
2021年9月1日～　価格変更一覧（品番順） ご案内日：2021年6月9日

品番 商品名 税抜上代 税込上代 税抜上代 税込上代

A433 ハリネズミファネル ¥870 ¥957 ¥900 ¥990

AM022 カラーマグ チャコールグレー（2）  ¥480 ¥528 ¥580 ¥638

AM024 キャニスター　チャコールグレー ¥1,500 ¥1,650 ¥1,800 ¥1,980

AM025 ボウル　S チャコールグレー③ ¥580 ¥638 ¥650 ¥715

AM069 ロングマグ　チャコールグレー② ¥600 ¥660 ¥700 ¥770

HS1809 ｱｲｱﾝｼﾝｸﾞﾙｼｪﾙﾌS  黒2個ｾｯﾄ  ② ¥800 ¥880 ¥900 ¥990

HS1810 ｱｲｱﾝｼﾝｸﾞﾙｼｪﾙﾌM  黒2個ｾｯﾄ  ② ¥950 ¥1,045 ¥1,100 ¥1,210

HS1811 ｱｲｱﾝｼﾝｸﾞﾙｼｪﾙL  黒2個ｾｯﾄ  ② ¥1,300 ¥1,430 ¥1,500 ¥1,650

HS1852 ﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ灯具  E17用 30cm ¥3,800 ¥4,180 ¥4,200 ¥4,620

HS1853 ﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ灯具E17用30cm（ｶﾊﾞｰ付） ¥5,000 ¥5,500 ¥5,500 ¥6,050

HS1854 ﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ灯具  E17用 60cm ¥3,900 ¥4,290 ¥4,300 ¥4,730

HS1855 ﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ灯具E17用60cm（ｶﾊﾞｰ付） ¥5,100 ¥5,610 ¥5,600 ¥6,160

HS1856 ﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ灯具  E17用 100cm  4100 ¥4,100 ¥4,510 ¥4,500 ¥4,950

HS1857 ﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ灯具E17用100cm（ｶﾊﾞｰ付） ¥5,300 ¥5,830 ¥5,800 ¥6,380

HS1858 ﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ灯具E17用60cm挟みこみ用 ¥3,500 ¥3,850 ¥3,900 ¥4,290

