
商品CD 商品名 旧上代 新上代 JANコード

90710011 ｱﾗﾛｸﾞｽｸｴｱﾊﾞｽｹｯﾄ S ¥3,500 ¥3,800 4560314501496

90710012 ｱﾗﾛｸﾞｽｸｴｱﾊﾞｽｹｯﾄ L ¥4,200 ¥4,800 4560314501502

91710025 ｱﾗﾛｸﾞS字ﾛﾝｸﾞﾌｯｸS ¥150 ¥200 4589939984965

91710026 ｱﾗﾛｸﾞS字ﾛﾝｸﾞﾌｯｸL ¥200 ¥250 4589939984972

91710028 ｱﾗﾛｸﾞﾀｵﾙﾊﾝｶﾞｰ ¥380 ¥450 4589939984996

91830005 ﾏｸﾗﾒﾊﾝｷﾞﾝｸﾞﾎﾟｯﾄA ¥700 ¥900 4589939987034

91830006 ﾏｸﾗﾒﾊﾝｷﾞﾝｸﾞﾎﾟｯﾄB ¥800 ¥1,000 4589939987027

91830007 ﾏｸﾗﾒﾊﾝｷﾞﾝｸﾞﾎﾟｯﾄC ¥900 ¥1,100 4589939987010

91830008 ﾏｸﾗﾒﾊﾝｷﾞﾝｸﾞﾎﾟｯﾄD ¥1,000 ¥1,200 4589939987041

91830009 ﾏｸﾗﾒﾊﾝｷﾞﾝｸﾞｶﾊﾞｰ ¥1,300 ¥1,400 4589939987058

91830010 ﾏｸﾗﾒﾀﾍﾟｽﾄﾘｰﾎﾟｯﾄ ¥1,500 ¥1,700 4589939987065

91930001 ｼﾞｭｰﾄ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸﾞ ¥3,400 ¥3,600 4589939989496

91930002 ｼﾞｭｰﾄ ｵｰﾊﾞﾙﾊﾞｯｸﾞ ¥3,600 ¥3,800 4589939989502

91930003 ﾏｸﾗﾒ ﾀﾍﾟｽﾄﾘｰ ¥2,000 ¥2,200 4589939989519

91930004 ﾏｸﾗﾒ 1ﾎﾟｹｯﾄﾀﾍﾟｽﾄﾘｰ ¥2,300 ¥2,400 4589939989526

91930005 ﾏｸﾗﾒ 2ﾎﾟｹｯﾄﾀﾍﾟｽﾄﾘｰ ¥2,300 ¥2,400 4589939989533

92030007 ﾏｸﾗﾒ ﾊﾝｷﾞﾝｸﾞﾎﾟｯﾄｸﾚｲ S NT ¥1,100 ¥1,200 4589939991475

92030008 ﾏｸﾗﾒ ﾊﾝｷﾞﾝｸﾞﾎﾟｯﾄｸﾚｲ S BK ¥1,100 ¥1,200 4589939991482

92030009 ﾏｸﾗﾒ ﾊﾝｷﾞﾝｸﾞﾎﾟｯﾄｸﾚｲ L NT ¥1,400 ¥1,600 4589939991499

92030010 ﾏｸﾗﾒ ﾊﾝｷﾞﾝｸﾞﾎﾟｯﾄｸﾚｲ L BK ¥1,400 ¥1,600 4589939991505

982110001 PG ﾊﾝｸﾞﾗﾝﾌﾟﾗﾀﾝｼｪｰﾄﾞ ¥1,900 ¥2,400 4589939993981

商品CD 商品名 旧上代 新上代 JANコード

92030003 ｵｰｶﾞﾆｯｸﾒｲﾄﾞ ﾀﾞﾘｰｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸﾞ IV ¥4,800 ¥3,600 4589939991437

92030004 ｵｰｶﾞﾆｯｸﾒｲﾄﾞ ﾀﾞﾘｰｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸﾞ BK ¥4,800 ¥3,600 4589939991444

