
2022年 1 月吉日 
お客様各位 

武藤工業株式会社 
設計・計測機器事業部  

 

「設計製図機器」価格改定のお知らせ 
 
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 
平素は、弊社製品をご愛顧いただきまして厚くお礼申し上げます。 
 
さて、昨今、新聞報道等でご高承の通り、ウッドショックによる木材価格の高騰、アルミ需要逼迫によ

るアルミ価格の高騰など、設計製図機器の主要素材となる材料価格が大幅に上昇しております。 
こうした中、弊社では徹底的な合理化やコスト削減を実施し、商品価格の維持に努めて参りましたが、企
業努力ではこれらのコスト上昇を吸収しきれない状況となっております。 
つきましては、厳しい市場状況の下、誠に心苦しい限りではございますが、下記の要領にて弊社商品の価
格を改定させていただきたく存じます。 
何卒諸般の事情をご賢察の上、ご了承くださいますようお願い申し上げます。 

敬具 
 

記 
 
1. 対象製品 

ドラフター、平行定規、製図台、製図板、製図用品、トレース台 
 

2. 新価格 
別紙、価格表をご覧ください 
 

3. 価格変更日 
2022年 4 月 1日（金）ご注文分より 
 

4. 価格改定掲載日 
【オフィシャルWebサイト】 2022 年 4 月 1日（金）より 
【カタログ】  2022年 4 月改定版より 

 
以上 
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●記載事項は予告無く変更することがあります。（2022 年 1 月現在） 
●本紙に記載の価格は全て税込価格です。 

【設計製図機械】価格表 ※税込表記 （2022 年 4 月改訂版）  

 

※ 記載の価格は、２０２２年 4 月 1 日からの新価格です。 
 

●ドラフター 
用紙 商品名 本体価格 送料 備考 
A0 LAJ-1200 ¥248,600 ¥4,070 受注生産品 

A1 
LAJ-1000 ¥201,300 ¥4,070  

LAJ-1000L（左利き） ¥231,000 ¥4,070 受注生産品 

LAN-A1 ¥202,400 ¥4,070  

A2 
LAJ-900 ¥198,000 ¥4,070  

JR-A2E ¥159,500 ¥4,070  

A3 JR-A3E ¥143,000 ¥1,650  

 

●平行定規 
用紙 商品名 本体価格 送料 備考 

A1 
UG-MA1 ¥159,500 ¥4,950 製図台取り付け可能 

UM-09N ¥74,800 ¥4,070 製図台取り付け可能 

A2 
UM-06N8 ¥47,300 ¥1,650  

UT-06 ¥44,000 ¥1,650  

 
●製図台 

商品名 

ドラフター 平行定規 

本体価格 送料 備考 

LAJ-1200 

LAJ-1000 

LAN
-A1 

LAJ-900 

JR
-A2E 

U
G

-M
A1 

U
M

-09N
 

TW-300A 〇 〇 〇     ¥114,400 ¥4,950 センターウォールタイプ 

TW-200A  〇 〇 〇  〇  ¥90,200 ¥4,950 センターウォールタイプ 

TH-10A  〇 〇 〇  〇  ¥50,600 ¥4,950 ゲートタイプ 

TH-05U     〇  〇 ¥36,300 ¥1,650 ゲートタイプ 

TK-21  〇 〇   〇  ¥72,600 ¥4,950 デスクタイプ 
 
●製図板 

材質 用紙 商品名 

ドラフター 

本体価格 送料 備考 

LAJ-1200 

LAJ-1000 

LAN
-A1 

LAJ-900 

ﾏｸﾞﾈｰﾄﾞ 

A0 BMJ-12 〇    ¥58,300 ¥4,950 900×1,200×29 mm 

B1 BMJ-10  〇   ¥47,300 ¥4,070 750×1,050×29 mm 

A1 BMJ-09    〇 ¥40,700 ¥4,070 600×900×29 mm 

A1 BM-A1N   〇  ¥46,200 ¥4,070 670×1,120×29 mm 

ビニバン 
B1 BV-10  〇   ¥31,900 ¥4,070 750×1,050×29 mm 

A1 BV-09    〇 ¥24,200 ¥4,070 600×900×29 mm 

ベニヤ 

A0 V912     ¥31,900 

都度お見積り 

900×1,200×30 mm 

B1 V710     ¥25,300 750×1,050×30 mm 

A1 V609     ¥16,500 600×900×30 mm 

A2 V456     ¥10,230 450×600×20 mm 
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●ドラフティングシート 
用紙 商品名 本体価格 送料 備考 
A0 EV-12 ¥4,620 ¥1,650 900×1,200 mm 

B1 EV-10 ¥3,520 ¥1,650 750×1,050 mm 

A1 EV-09 ¥2,970 ¥1,650 600×900 mm 

 
●製図用品 

分類 商品名 本体価格 送料 備考 
ドラフライト LE-20 ¥49,500 ¥4,070 製図板に固定できる LED ライト 

ドラフティング

チェア 

CR-380 ¥47,300 ¥4,070 背もたれ付製図椅子 

CS-30 ¥22,000 ¥1,650 木製丸形座板椅子 

SK-87 ¥28,050 
都度お見積り 

ビニールレザー張り丸形座板椅子 

SK-86 ¥25,850 ビニールレザー張り丸形座板椅子 

サイドデスク ST-05 ¥25,300 ¥1,650 天板＆棚板 2 段 

 
●サプライ品 

分類 商品名 本体価格 送料 備考 

プレート ドラフティングプレート ¥2,200 ¥1,100 10枚（300mm×4枚、500mm×3枚、800mm×

3 枚）、字消板 

スケール 

JS シリーズ ¥11,000 ¥1,100 スケールの組み合わせは以下 

1/1×1/2、1/3×1/4、1/3×1/5、1/5×1/6 

JL シリーズ ¥12,100 ¥1,100 
スケールの組み合わせは以下 

1/1×1/2、1/3×1/4、1/3×1/5、1/5×1/6、

1/2.5×1/5 

JC シリーズ ¥15,400 ¥1,100 スケールの組み合わせは以下 

1/1×1/2 

平行定規ケース A2 平行定規用キャリングケース ¥4,950 ¥1,650 武藤製 A2 平行定規 UM/UT シリーズ用 

 

●トレース台 
用紙 商品名 本体価格 送料 備考 
A3 MLT-A3N ¥53,900 ¥1,650  

B4 SLT-B4C ¥28,600 ¥1,650  

A4 SLT-A4C ¥22,000 ¥1,650  

 

●送料について 
 3 辺（縦・横・高さ）の合計が 160cm 以内の場合 A ランク 1,650 円、160cm 以上が B ランク 4,070 円、200cm 以上が C ランク 4,950 円です。 
 北海道、沖縄、離島につきましては別料金となります。 
 1 梱包あたりの金額です。 
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