
お取引様各位

拝啓　時下、益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

2015-16年A&Wカタログを8月下旬に発行予定となっております。
その中で一部価格改定の商品がございますのでお知らせ致します。
下記の商品に関しまして、生産国の原材料・燃料費・人件費の高騰等により、
現在の価格を維持することが大変困難な状況になって参りました。

誠に不本意ではありますが価格改定を行うに至った次第でございます。
下記の表をご確認頂き、新上代をご了承の上、ご注文賜りますようお願い申し上げます。

2015-16A&Wカタログは8月25日以降、順次発送させて頂きます。
尚、8月28日までの受注分は現行カタログ(2015S&S)記載上代、
それ以降の受注分は新上代とさせて頂きます。

何卒、ご理解の程、賜りたく宜しくお願い申し上げます。
敬具

ページは2015 S&S カタログからとなっております。

P 品番 品名 新上代(税抜) 現行上代(税抜) 備考

9 50517 花　センタークロス　丸 ¥3,000 ¥2,650

9 50525 花　センタークロス　角 ¥4,200 ¥3,000

9 50519 スター　ランナー ¥2,600 ¥2,200

9 50526 花　ランナー ¥2,600 ¥2,200

9 50520 クッションカバー　花 ¥1,800 ¥1,400

9 50527 クッションカバー　ボンボン ¥1,800 ¥1,400

10 50515 スター　ランチョンマット ¥850 ¥640

10 50524 花　ランチョンマット ¥850 ¥640

10 50523 花コースターＬ ¥220 ¥170

10 50522 スターコースターＬ ¥220 ¥170

35 590 ピッチャー　ホワイト ¥2,000 ¥1,980

35 504 タンブラー　ホワイト ¥500 ¥400

35 410 ウォッシュベイシン　ホワイト ¥1,200 ¥980

35 500 マグカップ　ホワイト ¥550 ¥400

36 624 コーヒーポット　ホワイト ¥2,400 ¥2,200

36 440L パイディッシュ　ホワイト ¥540 ¥440

36 455L パスタプレート　ホワイト ¥700 ¥650

36 545S キャニスターＳ　ホワイト ¥1,000 ¥950

36 400L ボウル　ホワイト ¥750 ¥600

36 541L ソースパン　ホワイト ¥1,000 ¥980

36 570 ユーテンシルホルダー　ホワイト ¥1,300 ¥1,100

37 504W タンブラー　ブルー ¥500 ¥400

37 504R タンブラー　レッド ¥500 ¥400

37 410W ウォッシュベイシン　ブルー ¥1,200 ¥950

37 410R ウォッシュベイシン　レッド ¥1,200 ¥950

37 500W マグカップ　ブルー ¥550 ¥400

37 500R マグカップ　レッド ¥550 ¥400

37 455WL パスタプレート　ブルー ¥700 ¥650

37 455RL パスタプレート　レッド ¥700 ¥650

37 570W ユーテンシルホルダー　ブルー ¥1,300 ¥1,100

37 570R ユーテンシルホルダー　レッド ¥1,300 ¥1,100

38 624W コーヒーポット　ブルー ¥2,400 ¥2,200

38 624R コーヒーポット　レッド ¥2,400 ¥2,200

38 440WL パイディッシュ　ブルー ¥540 ¥440

38 440RL パイディッシュ　レッド ¥540 ¥440

38 545WS キャニスターＳ　ブルー ¥1,000 ¥950

38 545RS キャニスターＳ　レッド ¥1,000 ¥950

38 400WL ボウル　ブルー ¥750 ¥600

38 400RL ボウル　レッド ¥750 ¥600

38 540WL ソースパン　ブルー ¥1,000 ¥980

38 541RL ソースパン　レッド ¥1,000 ¥980

44 905591 ワイヤーグラスラック ¥950 ¥750

45 903282 ワイヤーダストパックホルダー ¥950 ¥750

45 903885 ワイヤータオルラック ¥2,800 ¥2,200

2015年7月吉日

上代変更について



P 品番 品名 新上代(税抜) 現行上代(税抜) 備考

46 62254 ハーフラウンドピンチハンガー１２ピンチ ¥1,600 ¥1,100

46 60758 ステンレススチールピンチハンガー　２０ピンチ ¥3,000 ¥2,200

46 60789 ３段ハンギングバスケットＳ ¥700 ¥530

46 60790 ３段ハンギングバスケットＬ ¥900 ¥750

48 840-50 木製クロスピン　Ｌ ¥550 ¥380

51 62017 Lluvia　アンブレラスタンド ¥2,200 ¥1,980

