
 
 

 

                                                      平成 23 年 1 月吉日 

お客様各位 

                                 

製品価格改定のお願い 

 

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。  

 

弊社は、日本のものづくり業界を取り巻く厳しい環境に対応する為、「飽くなき品質への挑戦」をテーマに、更

なる品質の向上を最優先課題として取り組んで参りました。結果、うすはりシリーズにつきましては、皆様に長き

に渡りご愛用を頂き、「うすはり」を育てて頂いたことにより、今日のニーズがあることを大変有り難く、心より感謝し

ております。しかしながら、年々ニーズが高まり続けていることから、依然として生産が追い付かない状況も続い

ており、皆様に多大なご迷惑をお掛けしております事を改めて深くお詫び申し上げます。また、これまでのテー

マであった「品質の更なる追求」に加え、「生産性の向上」、「販売活動・在庫管理の効率化」も大きな経営課題と

なっております。 

 

弊社では、今日まで高い品質を維持した上での生産性の向上、合理化を重ねることでの価格の維持に努め

て参りましたが、業界燃料・原材料・梱包資材・運送費などの高止まりと人件費を始めとする諸経費の増加等に

より、極めて苦しい経営状況が続いております。また今後、生産性の向上を目的とした原材料改善等の技術・研

究開発、工場設備の老朽化に伴う修繕、職人が感性と能力を最大限発揮し得る作業環境の快適化を目的とし

た設備投資が不可欠となって参りました。 

 

つきましては、誠に不本意ではございますが、来る平成 23 年 4 月 1 日より、商品価格の改定をさせて頂きたく、

謹んでお願い申し上げる次第でございます。本書面にて、価格の改定をご案内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. 対象製品：うすはりシリーズ、一部の弊社カタログ掲載製品 
2. 価格改定日：平成 23 年 4 月 1 日 
3. 価格改定の概要：希望小売価格の改定 ※別紙ご査収くださいませ。 

以上 

【本件に関するお問い合わせ先】 

松徳硝子株式会社 代表取締役：村松、 宣伝広報：齊藤 TEL.03-3625-3511 

  



 
 

 

  

【 うすはり 新価格表 】 

平成 23 年 4 月 1 日改定 

■ うすはり タンブラー 

コード 商     品     名 色 柄 旧希望小売価格 新希望小売価格 新希望小売価格(税込)

2721001 タンブラーSS ＳＣ うすはり ¥800 ¥900 ¥945

2731001 タンブラーS ＳＣ うすはり ¥900 ¥1,000 ¥1,050

2741001 タンブラーM ＳＣ うすはり ¥1,000 ¥1,200 ¥1,260

2761001 タンブラーL ＳＣ うすはり ¥1,100 ¥1,400 ¥1,470

2781001 タンブラーLL ＳＣ うすはり ¥1,200 ¥1,500 ¥1,575

 

■ うすはり オールド 

コード 商     品     名 色 柄 旧希望小売価格 新希望小売価格 新希望小売価格(税込)

2831001 オールド Ｓ ＳＣ うすはり ¥1,000 ¥1,200 ¥1,260

2851001 オールド Ｍ ＳＣ うすはり ¥1,100 ¥1,300 ¥1,365

2871001 オールド Ｌ ＳＣ うすはり ¥1,200 ¥1,500 ¥1,575

 

■ うすはり SHIWA シリーズ 

コード 商     品     名 色 柄 旧希望小売価格 新希望小売価格 新希望小売価格(税込)

2531002 タンブラーS ＳＣ ＳＨＩＷＡ ¥1,000 ¥1,200 ¥1,260

2541002 タンブラーM ＳＣ ＳＨＩＷＡ ¥1,100 ¥1,400 ¥1,470

2561002 タンブラーL ＳＣ ＳＨＩＷＡ ¥1,200 ¥1,600 ¥1,680

2581002 タンブラーLL ＳＣ ＳＨＩＷＡ ¥1,300 ¥1,700 ¥1,785

2631002 オールド Ｓ ＳＣ ＳＨＩＷＡ ¥1,100 ¥1,400 ¥1,470

2651002 オールド Ｍ ＳＣ ＳＨＩＷＡ ¥1,200 ¥1,500 ¥1,575

2671002 オールド Ｌ ＳＣ ＳＨＩＷＡ ¥1,300 ¥1,700 ¥1,785

 

