
1　改定日　　　2022年10月1日（土）

2　対象製品

製品名 ＪＡＮコード 改定後税込価格 改定後本体価格 改定前税込価格 改定前本体価格

【シウマイ類】

昔ながらのシウマイ 15個入 4536131001044 ¥640 ¥593 ¥620 ¥575

ポケットシウマイ 4536131001068 ¥310 ¥288 ¥300 ¥278

昔ながらのシウマイ 30個入 4536131001051 ¥1,270 ¥1,176 ¥1,230 ¥1,139

特製シウマイ 6個入 4536131002195 ¥760 ¥704 ¥740 ¥686

特製シウマイ 12個入 4536131002201 ¥1,460 ¥1,352 ¥1,420 ¥1,315

特製シウマイ 22個入 4536131002218 ¥2,440 ¥2,260 ¥2,360 ¥2,186

真空パックシウマイ 15個入 4536131002522 ¥640 ¥593 ¥620 ¥575

真空パックシウマイ 30個入 4536131002539 ¥1,270 ¥1,176 ¥1,230 ¥1,139

真空パックシウマイ 60個入 4536131002546 ¥2,520 ¥2,334 ¥2,440 ¥2,260

真空パックシウマイ 90個入 4536131002553 ¥3,780 ¥3,500 ¥3,660 ¥3,389

焼焼売（やきシウマイ） 4536131002423 ¥640 ¥593 ¥620 ¥575

おいしさ長もち 昔ながらのシウマイ 12個入 4536131001679 ¥550 ¥510 ¥530 ¥491

おいしさ長もち 昔ながらのシウマイ 24個入 4536131001495 ¥1,070 ¥991 ¥1,030 ¥954

おいしさ長もち 特製シウマイ 12個入 4536131002225 ¥1,410 ¥1,306 ¥1,370 ¥1,269

おいしさ長もち えびシウマイ 4536131001518 ¥760 ¥704 ¥740 ¥686

おいしさ長もち かにシウマイ 4536131001525 ¥780 ¥723 ¥760 ¥704

おいしさ長もち 黒豚シウマイ 4536131001754 ¥690 ¥639 ¥670 ¥621

おいしさ長もち 11種の野菜シウマイ 4536131002379 ¥550 ¥510 ¥530 ¥491

昔ながらのシウマイ 12個入 （6個×2袋）《冷凍便》 4536131002058 ¥550 ¥510 ¥530 ¥491

かにシウマイ 6個入《冷凍便》 4536131225976 ¥780 ¥723 ¥760 ¥704

黒豚シウマイ 6個入《冷凍便》 4536131225983 ¥690 ¥639 ¥670 ¥621

えびシウマイ 6個入《冷凍便》 4536131225662 ¥760 ¥704 ¥740 ¥686

特製シウマイ 6個入《冷凍便》 4536131225655 ¥740 ¥686 ¥720 ¥667

《冷凍》チーズシウマイ 6個入 4536131002652 ¥740 ¥686 ¥720 ¥667

2022年9月1日

　製品の価格改定について　

記

　株式会社崎陽軒(本社:横浜市西区、代表取締役社長:野並晃)は、2022年10月1日（土）より、下記のと
おり製品価格を改定いたします。
　製品の原材料、包装資材、諸経費等の高騰が続いております。
　弊社といたしましては、諸経費の節約、生産性向上等、価格維持のための経営努力を続けて参りまし
たが、経営努力だけでは原材料価格等諸経費の高騰に対応することが難しいと判断し、平均4.0％の価格
改定を行うことにいたしました。
　引き続き、製品品質とサービスの向上に努め、企業努力を重ねて参りますので、何卒、ご理解賜りま
すようお願い申し上げます。



