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2021 年 11 月吉日 

価格改定のお願い 
 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

日頃は弊社製品の拡販にご協力頂きまことに有り難うございます。 

 さて、近年の仕入価格の高騰に対して価格の維持が困難な状況にあります。 

2022 年 4 月より下記の通り価格の改定をお願い申し上げます。 

今後とも一層のご愛顧を賜りたく重ねてお願い申し上げます。 

敬具 

記 

鋳鉄製まくら型分銅  

精度等級 質量 旧価格 新価格 

M1 級 

20kg ￥28,900 \30,800 

10kg ￥19,200 \22,400 

5kg ￥14,700 \18,000 

2kg ￥9,300 \12,700 

1kg ￥7,900 \11,500 

500g ￥7,300 \9,900 

 

精度等級 質量 旧価格 新価格 

M2 級 

20kg ￥27,900 \29,800 

10kg ￥18,200 \21,400 

5kg ￥13,700 \17,000 

2kg ￥8,800 \12,200 

1kg ￥7,400 \11,000 

500g ￥6,800 \9,400 
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ステンレス製まくら型分銅  

精度等級 質量 旧価格 新価格 

F1 級 

20kg \107,000 \132,000 

10kg \80,000 \87,000 

5kg \50,000 \59,000 

2kg \35,000 \41,000 

1kg \30,000 \35,000 

 

精度等級 質量 旧価格 新価格 

F2 級 

20kg \91,000 \110,000 

10kg \60,000 \72,000 

5kg \41,000 \49,000 

2kg \28,000 \34,000 

1kg \24,000 \29,000 

 

精度等級 質量 旧価格 新価格 

M1 級 

20kg \88,000 \105,000 

10kg \57,000 \68,000 

5kg \38,000 \45,000 

2kg \25,000 \30,000 

1kg \21,000 \25,000 

 

精度等級 質量 旧価格 新価格 

M2 級 

20kg \87,000 \104,000 

10kg \56000 \67,000 

5kg \37,000 \44,000 

2kg \24,000 \29,000 

1kg \20,000 \24,000 
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ステンレス製まくら型分銅+アルミケース  

精度等級 質量 旧価格 新価格 

F1 級 

20kg \114,000 \137,000 

10kg \89,000 \96,000 

5kg \62,000 \71,000 

2kg \48,000 \54,000 

1kg \44,000 \49,000 

 

精度等級 質量 旧価格 新価格 

F2 級 

20kg \100,000 \117,000 

10kg \71,000 \82,000 

5kg \54,000 \62,000 

2kg \42,000 \48,000 

1kg \38,000 \44,000 

 

精度等級 質量 旧価格 新価格 

M1 級 

20kg \97,000 \113,000 

10kg \68,000 \79,000 

5kg \51,000 \58,000 

2kg \39,000 \45,000 

1kg \36,000 \40,000 

 

精度等級 質量 旧価格 新価格 

M2 級 

20kg \96,000 \112,000 

10kg \67000 \78,000 

5kg \50,000 \57,000 

2kg \38,000 \44,000 

1kg \35,000 \39,000 
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ステンレス製まくら型分銅+JCSS 質量校正  

精度等級 質量 旧価格 新価格 

F1 級 

20kg \124,000 \149,000 

10kg \100,000 \107,000 

5kg \73,000 \81,000 

2kg \60,000 \65,000 

1kg \42,000 \47,000 

 

精度等級 質量 旧価格 新価格 

F2 級 

20kg \97,000 \118,000 

10kg \70,000 \82,000 

5kg \53,000 \61,000 

2kg \42,000 \47,000 

1kg \31,000 \36,000 

 

精度等級 質量 旧価格 新価格 

M1 級 

20kg \91,000 \105,000 

10kg \61,000 \70,000 

5kg \43,000 \49,000 

2kg \31,000 \35,000 

1kg \26,000 \29,000 

 

精度等級 質量 旧価格 新価格 

M2 級 

20kg \90,000 \104,000 

10kg \60,000 \69,000 

5kg \42,000 \48,000 

2kg \30,000 \34,000 

1kg \25,000 \28,000 
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ステンレス製まくら型分銅+アルミケース+JCSS 質量校正  

精度等級 質量 旧価格 新価格 

F1 級 

20kg \142,000 \166,000 

10kg \117,000 \124,000 

5kg \90,000 \98,000 

2kg \76,000 \81,000 

1kg \59,000 \64,000 

 

精度等級 質量 旧価格 新価格 

F2 級 

20kg \116,000 \135,000 

10kg \87,000 \99,000 

5kg \70,000 \78,000 

2kg \58,000 \64,000 

1kg \47,000 \53,000 

 

精度等級 質量 旧価格 新価格 

M1 級 

20kg \104,000 \122,000 

10kg \75,000 \87,000 

5kg \58,000 \66,000 

2kg \47,000 \52,000 

1kg \42,500 \46,000 

 

精度等級 質量 旧価格 新価格 

M2 級 

20kg \103,000 \121,000 

10kg \74,000 \86,000 

5kg \57,000 \65,000 

2kg \46,000 \51,000 

1kg \41,500 \46,000 
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鋳鉄まくら型大型分銅 

精度等級 質量 旧価格 新価格 

M1 級 

1000kg \867,000 \983,000 

500kg \557,000 \612,000 

200kg \232,000 \260,000 

100kg \123,000 \139,000 

50kg \75,000 \82,000 

 

精度等級 質量 旧価格 新価格 

M2 級 

1000kg \847,000 \963,000 

500kg \547,000 \602,000 

200kg \222,000 \250,000 

100kg \118,000 \134,000 

50kg \70,000 \77,000 

 

 

株式会社村上衡器製作所 

〒535-0005 大阪府大阪市旭区赤川２−１０−３１ 

TEL:06-6928-7571 / FAX:06-6928-1099 

URL: http://www.murakami-koki.co.jp/ 

e-mail:sales@murakami-koki.co.jp 


