
 

 

 

  

                                                      平成 29 年 11 月吉日 

お客様お客様お客様お客様各位各位各位各位    

                                 

価格改定の価格改定の価格改定の価格改定のお知らせお知らせお知らせお知らせ 

 

謹啓  貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申

し上げます。 弊社では、2011 年以来、資材・原料、光熱費等が激変する中で、企業努力により、

現行価格の維持に努めて参りました。現在も、長期的な事業の継続を目標に、収益構造・労働環境

の改善、品質・生産性の更なる向上等、様々な施策に取り組んでおります。こうした状況下で、更

なる品質の向上、生産体制の整備、供給の安定化の為、今般製品価格の改定をお願いさせて頂きた

く存じます。つきましては、来る平成 30 年（2018 年）1 月 1 日より、製品価格の改定をさせて頂

きたく、謹んでお願い申し上げます。本来であれば、お伺いして説明を申し上げるところ、取り急

ぎ書面にて、ご通知申し上げるとともに、倍旧のご愛顧、ご指導を賜りますよう重ねてお願い申し

上げます。 

謹白 

 

記 

 

 

1. 価格改定日：平成平成平成平成 30303030 年年年年（（（（2018201820182018 年）年）年）年）1111 月月月月 1111 日日日日（月）（月）（月）（月） 

2. 価格改定の概要：希望小売価格の改定  

※別紙価格表をご査収くださいませ。 

 

以上 

 

松徳硝子株式会社 

〒130-0013 東京都墨田区錦糸 4-10-4 

TEL：03-3625-3511 FAX：03-3625-0083 



 
 

 

  

                                                      平成 29 年 11 月吉日 

お客お客お客お客様各位様各位様各位様各位    

                                 

    

廃番廃番廃番廃番及び、製造・及び、製造・及び、製造・及び、製造・受注停止製品受注停止製品受注停止製品受注停止製品のご案内のご案内のご案内のご案内 

 

謹啓  貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 

現在、長期的な事業の継続を目標に、様々な施策に取り組んでおります。こうした状況下で、更な

る品質の向上、生産体制の整備、供給の安定化の為、一部製品を廃番・受注停止とさせて頂きたく

存じます。勝手申し上げて、誠に申し訳ございませんが、ご理解の程、何卒よろしくお願い申し上げます。 

謹白 

 

記 

 

 

■廃番■廃番■廃番■廃番製品製品製品製品    

1. [2991001] うすはりうすはりうすはりうすはり    ミニデキャンタミニデキャンタミニデキャンタミニデキャンタ 

2. レインボーレインボーレインボーレインボーシリーズシリーズシリーズシリーズ    全全全全品品品品 ※在庫無くなり次第、廃番とさせて頂きます。 

 

 

■■■■製造・製造・製造・製造・受注停止製品受注停止製品受注停止製品受注停止製品    

下記のアイテムにつきましては、溶融条件に限りがあることから、現段階での再開時期は「未定」です

が、透明色を中心とする主力製品の生産体制が整った段階で、製造・受注再開とさせて頂きます。 

1. [2911210] うすはりうすはりうすはりうすはり    葡萄酒器ボルドー紅白葡萄酒器ボルドー紅白葡萄酒器ボルドー紅白葡萄酒器ボルドー紅白 

2. [2921210] うすはりうすはりうすはりうすはり    葡萄酒器ブルゴーニュ紅白葡萄酒器ブルゴーニュ紅白葡萄酒器ブルゴーニュ紅白葡萄酒器ブルゴーニュ紅白 

3. eeee----glassglassglassglass 全アイテム全アイテム全アイテム全アイテム 

 

以上 

 

