
 

 

 
2022年 4月 1 日 

 

お得意先様各位 

  

                                         株式会社 アスカ 

                                愛知県名古屋市東区矢田南 3-9-21 

                  

 

商品価格改定についてのご案内 
 

拝啓 寒冷の候、貴社ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は格段のご厚情を賜り、厚くお礼申しあげます。 

さて、この度、弊社製品の製造国である中国を含めた世界的な原材料の急激な高騰と、貿易流通コス

トの大幅な上昇により、一部の商品で現状の価格を維持することが出来ない物が出て参りました。 

今日まで徹底したコスト削減などの企業努力でコストアップ分を吸収してきましたが、それもすでに

限界に達しております。 

つきましては、お客様に満足して頂ける製品の材料確保、品質の向上、サービスの維持のために、不

本意ながら下記の商品の価格を改定させて頂くこととなりました。 

今後とも製品の品質向上、新製品開発になお一層努力し、お客様の信頼と満足を得られる製品作りに

邁進する所存でございます。 

何卒諸事情をご賢察の上、ご理解と変わらぬご愛顧を賜りますようにお願い申し上げます。 

敬具 

  

記 

 

・実施時期： 2022 年 5 月 1 日より 

       ・対象製品：「■価格改定商品一覧表」記載商品（下記リスト） 

 

 

 

 