HS1947 ボトルベースＳ ¥750 ¥825 ¥900 ¥990

HS1948 ボトルベースＭ ¥1,100 ¥1,210 ¥1,300 ¥1,430

HS1949 ボトルベースＬ ¥1,200 ¥1,320 ¥1,400 ¥1,540

現行価格

（2021年8月31日発注分まで適用）

新価格

（2021年9月1日発注分より適用）

敬具

株式会社アクシス

代表取締役社長　筒井啓仁

〒700-0973

岡山市北区下中野365-103

TEL：086-242-5115

Fax：086-242-5116

お客様　各位

2021年6月9日

価格改定のご案内

拝啓　 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます

日頃はご愛顧賜りまして誠にありがとうございます。

株式会社アクシスは、2021年9月1日ご発注分より、以下の商品の価格を改定させていただきます。

弊社では、製造コストの高騰を吸収するべく企業努力を重ねてまいりましたが、世界的な原材料市況高騰等の理由によ

り、商品価格の値上げを実施させていただきます。

新価格体系の実施は2021年9月1日からで、内容は改定価格商品一覧表のとおりでございます。

※2021年8月31日までにいただくご発注/先行予約に関しては現行価格で販売させていただきます。

お客様にはご迷惑をおかけいたしますが、何とぞ余儀ない事情をご理解いただき、今後とも変わらぬご高配を賜ります

ようお願い申し上げます。



HS1950 ピッチャー ¥2,400 ¥2,640 ¥2,700 ¥2,970

HS203 ミルクグラス シェード ウェーブM ¥3,100 ¥3,410 ¥3,400 ¥3,740

HS204 ミルクグラス シェード シェル ¥3,900 ¥4,290 ¥4,200 ¥4,620

HS205 ミルクグラス シェード フレンチ ¥4,600 ¥5,060 ¥4,800 ¥5,280

HS2126 ﾗｽﾃｨﾌﾗﾜｰﾍﾞｰｽＡ ¥950 ¥1,045 ¥1,100 ¥1,210

HS2127 ﾗｽﾃｨﾌﾗﾜｰﾍﾞｰｽＢ ¥950 ¥1,045 ¥1,100 ¥1,210

HS2128 ﾗｽﾃｨﾌﾗﾜｰﾍﾞｰｽＣ ¥950 ¥1,045 ¥1,100 ¥1,210

HS2156 ペンダント E17用 BR 30cm 挟みこみ用 ¥3,400 ¥3,740 ¥3,700 ¥4,070

HS2157 ペンダント E17用 BR 100cm 挟みこみ用 ¥3,700 ¥4,070 ¥4,100 ¥4,510

HS2167 ペンダント E26用 BR 30cm バルブ ¥3,400 ¥3,740 ¥3,700 ¥4,070

HS2168 ペンダント E26用 BR 60cm バルブ ¥3,500 ¥3,850 ¥3,900 ¥4,290

HS2169 ペンダント E26用 BR 100cm バルブ ¥3,700 ¥4,070 ¥4,100 ¥4,510

HS2170 ペンダント E26用 BR 30cm ¥3,800 ¥4,180 ¥4,200 ¥4,620

HS2171 ペンダント E26用 BR 60cm ¥3,900 ¥4,290 ¥4,300 ¥4,730

HS2172 ペンダント E26用 BR 100cm ¥4,100 ¥4,510 ¥4,500 ¥4,950

HS2173 ペンダント E26用 BR 30cm （シーリングカ ¥5,000 ¥5,500 ¥5,500 ¥6,050

HS2174 ペンダント E26用 BR 60cm （シーリングカ ¥5,100 ¥5,610 ¥5,600 ¥6,160

HS2175 ペンダント E26用 BR 100cm （シーリングカ ¥5,300 ¥5,830 ¥5,800 ¥6,380

HS2197 スモールコニックシェード EW ¥1,500 ¥1,650 ¥1,800 ¥1,980

HS2200 スモールコニックシェード RI ¥1,500 ¥1,650 ¥1,800 ¥1,980

HS2201 スモールコニックシェード AB ¥1,500 ¥1,650 ¥1,800 ¥1,980

HS2239 14cmサークルシェード  EW ¥1,500 ¥1,650 ¥1,800 ¥1,980

HS2241 14cmサークルシェード  B ¥1,900 ¥2,090 ¥2,300 ¥2,530

HS2247 ブラスペンダントシェードＭ ¥8,000 ¥8,800 ¥8,800 ¥9,680

HS2248 ブラスペンダントシェードＳ ¥7,300 ¥8,030 ¥8,000 ¥8,800

HS2337 真鍮ペンダント ¥3,200 ¥3,520 ¥3,500 ¥3,850

HS2386 IRON SHELF 150 ¥1,600 ¥1,760 ¥1,800 ¥1,980

HS2387 IRON SHELF 200 ¥1,800 ¥1,980 ¥2,000 ¥2,200

HS2388 IRON SHELF 250 ¥2,200 ¥2,420 ¥2,400 ¥2,640

HS2392 E17可動式ブラケット/ブラス ¥5,900 ¥6,490 ¥6,300 ¥6,930

