
拝 啓　貴社、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は、弊社商品に格別なるご高配賜り、 厚く御礼申し上げます。
　
さて、ご承知の通り、昨夏以降ＵＳドルの相場が著しく円安の方向に動いており、 輸入価格の上昇
に伴い仕入れ価格が上がっております。
　
　弊社15ＳＳカタログの価格設定時の対ドル相場は100円前後でしたが、現在では120円に迫ろ
うかという情勢です。
また、 生産国における経済成長も影響しており、 恒常的に物価や労働賃金が上昇してります。 そ
の影響から輸入原価の値上がりが顕著になっております。

　この様な状況の中、 弊社でも生産コストの削減に努めてまいりましたが、もはや自助努力のみ
では事態の変化に対応できない状況となりました。
　かかる状況に至りました以上、 誠に不本意ではありますが、 一部商品の価格を改定と、 それに
併せて販売形態を変更させて頂くことになりました。

　対象となる商品は、

になります。
上記商品についての新たな価格については、別紙 「 品番改廃 & 価格改定リスト 」 をご参照くだ
さい。
　
　この度の変更から、 バッグ と フレーム はそれぞれ別のパッケージとなっております。
バッグはハンガーを付けることにより、省スペースで沢山の種類のバッグが展示できるようになり
ました。  この事により、 消費者が色々なバリーエーションから自由に選択できるようになり、 購買
動機を高め、 商品の回転率を上げていく事が出来るようになっております。
　
　また、 フレーム と バッグ が別々に発注購入できることにより、 省スペースで店頭に在庫するこ
とが可能です。 フレーム と バッグ、 それぞれの回転率に従って発注できるため、 店頭在庫を適正
在高に保てるようになりました。
　
　 そして、耐荷重も 10㎏ から 20㎏ に向上いたしました。 

　上記の改定・変更時期は、 3月1日よりの開始を予定しております。
　お客様におかれましても上記の諸事情をご賢察の上、 何卒ご理解ご協力を賜ります様、 よろし
くお願い申し上げます。

敬 具

お得意様各位

株式会社 レップ
代表取締役社長
宇津木 恒彦

2015年 2月 吉日

ページ数 商品名
コ・コロ 無地カート（ レギュラーサイズ、 スモールサイズともに ）p.10

p.12 コ・コロ フラワー カート
p.13 コ・コロ ドット カート
p.14 コ・コロ ボーダー カート
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製品価格改定 および 販売方法変更のご案内



コ・コロ シリーズ
製品価格改定 および 販売方法変更 後の価格例

株式会社レップ

2015年1月 現在
東京本社 TEL : 03-5423-2211
関西支店 TEL : 078-846-3056

[ コ・コロ 無地カート ブラック をご発注の場合 ]
( 改定 ・ 変更 前 ) ( 改定 ・ 変更 後 )

（バッグ、フレームのセット品番）
279397 ｺｺﾛ ｶｰﾄ BK

上代 ￥3,800（税抜）
（バッグ、フレームのセット品番）
424346 ｺｺﾛ ｶｰﾄｾｯﾄ BK

上代 ￥4,300（税抜）
パターン
1

（バッグのみの品番）
423349 ｺｺﾛ ｶｰﾄﾊﾞｯｸﾞ BK

上代 ￥2,100（税抜）
（フレームのみの品番）

422762 ｺｺﾛ ﾌﾚｰﾑST ﾀｲﾔ着脱式

上代 ￥2,200（税抜）
合計価格

上代 ￥4,300（税抜）プラス イコール

パターン
2

も し く は

※バッグ と フレーム を、 それぞれ違う
　数量でのご発注も可能となります。 
　例えば、バッグ3個、フレーム2台の様
　なご発注が出来ます。

※フラワー以外に、 ドット、 ボーダーも同様の価格体系が適用されます。

[ コ・コロ 無地カートＳ ブラック をご発注の場合 ]

( 改定 ・ 変更 前 )

（バッグ、フレームのセット品番）
337745 ｺｺﾛ ｶｰﾄS BK

上代 ￥3,600（税抜）

( 改定 ・ 変更 後 )

（バッグ、フレームのセット品番）
337745 ｺｺﾛ ｶｰﾄｾｯﾄS BK

上代 ￥4,200（税抜）

（バッグのみの品番）
423745 ｺｺﾛ ｶｰﾄﾊﾞｯｸﾞS BK

上代 ￥2,000（税抜）
（フレームのみの品番）

422779 ｺｺﾛ　ﾌﾚｰﾑST-S　ﾀｲﾔ着脱式

上代 ￥2,200（税抜）
合計価格

上代 4,200（税抜）プラス イコール

パターン
1

パターン
2

も し く は

※バッグ と フレーム を、 それぞれ違う
　数量でのご発注も可能となります。 
　例えば、バッグ3個、フレーム2台の様
　なご発注が出来ます。

※フラワー以外に、 ドット、 ボーダーも同様の価格体系が適用されます。

[ コ・コロ フラワーカート ブラック をご発注の場合 ]