■価格改定商品一覧表 

カテゴリー 品番 JAN コード 製品名 旧本体価格 旧税込価格 新本体価格 新税込価格 

シュレッダー B03W 4522966022576  クロスカットシュレッダー ホワイト A4 ¥8,000 ¥8,800 ¥8,500 ¥9,350

  B03G 4522966022569  クロスカットシュレッダー グリーン A4 ¥8,000 ¥8,800 ¥8,500 ¥9,350

  B05W 4522966022682  マイクロカットシュレッダー ホワイト A4 ¥10,000 ¥11,000 ¥10,500 ¥11,550

  SZK01 4522966022798  クロスカットシュレッダー A4 ¥14,000 ¥15,400 ¥15,000 ¥16,500

  S39C 4522966022736  クロスカットシュレッダー A4 ¥16,000 ¥17,600 ¥18,000 ¥19,800

  S43MC 4522966022781  マイクロカットシュレッダー A4 ¥20,000 ¥22,000 ¥22,000 ¥24,200

  S66M 4522966022958  マイクロカットシュレッダー A4 ¥26,000 ¥28,600 ¥28,800 ¥31,680

  S77 4522966022965  クロスカットシュレッダー A4 ¥26,000 ¥28,600 ¥28,800 ¥31,680

  S57M 4522966022354  マイクロカットシュレッダー A4 ¥33,000 ¥36,300 ¥36,500 ¥40,150

  S90C 4522966022750  クロスカットシュレッダー A4 ¥48,000 ¥52,800 ¥52,000 ¥57,200

  S72 4522966022910  クロスカットシュレッダー A4 ¥49,000 ¥53,900 ¥53,000 ¥58,300

  S67MF 4522966022699  マイクロカットオートフィードシュレッダー A4 ¥49,000 ¥53,900 ¥55,000 ¥60,500

  S69 4522966022712  クロスカットシュレッダー A4 ¥50,000 ¥55,000 ¥56,000 ¥61,600

  S70M 4522966022729  マイクロカットシュレッダー A4 ¥50,000 ¥55,000 ¥56,000 ¥61,600

  S74M 4522966022927  マイクロカットシュレッダー A4 ¥52,000 ¥57,200 ¥57,000 ¥62,700

  S68DM 4522966022705  クロスカットシュレッダー A4 ¥70,000 ¥77,000 ¥78,000 ¥85,800

  S71C 4522966022842  クロスカットシュレッダー A4 ¥75,000 ¥82,500 ¥83,000 ¥91,300

  S91 4522966022811  クロスカットシュレッダー A3 ¥90,000 ¥99,000 ¥98,000 ¥107,800

  S92M 4522966022828  マイクロカットシュレッダー A3 ¥90,000 ¥99,000 ¥98,000 ¥107,800

  S100 4522966022668  クロスカットシュレッダー A3 ¥160,000 ¥176,000 ¥170,000 ¥187,000

  S200M 4522966022538  マイクロカットシュレッダー A3 ¥198,000 ¥217,800 ¥210,000 ¥231,000

  S300 4522966022545  クロスカットシュレッダー A3 ¥228,000 ¥250,800 ¥245,000 ¥269,500

  S400M 4522966022552  マイクロカットシュレッダー A3 ¥248,000 ¥272,800 ¥265,000 ¥291,500

ラミネーター L215A4 4522966062886  2 ローラーラミネーター A4 ¥8,000 ¥8,800 ¥8,600 ¥9,460

  L205A4W 4522966062718  2 ローラーラミネーター A4 ¥9,500 ¥10,450 ¥10,500 ¥11,550

  L216A3 4522966062893  2 ローラーラミネーター A3 ¥11,000 ¥12,100 ¥11,600 ¥12,760

  L204A3W 4522966062695  2 ローラーラミネーター A3 ¥13,500 ¥14,850 ¥15,000 ¥16,500

  L207A3 4522966062756  2 ローラーラミネーター A3 ¥15,000 ¥16,500 ¥16,500 ¥18,150

  L404A3 4522966062640  4 ローラーラミネーター A3 ¥19,800 ¥21,780 ¥21,800 ¥23,980

  L407A3 4522966062671  4 ローラーラミネーター A3 ¥21,000 ¥23,100 ¥23,000 ¥25,300

  L409A3 4522966062794  4 ローラーラミネーター A3 ¥23,000 ¥25,300 ¥25,000 ¥27,500

  L410A3 4522966062824  4 ローラーラミネーター A3 ¥28,000 ¥30,800 ¥30,000 ¥33,000



  L413A3 4522966062879  4 ローラーラミネーター A3 ¥33,000 ¥36,300 ¥36,000 ¥39,600

  L620A3 4522966062985  6 ローラーラミネーター A3 ¥50,000 ¥55,000 ¥55,000 ¥60,500