HS2393 E26可動式ブラケット/ブラス ¥5,900 ¥6,490 ¥6,300 ¥6,930

HS2403 Iron Towel Hanger 280 ¥1,500 ¥1,650 ¥1,700 ¥1,870

HS2404 Iron Towel Hanger 430 ¥1,800 ¥1,980 ¥2,000 ¥2,200

HS2451 Iron Towel Hanger 680 ¥2,400 ¥2,640 ¥2,600 ¥2,860

HS2452 Iron Shelf 300 ¥2,800 ¥3,080 ¥3,000 ¥3,300

HS2599 ダクトレール用スポットライト セラミックE17 ¥3,500 ¥3,850 ¥4,000 ¥4,400

HS2600 ダクトレール用スポットライトセラミックE26 ¥3,500 ¥3,850 ¥4,000 ¥4,400

HS2614 ブラスハンギングフック ¥800 ¥880 ¥900 ¥990

HS2615 ブラスシーリングフック ¥800 ¥880 ¥900 ¥990

HS2616 ブラスラウンドフック ¥800 ¥880 ¥900 ¥990

HS2617 ブラスタオルハンガーS ¥2,100 ¥2,310 ¥2,500 ¥2,750

HS2618 ブラスタオルハンガーL ¥2,500 ¥2,750 ¥3,000 ¥3,300

HS2619 ブラスシェルフ150 ¥2,000 ¥2,200 ¥2,400 ¥2,640

HS2620 ブラスシェルフ200 ¥2,500 ¥2,750 ¥3,000 ¥3,300

HS2621 ブラスシェルフ250 ¥3,000 ¥3,300 ¥3,600 ¥3,960

HS2622 ブラスツーウェイハンドル ¥950 ¥1,045 ¥1,200 ¥1,320

HS2730 フタ付きポット シュガー ¥800 ¥880 ¥900 ¥990

HS2731 フタ付きポット ソルト ¥800 ¥880 ¥900 ¥990

HS2735 オーバルベース　M ¥1,400 ¥1,540 ¥1,700 ¥1,870

HS2736 オーバルベース　L ¥1,800 ¥1,980 ¥2,200 ¥2,420

HS2737 一輪挿し ホーロー ¥1,300 ¥1,430 ¥1,500 ¥1,650

HS2738 一輪挿し AB ¥1,300 ¥1,430 ¥1,500 ¥1,650

HS2739 ピラーベース ¥3,600 ¥3,960 ¥3,800 ¥4,180

HS2783 ブラス コートハンガー ¥2,100 ¥2,310 ¥2,300 ¥2,530

HS2785 ブラス ツーフック ¥850 ¥935 ¥900 ¥990

HS2786 ブラス スピンドルフック ¥650 ¥715 ¥800 ¥880

HS2808 Brass Handle Flat 125 ¥1,800 ¥1,980 ¥2,100 ¥2,310

HS2809 Brass Handle Flat 165 ¥2,100 ¥2,310 ¥2,400 ¥2,640

HS2810 Brass Flat　Hook　 ¥500 ¥550 ¥600 ¥660

HS2811 Brass Flat Hook Square ¥500 ¥550 ¥600 ¥660

HS2813 Brass Paper Holder ¥2,800 ¥3,080 ¥3,200 ¥3,520

HS2814 Brass Paper Holder W ¥4,800 ¥5,280 ¥5,300 ¥5,830

HS2815 ブラスサイン Toilet ¥2,200 ¥2,420 ¥2,500 ¥2,750

HS2827 ブラスサイン Toilet S ¥1,600 ¥1,760 ¥1,800 ¥1,980

HS2866 アイアンスクエアウォールシェルフ S ¥1,600 ¥1,760 ¥1,800 ¥1,980

HS2867 アイアンスクエアウォールシェルフ M ¥2,200 ¥2,420 ¥2,500 ¥2,750

HS2868 アイアンスクエアウォールシェルフ L ¥2,800 ¥3,080 ¥3,200 ¥3,520



HS2878 ダクトレール用スポットライトブラスE17 ¥4,500 ¥4,950 ¥4,900 ¥5,390

HS2879 ダクトレール用スポットライトブラスE26 ¥4,500 ¥4,950 ¥4,900 ¥5,390

HS2900 ペンダント E17用 BR 15cm 挟み込み用 ¥3,400 ¥3,740 ¥3,700 ¥4,070

HS2901 ペンダント E17用 BR 150cm 挟み込み用 ¥4,000 ¥4,400 ¥4,400 ¥4,840

HS2902 ペンダント E17用 BR 15cm ¥3,800 ¥4,180 ¥4,200 ¥4,620

HS2903 ペンダント E17用 BR 150cm ¥4,400 ¥4,840 ¥4,800 ¥5,280

HS2904 ペンダント E17用 BR 15cm（シーリングカバー付） ¥5,000 ¥5,500 ¥5,500 ¥6,050

