
品名 品番 旧価格 新価格
450X1200 ﾜｲﾔｰｼｪﾙﾌ ｼﾙﾊﾞｰ H1848VSS1 ¥6,100 ¥4,600

450X900 ﾜｲﾔｰｼｪﾙﾌ ｼﾙﾊﾞｰ H1836VSS1 ¥4,700 ¥3,500

450X600 ﾜｲﾔｰｼｪﾙﾌ ｼﾙﾊﾞｰ H1824VSS1 ¥3,900 ¥2,900

450X1200 3方ｸﾛｽﾊﾞｰ ｼﾙﾊﾞｰ H1848VTWS ¥4,900 ¥3,700

450X900 3方ｸﾛｽﾊﾞｰ ｼﾙﾊﾞｰ H1836VTWS ¥3,900 ¥2,900

450X600 3方ｸﾛｽﾊﾞｰ ｼﾙﾊﾞｰ H1824VTWS ¥3,200 ¥2,400

450X1200 ｿﾘｯﾄﾞｼｪﾙﾌ ｼﾙﾊﾞｰ H1848VSLD1 ¥11,800 ¥8,900

450X900 ｿﾘｯﾄﾞｼｪﾙﾌ ｼﾙﾊﾞｰ H1836VSLD1 ¥9,800 ¥7,400

450X600 ｿﾘｯﾄﾞｼｪﾙﾌ ｼﾙﾊﾞｰ H1824VSLD1 ¥8,800 ¥6,600

450X1200 ｳｯﾄﾞｼｪﾙﾌ ﾗｷﾞｯﾄﾞｼﾀﾞｰ H1848VWRS1 ¥19,800 ¥14,900
450X900 ｳｯﾄﾞｼｪﾙﾌ ﾗｷﾞｯﾄﾞｼﾀﾞｰ H1836VWRS1 ¥15,800 ¥11,900
450X600 ｳｯﾄﾞｼｪﾙﾌ ﾗｷﾞｯﾄﾞｼﾀﾞｰ H1824VWRS1 ¥11,800 ¥8,900
450X1200 ｸﾛｰｾﾞｯﾄﾊﾞｰ ｼﾙﾊﾞｰ H1848VCL ¥5,600 ¥4,200
450X900 ｸﾛｰｾﾞｯﾄﾊﾞｰ ｼﾙﾊﾞｰ H1836VCL ¥4,800 ¥3,600
450X600 ｸﾛｰｾﾞｯﾄﾊﾞｰ ｼﾙﾊﾞｰ H1824VCL ¥4,000 ¥3,000
1900 ﾎﾟｽﾄ ｼﾙﾊﾞｰ H74PVS2 ¥5,200 ¥3,900
1600 ﾎﾟｽﾄ ｼﾙﾊﾞｰ H63PVS2 ¥4,600 ¥3,500
1400 ﾎﾟｽﾄ ｼﾙﾊﾞｰ H54PVS2 ¥4,400 ¥3,300
1000 ﾎﾟｽﾄ ｼﾙﾊﾞｰ H40PVS2 ¥3,900 ¥2,900
800 ﾎﾟｽﾄ ｼﾙﾊﾞｰ H32PVS2 ¥3,700 ¥2,800
700 ﾎﾟｽﾄ ｼﾙﾊﾞｰ H28PVS2 ¥3,500 ¥2,600
650 ﾎﾟｽﾄ ｼﾙﾊﾞｰ H26PVS2 ¥3,200 ¥2,400
450 ﾎﾟｽﾄ ｼﾙﾊﾞｰ H18PVS2 ¥2,700 ¥2,000

ミドルシェルフ MS1 HVM1836LD1 \21,900 \16,500
ミドルシェルフ MS2 HVM1836LD2 \26,600 \20,000
ミドルシェルフ MS3 HVM1848LD3 \42,800 \32,300
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2020年5月吉日

お得意様　各位

ホームエレクターヴィンテージシリーズ　一部価格・品番変更のお知らせ

日頃より大変お世話になっております。
平素は数多く弊社製品をご採用賜り誠にありがとうございます。
この度トーシンカスタムエクステリアシリーズ vol.12カタログ　別紙エレクターヴィンテージパンフレッ
トより以下の商品に価格・品番変更がございます。
お客様には大変ご迷惑とお手数をお掛け致しますが、何卒ご理解ご了承賜りますようお願い申し上
げます。(品番変更は、赤字表記)
今後とも変わらぬご愛顧の程よろしくお願い申し上げます。

