
 

 

 

 

 

 

令和 4 年 8 月吉日 

お客様各位 

有限会社佐藤養助商店 

 

原材料費値上がりに伴う商品価格改定並びに量目変更のお知らせ 

 

拝啓 時下益々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、厚くお礼

申し上げます。 

さて、弊社商品におきまして、昨今の原材料価格の高騰、運送費用の上昇、それらに起因

する包装資材費などのコストの上昇が続いております。 

このような状況下、弊社といたしましては、品質と現行価格を維持するべくコストアップ

の吸収に努めてまいりましたが、値上げ幅が大きく自助努力だけでは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 9 月ご注文分より販売価格改定並

びに量目変更をさせて頂くこととなりました。 

今回の改定でお客様のご負担が大きくなってしまいますことを心よりお詫び申し上げる

とともに、何卒これらの諸事情をご賢察の上、今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願

い申し上げます。 

敬 具 

 

記 

【対象商品】 

弊社全商品 

別紙新商品一覧よりご確認ください 

 

【価格変更日】 

2022 年 9 月 1 日（水）ご注文分より 

 

 

以上 

 

 

  



化粧箱入り商品変更一覧 

 

改定前 改定後 

旧品番 価格(込) 内容量 麵長 商品画像 新品番 価格(込) 内容量 麺長 商品画像 

MYS10 \1,080 100g×2 27cm 
 

MYS10N \1,080 80g×2 27cm 

 

MYS20 \2,160 100g×5 27cm 
 

MYS20N \2,160 80g×5 27cm 
 

MYL30 \3,240 100g×7 36cm 
 

MYS30 \3,240 80g×7 27cm 

 

MYL40 \4,320 100g×10 36cm 

 誠に勝手ながら MYL40 は 9 月より終売となります。 

何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。 

MYL50 \5,400 100g×13 36cm 
 

MYS50 \5,400 80g×13 27cm 
 

MYL70 \7,560 100g×18 36cm 
 誠に勝手ながら MYL70 は 9 月より終売となります。 

何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。 

MYL100 \10,800 100g×26 36cm 
 誠に勝手ながら MYL100 は 9 月より終売となります。 

何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。 

WY-15 \1,620 
ｳﾄﾞﾝ：80g×3 

ﾂﾕ：80g×3 
36cm 

 誠に勝手ながら WY-15 は 9 月より終売となります。 

何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。 

WY-30 \3,240 
ｳﾄﾞﾝ：80g×6 

ﾂﾕ：80g×6 
27cm 

 

WY30N \3,240 
ｳﾄﾞﾝ：80g×5 

ﾂﾕ：80g×5 
27cm 

 

WY-50 \5,400 
ｳﾄﾞﾝ：80g×11 

ﾂﾕ：80g×9 
27cm 

 

WY50N \5,400 
ｳﾄﾞﾝ：80g×9 

ﾂﾕ：80g×9 
27cm 

 

HY-30 \3,240 
ｳﾄﾞﾝ：80g×6 

ﾂﾕ：40g×6 
27cm 

 

HY-30 \3,780 
ｳﾄﾞﾝ：80g×6 

ﾂﾕ：40g×6 
27cm 変更なし 

HY-50 \5,400 
ｳﾄﾞﾝ：80g×10 

ﾂﾕ：40g×10 
27cm 

 

HY-50 \5,940 
ｳﾄﾞﾝ：80g×10 

ﾂﾕ：40g×10 
27cm 変更なし 

GR-40 ￥4,320 

ｳﾄﾞﾝ：80g×8 

ﾂﾕ：80g×6 

ﾚﾄﾙﾄ：180g×2 

27cm 

 

GR-45 ￥4,860 

ｳﾄﾞﾝ：80g×8 

ﾂﾕ：80g×6 

ﾚﾄﾙﾄ：180g×2 

27cm 変更なし 

G-3000 ￥3,240 ｳﾄﾞﾝ：80g×8 27cm 

 

G-35 ￥3,780 ｳﾄﾞﾝ：80g×8 27cm 変更なし 

G-5000 ￥5,400 ｳﾄﾞﾝ：80g×14 27cm 

 

G-60 ￥6,480 ｳﾄﾞﾝ：80g×14 27cm 変更なし 



ご家庭用商品変更一覧 

 

改定前 改定後 

旧品番 価格(込) 内容量 商品画像 新品番 価格(込) 内容量 商品画像 

MYS05 \540 140g 

 

変更なし \594 140g 変更なし 

KT-05 \540 270g 

 

変更なし \648 270g 変更なし 

KT-10 \1,080 550g 

 

変更なし \1,188 550g 変更なし 

卯の花麺 \540 400g 

 

変更なし \702 400g 変更なし 

RCG63 \680 
ｳﾄﾞﾝ：100g 

ｸﾞﾘｰﾝｶﾚｰ：180g 
 

RCG \750 
ｳﾄﾞﾝ：100g 

ｸﾞﾘｰﾝｶﾚ ：ー180g 
変更なし 

RCR63 \680 
ｳﾄﾞﾝ：100g 

ﾚｯﾄﾞｶﾚｰ：180g 
 

RCR \750 
ｳﾄﾞﾝ：100g 

ﾚｯﾄﾞｶﾚｰ：180g 
変更なし 

MS65 \702 300g 

 

変更なし \788 300g 変更なし 

BTS46 \496 300ml 

 

BS55 \594 300ml 

 

BTG58 \604 300ml 

 

BG58 \626 300ml 

 

ATP34 \367 80g×3 

 

AP40 \432 80g×3 

 

HP-36 \388 40g×3 

 

HP43 \464 40g×3 変更なし 

稲庭カップ

うどん 
\486 

ｳﾄﾞﾝ：70g 

ｽｰﾌﾟ：40g 
 

変更なし \486 
ｳﾄﾞﾝ：60g 

ｽｰﾌﾟ：40g 
 

即席袋めん \432 
ｳﾄﾞﾝ：70g 

ｽｰﾌﾟ：40g  

変更なし \432 
ｳﾄﾞﾝ：60g 

ｽｰﾌﾟ：40g 
変更なし 

IK-63 \680 
ｳﾄﾞﾝ：100g 

川連ｶﾚｰ：200g 
 

IK \750 
ｳﾄﾞﾝ：100g 

川連ｶﾚｰ：200g 
変更なし 


