
　お客様 各位 2021年11月吉日

敬具

【お問い合わせ先】

GALLUP WEB事業部 TEL 03-5430-3113

GALLUP 中目黒ショールーム TEL 03-5428-5567

GALLUP 営業部 TEL 046-290-1877

E-Mail：mailbox@thegallup.com

※表記の金額は全て税込価格

品番 旧価格 新価格

670-60 ¥715 ¥825

670-62 ¥605 ¥660

670-63 ¥660 ¥715

670-64 ¥990 ¥1,100

670-65 ¥880 ¥990

670-66 ¥990 ¥1,045

670-68 ¥990 ¥1,045

670-71 ¥770 ¥880

670-72 ¥660 ¥715

670-73 ¥770 ¥825

7505-04 ¥5,500 ¥6,050

7505-06 ¥11,880 ¥12,100

7505-08 ¥2,310 ¥2,420

7505-17 ¥1,430 ¥1,540

7505-18 ¥1,650 ¥1,760

7505-21 ¥1,100 ¥1,210

7505-24 ¥935 ¥1,045

7505-25 ¥990 ¥1,100

7505-26 ¥990 ¥1,100

7505-27 ¥4,840 ¥4,950

7505-28 ¥4,290 ¥4,620

7505-31 ¥3,080 ¥3,300

7505-33 ¥4,180 ¥4,620

7505-34 ¥3,080 ¥3,300

7505-35 ¥11,000 ¥12,100

7505-36 ¥10,450 ¥11,550

7505-37 ¥880 ¥990

7505-38Ｌ ¥1,100 ¥1,210

7505-38Ｓ ¥1,100 ¥1,210

7505-40Ｌ ¥990 ¥1,100

7505-40Ｓ ¥990 ¥1,100

7505-41 ¥1,100 ¥1,210

7505-43 ¥880 ¥990

7505-48 ¥7,150 ¥7,480

7505-49 ¥8,250 ¥8,800

7505-50 ¥10,450 ¥11,550

7505-51 ¥4,290 ¥4,620

7505-52 ¥1,100 ¥1,210

7505-53 ¥990 ¥1,100

7505-54 ¥935 ¥990

株式会社リムジンインタナショナル

ＧＡＬＬＵＰ

　　　拝啓　立冬の候、貴社いよいよご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は 格別のご高配を賜り、

 　　　厚く御礼申し上げます。

　　　価格維持のための努力を続けてまいりましたが、原材料高騰や諸経費の値上がりにより

　　　従来の価格を維持することが困難となり、下記の金額に変更させていただきます。

　　　どうか今般の価格改定にご理解賜りますとともに、今後とも弊社商品をご愛顧賜りますよう

　　　お願い申し上げます。

　　　この度、一部商品の価格を　2021年12月1日の受注分より　変更する運びとなりました。

商品価格改定のお知らせ

7505-37オーバル・ポケット・プル

7505-38 ドア・サイン 「PULL」

7505-38 ドア・サイン「PUSH」

7505-40 オーバル・ドア・サイン 「PULL」

7505-40 オーバル・ドア・サイン 「PUSH」

7505-41ダブル・シーリング・フック

7505-43ロング・ビン・プル

7505-48プッシュ・プレート

7505-49スピンドル・ドア・ハンドル

7505-50ラウンド・グリップ・ドア・ハンドル

7505-51ケイスメント・ウィンドウ・ステイ

7505-52パイプ・フック

7505-53ステイプル・アイ・リング・フック

7505-54アジャスター 直径20 M6

7505-25シンプル・ビン・プル

7505-26カード・ホルダー・ビン・プル

7505-27クラシック・コート・フック

7505-28コート&ハット・フック

7505-31スライド・ボルト

7505-33バック・プレート・プル・ハンドル

7505-34プレーン・ドア・プル・ハンドル

7505-35ドア・プル・ハンドル

7505-36ヴィクトリアン・ドア・ハンドル

670-72カード・ホルダー・プル

670-73シェル・カップ・ビン・プル

7505-04ボウ・プル・ハンドル

7505-06シェルフ・ブラケッツ

7505-08ヴィクトリアン・フック

7505-17アーチド・キャビネット・プル

7505-18クラシック・キャビネット・プル

7505-21リフティング・ハンドル

7505-24カップ・ビン・プル

670-60ベイル・プル

670-62シングル・リング・プル

品名

670-63カップ・ビン・プル スモール

670-64バー・プル

670-65ポケット・ドア・プル

670-66コート・フック

670-68ドロップ・ドロワー・プル

670-71キャビネット・ノブ

■真鍮金物　（BrassProductsシリーズ）
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※表記の金額は全て税込価格

