
2020 年 3 月吉日 

お客様各位 

製品価格改定についてのご案内 

 

コーワソニア株式会社 

拝啓 

皆様におかれましてはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素は、弊社の製品をご愛顧頂きましてまことに有難うございます。 

さて、弊社製品に使用する各種原材料および梱包資材等に関して度重なる値上げがございました。

その都度弊社におきましても、諸経費の削減等、価格の維持に努めてまいりましたが、弊社単独 

での努力では抗し難い状況となってきております。 

つきましては、誠に不本意ではございますが、下記の通り製品価格を改定させていただくことに

なりました。弊社製品をご愛顧いただいております皆様には諸事情ご賢察の上、今後とも何卒弊社  

製品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。 

 

敬具 

 

記 

1.対象製品及び改定価格 

別紙 1、2 改定価格製品一覧表ご確認お願い申し上げます。 

 

2.価格改定の実施時期 

2020 年 4 月 1 日（水）ご注文分より 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙1

製品名 仕様 新価格 旧価格

レッド

オフホワイト

ブラウン

マホガニー

タモ

ウォールナット

ラッチ錠 ¥45,000 ¥43,000

ダイヤル錠・シリンダー錠 ¥47,000 ¥45,000

ラッチ錠 ¥35,500 ¥34,500

ダイヤル錠 ¥37,500 ¥36,500

ラッチ錠 ¥35,000 ¥34,000

ダイヤル錠 ¥37,000 ¥36,000

ラッチ錠 ¥35,500 ¥34,500

ダイヤル錠 ¥37,500 ¥36,500

ラッチ錠 ¥35,500 ¥34,500

ダイヤル錠 ¥37,500 ¥36,500

ラッチ錠 ¥40,000 ¥39,000

ダイヤル錠 ¥42,000 ¥41,000

ラッチ錠 ¥40,500 ¥39,500

ダイヤル錠 ¥42,500 ¥41,500

ラッチ錠 ¥44,000 ¥43,000

ダイヤル錠 ¥46,000 ¥45,000

ラッチ錠 ¥37,500 ¥36,500

ダイヤル錠 ¥39,500 ¥38,500

ラッチ錠 ¥37,000 ¥36,000

ダイヤル錠 ¥39,000 ¥38,000

ラッチ錠 ¥37,500 ¥36,500

ダイヤル錠 ¥39,500 ¥38,500

ラッチ錠 ¥37,500 ¥36,500

ダイヤル錠 ¥39,500 ¥38,500

ラッチ錠 ¥42,000 ¥41,000

ダイヤル錠 ¥44,000 ¥43,000

ラッチ錠 ¥42,500 ¥41,500

ダイヤル錠 ¥44,500 ¥43,500

※上記価格には消費税及び送料は含まれておりません。

R905ES HL
C905ES HL

R915ES ホワイト
C915ES ホワイト

R905ES ホワイト
C905ES ホワイト

P35 PA905

P36

R915BA
C915BA

R915H
C915H

R915B
C915B

R915R
C915R

R915ES HL
C915ES HL

カタログ掲載 vol.51

改定価格製品一覧表

¥35,000 ¥34,000

¥39,000 ¥38,000

P18
SWING

スウィング

戸建郵便受箱
レターボックス

R905BA
C905BA

R905H
C905H

R905B
C905B

R905R
C905R

P34

P28
duomo　ドゥオモ

全色



別紙2

製品名 仕様 新価格 旧価格

ラッチ錠 ¥46,000 ¥45,000

ダイヤル錠 ¥48,000 ¥47,000

ラッチ錠 ¥21,000 ¥19,800

ダイヤル錠 ¥23,000 ¥21,800

ラッチ錠 ¥22,000 ¥20,800

ダイヤル錠・シリンダー錠 ¥24,000 ¥22,800

ラッチ錠 ¥29,000 ¥27,300

ダイヤル錠・シリンダー錠 ¥31,000 ¥29,300

ラッチ錠 ¥33,000 ¥31,300

ダイヤル錠・シリンダー錠 ¥35,000 ¥33,300

ラッチ錠 ¥43,000 ¥42,000

ダイヤル錠・シリンダー錠 ¥45,000 ¥44,000

ラッチ錠 ¥56,000 ¥55,500

ダイヤル錠・シリンダー錠 ¥58,000 ¥57,500

ラッチ錠 ¥57,500 ¥57,000

ダイヤル錠・シリンダー錠 ¥59,500 ¥59,000

ラッチ錠 ¥27,500 ¥25,500

ダイヤル錠・シリンダー錠 ¥29,500 ¥27,500

ラッチ錠 ¥34,000 ¥32,000

ダイヤル錠・シリンダー錠 ¥36,000 ¥34,000

ラッチ錠 ¥39,000 ¥37,000

ダイヤル錠・シリンダー錠 ¥41,000 ¥39,000

ラッチ錠 ¥72,000 ¥66,000

ダイヤル錠・シリンダー錠 ¥72,000 ¥68,000

ラッチ錠 ¥64,000 ¥59,000

ダイヤル錠・シリンダー錠 ¥64,000 ¥61,000

SH-N4 ¥22,200 ¥21,400

SH-N6 ¥33,300 ¥32,100

SH-N8 ¥44,400 ¥42,800

KS-N4 ¥28,000 ¥27,200

KS-N6 ¥42,000 ¥40,800

KS-N8 ¥56,000 ¥54,400

※上記価格には消費税及び送料は含まれておりません。

P85

P83

集合郵便受箱

カタログ掲載 vol.51

P701H

P701K

P701ES

P702H

P702K

P702ES

P46

PF704H

PF704K

P48

P49

改定価格製品一覧表

P37 PA915

P39 B900H

戸建郵便受箱
レターボックス

P42

P44

PF704ES

P503H

PF503H


