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2022 年 7 月吉日 

 

得意先 各位 

 

 

 

製品価格変更(値上げ)のご案内 
 

 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。 

この度、お取引いただいております弊社製品の定価を変更する運びとなりました。 

去年末より原材料価格の高騰が続き、一部４月に値上げを実施いたしました。 

その後も原材料価格の高騰は収まらず、価格維持のための努力を続けてまいりましたが、 

原材料の確保と製品の安定供給が責務だと考え、誠に心苦しい限りですが、今回の製品 

価格変更を実施させていただきます。 

皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

敬具 

 

記 

 

◉ 実施時期 

 

２０２２年１０月１日 受注分より実施いたします。 
 

◉ 対象製品と変更内容 

 

別紙一覧表をご確認ください。 

        

      ◉ 受注について 

 

       安定供給の面から、価格変更前に通常数量を上回るご注文をいただいても、 

       ご希望に添えない場合もございますので、ご了承ください。 

以上 
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※　製品価格変更一覧

２０２２年１０月１日より

商品名 品番 入数 単位 現行定価 新定価

消臭・ホワイト蓄尿袋 100枚×10箱 N1003 1,000枚 ケース ¥20,000 ¥22,000

蓄尿袋（プライバシー保護） 100枚入 N1003A 100枚 箱 ¥2,600 ¥2,860

どこでもすいマット レギュラー N8500 200枚 箱 ¥16,000 ¥16,800

どこでもすいマット ハーフ N8510 400枚 箱 ¥24,000 ¥25,200

Ｉ.Ｖ.プロテクター 30個入 N10789 30個 箱 ¥2,400 ¥2,640

Ｉ.Ｖ.プロテクター 100個入 N10799 100個 箱 ¥7,000 ¥7,700

冷却剤 ひえ子Ａ C8220 1ｾｯﾄ 個 ¥780 ¥820

ユーリン・ミニ・バッグ 〔セット〕 N10012 4枚 箱 ¥5,200 ¥5,720

ユーリン・ミニ・バッグ 〔日常用〕 N10013 6枚 箱 ¥3,500 ¥3,850

ユーリン・ミニ・バッグ 〔夜間用〕 N10033 5枚 箱 ¥4,500 ¥4,950

ユーリン・ミニ・バッグ〔セット〕特１ N10012B 4枚 箱 ¥5,200 ¥5,980

ユーリン・ミニ・バッグ〔日常用〕特１ N10013B 6枚 箱 ¥3,500 ¥4,020

ユーリン・ミニ・バッグ〔夜間用〕特１ N10033B 5枚 箱 ¥4,500 ¥5,170

ユーリン・ミニ・バッグ〔セット〕特２ N10012C 4枚 箱 ¥5,200 ¥5,980

ユーリン・ミニ・バッグ〔日常用〕特２ N10013C 6枚 箱 ¥3,500 ¥4,020

ユーリン・ミニ・バッグ〔夜間用〕特２ N10033C 5枚 箱 ¥4,500 ¥5,170

ユーリン・ミニ・バッグ〔セット〕特３ N10012D 4枚 箱 ¥5,200 ¥5,980

ユーリン・ミニ・バッグ〔日常用〕特３ N10013D 6枚 箱 ¥3,500 ¥4,020

ユーリン・ミニ・バッグ〔夜間用〕特３ N10033D 5枚 箱 ¥4,500 ¥5,170

ユーリン・ミニ・バッグ用ベルト一式 N10012A 1式 袋 ¥2,800 ¥3,080

ユーリン・ミニ・バッグ用腰ベルト 設定なし 1式 袋 ¥2,200 ¥2,420

排液バッグ共通足ベルト 設定なし 1本 袋 ¥300 ¥330

ユーリンＭＢ・ソフトベルト N10100 1ｾｯﾄ 袋 ¥3,900 ¥4,480

腎瘻用レッグバッグ 350ml N10015 4枚 箱 ¥4,500 ¥4,950

レッグバッグベルト 2本入 N10015A 2本 袋 ¥1,200 ¥1,320

胆汁・ドレナージバッグ 350ml N10350 10ｾｯﾄ 箱 ¥7,000 ¥7,950

胆汁・ドレナージバッグ通院ベルト一式 N10350A 1式 袋 ¥2,800 ¥3,080

胆汁・ドレナージバッグ通院用腰ベルト 設定なし 1式 袋 ¥2,200 ¥2,420

排液バッグ共通足ベルト 設定なし 1本 袋 ¥300 ¥330

ドレナージ・チューブ 20本入 N10045 20本 箱 ¥9,000 ¥9,900

ドレナージ・チューブＢタイプ 5本入 N10045B 5本 袋 ¥2,250 ¥2,480

ＰＥバッグカバー たて N10055T 50枚 箱 ¥4,500 ¥4,800

ＰＥバッグカバー よこ N10055Y 50枚 箱 ¥4,500 ¥4,800

不織布バッグカバー 2枚×5袋 C10050 2枚×5 袋 ¥2,400 ¥2,880

ハルンバッグハンガー N10830 1本 本 ¥400 ¥500

ストローさん 10個入 C10088 10個 箱 ¥9,200 ¥10,500

すいくちくん 10個入 C10089 10個 箱 ¥9,200 ¥10,500

Ｎｅｗマジック・カップ 10個入 N10026 10個 箱 ¥9,800 ¥11,100

Ｎｅｗマジックカップ≪ケア≫ 10個入 C10026 10個 箱 ¥14,800 ¥16,100

プラビーズカラム 30本入 I10038S 30本 箱 ¥19,500 ¥21,800

ストロー 5本入 C10090 5本 袋 ¥300 ¥350

取っ手 5個入 設定なし 5個 袋 ¥3,000 ¥3,500

メジャーカップ 設定なし 1個 袋 ¥250 ¥300

本体カップ 5個入 設定なし 5個 袋 オープン ¥3,700

マジックカップ蓋 5個入 設定なし 5個 袋 オープン ¥2,300

ストローさん・すいくちくん蓋 5個入 設定なし 5個 袋 オープン ¥2,300

３種吸口 5セット入 設定なし 5ｾｯﾄ 袋 ¥1,000 ¥1,100

ストローノズル 10個入 設定なし 10個 袋 ¥700 ¥800

洗浄ブラシ 5本入 設定なし 5本 袋 ¥500 ¥600

ホームスミアセット I10027 1ｾｯﾄ 袋 オープン ＊見積対応   