( 改定 ・ 変更 前 )

（バッグ、フレームのセット品番）
319918 ｺｺﾛﾌﾗﾜｰ ｶｰﾄ BK

上代 ￥4,200（税抜）

( 改定 ・ 変更 後 )

（バッグ、フレームのセット品番）
319918 ｺｺﾛﾌﾗﾜｰ ｶｰﾄｾｯﾄ BK

上代 ￥4,800（税抜）

（バッグのみの品番）
423417 ｺｺﾛﾌﾗﾜｰ ｶｰﾄﾊﾞｯｸﾞ BK

上代 ￥2,600（税抜）
（フレームのみの品番）

422762 ｺｺﾛ ﾌﾚｰﾑST ﾀｲﾔ着脱式

上代 ￥2,200（税抜）
合計価格

上代 4,800（税抜）プラス イコール

パターン
1

パターン
2

も し く は

※バッグ と フレーム を、 それぞれ違う
　数量でのご発注も可能となります。 
　例えば、バッグ3個、フレーム2台の様
　なご発注が出来ます。

今後は、 従来のセット品番は在庫が無くなり次第に終了いたします。
改定・変更後は、 下記の様な価格体系となり、 新セット品番、 新バッグのみの品番、 
新フレームのみの品番と、 それぞれの品番からのご発注が可能となります。 
ご参照ください。

レギュラーサイズのバッグ は レギュラーサイズのフレ
ームのみ へ、 Sサイズのバッグ は Sサイズのフレーム
のみ への装着が可能です。
それぞれの互換性はございませんのでご注意ください。



[　　　　　　　　　　シリーズ　品番改廃 & 価格改定 リスト] 2015年1月　現在 株式会社レップ

2015年3月1日より、以下の品番に切り替えを行います。

[JANｺｰﾄﾞ] [商品名] [税抜価格] [JANｺｰﾄﾞ] [商品名] [税抜価格] [対応サイズ]

4534863279311 279311 ｺｺﾛ ｶｰﾄ BE ¥3,800 4534863424308 424308 ｺｺﾛ ｶｰﾄｾｯﾄ BE ¥4,300 レギュラーサイズ

4534863279328 279328 ｺｺﾛ ｶｰﾄ PK ¥3,800 4534863424315 424315 ｺｺﾛ ｶｰﾄｾｯﾄ PK ¥4,300 レギュラーサイズ

4534863279359 279359 ｺｺﾛ ｶｰﾄ KA ¥3,800 4534863424322 424322 ｺｺﾛ ｶｰﾄｾｯﾄ KA ¥4,300 レギュラーサイズ

4534863279373 279373 ｺｺﾛ ｶｰﾄ GY ¥3,800 4534863424339 424339 ｺｺﾛ ｶｰﾄｾｯﾄ GY ¥4,300 レギュラーサイズ

4534863279397 279397 ｺｺﾛ ｶｰﾄ BK ¥3,800 4534863424346 424346 ｺｺﾛ ｶｰﾄｾｯﾄ BK ¥4,300 レギュラーサイズ

4534863319901 319901 ｺｺﾛﾌﾗﾜｰ ｶｰﾄ RE ¥4,200 4534863424407 424407 ｺｺﾛﾌﾗﾜｰ ｶｰﾄｾｯﾄ RE ¥4,800 レギュラーサイズ

4534863319918 319918 ｺｺﾛﾌﾗﾜｰ ｶｰﾄ BK ¥4,200 4534863424414 424414 ｺｺﾛﾌﾗﾜｰ ｶｰﾄｾｯﾄ BK ¥4,800 レギュラーサイズ

4534863319925 319925 ｺｺﾛﾌﾗﾜｰ ｶｰﾄ BR ¥4,200 4534863424421 424421 ｺｺﾛﾌﾗﾜｰ ｶｰﾄｾｯﾄ BR ¥4,800 レギュラーサイズ

4534863319932 319932 ｺｺﾛﾌﾗﾜｰ ｶｰﾄ NV ¥4,200 4534863424438 424438 ｺｺﾛﾌﾗﾜｰ ｶｰﾄｾｯﾄ NV ¥4,800 レギュラーサイズ

4534863320006 320006 ｺｺﾛﾄﾞｯﾄ ｶｰﾄ RE ¥4,200 4534863424506 424506 ｺｺﾛﾄﾞｯﾄ ｶｰﾄｾｯﾄ RE ¥4,800 レギュラーサイズ

