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2016 年 7 月 27 日

取引先各位

有限会社アフリカンスクエアー

代表取締役 牛尼 恭史

〒350-1172 埼玉県川越市増形 3-2

TEL049-241-9186

FAX049-248-5480

価格改定のおしらせ

拝啓

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、一部商品につきまして小売希望価格（税抜）を改定することといたしました。

近年のアフリカ諸国における人件費の上昇や原材料の高騰に対し、現地との交渉を続けてまいり

ましたが、現在の価格を維持するのが難しい状況となってまいりました。

つきましては、2016 年 9 月 1日より別紙の通り価格改定を行なうことといたしました。

誠に遺憾ではございますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

改定前価格での販売（在庫のある商品のみ対象）

2016 年 8 月 31 日(水)ご注文分まで

価格改定実施日

2016 年 9 月 1 日(木)ご注文分より
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価格改定商品リスト 2016 年 9 月 1 日より

改定前 改定後

K1103D サイザルバッグ共⼿ 9 インチ 無地 ¥4,500 ¥5,400 ｹﾆｱ

K1103J サイザルバッグ共⼿ 9 インチ ハンドル⾰巻き ¥5,500 ¥6,400 ｹﾆｱ

K1104 サイザルバッグ共⼿ 12 インチ 無地 ¥5,500 ¥6,200 ｹﾆｱ

K1148 ウールサイザルバッグ共⼿ ⼤ ¥9,200 ¥11,000 ｹﾆｱ

K3106 バナナバッグ⼿提 ¥4,000 ¥4,200 ｹﾆｱ

K3106B バナナバッグ⼿提 ⾰パイピング ¥4,500 ¥4,800 ｹﾆｱ

K3111 バナナバッグ 1 ストラップ⾰フラップ ¥4,200 ¥4,500 ｹﾆｱ

KK12204A バナナバッグ共⼿ 12x8 ¥5,000 ¥5,500 ｹﾆｱ

KK12204B バナナバッグ共⼿ 12x8 上サイザルボーダー ¥5,200 ¥5,700 ｹﾆｱ

KK13417 サイザル 6 インチ平⾰ハンドル アクリル三⾓模様 ¥3,800 ¥4,200 ｹﾆｱ

KK13418 ウールサイザル 6 インチ平⾰ハンドル ボーダー ¥3,800 ¥4,200 ｹﾆｱ

KK14401 サイザルバッグ共⼿ 9 インチ ゼブラ タイダイ ¥5,500 ¥6,000 ｹﾆｱ

KK14402 サイザルバッグ 12x8x11 楕円丸底 太ボーダー ¥8,000 ¥8,500 ｹﾆｱ

KK14403 サイザルバッグ四⾓底トート 平ハンドルぐるり ¥8,000 ¥8,500 ｹﾆｱ

KK14403B サイザルバッグ四⾓底トート 平ハンドルぐるり ボーダー ¥8,000 ¥8,500 ｹﾆｱ

KK14501 サイザルバッグ共⼿ 6 インチ 無地 ¥2,800 ¥3,000 ｹﾆｱ

KK14502 サイザルバッグ共⼿ 6 インチ ボーダー ¥2,800 ¥3,000 ｹﾆｱ

KK14505 サイザルバッグ丸⾰ハンドル 10x12 ドット柄 ¥8,000 ¥8,200 ｹﾆｱ

KK14507 プラスチックサイザルバッグ共⼿ 9 インチ 伝統柄 ¥5,500 ¥6,000 ｹﾆｱ

KK14514 バナナプラスチックバッグ平⾰ハンドル ミニ ミックス ¥3,800 ¥4,000 ｹﾆｱ

KK15403 サイザルバッグ共⼿ 9 インチ ドット ¥4,500 ¥5,800 ｹﾆｱ

KK15404 サイザルバッグ共⼿ 9 インチ細編み丸⾰ハンドル ゼブラタイダイ ¥7,000 ¥7,200 ｹﾆｱ

KK15405 サイザルバッグ四⾓底トートミニ 平ハンドルぐるり 2 トーン ¥5,500 ¥6,000 ｹﾆｱ

KK15407 アクリルサイザルバッグ共⼿ 楕円底トート ドット ¥8,000 ¥8,500 ｹﾆｱ

KK15410 アクリルサイザルバッグ 6 インチ平⾰ハンドル ドットボーダー ¥4,000 ¥4,500 ｹﾆｱ

KK15417 サイザルポシェット楕円 ⾰フラップ ランダムボーダー ¥5,500 ¥6,000 ｹﾆｱ

KK15505 プラスチックサイザルバッグ 12x10 丸⾰ハンドル ボックス ¥8,000 ¥8,500 ｹﾆｱ

KK15506-91 プラスチックサイザルバッグミニ 平⾰ハンドル 太ボーダー シルバー ¥4,000 ¥4,500 ｹﾆｱ

KK15507A プラスチックサイザルバッグ共⼿ 9 インチ シルバー ¥5,500 ¥5,700 ｹﾆｱ

KK15507B プラスチックサイザルバッグ共⼿ 9 インチ シルバー x ⿊ストライプ ¥5,500 ¥5,700 ｹﾆｱ

KK15508 プラスチックサイザルバッグ共⼿ 10x12 シルバー ¥7,000 ¥7,300 ｹﾆｱ

KK15509 サイザルバッグ 9 インチ 丸⾰ハンドル ランダムボーダー ⿊⽩ ¥6,000 ¥6,300 ｹﾆｱ

KK16401 サイザルバッグ共⼿ハンドル 9 インチ 細ボーダー単⾊ ¥4,800 ¥5,400 ｹﾆｱ

表示は小売希望価格（税抜上代）となります。
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価格改定商品リスト 2016 年 9 月 1 日より