  L402A2 4522966062619  4 ローラーラミネーター A2 ¥98,000 ¥107,800 ¥108,000 ¥118,800

ホワイトボード AWB045 4522966460637  アルミ枠ホワイトボード M ¥1,800 ¥1,980 ¥1,950 ¥2,145

  AWB046 4522966460644  アルミ枠ホワイトボード L ¥2,800 ¥3,080 ¥3,050 ¥3,355

  AWB047 4522966460651  アルミ枠ホワイトボード LL ¥4,500 ¥4,950 ¥4,900 ¥5,390

  AWB048 4522966461221  アルミ枠ホワイトボード ３L ¥12,000 ¥13,200 ¥13,000 ¥14,300

  AWB051 4522966461634  アルミ枠ホワイトボード M ¥1,600 ¥1,760 ¥1,750 ¥1,925

  AWB052 4522966461641  アルミ枠ホワイトボード L ¥2,200 ¥2,420 ¥2,400 ¥2,640

  AWB053 4522966461658  アルミ枠ホワイトボード LL ¥4,000 ¥4,400 ¥4,350 ¥4,785

  AWB054 4522966461665  アルミ枠ホワイトボード ３L ¥10,000 ¥11,000 ¥10,800 ¥11,880

  VWB060 4522966460668  ホワイトボード S ¥800 ¥880 ¥880 ¥968

  VWB061 4522966460675  ホワイトボード M ¥1,000 ¥1,100 ¥1,100 ¥1,210

  VWB062 4522966460682  ホワイトボード L ¥1,500 ¥1,650 ¥1,700 ¥1,870

  VWB070 4522966460910  ホワイトボード LL ¥4,800 ¥5,280 ¥5,500 ¥6,050

  VWB071 4522966461085  ホワイトボード ３L ¥11,000 ¥12,100 ¥11,500 ¥12,650

  VWB076 4522966461269  スタンドつきホワイトボード S ¥1,300 ¥1,430 ¥1,450 ¥1,595

  VWB077 4522966461276  スタンドつきホワイトボード M ¥1,350 ¥1,485 ¥1,500 ¥1,650

  VWB078 4522966461283  スタンドつきホワイトボード L ¥2,350 ¥2,585 ¥2,600 ¥2,860

  WB079B 4522966461306  ホワイトボード ミニ ブルー ¥800 ¥880 ¥850 ¥935

  WB079Y 4522966461313  ホワイトボード ミニ イエロー ¥800 ¥880 ¥850 ¥935

  WB080B 4522966461320  ホワイトボード S ブルー ¥1,000 ¥1,100 ¥1,080 ¥1,188

  WB080Y 4522966461337  ホワイトボード S イエロー ¥1,000 ¥1,100 ¥1,080 ¥1,188

  WB081B 4522966461344  ホワイトボード M ブルー ¥1,400 ¥1,540 ¥1,500 ¥1,650

  WB081Y 4522966461351  ホワイトボード M イエロー ¥1,400 ¥1,540 ¥1,500 ¥1,650

  MWB01 4522966461535  モバイルホワイトボード S ¥1,800 ¥1,980 ¥1,980 ¥2,178

  MWB02 4522966461542  モバイルホワイトボード M ¥2,800 ¥3,080 ¥3,000 ¥3,300

セクションボード VWB067 4522966460880  セクションボード S ¥800 ¥880 ¥900 ¥990

  VWB058 4522966460583  セクションボード M ¥980 ¥1,078 ¥1,100 ¥1,210

  VWB068 4522966460897  セクションボード L ¥1,980 ¥2,178 ¥2,100 ¥2,310

  VWB069 4522966460903  セクションボード LL ¥5,000 ¥5,500 ¥5,300 ¥5,830

  VWB072 4522966461092  セクションボード ３L ¥12,000 ¥13,200 ¥12,500 ¥13,750

  VWB074 4522966461245  スタンドつきセクションボード M ¥1,380 ¥1,518 ¥1,550 ¥1,705



  VWB075 4522966461252  スタンドつきセクションボード L ¥2,380 ¥2,618 ¥2,550 ¥2,805

イーゼル EAS01 4522966461290  転倒防止イーゼル ¥8,000 ¥8,800 ¥8,500 ¥9,350

スタンドボード BB024 4522966461047  転倒防止スタンドボード（両面）M ¥10,000 ¥11,000 ¥10,500 ¥11,550

  BB025 4522966461054  転倒防止スタンドボード（両面）L ¥13,000 ¥14,300 ¥13,500 ¥14,850

  BB026 4522966461061  転倒防止スタンドボード（片面）M ¥9,000 ¥9,900 ¥9,500 ¥10,450

  BB027 4522966461078  転倒防止スタンドボード（片面）L ¥11,000 ¥12,100 ¥11,600 ¥12,760