品番 旧価格 新価格

7505-57 ¥1,540 ¥1,650

7505-58 ¥8,910 ¥9,900

7505-59 ¥4,180 ¥4,675

7505-60 ¥10,450 ¥11,550

7505-61 ¥6,050 ¥6,380

7505-62 ¥1,540 ¥1,650

7505-65 ¥1,760 ¥1,980

7505-68 ¥1,760 ¥1,980

7505-70 ¥1,100 ¥1,210

7505-71 ¥2,090 ¥2,310

30002009001 ¥2,750 ¥3,850

30066000004 ¥3,850 ¥5,280

30066000005 ¥275 ¥330

30066000006 ¥330 ¥385

30066000007 ¥275 ¥330

30066000008 ¥330 ¥385

30066000010 ¥990 ¥1,320

30066000012 ¥440 ¥550

30066000013 ¥550 ¥605

30066000014 ¥660 ¥880

30066000102 ¥990 ¥1,100

30066000103 ¥2,200 ¥2,420

30066000104 ¥3,080 ¥3,410

30066000105 ¥4,180 ¥4,620

30066000201 ¥11,000 ¥12,650

30066000202 ¥14,300 ¥16,500

30066000203 ¥19,800 ¥22,000

30066000301 ¥6,600 ¥7,480

30075060101 ¥5,500 ¥6,050

30075060201 ¥4,400 ¥4,950

30075060301 ¥4,400 ¥4,950

30075060401 ¥4,400 ¥4,950

30075060501 ¥11,000 ¥12,650

15100001002 ¥2,640 ¥3,300

15100002002 ¥2,640 ¥3,300

15100003002 ¥3,300 ¥3,850

15100004002 ¥3,960 ¥4,400
15100004003 ¥3,410 ¥4,180

50004010302 ¥23,980 ¥27,500

50004010401 ¥14,080 ¥10,780

50004010601 ¥18,480 ¥15,180

50004010602 ¥30,800 ¥15,180

50004010701 ¥32,780 ¥30,580

50004010702 ¥37,180 ¥34,980

50006020201 ¥23,980 ¥27,500

50006030201 ¥12,650 ¥15,400

50006030202 ¥11,550 ¥14,300

50006030203 ¥10,450 ¥12,100

50006141101 ¥31,900 ¥33,000

50006141102 ¥31,900 ¥33,000

50006141103 ¥39,600 ¥41,800

50006141104 ¥49,500 ¥52,800

50006141105 ¥46,200 ¥48,400

50006141106 ¥107,800 ¥112,200

50006141107 ¥39,600 ¥41,800

50099000057 ¥13,200 ¥14,850

50099000058 ¥11,000 ¥13,200

50006010402 ¥41,800 ¥49,500

50006010503 ¥52,800 ¥60,500

50006020002 ¥18,150 ¥18,700

50006020007 ¥20,350 ¥20,900

50006030001 ¥8,580 ¥9,680

50006040001 ¥19,800 ¥20,900

50006040002 ¥26,400 ¥27,500

ラスティック・アイアン・ネイル L (φ25) - ブラック

■石材タイル

キャスト・アイアン・ネイル・スター (直径50)

7505-58タオル・バー

7505-59キャスターΦ35

7505-60ラウンド・バー・ドア・ハンドル

7505-61ナロー・プッシュ・プレート

7505-62オーバル・バックル・プル

7505-65マッシュルーム・キャビネット・ノブ・ラージ

■アイアン金物

ダブル・フック

キャスト・アイアン・ホイール (キャスター)

ラスティック・アイアン・ネイル S (φ20) #ラスト

ラスティック・アイアン・ネイル L (φ25) #ラスト

ラスティック・アイアン・ネイル S (φ20) - ブラック

リクレイムド・チーク・スツール

リクレイムド・チーク・ベンチ (1000×300×450)

シンプル・アイアン・ブラケット (Sサイズ) 200×150

シンプル・アイアン・ブラケット (Mサイズ) 300×225

シンプル・アイアン・ブラケット (Lサイズ) 400×300

【スクエア】 シンプル・アイアン・レッグス (Sサイズ) 400x400

【スクエア】 シンプル・アイアン・レッグス (Mサイズ) 400x700

【スクエア】 シンプル・アイアン・レッグス (Lサイズ) 400x1200

キャスト・アイアン・ブラケット

■家具

ラバ・ストーン・タイル 300×300 (6枚/1箱)
ラバ・ストーン・タイル 100×300 (18枚/1箱)

アイアン & チーク・ダイニング・チェア

ハンドル・アップ・シリーズ・フォールディング・チェア

ハンドル・アップ・シリーズ・フォールディング・アームチェア

フォールディング・ハイ・アーム・チェア

7506-01 ドア・プル・ハンドル - ブラック

7506-02 ドア・プル・ハンドル - ブラック

7506-03 ドア・プル・ハンドル - ブラック

7506-04 ドア・プル・ハンドル - ブラック

7506-05 ウィンドウ・グリッド

ラバ・ストーン・タイル 100×100 (40枚/1箱)

ラバ・ストーン・タイル 100×200 (20枚/1箱)

ラバ・ストーン・タイル 200×200 (12枚/1箱)

アイアン・S・フック プレス L

ラスティック・アイアン・ネイル (□35) - ブラック

ハンドル・アップ・シリーズ・フォールディング・テーブル (φ800)

リクレイムド・チーク・ベンチ (1450×300×450)

キャスト・アイアン・Y シェイプ・テーブル・ベース

キャスト・アイアン・マシン・テーブル・ベース

キャスト・アイアン・ワーク・テーブル・ベース

キャスト・アイアン・カウンター・テーブル・ベース

キャスト・アイアン・スツール・ベース

チーク・ハイ・テーブル・レッグス ※4本セット

チーク・ロー・テーブル・レッグス ※4本セット

ハンドル・アップ・シリーズ・フォールディング・テーブル (φ900)

チーク・ダイニング・チェア #2

チーク・ラウンド・トップ・スツール (30インチ) #2

チーク・ラウンド・トップ・スツール (24インチ)＃2

チーク・ラウンド・トップ・スツール (18インチ)＃2

キャスト・アイアン・ペデスタル・テーブル・ベース

キャスト・アイアン・フォーレッグス・ペデスタル・テーブル・ベース

リクレイムド・チーク・クリケット・テーブル (φ800)

リクレイムド・チーク・ラウンド・テーブル (φ1000)

アイアン・S・フック (ロング)

シンプル・アイアン・ブラケット (XSサイズ) 100×75

リクレイムド・チーク・チェア

リクレイムド・チーク・ウォウブン・シート・チェア

7505-68フラットトップ・ドロアー・ノブ・ラージ

7505-70コルク・ドロアー・ノブ・ミディアム

7505-71コルク・ドロアー・ノブ・ラージ

7505-57スネーク・プル

品名
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