改定前 改定後

KK16409A バナナバッグ共⼿ 9 インチ ¥4,200 ¥4,800 ｹﾆｱ

KK16411 サイザルバッグ 6 インチ 平⾰ハンドル ゼブラ ¥4,000 ¥4,500 ｹﾆｱ

KK16419 バナナバッグ共⼿ 9 インチ サイザル太ボーダー ¥4,800 ¥5,800 ｹﾆｱ

KK16432 サイザルバッグ共⼿ 9 インチ アクリル格⼦ボーダー ¥4,800 ¥5,800 ｹﾆｱ

KK16433 サイザルバッグ共⼿ 9 インチ ミックス太ボーダー ¥4,800 ¥5,800 ｹﾆｱ

KK16503 プラスチックサイザルバッグ共⼿ 9 インチ ボーダードット ¥5,500 ¥5,700 ｹﾆｱ

KK16506 プラスチックサイザルバッグ共⼿ 9 インチ 縦ストライプ 2 段 ¥5,500 ¥5,700 ｹﾆｱ

KK16509 プラスチックサイザルバッグ共⼿ 10x12 太ボーダー ¥7,000 ¥7,300 ｹﾆｱ

KK16512A-91 プラスチックサイザルバッグ共⼿ 12x12 ボーダードットシルバープラ⽩ ¥7,500 ¥8,000 ｹﾆｱ

KK16513 プラスチックサイザルバッグ共⼿ 12 インチ ¥7,000 ¥7,300 ｹﾆｱ

KK16514 プラスチックサイザルバッグミニ 平⾰ハンドル ピアノ ¥4,000 ¥4,500 ｹﾆｱ

KK9112D サイザルバッグ共⼿ ミニ ¥2,800 ¥3,400 ｹﾆｱ

XK12009A マトマイニ フェルト動物 L ナチュラル ¥3,600 ¥4,500 ｹﾆｱ

XK12009B マトマイニ フェルト動物 L カラー ¥3,800 ¥4,800 ｹﾆｱ

XK12011B マトマイニ フェルト動物 M カラー ¥3,300 ¥3,800 ｹﾆｱ

XK16003 マトマイニ フェルト動物 サンタクロース K ¥3,800 ¥4,800 ｹﾆｱ

K5411C モロッコバスケット 楕円⽫ S ¥1,200 ¥1,400 ﾓﾛｯｺ

K5412A モロッコバスケット ボウル L ¥2,500 ¥2,800 ﾓﾛｯｺ

K5412B モロッコバスケット ボウル M ¥1,600 ¥2,400 ﾓﾛｯｺ

K5412C モロッコバスケット ボウル S ¥1,200 ¥1,700 ﾓﾛｯｺ

K5416A モロッコ鍋敷き 径 30 ¥1,500 ¥1,800 ﾓﾛｯｺ

K5416B モロッコ鍋敷き 径 25 ¥1,000 ¥1,400 ﾓﾛｯｺ

K5416C モロッコ鍋敷き 径 20 ¥1,000 ¥1,200 ﾓﾛｯｺ

K5416D モロッコ鍋敷き 径 14 ¥700 ¥900 ﾓﾛｯｺ

K5421G タザドームかごサイザル取⼿ S ¥1,600 ¥1,800 ﾓﾛｯｺ

KR12043A インテリア四⾓パームかご L ¥2,300 ¥2,900 ﾓﾛｯｺ

KR12043B インテリア四⾓パームかご M ¥1,800 ¥2,400 ﾓﾛｯｺ

KR12043C インテリア四⾓パームかご S ¥1,400 ¥2,000 ﾓﾛｯｺ

KR14006A-01 ストローかご 書類⼊れ 浅 ⽳取っ⼿ L ¥2,000 ¥2,800 ﾓﾛｯｺ

KR14006B-01 ストローかご 書類⼊れ 浅 ⽳取っ⼿ M ¥1,500 ¥2,400 ﾓﾛｯｺ

KR16018A ストローカゴ 透かし ⼤ ¥3,000 ¥3,600 ﾓﾛｯｺ

KR16018B ストローカゴ 透かし 中 ¥2,500 ¥2,800 ﾓﾛｯｺ

KR8024 チュニジア⾵タザドームかご L ¥3,200 ¥3,800 ﾓﾛｯｺ

※表示は小売希望価格（税抜上代）となります。