61 10779 ウィッカーバスケットセット２ ¥3,400 ¥3,080 セット2

61 10779L ウィッカーバスケットセット２  Ｌ ¥2,100 ¥1,980 セット2内訳

61 10779S ウィッカーバスケットセット２　Ｓ ¥1,300 ¥1,100 セット2内訳

61 10626 ウィッカーバスケットＷレース ¥3,500 ¥2,860

61 10764 ウィッカーバスケット　フードカバーセット２ ¥3,500 ¥3,080 セット2

61 10764L ウィッカーバスケット　フードカバーセット２　Ｌ ¥2,200 ¥1,980 セット2内訳

61 10764S ウィッカーバスケット　フードカバーセット２　Ｓ ¥1,300 ¥1,100 セット2内訳

61 10896 ウィッカーバスケット　ブレッドケース ¥3,000 ¥2,650

61 10627 ランドリーバスケット／Ｗレースセット２ ¥12,600 ¥10,600 セット2

61 10627L ランドリーバスケット／Ｗレースセット２　Ｌ ¥6,800 ¥5,800 セット2内訳

61 10627S ランドリーバスケット／Ｗレースセット２　Ｓ ¥5,800 ¥4,800 セット2内訳

61 10612 ウィッカーバスケットＷレース ¥2,000 ¥1,800

61 10613 ウィッカーバスケットＷレース ¥2,600 ¥2,400

61 10617 ウィッカーバスケットＷレース ¥2,200 ¥1,850

62 10574 ウィッカーバスケット ¥3,200 ¥2,650

62 10575 ウィッカーバスケット ¥2,400 ¥1,980

62 10576 ウィッカーバスケット ¥2,600 ¥2,200

62 10577 ウィッカーバスケット ¥1,800 ¥1,300

62 10578 ウィッカーバスケット ¥1,800 ¥1,300

62 10580 ウィッカーバスケット ¥2,400 ¥2,200

62 10583 ウィッカーバスケット ¥2,000 ¥1,650

62 10584 ウィッカーバスケット ¥2,200 ¥1,800

62 10585 ウィッカーバスケット ¥1,300 ¥1,100

62 10581 ウィッカーバスケットセット２ ¥4,500 ¥3,500 セット2

62 10581L ウィッカーバスケットセット２　Ｌ ¥2,700 ¥2,200 セット2内訳

62 10581S ウィッカーバスケットセット２　Ｓ ¥1,800 ¥1,300 セット2内訳

62 10893 ウィッカーバスケットセット２ ¥3,200 ¥2,780 セット2

62 10893L ウィッカーバスケットセット２　Ｌ ¥2,000 ¥1,800 セット2内訳

62 10893S ウィッカーバスケットセット２　Ｓ ¥1,200 ¥980 セット2内訳

73 80806 ぶどう ¥650 ¥950 値下げ

87 40875 IDYLLIC GARDEN　ガーデンウィールＳ　ブラウン ¥2,800 ¥2,600

87 40876 IDYLLIC GARDEN　ガーデンウィールＳ　ホワイト ¥2,800 ¥2,600

87 40877 IDYLLIC GARDEN　ガーデンウィールＭ　ブラウン ¥4,500 ¥4,000

87 40878 IDYLLIC GARDEN　ガーデンウィールＭ　ホワイト ¥4,500 ¥4,000

87 40879 IDYLLIC GARDEN　ガーデンウィールＬ　ブラウン ¥6,500 ¥6,000

87 40880 IDYLLIC GARDEN　ガーデンウィールＬ　ホワイト ¥6,500 ¥6,000

116 41086 ｈｕｏｎｅ　ハウスボックス ¥1,200 ¥980

116 41089 ｈｕｏｎｅ　ウォールハウス ¥1,500 ¥1,300

117 40573 アンティークウッドボックス ¥4,800 ¥4,000

117 40574 アンティークウッドボックス ¥7,800 ¥6,200

118 40669 ディスプレイボックス ¥4,800 ¥4,000

118 40664 キューブシェルフ ¥12,500 ¥10,000

118 40671 ドロワー　Ｓ ¥4,800 ¥4,000

118 40672 ドロワー　Ｌ ¥7,200 ¥6,200

118 40676 ドキュメントラック ¥3,600 ¥2,600

118 40677 ドキュメントボックス ¥6,400 ¥5,200

118 40666 コレクショントレイ ¥2,800 ¥2,400

121 40421 ラダーL　ブラウン ¥7,500 ¥6,200

121 40422 ラダーL　ホワイト ¥7,500 ¥6,200

121 40571 コンバーチブルボックスS　ブラウン ¥4,800 ¥4,000

121 40572 コンバーチブルボックスS　ホワイト ¥4,800 ¥4,000

122 40743 ディスプレイシェルフ　ブラウン ¥2,500 ¥2,200
セット3
(S×2,L×1)

