪車  底床  ３００Ｌ　（一輪タイヤ） \82,800
ダンプ内寸（１６００＊３１００）　高さ１０００ \628,000 Ｎｏ，７－１ すくすくハッチ(雨カバー有) \89,800 Ｎｏ，１４－３５０ 三輪車  底床  ３５０Ｌ　（一輪タイヤ） \83,800

Ｎｏ，７－２ すくすくハッチ(雨カバー無) \86,800 Ｎｏ，１４－４００ 三輪車  底床  ４００Ｌ　（一輪タイヤ） \84,800
Ｎｏ，８－１ すくすくパドック(雨カバー有) \48,800 Ｎｏ，１５－２５０ 四輪車  高床  ２５０Ｌ　（一輪タイヤ） \93,800
Ｎｏ，８－２ すくすくパドック(雨カバー無) \45,800 Ｎｏ，１５－３００ 四輪車  高床  ３００Ｌ　（一輪タイヤ） \95,800

《ＦＲＰ鉄製飼槽》 Ｎｏ，１５－３５０ 四輪車  高床  ３５０Ｌ　（一輪タイヤ） \97,800
Ｎｏ，９－Ａ－１ １２００＊４５０＊８　弧型鉄製 \19,000 Ｎｏ，１５－４００ 四輪車  高床  ４００Ｌ　（一輪タイヤ） \99,800
Ｎｏ，９－Ａ－２ １２００＊５００＊８　弧型鉄製 \20,000 《ＦＲＰ一輪車》

Ｎｏ，１６ 一輪車  ９０Ｌ \38,800
Ｎｏ，１－４ （ダンテナー　観音ダンプ型） Ｎｏ，１６－１ 一輪車  ９０Ｌ  深型 \41,800

ダンプ内寸（１６００＊２８５０）　高さ８００ \648,000 Ｎｏ，９－Ａ－５ １３５０＊４５０＊８　弧型鉄製 \20,000 Ｎｏ，１７ 一輪車  ６０Ｌ \34,800
ダンプ内寸（１６００＊３０００）　高さ８００ \648,000 Ｎｏ，９－Ａ－６ １３５０＊５００＊８　弧型鉄製 \21,000 Ｎｏ，１７７ 一輪車  ２５０Ｌ \74,800
ダンプ内寸（１６００＊３１００）　高さ８００ \648,000 Ｎｏ，１８ 二輪車  カウキャリー \37,800
ダンプ内寸（１６００＊２８５０）　高さ１０００ \728,000 Ｎｏ，１８－１ 二輪車  カウキャリー　ノーパンクタイヤ \39,800
ダンプ内寸（１６００＊３０００）　高さ１０００ \728,000 Ｎｏ，９－Ｂ－１ １２００＊５００＊８　平型鉄製 \19,000 《ＦＲＰえさ箱型飼槽》
ダンプ内寸（１６００＊３１００）　高さ１０００ \728,000 Ｎｏ，９－Ｂ－２ １２００＊６００＊８　平型鉄製 \20,000 Ｎｏ，１９ 角型飼槽  長さ１Ｍ \32,800

Ｎｏ，２ （ダンテナー船型２t） Ｎｏ，９－Ｂ－３ １２００＊７００＊８　平型鉄製      \21,000 Ｎｏ，２０ 角型飼槽  長さ１．８Ｍ \45,800
ダンプ内寸（１６００＊３１５０）　高さ６００ \298,000 Ｎｏ，９－Ｂ－４ １２００＊８００＊８　平型鉄製 \22,000 Ｎｏ，２１ 丸型飼槽  ７５Ｌ \19,800
ダンプ内寸（１６００＊３１５０）　高さ８００ \368,000 Ｎｏ，９－Ｂ－５ １３５０＊５００＊８　平型鉄製 \20,000 Ｎｏ，２２ 子牛用飼槽  ２０Ｌ \12,800

Ｎｏ，９－Ｂ－６ １３５０＊６００＊８　平型鉄製 \21,000 Ｎｏ，２３ 子牛用飼槽  ６．９Ｌ \9,800
Ｎｏ，９－Ｂ－７ １３５０＊７００＊８　平型鉄製 \22,000 Ｎｏ，２４ 角型飼槽Ｈ型  長さ１．８Ｍ \49,800

Ｎｏ，２－１ （ダンテナー船型観音開２t） Ｎｏ，９－Ｂ－８ １３５０＊８００＊８　平型鉄製 \23,000 Ｎｏ，２５ 角型飼槽Ｈ型  長さ１Ｍ \41,800
ダンプ内寸（１６００＊３１５０）　高さ６００ \428,000 Ｎｏ，２６ 角型飼槽Ｈ型  長さ５５０ｍｍ \33,800
ダンプ内寸（１６００＊３１５０）　高さ８００ \498,000 《ＦＲＰダンテナー大型》

Ｎｏ，４－１ （ダンテナーボックス型４t）
２０００＊３４００＊８００ \1,152,000

Ｎｏ，３ （軽ダンテナー船型） 他特殊寸法制作　可
ダンプ内寸（１３００＊２０００）　高さ５００ \258,000 Ｎｏ，４－２ （ダンテナー観音開型４t）

２０００＊３４００＊８００ \1,252,000
他特殊寸法制作　可

Ｎｏ，４－３ （ダンテナー船型４t）
２０００＊３４００＊８００ \1,052,000
他特殊寸法制作　可

 2022年6月1日現在  運賃別。（毎年６月更新）