4534863320013 320013 ｺｺﾛﾄﾞｯﾄ ｶｰﾄ BK ¥4,200 4534863424513 424513 ｺｺﾛﾄﾞｯﾄ ｶｰﾄｾｯﾄ BK ¥4,800 レギュラーサイズ

4534863320020 320020 ｺｺﾛﾄﾞｯﾄ ｶｰﾄ BR ¥4,200 4534863424520 424520 ｺｺﾛﾄﾞｯﾄ ｶｰﾄｾｯﾄ BR ¥4,800 レギュラーサイズ

4534863320037 320037 ｺｺﾛﾄﾞｯﾄ ｶｰﾄ BL ¥4,200 4534863424537 424537 ｺｺﾛﾄﾞｯﾄ ｶｰﾄｾｯﾄ BL ¥4,800 レギュラーサイズ

4534863320112 320112 ｺｺﾛﾎﾞｰﾀﾞｰ ｶｰﾄ BK ¥4,200 4534863424612 424612 ｺｺﾛﾎﾞｰﾀﾞｰ ｶｰﾄｾｯﾄ BK ¥4,800 レギュラーサイズ

4534863320129 320129 ｺｺﾛﾎﾞｰﾀﾞｰ ｶｰﾄ BR ¥4,200 4534863424629 424629 ｺｺﾛﾎﾞｰﾀﾞｰ ｶｰﾄｾｯﾄ BR ¥4,800 レギュラーサイズ

4534863337707 337707 ｺｺﾛ ｶｰﾄS BE ¥3,600 4534863424704 424704 ｺｺﾛ ｶｰﾄｾｯﾄS BE ¥4,200 スモールサイズ

4534863337714 337714 ｺｺﾛ ｶｰﾄS PK ¥3,600 4534863424711 424711 ｺｺﾛ ｶｰﾄｾｯﾄS PK ¥4,200 スモールサイズ

4534863337721 337721 ｺｺﾛ ｶｰﾄS KA ¥3,600 4534863424728 424728 ｺｺﾛ ｶｰﾄｾｯﾄS KA ¥4,200 スモールサイズ

4534863337738 337738 ｺｺﾛ ｶｰﾄS GY ¥3,600 4534863424735 424735 ｺｺﾛ ｶｰﾄｾｯﾄS GY ¥4,200 スモールサイズ

4534863337745 337745 ｺｺﾛ ｶｰﾄS BK ¥3,600 4534863424742 424742 ｺｺﾛ ｶｰﾄｾｯﾄS BK ¥4,200 スモールサイズ

[JANｺｰﾄﾞ] [商品名] [税抜価格] [JANｺｰﾄﾞ] [商品名] [税抜価格] [対応サイズ]

4534863404102 404102 ｺｺﾛ 別売ｶｰﾄﾊﾞｯｸﾞ BE ¥2,000 4534863423301 423301 ｺｺﾛ ｶｰﾄﾊﾞｯｸﾞ BE ¥2,100 レギュラーサイズ

4534863404119 404119 ｺｺﾛ 別売ｶｰﾄﾊﾞｯｸﾞ PK ¥2,000 4534863423318 423318 ｺｺﾛ ｶｰﾄﾊﾞｯｸﾞ PK ¥2,100 レギュラーサイズ

4534863404126 404126 ｺｺﾛ 別売ｶｰﾄﾊﾞｯｸﾞ KA ¥2,000 4534863423325 423325 ｺｺﾛ ｶｰﾄﾊﾞｯｸﾞ KA ¥2,100 レギュラーサイズ

4534863404133 404133 ｺｺﾛ 別売ｶｰﾄﾊﾞｯｸﾞ GY ¥2,000 4534863423332 423332 ｺｺﾛ ｶｰﾄﾊﾞｯｸﾞ GY ¥2,100 レギュラーサイズ

4534863404140 404140 ｺｺﾛ 別売ｶｰﾄﾊﾞｯｸﾞ BK ¥2,000 4534863423349 423349 ｺｺﾛ ｶｰﾄﾊﾞｯｸﾞ BK ¥2,100 レギュラーサイズ

4534863404201 404201 ｺｺﾛﾌﾗﾜｰ 別売ｶｰﾄﾊﾞｯｸﾞ RE ¥2,400 4534863423400 423400 ｺｺﾛﾌﾗﾜｰ ｶｰﾄﾊﾞｯｸﾞ RE ¥2,600 レギュラーサイズ

4534863404218 404218 ｺｺﾛﾌﾗﾜｰ 別売ｶｰﾄﾊﾞｯｸﾞ BK ¥2,400 4534863423417 423417 ｺｺﾛﾌﾗﾜｰ ｶｰﾄﾊﾞｯｸﾞ BK ¥2,600 レギュラーサイズ