製品名 ＪＡＮコード 改定後税込価格 改定後本体価格 改定前税込価格 改定前本体価格

おうちでジャンボシウマイ mini 4536131226270 ¥3,600 ¥3,334 ¥3,500 ¥3,241

おうちでジャンボシウマイ mini　≪冷凍便≫ 4536131226287 ¥3,600 ¥3,334 ¥3,500 ¥3,241

《冷凍》もち米シウマイ 6個入 4536131002164 ¥510 ¥473 ¥500 ¥463

《冷凍》紅白もち米シウマイ 6個入 4536131226409 ¥510 ¥473 ¥500 ¥463

関西シウマイ 15個入（関西地区催事限定） 4536131002737 ¥640 ¥593 ¥620 ¥575

杜仲高麗豚真空パックシウマイ 30個入
(中華街大通り店、中華街シウマイBAR店限定) 4536131002577 ¥1,510 ¥1,399 ¥1,470 ¥1,362

昔ながらのシウマイ 24個入（冷凍自販機限定） 4536131002805 ¥1,070 ¥991 ¥1,030 ¥954

特製シウマイ 12個入（冷凍自販機限定）　 4536131002812 ¥1,410 ¥1,306 ¥1,370 ¥1,269

えびシウマイ 12個入（冷凍自販機限定）　 4536131002829 ¥1,500 ¥1,389 ¥1,480 ¥1,371

【弁当類】

シウマイ弁当 4536131102260 ¥900 ¥834 ¥860 ¥797

お赤飯シウマイ弁当 4536131108484 ¥1,000 ¥926 ¥960 ¥889

横濱チャーハン 4536131104370 ¥690 ¥639 ¥660 ¥612

横濱ピラフ 4536131105452 ¥690 ¥639 ¥660 ¥612

炒飯弁当 4536131103533 ¥930 ¥862 ¥890 ¥825

ピラフ弁当 4536131106237 ¥930 ¥862 ¥890 ¥825

幕の内弁当 4536131102307 ¥1,120 ¥1,038 ¥1,080 ¥1,000

横濱中華弁当 4536131108309 ¥1,120 ¥1,038 ¥1,080 ¥1,000

お赤飯弁当 4536131102321 ¥1,020 ¥945 ¥980 ¥908

しょうが焼弁当 4536131104073 ¥810 ¥750 ¥780 ¥723

ハマの朝ごはん弁当（高菜） 4536131103588 ¥670 ¥621 ¥640 ¥593

鯛めし弁当 4536131102901 ¥770 ¥713 ¥740 ¥686

いなり寿司 4536131101720 ¥540 ¥500 ¥520 ¥482

おうちで駅弁シリーズ チャーハン弁当 4536131109726 ¥650 ¥602 ¥630 ¥584

おうちで駅弁シリーズ ピラフ弁当 4536131109733 ¥650 ¥602 ¥630 ¥584

おうちで駅弁シリーズ お赤飯弁当 4536131109818 ¥650 ¥602 ¥630 ¥584

《冷凍》チャーハン 4536131107647 ¥520 ¥482 ¥500 ¥463

《冷凍》ピラフ 4536131107630 ¥520 ¥482 ¥500 ¥463

【ギヨウザ・ダンプリング】

ワンタンスープ 中国編 ～中華ワンタン×ふかひれスープ～ 4536131002614 ¥430 ¥399 ¥420 ¥389

ワンタンスープ タイ編 ～えびワンタン×トムヤムクン～ 4536131002621 ¥430 ¥399 ¥420 ¥389

ワンタンスープ 南仏編 ～魚介ワンタン×ブイヤベース～ 4536131002638 ¥430 ¥399 ¥420 ¥389

《冷凍》ギヨウザ 15個入 4536131226485 ¥640 ¥593 ¥620 ¥575



製品名 ＪＡＮコード 改定後税込価格 改定後本体価格 改定前税込価格 改定前本体価格

【横濱月餅・菓子】

