
2023 年 3 月 1 日 

お客様各位 

株式会社阪神交易 

営業企画部 

価格改定のご案内 

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品をご利用頂きま

して、誠にありがとうございます。 

 原材料の高騰、為替、製造ラインの関連コスト上昇により、誠に不本意ながら価格改定を

実施させていただきたくこととなりました。 

何卒諸事情をご賢察いただき、ご理解くださいますようお願い申し上げます。 

つきましては 2023 年 4 月 1 日(土)受注分より、下記表の通り定価を改定させていただきま

す。 

謹白 

記 

<価格改定製品一覧> 

ブランド 品番 JAN コード 商品名 新標準本体価格 

エドマ 041155 4580313196158 トップグラフ \9,000(税込\9,900) 

エドマ 269055 4580313196448 ストーンタイルリフター \15,200(税込\16,720) 

エドマ 066455 4580313196387 インスレーションカッター300 \9,500(税込\10,450) 

エドマ 010755 4580313196004 フライヤーS \7,700(税込\8,470) 

エドマ 011055 4580313196028 スーパーコップ NR1 \14,000(税込\15,400) 

エドマ 045555 4580313196257 トルネードプロ \6,400(税込\7,040) 

エドマ 032455 4580313196295 マット２ \28,500(税込\31,350) 

エドマ 037755 4580313196530 スレートリッパー600 \14,000(税込\15,400) 

エドマ 040655 4580313196165 ベビーグラフ \6,600(税込\7,260) 

エドマ 041901 4580313196172 オメガ 16（ガルバ鋼） \3,200(税込\3,520) 

エドマ 042001 4580313196189 オメガ 20（ガルバ鋼） \4,400(税込\4,840) 

エドマ 043001 4580313196196 オメガ 20（ガルバ鋼）PVC コート緑 \4,800(税込\5,280) 

エドマ 042301 4580313196202 オメガ 20（ステンレス） \9,900(税込\10,890) 

エドマ 071055 4580313196110 マルチコップエクストラ \8,100(税込\8,910) 

エドマ 031055 4580313196288 マット \28,500(税込\31,350) 

エドマ 032055 4580313196301 マットコップ \14,600(税込\16,060) 



ブランド 品番 JAN コード 商品名 新標準本体価格 

エドマ 032555 4580313196318 マットコップ２ \15,500(税込\17,050) 

エドマ 037655 4580313196523 スレートリッパー４００ \13,000(税込\14,300) 

エドマ 011355 4580313196035 スーパーコップＮＲ３ \15,000(税込\16,500) 

エドマ 010655 4580313196011 フライヤーＳＬ \9,500(税込\10,450) 

エドマ 010955 4580313196042 アポロライトカット \6,500(税込\7,150) 

エドマ 109055 4580313196059 アポロレフトカット \6,500(税込\7,150) 

エドマ 170055 4580313196264 マルチコップボックス \13,000(税込\14,300) 

エドマ 067055 4580313196479 コロコプラック 150 \3,600(税込\3,960) 

エドマ 069255 4580313196073 ラップラック \8,000(税込\8,800) 

エドマ 075055 4580313196233 プルリコップエクストラ \8,000(税込\8,800) 

エドマ 023155 4580313196486 スープラフィクス \5,600(税込\6,160) 

エドマ 031855 4580313196240 パンチャー \13,000(税込\14,300) 

エドマ 086555 4580313196455 プレスデッキ \55,000(税込\60,500) 

エドマ 089955 4580313196271 バリオカット \96,000(税込\105,600) 

エドマ 264055 4580313196417 ディンプラー \4,600(税込\5,060) 

エドマ 266555 4580313196363 スチロールカッター \220,000(税込\242,000) 

エドマ 366655 4580313196370 スチロールコーナーカッター \130,000(税込\143,000) 

エドマ 064755 4580313196066 バリオラップ \5,000(税込\5,500) 

エドマ 085755 4580313196462 24 個入りギャップスペーサー(3mm/5mm/7mm) \9,200(税込\10,120) 

エドマ 073255 - トリオコップ用ブレード \4,500(税込\4,950) 

エドマ 031355 - カッティングユニット(マット/マットコップ用) \2,200(税込\2,420) 

エドマ 031955 - パンチャー用替え玉ステープル(5000 針) \3,300(税込\3,630) 

エドマ 035555 - ロールマット \160,000(税込\176,000) 

エドマ 040155 - トップグラフ 16 \7,800(税込\8,580) 

エドマ 070255 - アングルプレート \1,000(税込\1,100) 

エドマ 071155 - 65mm ブレード(071055/075055/17055 用) \2,300(税込\2,530) 

エドマ 101455 - アポロ用スプリング(010955/109055 用) \1,300(税込\1,430) 

エドマ 101755 - フライヤー用スプリング(010755/010655 用) \1,300(税込\1,430) 

エドマ 111055 - NR1 用カッティングユニット \2,100(税込\2,310) 

エドマ 112055 - NR 用ボルトナット(011055/011355 用) \650(税込\715) 

エドマ 138555 - コロコカット用ブレード(038555 用) \4,800(税込\5,280) 

エドマ 162955 - プラックロール用替刃(2 ヶ 1 セット) \3,000(税込\3,300) 

エドマ 164755 - バリオラップ用フラットやすり \2,000(税込\2,200) 

エドマ 264755 - バリオラップ用ラウンドやすり \2,000(税込\2,200) 



ブランド 品番 JAN コード 商品名 新標準本体価格 

エドマ 231155 - 35mm ブレード(マットコップ/マット用) \4,300(税込\4,730) 

エドマ 232655 - 55mm ブレード(マットコップ 2/マット 2 用) \4,600(税込\5,060) 

エドマ 366855 - 1500mm スペアホットワイヤー \3,000(税込\3,300) 

エドマ 466855 - コーナーカッター用ペアホットワイヤー \2,000(税込\2,200) 

エドマ 526666 - スチロールカッター用バッテリーパック \48,000(税込\52,800) 

エドマ 526667 - スチロールカッター用フットスイッチ \16,000(税込\17,600) 

エドマ 066555 - ブロックプラックⅡ \7,300(税込\8,030) 

エドマ 960491 - トルネードプロ/ツイスター用ループ(1000set)PVC \7,300(税込\8,030) 

エドマ 101555 - NR 用スプリング \1,000(税込\1,100) 

エドマ 267355 - エドマプラック 450 \200,000(税込\220,000) 

エドマ 366955 - MINERAL WOOL CUTTING TABLE \200,000(税込\220,000) 

エドマ 526673 - スチロールカッター用変圧器 110V \45,000(税込\49,500) 

エドマ 089355 - STRATICUT 230 LVT laminate PVC HD VIN \23,000(税込\25,300) 

ボエム JLB260PACC 4580313197018 ボエム JLB260PACC \128,000(税込\140,800) 

ボエム JLB250PA 4580313197001 ボエム JLB250PA \75,000(税込\82,500) 

ボエム JLB230PACC 4580313197025 ボエム JLB230PACC \55,000(税込\60,500) 

ブッシュネル 191142 4580313189266 レジェンドウルトラ HD モノキュラー \43,000(税込\47,300) 

 

以上 

 

株式会社阪神交易 
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