松徳硝子株式会社 

〒130-0013 東京都墨田区錦糸 4-10-4 

TEL：03-3625-3511 FAX：03-3625-0083 



松徳硝子　価格表　2018年1月1日～松徳硝子　価格表　2018年1月1日～松徳硝子　価格表　2018年1月1日～松徳硝子　価格表　2018年1月1日～

2017年11月1日

商品コード 商品名

旧希望

小売価格

（税抜）

新希望

小売価格

（税抜）

備考

2721001 うすはり ﾀﾝﾌﾞﾗｰ ＳＳ ¥900 ¥1,000

2731001 うすはり ﾀﾝﾌﾞﾗｰ Ｓ ¥1,000 ¥1,200

2741001 うすはり ﾀﾝﾌﾞﾗｰ Ｍ ¥1,200 ¥1,400

2761001 うすはり ﾀﾝﾌﾞﾗｰ Ｌ ¥1,400 ¥1,600

2781001 うすはり ﾀﾝﾌﾞﾗｰ ＬＬ ¥1,500 ¥1,800

2741020 うすはり ﾀﾝﾌﾞﾗｰ Ｍ 2P 木箱入 ¥3,100 ¥3,500

2761020 うすはり ﾀﾝﾌﾞﾗｰ Ｌ 2P 木箱入 ¥3,600 ¥4,000

2701010 うすはり 酒道具 ¥7,000 ¥8,000

2831001 うすはり ｵｰﾙﾄﾞ Ｓ ¥1,200 ¥1,300

2851001 うすはり ｵｰﾙﾄﾞ Ｍ ¥1,300 ¥1,500

2871001 うすはり ｵｰﾙﾄﾞ Ｌ ¥1,500 ¥1,800

2851020 うすはり ｵｰﾙﾄﾞ Ｍ 2P 木箱入 ¥3,300 ¥3,700

2871020 うすはり ｵｰﾙﾄﾞ Ｌ 2P 木箱入 ¥3,800 ¥4,400

2881010 うすはり 舞ｸﾞﾗｽ ¥4,700 ¥5,300

2891001 うすはり 酒注ぎ ¥1,800 ¥2,200

2891020 うすはり 酒器揃 ¥4,400 ¥5,000

2901051 うすはり ﾜｲﾝ Ｓ ¥1,700 ¥2,000

2901052 うすはり ﾜｲﾝ Ｍ ¥1,900 ¥2,200

2901053 うすはり ﾜｲﾝ Ｌ ¥2,000 ¥2,300

2911001 うすはり ﾎﾞﾙﾄﾞｰ（単品） ¥1,600 ¥1,700

2911010 うすはり 葡萄酒器 ﾎﾞﾙﾄﾞｰ 2P 木箱入 ¥3,900 ¥4,100

2921001 うすはり ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ（単品） ¥1,600 ¥1,700

2921010 うすはり 葡萄酒器 ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ 2P 木箱入 ¥3,900 ¥4,1002921010 うすはり 葡萄酒器 ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ 2P 木箱入 ¥3,900 ¥4,100

2911092 うすはり ﾀﾝﾌﾞﾗｰ Ｌ&柿ﾋﾟｰ小鉢ｾｯﾄ ¥2,800 ¥3,500

2941001 うすはり ﾋﾞｰﾙｸﾞﾗｽ（ﾋﾟﾙｽﾅｰ） ¥2,000 ¥2,500

2941020 うすはり 鼓（ﾋﾞｰﾙｸﾞﾗｽ2P） 木箱入 ¥5,000 ¥6,000

3021001 うすはり 大吟醸（単品） ¥1,700 ¥2,000

3021010 うすはり 大吟醸 1P 木箱入 ¥2,200 ¥2,500

3021020 うすはり 大吟醸 2P 木箱入 ¥4,100 ¥4,700

2531002 うすはり SHIWA ﾀﾝﾌﾞﾗｰ Ｓ ¥1,200 ¥1,500

2541002 うすはり SHIWA ﾀﾝﾌﾞﾗｰ Ｍ ¥1,400 ¥1,700

2561002 うすはり SHIWA ﾀﾝﾌﾞﾗｰ Ｌ ¥1,600 ¥1,900

2581002 うすはり SHIWA ﾀﾝﾌﾞﾗｰ ＬＬ ¥1,700 ¥2,100

2631002 うすはり SHIWA ｵｰﾙﾄﾞ Ｓ ¥1,400 ¥1,600

2651002 うすはり SHIWA ｵｰﾙﾄﾞ Ｍ ¥1,500 ¥1,800

2671002 うすはり SHIWA ｵｰﾙﾄﾞ Ｌ ¥1,700 ¥2,100

2911210  うすはり 葡萄酒器 ﾎﾞﾙﾄﾞｰ 紅白 木箱入 ¥3,900 ¥4,300 受注停止中

2921210  うすはり 葡萄酒器 ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ 紅白 木箱入 ¥3,900 ¥4,300 受注停止中