横濱月餅 小豆 4536131222326 ¥140 ¥130 ¥130 ¥121

横濱月餅 栗 4536131224146 ¥140 ¥130 ¥130 ¥121

横濱月餅 黒ごま 4536131222357 ¥140 ¥130 ¥130 ¥121

横濱月餅 宇治抹茶 4536131224139 ¥140 ¥130 ¥130 ¥121

三文治 4536131225525 ¥1,020 ¥945 ¥1,000 ¥926

横濱の灯り 4536131225457 ¥720 ¥667 ¥700 ¥649

横濱ひょうちゃんサブレ ～金ごま～ 5枚入 4536131223224 ¥290 ¥269 ¥280 ¥260

横濱ひょうちゃんサブレ ～金ごま～ 10枚入 4536131223231 ¥580 ¥538 ¥560 ¥519

横濱月餅アイス 4536131224672 ¥330 ¥306 ¥320 ¥297

横濱月餅アイス 8個セット（通信販売）（送料込） 4536131224689 ¥4,150 ¥3,843 ¥4,050 ¥3,750

横濱月餅アイス 12個セット（通信販売）（送料込） 4536131224696 ¥5,440 ¥5,038 ¥5,300 ¥4,908

ごま団子 3個入 4536131200416 ¥320 ¥297 ¥310 ¥288

横濱ひょうちゃんサブレ ～金ごま～ 18枚入 4536131223248 ¥1,040 ¥963 ¥1,000 ¥926

横濱月餅 5個入（秋） 4536131226836 ¥720 ¥667 ¥680 ¥630

横濱月餅 8個入 4536131224160 ¥1,210 ¥1,121 ¥1,130 ¥1,047

横濱月餅 10個入（秋） 4536131226843 ¥1,480 ¥1,371 ¥1,400 ¥1,297

横濱月餅 15個入（秋） 4536131226850 ¥2,180 ¥2,019 ¥2,060 ¥1,908

【肉まん・あんまん類】

肉まん 1個 4536131222562 ¥220 ¥204 ¥200 ¥186

あんまん 1個 4536131222579 ¥220 ¥204 ¥200 ¥186

《冷凍》肉まん 1個 4536131223767 ¥220 ¥204 ¥200 ¥186

《冷凍》あんまん 1個 4536131224412 ¥220 ¥204 ¥200 ¥186

肉まん 3個入 4536131222548 ¥660 ¥612 ¥600 ¥556

あんまん 3個入 4536131222555 ¥660 ¥612 ¥600 ¥556

シウマイまん 10個入 4536131222869 ¥520 ¥482 ¥510 ¥473

《冷凍》シウマイまん 4536131223774 ¥420 ¥389 ¥410 ¥380

《冷凍》えびニラ焼きまん 6個入 4536131223804 ¥770 ¥713 ¥750 ¥695

《冷凍》カレーまん 8個入 4536131225129 ¥390 ¥362 ¥380 ¥352

《冷凍》大根もち 6個入 4536131225112 ¥720 ¥667 ¥700 ¥649

《冷凍》マーラーカオ 4個入 4536131225136 ¥360 ¥334 ¥350 ¥325



製品名 ＪＡＮコード 改定後税込価格 改定後本体価格 改定前税込価格 改定前本体価格

【中華レトルト】

ふかひれスープ 4536131222500 ¥720 ¥667 ¥700 ¥649

牛肉角煮 4536131222524 ¥720 ¥667 ¥700 ¥649

豚むし肉 4536131222517 ¥720 ¥667 ¥700 ¥649

横濱シウマイチリ 4536131225341 ¥400 ¥371 ¥390 ¥362

横濱シウマイ麻婆 4536131225334 ¥400 ¥371 ¥390 ¥362

横濱かりぃ 4536131225464 ¥420 ¥389 ¥410 ¥380