■ うすはり その他単品 

コード 商     品     名 色 柄 旧希望小売価格 新希望小売価格 新希望小売価格(税込)

2891001 酒注ぎ ＳＣ うすはり ¥1,500 ¥1,800 ¥1,890

2901051 ワインＳ ＳＣ うすはり ¥1,600 ¥1,700 ¥1,785

2901052 ワインＭ ＳＣ うすはり ¥1,800 ¥1,900 ¥1,995

2901053 ワインＬ ＳＣ うすはり ¥1,900 ¥2,000 ¥2,100

2911001 ボルドー ＳＣ うすはり ¥1,500 ¥1,600 ¥1,680

2921001 ブルゴーニュ ＳＣ うすはり ¥1,500 ¥1,600 ¥1,680



 
 

 

  

 

■ うすはり その他単品 

コード 商     品     名 色 柄 旧希望小売価格 新希望小売価格 新希望小売価格(税込)

3021001 大吟醸 ＳＣ うすはり ¥1,600 ¥1,700 ¥1,785

2941001 ビールグラス (ﾋﾟﾙｽﾅｰ) ＳＣ うすはり ¥2,000 ¥2,000 ¥2,100

2991001 ミニデキャンタ ＳＣ うすはり ¥2,500 ¥2,700 ¥2,835

 

■ うすはり 木箱セット商品 

コード 商     品     名 色 柄 旧希望小売価格 新希望小売価格 新希望小売価格(税込)

2701010 酒道具 ＳＣ うすはり ¥5,700 ¥7,000 ¥7,350

2891020 酒器揃 木箱入 ＳＣ うすはり ¥3,600 ¥4,400 ¥4,620

2911010 葡萄酒器 ボルドー木箱入 ＳＣ ２個組 ¥3,500 ¥3,900 ¥4,095

2921010 葡萄酒器 ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ木箱入 ＳＣ ２個組 ¥3,500 ¥3,900 ¥4,095

2911210 葡萄酒器 ボルドー木箱入 紅白 ２個組 ¥3,500 ¥3,900 ¥4,095

2921210 葡萄酒器 ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ木箱入 紅白 ２個組 ¥3,500 ¥3,900 ¥4,095

2911092 
ﾀﾝﾌﾞﾗｰ L& 

柿ﾋﾟｰ小鉢ｾｯﾄ木箱入 
ＳＣ うすはり ¥2,500 ¥2,800 ¥2,940

3021010 大吟醸 木箱入り ＳＣ １個入 ¥2,000 ¥2,200 ¥2,310

 

■ 【新規展開】 うすはり 木箱セット商品 

コード 商     品     名 色 柄 旧希望小売価格 新希望小売価格 新希望小売価格(税込)

2741020 タンブラーM 木箱 2P ＳＣ うすはり ¥2,500 ¥3,100 ¥3,255

2761020 タンブラーL 木箱 2P ＳＣ うすはり ¥2,700 ¥3,600 ¥3,780

2851020 オールド Ｍ 木箱 2P ＳＣ うすはり ¥2,700 ¥3,300 ¥3,465

2871020 オールド Ｌ 木箱 2P ＳＣ うすはり ¥2,900 ¥3,800 ¥3,990

3021020 大吟醸 木箱 2P ＳＣ うすはり ¥3,700 ¥4,100 ¥4,305

2881010 舞グラス ※1 ＳＣ うすはり ¥5,500 ¥4,700 ¥4,935

2941020 
鼓 ﾋﾞｰﾙｸﾞﾗｽ(ﾋﾟﾙｽﾅｰ) 

木箱 2P 
ＳＣ ２個組 - ¥5,000 ¥5,250

     

※1 舞グラスは、強化シリーズの廃版に伴い、うすはりオールド S、M、L に変更となります。 

 

以上 

 


