
2018 年 5 月 22 日 

お取引様各位

株式会社クレコ・ラボ

木の紙商品の価格改定のおしらせ

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、これまで木の紙の加工に関しての原価（原材料、加工費等）が年々上昇してきており、 

今年に入ってまた一段と原価が上がってきている状況にあります。 

当社におきましてもこれまで諸経費の削減をはじめ企業努力により価格の維持に努力してまいりましたが、

長期にわたる原価の値上げを吸収しきれず、従来の価格を維持することが困難な状況となっております。 

つきましては、まことに遺憾ではございますが、2018 年 7 月 1日より下記の通り商品価格を改定させていた

だくことになりました。（一部の商品については、価格据え置きのものもございます。） 

何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

なお、今後旧価格での発注量の増加が予想されるため、大変恐れ入りますが、 

木の名刺 500 枚以上、木の紙ハガキサイズ・A4 サイズ・A3 サイズ 100 枚以上のご注文において、５月末ま

でのご注文につきましては、確実に旧価格で納品させていただきますが、 

６月中のご注文につきましては、在庫分のみの対応（在庫を超える分につきましては、大変申し訳ございま

せんが、新価格での対応）とさせていただけたらと存じます。 

敬具

記 

1. 対象商品および価格

別紙にてご案内いたします 

2. 価格改定の実施時期

2018 年 7 月 1日 0時受注分より 

以上 

【お問い合わせ先】木の紙ショップ  

URL http://www.kinomeishi.com/ 
Mail    info@kinomeishi.com 



木の紙_素材　（価格新旧比較） 掲載価格は全て税抜きです。

商品カテゴリ
商品タイプ

枚数 木の紙ショップ
商品ページ 旧価格 新価格

紙 樹種 サイズ 木目の方向

木の紙
レーザープリンター用

片面木、片面紙 ヒノキ/赤松

ハガキ 横目
(10) ● (900) (900)

(100) ● (4,800) (5,000)

A4 横目

(4) ● (1,100) (1,300)

(10) ● (2,500) (3,000)

(100) ● (15,000) (17,500)

A3 縦目
(10)

●
(4,800) (5,900)

(100) (28,000) (34,200)

A3ノビ 特注品：
ご入用の際はご相談下さい。

両面木 ヒノキ/赤松

ハガキ

横目
(10) ● (1,400) (1,500)

(100) ● (8,200) (8,700)

縦目 (10) ● (1,400) (1,600)

(100) ● (8,200) (9,200)

改定により、横目と縦目で価格が異なります。

A4

横目

(2) ● (980) (1,200)

(10) ● (4,800) (5,500)

(100) ● (25,000) (29,700)

縦目
(2) ● (980) (1,300)

(10) ● (4,800) (5,900)

(100) ● (25,000) (31,600)

改定により、横目と縦目で価格が異なります。

A3 縦目
(10)

●
(8,900) (10,900)

(100) (52,000) (64,000)

A3ノビ 特注品：
ご入用の際はご相談下さい。

木の紙
インクジェットプリンター用
ライト

片面木、片面紙 ヒノキ/赤松

ハガキ 横目
(10) ● (900) (1,100)

(100) ● (6,000) (7,000)

A4 横目

(3) ● (980) (1,200)

(10) ● 3100 (3,800)

(100) ● (21,700) (26,000)

両面木 ヒノキ/赤松

ハガキ 縦目
(10) ● (1,600) (1,900)

(100) ● (9,000) (11,000)

A4 縦目

(2) ● (1,200) (1,600)

(10) ● (5,400) (7,000)

(100) ● (39,800) (43,100)

＊「インクジェットプリンター用プレミアム」「木の折り紙」の価格は変更ございません。

https://www.kinomeishi.com/product/54
https://www.kinomeishi.com/product/73
https://www.kinomeishi.com/product/57
https://www.kinomeishi.com/product/31
https://www.kinomeishi.com/product/35
https://www.kinomeishi.com/product/113
https://www.kinomeishi.com/product/75
https://www.kinomeishi.com/product/76
https://www.kinomeishi.com/product/75
https://www.kinomeishi.com/product/76
https://www.kinomeishi.com/product/58
https://www.kinomeishi.com/product/30
https://www.kinomeishi.com/product/36
https://www.kinomeishi.com/product/58
https://www.kinomeishi.com/product/30
https://www.kinomeishi.com/product/36
https://www.kinomeishi.com/product/114
https://www.kinomeishi.com/product/94
https://www.kinomeishi.com/product/93
https://www.kinomeishi.com/product/98
https://www.kinomeishi.com/product/97
https://www.kinomeishi.com/product/97
https://www.kinomeishi.com/product/96
https://www.kinomeishi.com/product/72
https://www.kinomeishi.com/product/87
https://www.kinomeishi.com/product/99
https://www.kinomeishi.com/product/86
https://www.kinomeishi.com/product/95