牛すね肉のボルシチ 4536131226454 ¥720 ¥667 ¥700 ¥649

彩り野菜と鶏肉のカポナータ風 4536131226461 ¥720 ¥667 ¥700 ¥649

北海道産ホタテの豆乳スープ 4536131226478 ¥720 ¥667 ¥700 ¥649

ふかひれ粥 4536131222470 ¥370 ¥343 ¥360 ¥334

帆立粥 4536131222487 ¥320 ¥297 ¥310 ¥288

蟹粥 4536131222494 ¥320 ¥297 ¥310 ¥288

常備にぴったり ローリングストックセット 8箱入 4536131225600 ¥3,720 ¥3,445 ¥3,620 ¥3,352

常備にぴったり ローリングストックセット 10箱入 4536131225693 ¥4,580 ¥4,241 ¥4,440 ¥4,112

【ギフトセット】

シウマイ・焼焼売4箱詰合せ 4536131225389 ¥2,850 ¥2,639 ¥2,750 ¥2,547

シウマイ・カレー・惣菜　9箱詰合せ 4536131225402 ¥5,650 ¥5,232 ¥5,500 ¥5,093

シウマイ・惣菜詰合せ 4536131223064 ¥4,400 ¥4,075 ¥4,300 ¥3,982

シウマイ・中華粥詰合せ 4536131222593 ¥3,250 ¥3,010 ¥3,200 ¥2,963

おいしさ長もち 昔ながらのシウマイ・特製シウマイ詰合せ 4536131222630 ¥2,950 ¥2,732 ¥2,850 ¥2,639

おいしさ長もちシウマイ5種8箱詰合せ 4536131224788 ¥5,850 ¥5,417 ¥5,700 ¥5,278

シウマイとカレー横濱セット 4536131222098 ¥3,500 ¥3,241 ¥3,450 ¥3,195

シウマイ・お粥・惣菜の詰合せ 4536131225778 ¥3,700 ¥3,426 ¥3,600 ¥3,334

シウマイとふかひれ味わいセット 4536131225785 ¥3,800 ¥3,519 ¥3,700 ¥3,426

おいしさ長もちシウマイ5種6箱詰合せ 4536131225792 ¥4,400 ¥4,075 ¥4,300 ¥3,982

シウマイ5種8袋詰合せ≪冷凍便≫ 4536131226133 ¥5,900 ¥5,463 ¥5,700 ¥5,278

シウマイ・点心7種詰合せ《冷凍便》 4536131226638 ¥4,850 ¥4,491 ¥4,700 ¥4,352

崎陽軒おいしさ満喫詰合せ《冷凍便》 4536131225174 ¥6,150 ¥5,695 ¥5,900 ¥5,463

みんなでお祝い、お赤飯とシウマイ・点心詰合せ《冷凍便》 4536131226645 ¥5,700 ¥5,278 ¥5,550 ¥5,139

横浜の味を届ける、崎陽軒のシウマイ・駅弁詰合せ《冷凍便》 4536131225921 ¥5,750 ¥5,325 ¥5,600 ¥5,186

【オードブル】

おうちで楽しむDELIセット ライト 4536131401554 ¥1,560 ¥1,445 ¥1,500 ¥1,389

おうちで楽しむDELIセット スタンダード 4536131401561 ¥2,600 ¥2,408 ¥2,500 ¥2,315

おうちで楽しむDELIセット プレミアム 4536131401578 ¥3,650 ¥3,380 ¥3,500 ¥3,241



製品名 ＪＡＮコード 改定後税込価格 改定後本体価格 改定前税込価格 改定前本体価格

【飲料】

崎陽軒のお茶 釜炒り茶ブレンド（1本） 4536131223507 ¥130 ¥121 ¥120 ¥112

崎陽軒のお茶 釜炒り茶ブレンド（24本） 4536131223514 ¥2,880 ¥2,667 ¥2,640 ¥2,445

崎陽軒のお茶 釜炒り茶ブレンド 250ml 4536131224597 ¥110 ¥102 ¥100 ¥93

【オリジナルグッズ】