HS2905 ペンダント E17用 BR 150cm（シーリングカバー付） ¥5,600 ¥6,160 ¥6,200 ¥6,820

HS2906 ペンダント E26用 BR 15cm ¥3,800 ¥4,180 ¥4,200 ¥4,620

HS2907 ペンダント E26用 BR 150cm ¥4,400 ¥4,840 ¥4,800 ¥5,280

HS2908 ペンダント E26用 BR 15cm（シーリングカバー付） ¥5,000 ¥5,500 ¥5,500 ¥6,050

HS2909 ペンダント E26用 BR 150cm（シーリングカバー付） ¥5,600 ¥6,160 ¥6,200 ¥6,820

HS2917 ラスティジャグ ¥1,400 ¥1,540 ¥1,600 ¥1,760

HS2918 ラスティフラワーベースバレル ¥3,400 ¥3,740 ¥3,600 ¥3,960

HS2919 ラスティフラワーベースナロウ ¥2,300 ¥2,530 ¥2,600 ¥2,860

HS2920 フラワーベースナロウ ¥2,300 ¥2,530 ¥2,600 ¥2,860

HS2921 フラワーベースフラスク ¥1,400 ¥1,540 ¥1,600 ¥1,760

HS2922 フラワーベースパゴダ ¥2,300 ¥2,530 ¥2,600 ¥2,860

HS889 ウォッシュベイシン  ③ ¥1,100 ¥1,210 ¥1,300 ¥1,430

HS890 チャンバーポット ¥1,560 ¥1,716 ¥1,800 ¥1,980

HSN528 小さな一輪挿し　スクエア ¥850 ¥935 ¥900 ¥990

HSN529 小さな一輪挿し　8角形　 ¥850 ¥935 ¥900 ¥990

HSN536 小さな一輪挿し ホーローA  ¥1,200 ¥1,320 ¥1,300 ¥1,430

HSN537 小さな一輪挿しホーローB ¥1,200 ¥1,320 ¥1,300 ¥1,430

HSN538 小さな一輪挿し ホーローC ¥1,200 ¥1,320 ¥1,300 ¥1,430

L2066 ぽってりマグ 白鳥 ¥530 ¥583 ¥600 ¥660

L2067 ぽってりマグ 羊 ¥530 ¥583 ¥600 ¥660

L2070 白鳥 キャニスターセット ¥1,500 ¥1,650 ¥1,800 ¥1,980

L2071 羊 キャニスターセット ¥1,500 ¥1,650 ¥1,800 ¥1,980

TE034 ﾌｪｲﾊﾞﾘｯﾄキャニスターセット ¥1,500 ¥1,650 ¥1,800 ¥1,980

TE035 フェイバリットベイシン  ② ¥700 ¥770 ¥800 ¥880

TE036W フェイバリットマグ  ② ¥430 ¥473 ¥480 ¥528

TE685 ねこマグカップ② ¥430 ¥473 ¥480 ¥528

TE687 とりマグカップ② ¥430 ¥473 ¥480 ¥528

TE689 ねこ＆とりキャニスターセット ¥1,300 ¥1,430 ¥1,500 ¥1,650

TE722 ブラスタオルレールS ¥1,600 ¥1,760 ¥1,900 ¥2,090

TE723 ブラスタオルレールL ¥2,100 ¥2,310 ¥2,500 ¥2,750

TE753 しろくまマグカップ② ¥430 ¥473 ¥480 ¥528

TE754 うさぎマグカップ② ¥430 ¥473 ¥480 ¥528

TE755 しろくま＆うさぎキャニスターセット ¥1,300 ¥1,430 ¥1,500 ¥1,650

TE756 しろくまミニマグカップ⑥ ¥280 ¥308 ¥320 ¥352

TE757 うさぎミニマグカップ⑥ ¥280 ¥308 ¥320 ¥352

TE760 しろくまプレート ¥1,300 ¥1,430 ¥1,500 ¥1,650

TE817 サニー マグ ¥430 ¥473 ¥480 ¥528

TE818 サニー ベイシン ¥700 ¥770 ¥800 ¥880

TE819 サニー キャニスターセット ¥1,500 ¥1,650 ¥1,800 ¥1,980

TE820 ★BRASS BROOCH TREE ¥2,500 ¥2,750 ¥2,800 ¥3,080

TE821 ★BRASS BROOCH LEAF RING ¥2,500 ¥2,750 ¥2,800 ¥3,080

TE822 ★BRASS BROOCH FLOWER ¥2,500 ¥2,750 ¥2,800 ¥3,080

TE823 ★BRASS BROOCH OLIVE ¥2,500 ¥2,750 ¥2,800 ¥3,080

TE835 ブラストライアングルホルダー ¥2,200 ¥2,420 ¥2,400 ¥2,640

TE836 ブラスディスプレイスタンドS ¥700 ¥770 ¥800 ¥880

TE837 ブラスディスプレイスタンドM ¥900 ¥990 ¥1,000 ¥1,100

TE838 ブラスディスプレイスタンドL ¥1,100 ¥1,210 ¥1,200 ¥1,320

TE848 ブルーバードキャニスター ¥1,500 ¥1,650 ¥1,800 ¥1,980

TE849 ブルーバードマグ② ¥430 ¥473 ¥480 ¥528