2991001 うすはり ﾐﾆﾃﾞｷｬﾝﾀ 廃番 2017年6月廃番



松徳硝子　価格表　2018年1月1日～松徳硝子　価格表　2018年1月1日～松徳硝子　価格表　2018年1月1日～松徳硝子　価格表　2018年1月1日～

商品コード 商品名

旧希望

小売価格

（税抜）

新希望

小売価格

（税抜）

備考

1601001 祝盃　鶴 ¥2,500 ¥3,000

1601002 祝盃　亀 ¥2,500 ¥3,000

1601003 祝盃　鶴亀(2種セット) ¥5,000 ¥6,000

1611001 丸型酒器　ちょこ ¥900 ¥1,000

1611002 丸型酒器　かたくち ¥1,600 ¥1,800

6311001 ＳＴｉｕｍ　ｈｅａｖｙ ¥1,200 ¥1,500

6311002 ＳＴｉｕｍ　ｌｉｇｈｔ ¥1,200 ¥1,500

2200410～

2380414

1501001 ROCK #01 ¥10,000 ¥10,000 改定なし

1501002 ROCK #02 ¥10,000 ¥10,000 改定なし

1501003 ROCK #03 ¥15,000 ¥15,000 改定なし

1501004 ROCK #04 ¥20,000 ¥20,000 改定なし

1711001 回　角出し（かくだし） ¥3,800 ¥3,800 改定なし

1711002 回　千筋（せんすじ） ¥7,000 ¥7,000 改定なし

1711003 回　魚子（ななこ） ¥10,000 ¥10,000 改定なし

1901001 冷茶グラス Million（単品） ¥2,000 ¥2,000 改定なし

1901002 冷茶器 Million ¥4,000 ¥4,000 改定なし

1901011 冷茶グラス Muji（単品） ¥1,800 ¥1,800 改定なし

1901012 冷茶器 Muji ¥3,800 ¥3,800 改定なし

2451001 ８　- ｈａｃｈｉ -　格子 ¥3,500 ¥3,500 改定なし

2451002 ８　- ｈａｃｈｉ -　無地 ¥3,500 ¥3,500 改定なし

5101801 ＢＬＡＣＫ / Ｓｈｏｔ ¥1,500 ¥1,500 改定なし

5111801 ＢＬＡＣＫ / Ｒｏｃｋ ¥2,500 ¥2,500 改定なし

5121801 ＢＬＡＣＫ / Ｔｕｍｂｌｅｒ ¥2,500 ¥2,500 改定なし

5201802 ＢＬＡＣＫ / Ｓｈｏｔ　マット ¥2,000 ¥2,000 改定なし

5211802 ＢＬＡＣＫ / Ｒｏｃｋ　マット ¥3,000 ¥3,000 改定なし

レインボーシリーズ 在庫無くなり次第、廃番

2017年11月1日

5211802 ＢＬＡＣＫ / Ｒｏｃｋ　マット ¥3,000 ¥3,000 改定なし

5221802 ＢＬＡＣＫ / Ｔｕｍｂｌｅｒ　マット ¥3,000 ¥3,000 改定なし

6401001 KATACHI.Q-01格子 ¥1,500 ¥1,500 改定なし

6401002 KATACHI.Q-02千本 ¥1,500 ¥1,500 改定なし

6401003 KATACHI.Q-03斜紋 ¥1,500 ¥1,500 改定なし

6411001 KATACHI.V-01格子 ¥1,500 ¥1,500 改定なし

6411002 KATACHI.V-02千本 ¥1,500 ¥1,500 改定なし

6411003 KATACHI.V-03斜紋 ¥1,500 ¥1,500 改定なし

6421001 KATACHI.Y-01格子 ¥1,500 ¥1,500 改定なし

6421002 KATACHI.Y-02千本 ¥1,500 ¥1,500 改定なし

6421003 KATACHI.Y-03斜紋 ¥1,500 ¥1,500 改定なし

6511001 SHUKI/Choko01 ¥1,000 ¥1,000 改定なし

6511002 SHUKI/Choko02 ¥1,000 ¥1,000 改定なし

6511003 SHUKI/Choko03 ¥1,000 ¥1,000 改定なし

6511004 SHUKI/Choko04 ¥1,000 ¥1,000 改定なし

6521001 SHUKI/Tokkuri01 ¥2,500 ¥2,500 改定なし

6521002 SHUKI/Tokkuri02 ¥2,500 ¥2,500 改定なし


