
2022年 3月吉日 

お客様各位 

株式会社ジャストコーポレーション 

 

プラスチック名刺ケース価格改定(値上げ)のご案内 

 

拝啓 貴社益々ご繁栄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、厚く御礼申し上げます。 

 

ご愛顧頂いております弊社プラスチック名刺ケースですが、 

原材料価格の高騰、運送費用等の上昇、それらに起因する部品・副資材などの調達コストの

上昇が続いております。 

 

このような状況下、弊社と致しましては、あらゆるコストダウンに取り組み続けましたが、 

本商品は弊社内での吸収が不可能となり、現状の価格では安定的な供給を継続することが

極めて困難な状況となって参りました。  

 

つきましては、誠に不本意ではございますが、2022年 4月 1日ご注文分よりプラスチック

名刺ケースの販売価格を改定させて頂くこととなりました。 

販売価格につきましては別紙をご参照賜れば幸いで御座います。 

 

お客様におかれましては、何卒これらの諸事情をご賢察いただき、 

弊社としても甚だ不本意では御座いますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上

げます。 

敬具 

 

【対象商品】 

プラスチック名刺ケース全般（別紙参照） 

 

【改定率】 

約 20％程度（別紙参照） 

 

【価格改定日】 

2022年 4月 1日（金）ご注文分より 



■プラスチック名刺ケース改定価格表

税抜 税込 税抜 税込

100 ¥35.00 ¥38.50 ¥42.00 ¥46.20

400 ¥33.00 ¥36.30 ¥40.00 ¥44.00

800 ¥32.00 ¥35.20 ¥39.00 ¥42.90

1,200 ¥31.00 ¥34.10 ¥38.00 ¥41.80

1,600 ¥29.00 ¥31.90 ¥35.00 ¥38.50

2,000 ¥28.00 ¥30.80 ¥34.00 ¥37.40

4,000 ¥28.00 ¥30.80 ¥34.00 ¥37.40

JM-1027C 10 ¥41.00 ¥45.10 ¥50.00 ¥55.00

100 ¥26.00 ¥28.60 ¥32.00 ¥35.20

400 ¥24.00 ¥26.40 ¥29.00 ¥31.90

800 ¥22.00 ¥24.20 ¥27.00 ¥29.70

1,200 ¥20.00 ¥22.00 ¥24.00 ¥26.40

1,600 ¥19.00 ¥20.90 ¥23.00 ¥25.30

2,000 ¥18.00 ¥19.80 ¥22.00 ¥24.20

4,000 ¥18.00 ¥19.80 ¥22.00 ¥24.20

JM-1028C 10 ¥41.00 ¥45.10 ¥50.00 ¥55.00

100 ¥26.00 ¥28.60 ¥32.00 ¥35.20

400 ¥24.00 ¥26.40 ¥29.00 ¥31.90

800 ¥22.00 ¥24.20 ¥27.00 ¥29.70

1,200 ¥20.00 ¥22.00 ¥24.00 ¥26.40

1,600 ¥19.00 ¥20.90 ¥23.00 ¥25.30

2,000 ¥18.00 ¥19.80 ¥22.00 ¥24.20

4,000 ¥18.00 ¥19.80 ¥22.00 ¥24.20

JM-1033C 10 ¥44.00 ¥48.40 ¥53.00 ¥58.30

100 ¥29.00 ¥31.90 ¥35.00 ¥38.50

400 ¥27.00 ¥29.70 ¥33.00 ¥36.30

800 ¥25.00 ¥27.50 ¥30.00 ¥33.00

1,200 ¥23.00 ¥25.30 ¥28.00 ¥30.80

1,600 ¥21.00 ¥23.10 ¥26.00 ¥28.60

2,000 ¥20.00 ¥22.00 ¥24.00 ¥26.40

4,000 ¥20.00 ¥22.00 ¥24.00 ¥26.40

JM-1034C 10 ¥65.00 ¥71.50 ¥78.00 ¥85.80

100 ¥57.00 ¥62.70 ¥69.00 ¥75.90

400 ¥53.00 ¥58.30 ¥64.00 ¥70.40

800 ¥49.00 ¥53.90 ¥59.00 ¥64.90

1,200 ¥45.00 ¥49.50 ¥54.00 ¥59.40

1,600 ¥43.00 ¥47.30 ¥52.00 ¥57.20

2,000 ¥40.00 ¥44.00 ¥48.00 ¥52.80

4,000 ¥40.00 ¥44.00 ¥48.00 ¥52.80