マグピンコルクボード CB334 4522966463348  マグピンコルクボード M ¥1,100 ¥1,210 ¥1,150 ¥1,265

  CB335 4522966463355  マグピンコルクボード L ¥1,800 ¥1,980 ¥1,900 ¥2,090

  CB336 4522966463362  マグピンコルクボード LL ¥4,500 ¥4,950 ¥4,700 ¥5,170

  CB343 4522966463430  枠無マグピンコルクボード M ¥1,500 ¥1,650 ¥1,600 ¥1,760

  CB344 4522966463447  枠無マグピンコルクボード L ¥2,500 ¥2,750 ¥2,600 ¥2,860

  CB345 4522966463454  枠無マグピンコルクボード LL ¥5,400 ¥5,940 ¥5,700 ¥6,270

手提金庫 MCB310 4522966313100  手提金庫 B7 対応 ¥3,000 ¥3,300 ¥3,300 ¥3,630

  MCB320 4522966313209  手提金庫 A6 対応 ¥3,800 ¥4,180 ¥4,200 ¥4,620

  MCB250 4522966313216  手提金庫 A5 対応 ¥7,500 ¥8,250 ¥8,300 ¥9,130

  MCB370 4522966313223  手提金庫 A5 対応 ¥8,000 ¥8,800 ¥8,800 ¥9,680

  MCB580 4522966313230  手提金庫 B5 対応 ¥11,000 ¥12,100 ¥12,000 ¥13,200

  MCB630 4522966313247  手提金庫 A4 対応 ¥15,500 ¥17,050 ¥17,000 ¥18,700

安心保管ボックス SB50 4522966313339  安心保管ボックス A6 対応 ¥3,500 ¥3,850 ¥3,800 ¥4,180

  SB100 4522966313261  安心保管ボックス A5 対応 ¥4,000 ¥4,400 ¥4,400 ¥4,840

  SB200 4522966313278  安心保管ボックス A4 対応 ¥7,000 ¥7,700 ¥7,700 ¥8,470

  SB300 4522966313346  安心保管ボックススロットイン A4 対応 ¥7,500 ¥8,250 ¥8,300 ¥9,130

組立式収納ボックス SB500W 4522966313353  組立式収納ボックス ホワイト ¥13,800 ¥15,180 ¥14,500 ¥15,950

  SB500BK 4522966313377  組立式収納ボックス ブラック ¥13,800 ¥15,180 ¥14,500 ¥15,950

組立式シューズボックス SB800W 4522966313445  組立式シューズボックス ホワイト オープン価格 オープン価格 ¥13,500 ¥14,850

  SB800BK 4522966313452  組立式シューズボックス ブラック オープン価格 オープン価格 ¥13,500 ¥14,850

防犯ブザー GE069B 4522966643689  防犯ブザーLED ライトつき ブルー ¥780 ¥858 ¥880 ¥968

  GE069W 4522966643696  防犯ブザーLED ライトつき ホワイト ¥780 ¥858 ¥880 ¥968

  GE073P 4522966643740  プリンセス防犯ブザー ピンク ¥980 ¥1,078 ¥1,080 ¥1,188

  GE073V 4522966643825  プリンセス防犯ブザー ラベンダー ¥980 ¥1,078 ¥1,080 ¥1,188

  GE074O 4522966643757  防犯ブザー反射タイプ オレンジ ¥880 ¥968 ¥980 ¥1,078

  GE074W 4522966643764  防犯ブザー反射タイプ ホワイト ¥880 ¥968 ¥980 ¥1,078

  GE076O 4522966643832  プリンセス防犯ブザーショコラ キャメル ¥980 ¥1,078 ¥1,080 ¥1,188



  GE076P 4522966643849  プリンセス防犯ブザーショコラ フランボワーズ ¥980 ¥1,078 ¥1,080 ¥1,188

  GE076W 4522966643856  プリンセス防犯ブザーショコラ ミルク ¥980 ¥1,078 ¥1,080 ¥1,188

  GE080B 4522966643917  プリンセス防犯ブザーアイシングクッキーブルー ¥980 ¥1,078 ¥1,080 ¥1,188

  GE080P 4522966643931  プリンセス防犯ブザーアイシングクッキーピンク ¥980 ¥1,078 ¥1,080 ¥1,188

えんぴつけずり PS90B 4522966321662  らくらくあんしんけずりきミニ ブルー ¥800 ¥880 オープン価格 オープン価格

  PS90P 4522966321679  らくらくあんしんけずりきミニ ピンク ¥800 ¥880 オープン価格 オープン価格

  PS90W 4522966321686  らくらくあんしんけずりきミニ ホワイト ¥800 ¥880 オープン価格 オープン価格

  PS70B 4522966321044  らくらくあんしんけずりき ブルー ¥1,350 ¥1,485 オープン価格 オープン価格

  PS70P 4522966321051  らくらくあんしんけずりき ピンク ¥1,350 ¥1,485 オープン価格 オープン価格

  PS70W 4522966321068  らくらくあんしんけずりき ホワイト ¥1,350 ¥1,485 オープン価格 オープン価格

 