ひょうちゃんぬいぐるみ 4536131224061 ¥2,200 ¥2,000 ¥2,000 ¥1,819

ひょうちゃんマスコットホルダー 4536131224078 ¥1,000 ¥910 ¥800 ¥728

昔ながらのシウマイブランケット 4536131225235 ¥3,500 ¥3,182 ¥2,850 ¥2,591

シウマイ弁当クッション 4536131225242 ¥3,500 ¥3,182 ¥3,050 ¥2,773

昔ながらのシウマイ枕 4536131225891 ¥3,500 ¥3,182 ¥2,850 ¥2,591

【商品券】

シウマイギフト券 4536131200928 ¥640 ¥640 ¥620 ¥620

【御料理弁当（ご予約のみのお弁当）】

赤飯折り詰め お赤飯1号 4536131101096 ¥530 ¥491 ¥510 ¥473

赤飯折り詰め お赤飯3号 4536131101102 ¥800 ¥741 ¥770 ¥713

赤飯折り詰め お赤飯5号 4536131101119 ¥1,340 ¥1,241 ¥1,280 ¥1,186

寿ぎ(ことほぎ) お赤飯 4536131109115 ¥1,339 ¥1,240 ¥1,296 ¥1,200

彩り(いろどり) 和風 4536131108590 ¥939 ¥870 ¥896 ¥830

彩り(いろどり) 和風 炒飯 4536131108606 ¥1,047 ¥970 ¥1,004 ¥930

彩り(いろどり) 和風 赤飯 4536131108613 ¥1,047 ¥970 ¥1,004 ¥930

睦み(むつみ) 和風 4536131108651 ¥1,177 ¥1,090 ¥1,134 ¥1,050

睦み(むつみ) 和風 炒飯 4536131108668 ¥1,285 ¥1,190 ¥1,242 ¥1,150

睦み(むつみ) 和風 赤飯 4536131108675 ¥1,285 ¥1,190 ¥1,242 ¥1,150

寛ぎ(くつろぎ) 和風 4536131108750 ¥1,296 ¥1,200 ¥1,242 ¥1,150

寛ぎ(くつろぎ) 和風 炒飯 4536131108767 ¥1,404 ¥1,300 ¥1,350 ¥1,250

寛ぎ(くつろぎ) 和風 赤飯 4536131108774 ¥1,404 ¥1,300 ¥1,350 ¥1,250

輝き(かがやき) 和風 4536131108811 ¥1,512 ¥1,400 ¥1,458 ¥1,350

輝き(かがやき) 和風 炒飯 4536131108828 ¥1,620 ¥1,500 ¥1,566 ¥1,450

輝き(かがやき) 和風 赤飯 4536131108835 ¥1,620 ¥1,500 ¥1,566 ¥1,450

趣き(おもむき) 和風 4536131108903 ¥1,684 ¥1,560 ¥1,620 ¥1,500

趣き(おもむき) 和風 炒飯 4536131108910 ¥1,792 ¥1,660 ¥1,728 ¥1,600

趣き(おもむき) 和風 赤飯 4536131108927 ¥1,792 ¥1,660 ¥1,728 ¥1,600

饗し(もてなし) 和風 4536131108965 ¥2,019 ¥1,870 ¥1,944 ¥1,800

饗し(もてなし) 和風 炒飯 4536131108972 ¥2,127 ¥1,970 ¥2,052 ¥1,900

饗し(もてなし) 和風 赤飯 4536131108989 ¥2,127 ¥1,970 ¥2,052 ¥1,900

彩り(いろどり) 中華 4536131108620 ¥939 ¥870 ¥896 ¥830

彩り(いろどり) 中華 炒飯 4536131108637 ¥1,047 ¥970 ¥1,004 ¥930



製品名 ＪＡＮコード 改定後税込価格 改定後本体価格 改定前税込価格 改定前本体価格

彩り(いろどり) 中華 赤飯 4536131108644 ¥1,047 ¥970 ¥1,004 ¥930