92030005 ｵｰｶﾞﾆｯｸﾒｲﾄﾞ ﾀﾞﾘｰﾄ-ﾄﾊﾞｯｸﾞ IV ¥5,600 ¥4,200 4589939991451

92030006 ｵｰｶﾞﾆｯｸﾒｲﾄﾞ ﾀﾞﾘｰﾄ-ﾄﾊﾞｯｸﾞ BK ¥5,600 ¥4,200 4589939991468

92090005 CAMPAS ｷｬﾝﾊﾟｽ ﾏｽｸ&ﾏﾙﾁﾎﾟｰﾁ WH ¥1,400 ¥900 4589939991192

92090006 CAMPAS ｷｬﾝﾊﾟｽ ﾏｽｸ&ﾏﾙﾁﾎﾟｰﾁ GY ¥1,400 ¥900 4589939991208

92090007 CAMPAS ｷｬﾝﾊﾟｽ ﾏｽｸ&ﾏﾙﾁﾎﾟｰﾁ BK ¥1,400 ¥900 4589939991215

92090008 CAMPAS ｷｬﾝﾊﾟｽ ﾏｽｸ&ﾏﾙﾁﾎﾟｰﾁ BR ¥1,400 ¥900 4589939991222

92090009 ｶﾙﾒﾘｰﾅ ﾃﾞｲﾘｰｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾄｰﾄﾊﾞｯｸﾞ ¥3,800 ¥2,400 4589939991512

商品CD 商品名 旧送料 新送料 JANコード

90810002 ｱﾗﾛｸﾞｽﾄﾚｰｼﾞ L ¥500 ¥1,000 4560314501601

90910041 ｱﾗﾛｸﾞ2段ﾊﾞｽｹｯﾄ ¥500 ¥800 4560314508709

92010033 ｱﾗﾛｸﾞ ﾗｳﾝﾄﾞ2段ﾊﾞｽｹｯﾄ ¥500 ¥800 4589939991390

商品CD 商品名 別途家具送料 JANコード

981910001 PG ｶｰｺﾞﾄﾗﾝｸ ﾊﾞｲ ｼﾞｱﾗﾛｸﾞ ¥1,000 4589939988925

982100001 PG ﾌｫｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾐﾙ ﾜｰｸﾃｰﾌﾞﾙ ｵﾘｰﾌﾞ ¥1,000 4589939993509

982100002 PG ﾌｫｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾐﾙ ﾜｰｸﾃｰﾌﾞﾙ ｸﾞﾚｰ ¥1,000 4589939993516

982160016 PG ｻﾞ ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑﾗﾀﾞｰ ﾌﾞﾗｯｸ ¥1,000 4589939995305

982160017 PG ｻﾞ ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑﾗﾀﾞｰ ｵﾘｰﾌﾞ ¥1,000 4589939995312

　お取引先様各位 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　   2022年1月吉日
　
 

                                       　　　価格及び送料改定に関するお知らせ
 

　拝啓 益々ご清祥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誠にありがとうございます。
　
　さて、誠に心苦しいお知らせではございますが、下記商材につきまして2022年1月31日(月）受注分より
　価格及び送料改定させて頂きます。昨今の材料費高騰に伴い、弊社におきましても諸経費削減をはじめとした努力をして
　まいりましたが、従来の価格を維持することが困難となり、この度やむを得ずこのような対策を講じなければならなくなりました。

　何卒事情をご賢察の上、ご了承くださいますようお願い申し上げます。
　また、一部値下げ商材もございますので、合わせてご確認頂きますようお願いします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022年1月30日（日）までの受注分　：旧上代、旧送料
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022年1月31日（月）以降の受注分　：新上代、新送料
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※1月30日(日)までの受注分に関しましては、旧上代の適用とさせて頂きます。

※ご不明な点がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。
※「価格及び送料改定に関するお知らせ」のExcelデータ、在庫状況は弊社ホームページにてご確認頂けます。

http://creer-web.co.jp/top/creer-zaiko.xlsx　パスワード【Zv5ek】となります。

株式会社クレエ
〒540-0013　大阪市中央区内久宝寺町3-4-4文友社ビル4F

TEL06-6809-1368/FAX06-6809-1378

【価格改定：値上げ】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※全て税抜き価格となり
ます

【価格改定：値下げ】

【別途送料改定：値上げ】

★POST　GENERAL直送サービスのお知らせ
POST　GENERALでも下記商材におきまして、直送サービスを開始しました。
店舗様、及びエンドユーザー様宅へ送料一律価格にて配送致します。(沖縄・離島・一部の地域は除く)

※出荷下代金額が

取引条件を満たした場合でも、

対象商品には別途家具送料が

発生いたします。