JM-1035C 10 ¥75.00 ¥82.50 ¥90.00 ¥99.00

100 ¥67.00 ¥73.70 ¥81.00 ¥89.10

200 ¥64.00 ¥70.40 ¥77.00 ¥84.70

400 ¥60.00 ¥66.00 ¥72.00 ¥79.20

800 ¥57.00 ¥62.70 ¥69.00 ¥75.90

1,200 ¥50.00 ¥55.00 ¥60.00 ¥66.00

2,000 ¥50.00 ¥55.00 ¥60.00 ¥66.00

4,000 ¥50.00 ¥55.00 ¥60.00 ¥66.00

JM-1036C 10 ¥85.00 ¥93.50 ¥102.00 ¥112.20

100 ¥77.00 ¥84.70 ¥93.00 ¥102.30

200 ¥73.00 ¥80.30 ¥88.00 ¥96.80

400 ¥68.00 ¥74.80 ¥82.00 ¥90.20

800 ¥63.00 ¥69.30 ¥76.00 ¥83.60

1,200 ¥57.00 ¥62.70 ¥69.00 ¥75.90

2,000 ¥57.00 ¥62.70 ¥69.00 ¥75.90

4,000 ¥57.00 ¥62.70 ¥69.00 ¥75.90

はがき用ＰＰケース

JM-1034

JM-1035

JM-1036

JM-1028
【標準サイズ】PP名刺ケース（色：ブルー）

【大サイズ】PP名刺ケース（色：クリア）
JM-1033

2022年4月1日ご注文分より

旧価格（1個あたり）

JM-1027

メール便対応ＰＰケース

カードスタンド

【標準サイズ】PP名刺ケース（色：クリア）

【標準サイズ】プラスチック名刺ケース（色：ブルー）
【標準サイズ】プラスチック名刺ケース（色：スモーク）
【標準サイズ】プラスチック名刺ケース（色：イエロー）

JM-1004
JM-1004S
JM-1004Y

新価格（1個あたり）
数量品　番商 品 名



JM-1056C 10 ¥41.00 ¥45.10 ¥50.00 ¥55.00

100 ¥26.00 ¥28.60 ¥32.00 ¥35.20

400 ¥24.00 ¥26.40 ¥29.00 ¥31.90

800 ¥22.00 ¥24.20 ¥27.00 ¥29.70

1,200 ¥20.00 ¥22.00 ¥24.00 ¥26.40

1,600 ¥19.00 ¥20.90 ¥23.00 ¥25.30

2,000 ¥18.00 ¥19.80 ¥22.00 ¥24.20

4,000 ¥18.00 ¥19.80 ¥22.00 ¥24.20

JM-1072C 10 ¥41.00 ¥45.10 ¥50.00 ¥55.00

100 ¥26.00 ¥28.60 ¥32.00 ¥35.20

400 ¥24.00 ¥26.40 ¥29.00 ¥31.90

800 ¥22.00 ¥24.20 ¥27.00 ¥29.70

1,200 ¥20.00 ¥22.00 ¥24.00 ¥26.40

1,600 ¥19.00 ¥20.90 ¥23.00 ¥25.30

2,000 ¥18.00 ¥19.80 ¥22.00 ¥24.20

4,000 ¥18.00 ¥19.80 ¥22.00 ¥24.20

100 ¥25.00 ¥27.50 ¥30.00 ¥33.00

400 ¥23.00 ¥25.30 ¥28.00 ¥30.80

800 ¥21.00 ¥23.10 ¥26.00 ¥28.60

1,200 ¥19.00 ¥20.90 ¥23.00 ¥25.30

1,600 ¥18.00 ¥19.80 ¥22.00 ¥24.20

2,000 ¥17.00 ¥18.70 ¥21.00 ¥23.10

4,000 ¥17.00 ¥18.70 ¥21.00 ¥23.10

JM-1074C 10 ¥69.00 ¥75.90 ¥83.00 ¥91.30

100 ¥61.00 ¥67.10 ¥74.00 ¥81.40

400 ¥57.00 ¥62.70 ¥69.00 ¥75.90

800 ¥53.00 ¥58.30 ¥64.00 ¥70.40

1,200 ¥49.00 ¥53.90 ¥59.00 ¥64.90

1,600 ¥47.00 ¥51.70 ¥57.00 ¥62.70

2,000 ¥44.00 ¥48.40 ¥53.00 ¥58.30

4,000 ¥44.00 ¥48.40 ¥53.00 ¥58.30

【標準サイズ】PP名刺ケース(色:クリア)(刻印なし)
JM-1072

【標準サイズ】PP名刺ケース（色：ピンク）
JM-1056

ネコポス便対応PP名刺ケース
JM-1074

【標準サイズ】PP名刺ケース(色:クリア)(リブなし) JM-1073