睦み(むつみ) 中華 4536131108682 ¥1,188 ¥1,100 ¥1,134 ¥1,050

睦み(むつみ) 中華 炒飯 4536131108699 ¥1,296 ¥1,200 ¥1,242 ¥1,150

睦み(むつみ) 中華 赤飯 4536131108705 ¥1,296 ¥1,200 ¥1,242 ¥1,150

寛ぎ(くつろぎ) 中華 4536131108781 ¥1,296 ¥1,200 ¥1,242 ¥1,150

寛ぎ(くつろぎ) 中華 炒飯 4536131108798 ¥1,404 ¥1,300 ¥1,350 ¥1,250

寛ぎ(くつろぎ) 中華 赤飯 4536131108804 ¥1,404 ¥1,300 ¥1,350 ¥1,250

輝き(かがやき) 中華 4536131108842 ¥1,512 ¥1,400 ¥1,458 ¥1,350

輝き(かがやき) 中華 炒飯 4536131108859 ¥1,620 ¥1,500 ¥1,566 ¥1,450

輝き(かがやき) 中華 赤飯 4536131108866 ¥1,620 ¥1,500 ¥1,566 ¥1,450

趣き(おもむき) 中華 4536131108934 ¥1,684 ¥1,560 ¥1,620 ¥1,500

趣き(おもむき) 中華 炒飯 4536131108941 ¥1,792 ¥1,660 ¥1,728 ¥1,600

趣き(おもむき) 中華 赤飯 4536131108958 ¥1,792 ¥1,660 ¥1,728 ¥1,600

饗し(もてなし) 中華 4536131108996 ¥2,019 ¥1,870 ¥1,944 ¥1,800

饗し(もてなし) 中華 炒飯 4536131109009 ¥2,127 ¥1,970 ¥2,052 ¥1,900

饗し(もてなし) 中華 赤飯 4536131109016 ¥2,127 ¥1,970 ¥2,052 ¥1,900

睦み(むつみ) 和中 4536131108712 ¥1,188 ¥1,100 ¥1,134 ¥1,050

睦み(むつみ) 和中 炒飯 4536131108729 ¥1,296 ¥1,200 ¥1,242 ¥1,150

睦み(むつみ) 和中 赤飯 4536131108736 ¥1,296 ¥1,200 ¥1,242 ¥1,150

輝き(かがやき) 和中 4536131108873 ¥1,512 ¥1,400 ¥1,458 ¥1,350

輝き(かがやき) 和中 炒飯 4536131108880 ¥1,620 ¥1,500 ¥1,566 ¥1,450

輝き(かがやき) 和中 赤飯 4536131108897 ¥1,620 ¥1,500 ¥1,566 ¥1,450

誉れ(ほまれ) 和中 4536131109023 ¥2,246 ¥2,080 ¥2,160 ¥2,000

誉れ(ほまれ) 和中 炒飯 4536131109030 ¥2,354 ¥2,180 ¥2,268 ¥2,100

誉れ(ほまれ) 和中 赤飯 4536131109047 ¥2,354 ¥2,180 ¥2,268 ¥2,100

雅び(みやび) 和中 4536131109054 ¥2,808 ¥2,600 ¥2,700 ¥2,500

雅び(みやび) 和中 炒飯 4536131109061 ¥2,916 ¥2,700 ¥2,808 ¥2,600

雅び(みやび) 和中 赤飯 4536131109078 ¥2,916 ¥2,700 ¥2,808 ¥2,600

美し(うまし) 和中 4536131109085 ¥3,348 ¥3,100 ¥3,240 ¥3,000

美し(うまし) 和中 炒飯 4536131109092 ¥3,456 ¥3,200 ¥3,348 ¥3,100

美し(うまし) 和中 赤飯 4536131109108 ¥3,456 ¥3,200 ¥3,348 ¥3,100

■お客様向けお問い合わせ先

株式会社崎陽軒 お客様相談室

フリーコール:0120-882-380