木の紙_印刷（価格新旧比較） 掲載価格は全て税抜きです。

商品カテゴリ
商品タイプ

枚数 木の紙ショップ
商品ページ 旧価格 新価格

紙 樹種 木目の方向 刷色

木の名刺

片面木、片面紙 ヒノキ/赤松/
黒松/琉球松

縦目
（用紙長辺に平行）

片面モノクロ

(10) ● (1,000) (1,100)

(40)
●

(2,000) (2,300)

(100) (4,200) (5,000)

片面カラー

(10) ● (1,100) (1,200)

(40)
●

(2,200) (2,600)

(100) (4,600) (5,300)

両面モノクロ
(40)

●
(2,200) (2,600)

(100) (4,400) (5,300)

片面カラー×片面モノクロ
(40)

●
(2,400) (2,700)

(100) (4,800) (5,500)

両面カラー
(40)

●
(2,600) (2,900)

(100) (5,400) (6,000)

両面木 ヒノキ/赤松/
黒松/琉球松

縦目
（用紙長辺に平行）

片面モノクロ
(40)

●
(3,600) (4,100)

(100) (7,800) (8,800)

片面カラー
(40)

●
(4,000) (4,500)

(100) (8,000) (9,000)

両面モノクロ
(40)

●
(4,000) (4,500)

(100) (8,000) (9,000)

片面カラー×片面モノクロ
(40)

●
(4,000) (4,500)

(100) (8,400) (9,300)

両面カラー
(40)

●
(4,200) (4,600)

(100) (9,000) (10,000)

*木の名刺（桜/杉）の価格は変更ございません。

木のハガキ

片面木、片面紙 ヒノキ/赤松 横目
（用紙短辺に平行）

片面モノクロ
(40)

●

(4,600) (5,400)

(100) (9,000) (10,600)

片面カラー
(40) (5,200) (6,000)

(100) (10,200) (11,800)

両面モノクロ
(40) (4,800) (6,000)

(100) (9,300) (11,800)

片面カラー×片面モノクロ
(40) (5,400) (6,200)

(100) (10,500) (12,100)

両面カラー
(40) (5,900) (6,700)

(100) (11,600) (13,200)

両面木 ヒノキ/赤松

横目
（用紙短辺に平行）

片面モノクロ
(40)

●

(8,200) (9,700)

(100) (16,200) (19,300)

片面カラー
(40) (8,700) (10,200)

(100) (17,200) (20,200)

両面モノクロ
(40) (8,400) (10,000)

(100) (16,700) (19,800)

片面カラー×片面モノクロ
(40) (8,800) (10,400)

(100) (17,400) (20,700)

両面カラー
(40) (9,400) (10,900)

(100) (18,600) (21,700)

縦目
（用紙長辺に平行）

片面モノクロ
(40)

新価格帯

(10,300)

(100) (20,500)

片面カラー
(40) (10,800)

(100) (21,400)

両面モノクロ
40 (10,600)

100 (21,000)

片面カラー×片面モノクロ
40 (11,000)

100 (21,900)

両面カラー
40 (11,500)

100 (22,900)

https://www.kinomeishi.com/product/90
https://www.kinomeishi.com/product/6
https://www.kinomeishi.com/product/89
https://www.kinomeishi.com/product/10
https://www.kinomeishi.com/product/11
https://www.kinomeishi.com/product/12
https://www.kinomeishi.com/product/13
https://www.kinomeishi.com/product/7
https://www.kinomeishi.com/product/8
https://www.kinomeishi.com/product/5
https://www.kinomeishi.com/product/9
https://www.kinomeishi.com/product/4
https://www.kinomeishi.com/product/112
https://www.kinomeishi.com/product/111
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