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価格改定のお知らせ 

 

  

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し

上げます。 

 

さて、弊社におきましては経営の合理化に努め、製品価格を据え置いてまいりましたが、仕入れ

価格の高騰と物流コスト上昇にて、現行の価格体系を維持するのが困難な状況となり、誠に不本

意ながら価格を改定させていただくことになりました。 

 

つきましては、誠に心苦しい限りではございますが 2022 年 4 月 29 日受注分より、別紙の通

り改定させていただきます。 

 

何卒諸般の事情をご賢察の上、ご協力のほど、伏してお願い申し上げます。 

今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

敬具 

 

記 

 

価格改定日      ２０２２年 4 月 29 日 

改定商品、価格    別紙 

以上 

 

 

2022/03/30 変更箇所 

CP10P    φ10 キャップ_100 個入り  旧価格¥1,200 新価格¥2,240  追加 

R02B     バックアップリム   旧価格¥240  新価格¥260   価格修正 



2022/03/30修正
型番 名称 現在定価\/m 新定価\/m

F12M 12Mフレーム \460 \490
F152 152フレーム \480 \510
F153 153フレーム \610 \650
F154 154フレーム \670 \710
F205 205フレーム \630 \670
F20C 20Cフレーム \560 \590
F23M 23Mフレーム \920 \970
F23MB 23Mフレーム⿊ \1,380 \1,450
F240 240フレーム \1,130 \1,190
F24H 24Hフレーム \1,040 \1,100
F24K 24Kフレーム \1,040 \1,100
F24M 24Mフレーム \1,110 \1,170
F255 255フレーム \1,450 \1,530
F25A 25Aフレーム \840 \890
F25L 25Lフレーム \700 \740
F25LB 25Lフレーム⿊ \1,100 \1,160
F26K 26Kフレーム \1,700 \1,790
F26M 26Mフレーム \1,640 \1,730
F30G 30Gフレーム \620 \660
F33M 33Mフレーム \1,240 \1,310
F33MB 33Mフレーム⿊ \1,860 \1,960
F34E 34Eフレーム \1,520 \1,700
F34K 34Kフレーム \1,600 \1,680
F34KB 34Kフレーム⿊ \2,380 \2,500
F40A 40Aフレーム \1,850 \1,950
F412 412フレーム \4,240 \4,460
F43K 43Kフレーム \1,600 \1,680
F43KB 43Kフレーム⿊ \2,380 \2,500
F43W 43Wフレーム \1,650 \1,740
F44E 44Eフレーム \1,970 \2,200
F44F 44Fフレーム \1,320 \1,520
F44FB 44Fフレーム⿊ \2,150 \2,260
F44G 44Gフレーム \1,970 \2,070
F44J 44Jフレーム \1,930 \2,030
F44K 44Kフレーム \1,850 \1,950
F44L 44Lフレーム \1,580 \1,900
F44M 44Mフレーム \2,270 \2,390
F44MB 44Mフレーム⿊ \3,250 \3,420
F44R 44Rフレーム \1,510 \1,680
F46F 46Fフレーム \2,200 \2,360
F46L 46Lフレーム \2,700 \2,960
F46M 46Mフレーム \3,130 \3,400
F46MB 46Mフレーム⿊ \4,660 \4,900
F48L 48Lフレーム \2,750 \3,020
F48M 48Mフレーム \3,990 \4,280
F48MB 48Mフレーム⿊ \5,720 \6,010
F66C 66Cフレーム \3,200 \3,360
F66S 66Sフレーム \3,800 \3,990
F66SB 66Sフレーム⿊ \5,300 \5,570
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価格改定のお知らせ