122 40743L ディスプレイシェルフ　ブラウンＬ ¥1,300 ¥1,100 セット3内訳

122 40743S ディスプレイシェルフ　ブラウンＳ ¥600 ¥550 セット3内訳

122 40744 ディスプレイシェルフ　ホワイト ¥2,500 ¥2,200
セット3
(S×2,L×1)

122 40744L ディスプレイシェルフ　ホワイトＬ ¥1,300 ¥1,100 セット3内訳

122 40744S ディスプレイシェルフ　ホワイトＳ ¥600 ¥550 セット3内訳



P 品番 品名 新上代(税抜) 現行上代(税抜) 備考

122 40276 ディスプレイボードＳ ¥1,500 ¥1,100

122 40277 ディスプレイボードＬ ¥2,500 ¥1,980

122 40215 ウッデンフック　３連 ¥1,000 ¥750

122 40216 ウッデンフック　５連 ¥1,300 ¥950

130 61047 ハンギングサークルフック　ホワイト ¥1,700 ¥1,100

130 61048 ハンギングサークルフック　ブラウン ¥1,700 ¥1,100

130 60703 ワイヤートレイＳ ¥1,200 ¥950

130 60704 ワイヤートレイＬ ¥1,500 ¥1,300

130 60776 ワイヤーバスケットＳ ¥1,100 ¥950

130 60777 ワイヤーバスケットＬ ¥1,600 ¥1,300

131 60863 スパイラルフック　ブラック ¥1,300 ¥1,100

131 61392 スパイラルフック　ホワイト ¥1,300 ¥1,100

132 61062 アイアンＳフックＳＳ　ホワイト ¥170 ¥90

132 61063 アイアンＳフックＳ　ホワイト ¥180 ¥100

132 61064 アイアンＳフックＭ　ホワイト ¥220 ¥140

132 61065 アイアンＳフックＬ　ホワイト ¥250 ¥170

132 61066 アイアンＳフックＳＳ　ブラウン ¥170 ¥90

132 61067 アイアンＳフックＳ　ブラウン ¥180 ¥100

132 61068 アイアンＳフックＭ　ブラウン ¥220 ¥140

132 61069 アイアンＳフックＬ　ブラウン ¥250 ¥170

132 W1080S ワイヤーカードホルダーＳ　ブラウン ¥2,200 ¥1,980

132 W1080WS ワイヤーカードホルダーＳ　ホワイト ¥2,200 ¥1,980

145 62321 アイアンブラケット　リーフ　ホワイト ¥980 ¥850

145 61130 アイアンブラケット　リーフ　ブラウン ¥980 ¥850

145 62322 アイアンブラケット　エンジェル　ホワイト ¥980 ¥850

145 61299 アイアンブラケット　エンジェル　ブラウン ¥980 ¥850

145 62323 アイアンブラケット　ホース　ホワイト ¥980 ¥850

145 61300 アイアンブラケット　ホース　ブラウン ¥980 ¥850

145 62324 アイアンブラケット　バード　ホワイト ¥980 ¥850

145 61301 アイアンブラケット　バード　ブラウン ¥980 ¥850

190 62329 バードトレイ　ホワイト ¥1,000 ¥850

190 61565 バードトレイ　ブラウン ¥1,000 ¥850

193 62449 ハンギング　ガラスポット ¥1,200 ¥980

193 62450 ハンギング　ガラスポット ¥1,200 ¥980

193 62451 ハンギング　ガラスポット ¥1,200 ¥980

193 62452 ハンギング　ガラスポット ¥1,200 ¥980

193 62453 ハンギング　ガラスポット ¥1,200 ¥980

193 62455 ハンギング　ガラスポット ¥1,200 ¥980

ご不明な点、ご質問、ご要望ございましたら各営業担当に御連絡下さい。

POSH LIVING Co.,Ltd.
TEL:054-256-5060
FAX:054-256-5061

URL:http://www.poshliving.co.jp

http://www.poshliving.co.jp/
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