
〒108-0023　東京都港区芝浦 2-17-13

お取引先様　各位 2015/4/20

貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は弊社商品をご愛顧賜り誠にありがとうございます。

このたび、昨今の急激な円安により、以下商品を値上げせざるをえなくなりました。ご理解ご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

実施日　　2015年7月1日(水)出荷分より

税抜 税抜

ＪＡＮコードＪＡＮコードＪＡＮコードＪＡＮコード メーカー名メーカー名メーカー名メーカー名 商品名商品名商品名商品名 カラーカラーカラーカラー 旧上代旧上代旧上代旧上代 新上代新上代新上代新上代

R1783066 0071691441083 ラバーメイド プレミアコンテナー　118ｍｌ レッド \690 \880

RFG7M81TRRACRD 0071691394020 ラバーメイド プレミアコンテナー　296ｍｌ レッド \660 \980

RFG7M82TRRACRD 0071691438052 ラバーメイド プレミアコンテナー　473ｍｌ レッド \740 \1,120

RFG7M83RACRDJP 0071691438069 ラバーメイド プレミアコンテナー　710ｍｌ レッド \980 \1,480

RFG7M84RACRDJP 0071691438076 ラバーメイド プレミアコンテナー　1.2Ｌ レッド \1,200 \1,680

R1806175 0071691452096 ラバーメイド ランチブロック　118ｍｌ グリーン \600 \960

R1806176 0071691452102 ラバーメイド ランチブロック　283ｍｌ グリーン \700 \1,120

R1806177 0071691452119 ラバーメイド ランチブロック　615ｍｌ グリーン \900 \1,120

R1806178 0071691452133 ラバーメイド ランチブロック　970ｍｌ グリーン \1,100 \1,520

R1784363JP 0071691442387 ラバーメイド チャグボトル414ｍｌ マリーナ \540 \720

RFG7M40BGRAJP 4895151410756 ラバーメイド チャグボトル414ｍｌ バンブー \540 \720

RFG7M40PINKJP 4895151410688 ラバーメイド チャグボトル414ｍｌ ピンク \540 \720

R1915083 0071691462934 ラバーメイド チャグボトル414ｍｌ オレンジ \540 \720

R1784324JP 0071691442271 ラバーメイド チャグボトル600ｍｌ マリーナ \660 \840

RFG7M43BGRAJP 4895151410787 ラバーメイド チャグボトル600ｍｌ バンブー \660 \840

RFG7M43PINKJP 4895151410695 ラバーメイド チャグボトル600ｍｌ ピンク \660 \840

R1915084 0071691462941 ラバーメイド チャグボトル600ｍｌ オレンジ \660 \840

なお、配送運賃も運送会社からすでに大幅な値上げをされています。出荷基準に満たない場合の運賃のご請求も各営業担当からす。

ご相談させていただきます。なにとぞご理解をたまわりますようお願い申し上げます。

シイノ通商株式会社  シイノ通商株式会社  シイノ通商株式会社  シイノ通商株式会社  

TEL:03-5443-2551   FAX:03-5443-2141   http://www.shiinotrading.co.jp

商品値上げのお知らせ
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〒108-0023　東京都港区芝浦 2-17-13

お取引先様　各位 ############

貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は弊社商品をご愛顧賜り誠にありがとうございます。

このたび、昨今の急激な円安により、以下商品を値上げせざるをえなくなりました。ご理解ご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

実施日　　2015年9月1日(火)出荷分より

税抜 税抜
カタログページカタログページカタログページカタログページ ＪＡＮコードＪＡＮコードＪＡＮコードＪＡＮコード メーカー名メーカー名メーカー名メーカー名 商品名商品名商品名商品名 サイズサイズサイズサイズ カラーカラーカラーカラー 旧上代旧上代旧上代旧上代 新上代新上代新上代新上代

2013 Reynolds-38 109103-9 レイノルズ アルミホイル　#10 レギュラー \400 \600

109243-6 レイノルズ アルミホイル　#24 ヘビーデューティ \750 \1,200

109303-7 レイノルズ アルミホイル　#30 エクストラヘビーデューティ \1,100 \1,800

シイノ通商株式会社  シイノ通商株式会社  シイノ通商株式会社  シイノ通商株式会社  

TEL:03-5443-2551   FAX:03-5443-2141   http://www.shiinotrading.co.jp

商品値上げのお知らせ
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〒108-0023　東京都港区芝浦 2-17-13

お取引先様　各位 2015年6月24日

貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は弊社商品をご愛顧賜り誠にありがとうございます。

このたび、昨今の急激な円安により、以下商品を値上げせざるをえなくなりました。ご理解ご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