4534863404225 404225 ｺｺﾛﾌﾗﾜｰ 別売ｶｰﾄﾊﾞｯｸﾞ BR ¥2,400 4534863423424 423424 ｺｺﾛﾌﾗﾜｰ ｶｰﾄﾊﾞｯｸﾞ BR ¥2,600 レギュラーサイズ

4534863404232 404232 ｺｺﾛﾌﾗﾜｰ 別売ｶｰﾄﾊﾞｯｸﾞ NV ¥2,400 4534863423431 423431 ｺｺﾛﾌﾗﾜｰ ｶｰﾄﾊﾞｯｸﾞ NV ¥2,600 レギュラーサイズ

4534863404300 404300 ｺｺﾛﾄﾞｯﾄ 別売ｶｰﾄﾊﾞｯｸﾞ RE ¥2,400 4534863423509 423509 ｺｺﾛﾄﾞｯﾄ ｶｰﾄﾊﾞｯｸﾞ RE ¥2,600 レギュラーサイズ

4534863404317 404317 ｺｺﾛﾄﾞｯﾄ 別売ｶｰﾄﾊﾞｯｸﾞ BK ¥2,400 4534863423516 423516 ｺｺﾛﾄﾞｯﾄ ｶｰﾄﾊﾞｯｸﾞ BK ¥2,600 レギュラーサイズ

4534863404324 404324 ｺｺﾛﾄﾞｯﾄ 別売ｶｰﾄﾊﾞｯｸﾞ BR ¥2,400 4534863423523 423523 ｺｺﾛﾄﾞｯﾄ ｶｰﾄﾊﾞｯｸﾞ BR ¥2,600 レギュラーサイズ

4534863404331 404331 ｺｺﾛﾄﾞｯﾄ 別売ｶｰﾄﾊﾞｯｸﾞ BL ¥2,400 4534863423530 423530 ｺｺﾛﾄﾞｯﾄ ｶｰﾄﾊﾞｯｸﾞ BL ¥2,600 レギュラーサイズ

4534863404416 404416 ｺｺﾛﾎﾞｰﾀﾞｰ 別売ｶｰﾄﾊﾞｯｸﾞ BK ¥2,400 4534863423615 423615 ｺｺﾛﾎﾞｰﾀﾞｰ ｶｰﾄﾊﾞｯｸﾞ BK ¥2,600 レギュラーサイズ

4534863404423 404423 ｺｺﾛﾎﾞｰﾀﾞｰ 別売ｶｰﾄﾊﾞｯｸﾞ BR ¥2,400 4534863423622 423622 ｺｺﾛﾎﾞｰﾀﾞｰ ｶｰﾄﾊﾞｯｸﾞ BR ¥2,600 レギュラーサイズ

4534863404607 404607 ｺｺﾛ 別売ｶｰﾄﾊﾞｯｸﾞS BE ¥1,800 4534863423707 423707 ｺｺﾛ ｶｰﾄﾊﾞｯｸﾞS BE ¥2,000 スモールサイズ

4534863404614 404614 ｺｺﾛ 別売ｶｰﾄﾊﾞｯｸﾞS PK ¥1,800 4534863423714 423714 ｺｺﾛ ｶｰﾄﾊﾞｯｸﾞS PK ¥2,000 スモールサイズ

4534863404621 404621 ｺｺﾛ 別売ｶｰﾄﾊﾞｯｸﾞS KA ¥1,800 4534863423721 423721 ｺｺﾛ ｶｰﾄﾊﾞｯｸﾞS KA ¥2,000 スモールサイズ

4534863404638 404638 ｺｺﾛ 別売ｶｰﾄﾊﾞｯｸﾞS GY ¥1,800 4534863423738 423738 ｺｺﾛ ｶｰﾄﾊﾞｯｸﾞS GY ¥2,000 スモールサイズ

4534863404645 404645 ｺｺﾛ 別売ｶｰﾄﾊﾞｯｸﾞS BK ¥1,800 4534863423745 423745 ｺｺﾛ ｶｰﾄﾊﾞｯｸﾞS BK ¥2,000 スモールサイズ

[JANｺｰﾄﾞ] [商品名] [税抜価格] [対応サイズ]

4534863422762 422762 ｺｺﾛ　ﾌﾚｰﾑST　ﾀｲﾔ着脱式 ¥2,200 レギュラーサイズ

4534863422779 422779 ｺｺﾛ　ﾌﾚｰﾑST-S　ﾀｲﾔ着脱式 ¥2,000 スモールサイズ

以下の商品は、2015年1月末日をもちまして、生産を終了しました。
在庫が無くなり次第、順次廃番となります。

バッグ＆フレームのセット品番

廃番商品

バッグのみの品番

新品番

セット品番

バッグのみの品番

フレームのみの品番

全面的に改定いたします。
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