《ホームエレクターヴィンテージシリーズ価格変更商品》

2020年5月15日受注分からの対応とさせて頂きます。

ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞ
ﾜｲﾔｰｼｪﾙﾌ

ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞ
3方ｸﾛｽﾊﾞｰ

ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞ
ｿﾘｯﾄﾞｼｪﾙﾌ

ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞ
ﾗｷﾞｯﾄﾞｼﾀﾞｰ



ミドルシェルフ MS4 HVM1836RS1 \27,900 \21,000
ミドルシェルフ MS5 HVM1836RS2 \37,700 \28,400
ミドルシェルフ MS6 HVM1848RS1 \39,400 \29,700
ミドルシェルフ MS7 HVM1848RS2 \66,800 \50,300
ミドルシェルフ LS1 HVLB1848RS1 \45,000 \33,800
ミドルシェルフ LS2 HVLB1848LD1 \29,000 \21,800
ミドルシェルフ LS3 HVLBM1848RS1 \75,500 \56,600
ミドルシェルフ MS8  HVS1848RS3 \47,000 \35,400
ミドルシェルフ MS9 HVM1824RST \22,700 \17,000
トールシェルフ TS1 HVH1836VS1 \27,600 \20,600
トールシェルフ TS2 HVH1836LD1 \48,000 \36,200
トールシェルフ TS3 HVH1824RST \36,600 \27,500
トールシェルフ TS4 HVH1836LD2 \38,200 \28,800
トールシェルフ TS5 HVH1836RS1 \50,200 \37,800
トールシェルフ TS6 HVWTH1848R1 \47,300 \35,600
トールシェルフ TS7 HVM1824LDT \43,000 \32,200
トールシェルフ TS8 HVM1824RSTT \55,000 \41,400
ウッドワゴン HVC1824LD1 \28,800 \23,000
ソリッドワゴン HVC1824RS1 \31,400 \25,300
ハンガーラック HR1 HVCL1836VS1 \18,700 \14,100
ハンガーラック HR2 HVCL1836LD1 \23,800 \18,000
ハンガーラック HR3 HVCL1836RS1 \29,800 \22,500
ハンガーラック HR4 HVCL1848VST1 \27,000 \20,400
ハンガーラック HR5 HVCL1848VST2 \38,800 \29,300
ハンガーラック HR6 HVCLW1824RST \54,200 \40,700
ハンガーラック HR7 HVCLW1824VS1 \34,700 \26,000
ウッドデスク HVWT1836RS \26,700 \20,000
ソリッドデスク HVWT1848LD \23,700 \17,800
A-① HVM1824VS1 \18,400 ¥13,800

A-② HVM1836VS1 \20,700 ¥15,500

A-③ HVM1848VS1 \24,500 ¥18,500

B-① HVL1824VS1 \12,500 ¥9,300

B-② HVL1836VS1 \14,000 ¥10,400

B-③ HVL1848VS1 \16,400 ¥12,300

C-① HVM1824VS2 \15,200 ¥11,400

C-② HVM1836VS2 \16,800 ¥12,600

C-③ HVM1848VS2 \19,600 ¥14,800

D-① HVM1824VS3 \19,100 ¥14,300

D-② HVM1836VS3 \21,500 ¥16,100

D-③ HVM1848VS3 \25,700 ¥19,400

E-① HVW1824VS1 \30,800 ¥22,900

E-② HVW1836VS1 \34,800 ¥25,900

Ｆ-① HVH1824VS1 \24,800 ¥18,600

Ｆ-① HVH1836VS2 \28,000 ¥21,000

Ｆ-① HVH1848VS1 \33,600 ¥25,400

G-① HVH1824VSTW1 \24,100 ¥18,100

G-② HVH1836VSTW1 \27,200 ¥20,400

G-③ HVH1848VSTW1 \32,400 ¥24,500

H-① HVW1836VS2 \37,300 ¥27,800

H-② HVW1848VS1 \40,100 ¥30,000

Ｉ-① HVH1848VS3 \39,700 ¥30,000

J-① HVH1848VS4 \47,000 ¥35,400
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