実施日　　2015年9月1日(火)出荷分より

税抜 税抜
カタログページカタログページカタログページカタログページ ＪＡＮコードＪＡＮコードＪＡＮコードＪＡＮコード メーカー名メーカー名メーカー名メーカー名 商品名商品名商品名商品名 サイズサイズサイズサイズ カラーカラーカラーカラー 旧上代旧上代旧上代旧上代 新上代新上代新上代新上代

interdesign2015- 9 0081492-52230-0 インターデザイン ドロワーオーガナイザー \300 \360

9 0081492-52330-7 インターデザイン ドロワーオーガナイザー \370 \440

9 0081492-52430-4 インターデザイン ドロワーオーガナイザー \500 \560

9 0081492-52530-1 インターデザイン ドロワーオーガナイザー \600 \740

9 0081492-52730-5 インターデザイン ドロワーオーガナイザー \450 \520

9 0081492-52830-2 インターデザイン ドロワーオーガナイザー \550 \680

9 0081492-52930-9 インターデザイン ドロワーオーガナイザー \800 \860

9 0081492-53030-5 インターデザイン ドロワーオーガナイザー \800 \1,050

9 0081492-52640-7 インターデザイン ドロワーオーガナイザー \750 \900

9 0081492-52650-6 インターデザイン ドロワーオーガナイザー \880 \1,050

9 0081492-52660-5 インターデザイン ドロワーオーガナイザー \1,000 \1,200

9 0081492-52630-8 インターデザイン ドロワーオーガナイザー \580 \680

9 0081492-53330-6 インターデザイン ドロワーオーガナイザー \950 \1,180

9 0081492-75030-7 インターデザイン フリーズビン \1,400 \1,600

9 0081492-75130-4 インターデザイン フリーズビン \1,800 \2,100

9 0081492-75230-1 インターデザイン フリーズビン \2,500 \2,900

9 0081492-71530-6 インターデザイン フリーズビン \1,300 \1,450

9 0081492-71230-6 インターデザイン フリーズビン \1,800 \1,950

9 0081492-71630-3 インターデザイン フリーズビン \1,600 \1,800

9 0081492-71730-0 インターデザイン フリーズビン \2,200 \2,600

11 0081492-70060-9 インターデザイン Orbz　シンクマット S クリア \900 \1,200

11 0081492-70063-0 インターデザイン Orbz　シンクマット S グラファイト \900 \1,200

12 0081492-70401-0 インターデザイン York タンブラー ホワイト \1,700 \2,200

12 0081492-69200-3 インターデザイン York ハブラシホルダー ホワイト \900 \1,100

12 0081492-68820-4 インターデザイン York ソープディシュ ホワイト \1,300 \1,500

12 0081492-70201-6 インターデザイン York ソープポンプ ホワイト \1,700 \2,000

12 0081492-70301-3 インターデザイン York ソープポンプ　ラウンド ホワイト \1,700 \1,900

12 0081492-74001-8 インターデザイン York キャニスター ホワイト \1,800 \2,200

12 0081492-71901-4 インターデザイン York ラージキャニスター ホワイト \2,500 \3,000

12 0081492-76050-4 インターデザイン York メタルソープディシュ メタル \1,500 \1,600

12 0081492-76150-1 インターデザイン York メタル タンブラー メタル \1,300 \1,400

12 0081492-76250-8 インターデザイン York メタルハブラシホルダー メタル \1,500 \1,600

12 0081492-76350-5 インターデザイン York メタルソープポンプ メタル \2,500 \2,600

interesign2014-05 0081492-81500-6 インターデザイン Onza　ボトル 0.5L \700 \950

2014-05 0081492-81510-5 インターデザイン Onza　ボトル 0.8L \1,000 \1,100

2014-05 0081492-81520-4 インターデザイン Onza　ボトル 1.25L \1,300 \1,400

2014-05 0081492-81530-3 インターデザイン Onza　ボトル 1.6L \1,600 \1,800

2014-05 0081492-81540-2 インターデザイン Onza　ボトル 2.2L \1,800 \1,950

brabantia2015-068710755-10406-0 ﾌﾞﾗﾊﾞﾝｼｱ ｱｲﾛﾝ台　ｴｸｽﾄﾗｺﾝﾊﾟｸﾄ　 95×30ｃｍMoving　Circle \10,000 \12,000

なお、配送運賃も運送会社からすでに大幅な値上げをされています。出荷基準に満たない場合の運賃のご請求も各営業担当からご相談させていただきます。

なにとぞご理解をたまわりますようお願い申し上げます。

シイノ通商株式会社  シイノ通商株式会社  シイノ通商株式会社  シイノ通商株式会社  

TEL:03-5443-2551   FAX:03-5443-2141   http://www.shiinotrading.co.jp

商品値上げのお知らせ
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