フレーム
2022年4月29日受注分より適用



2022/03/30修正
型番 名称 現在定価 新定価

AJ10-L アジャスター \380 \535
AJ10-S アジャスター \320 \385
AJ12 アジャスター \390 \542
AJ16 アジャスター \450 \592
AJPF-TM プラフット \34 \48
AJPF-TM25 プラフット \64 \83
AJPF-TM40 プラフット \64 \96
AJRF-CK25 ゴム足（非移行性仕様） \60 \63
AJRF-CK40 ゴム足（非移行性仕様） \60 \76
AJSP-B 小型アジャスター \125 \135
AP40-N2SET AP40用ボルトナットセット \580 \679
AP4I-N2SET AP4I用ボルトナットセット \370 \853
APDC-N2SET APDC用ボルトナットセット \560 \831
BB40 ベースブロック40・ロング材 \1,460 \1,540
BE19 樹脂ベアリング 標準タイプ \770 \921
BE30 樹脂ベアリング 標準タイプ \770 \921
BF40 ベースフランジ40・ロング材 \2,130 \2,240
BL40S-B Lブラケット40シルバー set \260 \300
CA50-VN 双輪キャスター（ロック付き） \400 \452
CAAJ コーナープレート付きレベリングキャスター \2,160 \2,342
CALS-M10 レベラーキャスター・クリーン仕様 \3,960 \4,453
CAP5-UR25 コーナー用キャスター25set \790 \868
CAP5-UR40 コーナー用キャスター40set \790 \845
CP10 φ10キャップ \15 \28
CP10P φ10キャップ̲100個⼊り \1,200 \2,240
GS31 樹脂ベアリングステー \570 \616
GS32 樹脂ベアリングステー \570 \733
GS33 樹脂ベアリングステー \590 \633
GS34 樹脂ベアリングステー \1,000 \1,083
GS41 樹脂ベアリングステー \660 \769
GS42 樹脂ベアリングステー \630 \686
GS43 樹脂ベアリングステー \660 \719
GS44 樹脂ベアリングステー \980 \1,079
H40S-LD クリーンヒンジ \2,250 \2,749
H40S-LF クリーンヒンジ \2,250 \2,739
H40S-RD クリーンヒンジ \2,250 \2,749
H40S-RF クリーンヒンジ \2,250 \2,739
HAB1A パネル取手 \250 \277
HAB2A パネル取手 \440 \493
HABS ステンレス鋼製丸棒用取手 \490 \570
HAHH ステンレス鋼製掘込取手 \320 \404
JH03 棒レンチ（M3押しネジ用） \90 \104
LU40-B ステンレス打掛錠SET \2,090 \2,629
LU40-H ステンレス打掛錠 \1,980 \2,512
MC25-N クリーンマグネット \1,200 \1,463
MC25-S クリーンマグネットキャッチ25 \1,400 \1,654
MC40-ND クリーンマグネットキャッチ40 \1,200 \1,463
MC40-NF クリーンマグネットキャッチ40 \1,200 \1,432
MC40-SD クリーンマグネットキャッチ40 \1,400 \1,574
MC40-SF クリーンマグネットキャッチ40 \1,400 \1,543
MD25-N マグネット25 \140 \148
MD25-S マグネットキャッチ25 \320 \369
MD40-ND マグネットキャッチ40̲単品40T \140 \148
MD40-NF マグネットキャッチ40̲単品25T \140 \154

アクセサリーパーツ等



2022/03/30修正
型番 名称 現在定価 新定価

OPD5-25B オープンパッドアイ25set \450 \545
OPD5-B オープンパッドアイ40set \450 \560
OPD5-H オープンパッドアイ25,40 \400 \477
OPD6-25B オープンパッドアイ25set \550 \698
OPD6-B オープンパッドアイ40set \550 \678
OPD6-H オープンパッドアイ25,40 \500 \597
ORI5-25B オープンラウンドアイ25set \450 \545
ORI5-B オープンラウンドアイ40set \450 \560
ORI5-H オープンラウンドアイ25,40 \400 \477
ORI6-25B オープンラウンドアイ25set \550 \698
ORI6-B オープンラウンドアイ40set \550 \678
ORI6-H オープンラウンドアイ25,40 \500 \597
PB22-L40 アングルブロック25̲L40 \440 \460
PB24-L25 アングルブロック̲L25 \360 \412
PB24-L40 アングルブロック̲L40 \440 \462
PB4BA-L120 アングルブロック40-L120set \600 \842
PB4BA-L40 アングルブロック40-L40set \370 \450
PB4BA-L60 アングルブロック40-L60set \470 \615
PB4BA-L80 アングルブロック40-L80set \470 \647
PB4HA-L120 アングルブロック40-L120 \460 \654
PB4HA-L40 アングルブロック40-L40 \340 \397
PB4HA-L60 アングルブロック40-L60 \400 \509
PB4HA-L80 アングルブロック40-L80 \400 \540
PD5-25B パッドアイ25set \450 \545
PD5-B パッドアイ40set \450 \560
PD5-H パッドアイ25,40 \400 \477
PD6-25B パッドアイ25set \550 \688
PD6-B パッドアイ40set \550 \668
PD6-H パッドアイ25,40 \500 \587
PS30 パネルステー30・ロング \500 \530
PS40 パネルステー40・ロング \550 \580
PW16-M4 大径ワッシャー \10 \16
PW16-M5 大径ワッシャー \10 \20
PW18-25B 大径ワッシャーセット 結合部ズレ止め補強用 \140 \161
PW18-40B 大径ワッシャーセット 結合部ズレ止め補強用 \80 \158
PW18D-M6 大径ワッシャー \40 \41
PW18-M8 大径ワッシャー \30 \53
R02B バックアップリム \240 \260
R02F フラットリム \430 \460
RI5-25B ラウンドアイ25set \450 \545
RI5-B ラウンドアイ40set \450 \560
RI5-H ラウンドアイ25,40 \400 \477
RI6-25B ラウンドアイ25set \550 \698
RI6-B ラウンドアイ40set \550 \668
RI6-H ラウンドアイ25,40 \500 \587
SH5 リングキャッチ \580 \697
SH6 リングキャッチ \650 \780
SL30 サイドロック30・ロング \710 \750
SL40 サイドロック40・ロング \1,220 \1,290
SP2A-H 補強プレート25 Aタイプ \760 \817
SP2B-B 補強プレート25 Bタイプ set \2,200 \2,212
SP2B-H 補強プレート25 Bタイプ \1,170 \1,267
SP2C-B 補強プレート25 Cタイプ set \3,000 \3,134
SP2C-H 補強プレート25 Cタイプ \1,590 \1,717
SP30-B 補強プレート30 set \1,090 \1,950
SP30-H 補強プレート30 \840 \900
SP40-B 補強プレート40 set \1,190 \2,050
SP40-H 補強プレート40 \930 \1,000
ST30 ストッパー40・ロング \640 \680


