
 

 

2022年 2月 18日 

お客様各位 

 

 

冷熱・空調関連製品の納期遅延・価格改定のご案内 

拝啓 貴社益々ご盛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。 

 世界的な半導体不足とコロナ禍による海外サプライヤーの生産停滞や物流遅延により、冷熱・空調関連製品におい

て大幅な納期遅延・受注停止が発生しております。 

 また、昨今の世界的な経済環境の変化に伴う諸原材料の価格高騰、物流業界の構造的要因による大幅な運賃値

上げ等により、多くのメーカーから価格改定の案内がきております。 

 現時点（2022年 2月 18日現在）での状況につきまして、添付の通りお知らせいたします。 

 大変ご迷惑をお掛けすることとなり、心よりお詫び申し上げます。 弊社といたしましては、引き続き各メーカーとの交渉

を継続してまいりますが、諸般の事情をご賢察いただきご理解を賜りますようお願いいたします。 

 これまでにない状況となっておりますので、今後の工事予定を出来るだけ早くご相談くださいますようお願いいたしま

す。 

敬具 

記 

 【ご連絡事項】 

 ①多くの厨房機器・店舗機器・断熱パネル製品において、現在新規受注の一時停止が発生しています。 

 ②冷熱機器（冷凍機・ユニットクーラー・コントローラー）につきましては、受注後 9 ヶ月という製品もあります。 

 ③機器・材料の価格改定率が、現行金額の３％～6０％という大きな価格改定となっています。 

 ④過去に御見積させていただいた物件は、現時点の再見積では大幅に価格が上がる可能性があります。 

  ⑤今夏・秋の工事物件につきましては、現時点（2月・3月）での発注が必要な状況です。 

                                                                  以上 



【添付書類】

新規受注 納期の目安

一時停止 (ご発注後）

　断熱パネル・防熱扉

　　断熱パネル・防熱扉 ㈱ソーゴ 停止中 約３～５ヶ月 １０％　ＵＰ 2022年4月1日

　　断熱パネル・防熱扉 ガリレイパネルクリエイト㈱ 停止中 約３～５ヶ月 １５％　ＵＰ 2022年1月5日

　　断熱パネル・防熱扉 日軽パネルシステム㈱ 制限中 約２～４ヶ月 １５％　ＵＰ 2022年1月5日

　冷凍冷蔵機器

　　冷凍機（コンデンシングユニット） 三菱電機㈱ 制限中 約５～９ヶ月 現在改定予定無し 現在改定予定無し

　　冷却器（ユニットクーラー） 三菱電機㈱ 制限中 約６～７ヶ月 現在改定予定無し 現在改定予定無し

　　冷凍機（コンデンシングユニット） 日立ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾗｲﾌｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱ - 約３ヶ月 ６０％　ＵＰ 2022年4月1日

　　冷却器（ユニットクーラー） 日立ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾗｲﾌｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱ - 約３ヶ月 １０％　ＵＰ 2022年2月1日

　　冷凍機（コンデンシングユニット） パナソニック㈱ 制限中 約３～５ヶ月 １０％　ＵＰ 2022年4月1日

　　冷却器（ユニットクーラー） パナソニック㈱ 制限中 約１～３ヶ月 １０％　ＵＰ 2022年4月1日

　　冷凍機（コンデンシングユニット） ダイキン工業㈱ - 約１ヶ月 １０％　ＵＰ 2022年4月1日

　　冷却器（ユニットクーラー） ダイキン工業㈱ - 約１ヶ月 １０％　ＵＰ 2022年4月1日

　　冷凍機（コンデンシングユニット） コベルコ・コンプレッサ㈱ - - １０％　ＵＰ 2022年1月1日

　冷凍冷蔵機器サービスパーツ

　　冷凍機器サービスパーツ パナソニック㈱　(旧三洋電機製含む) １３％　ＵＰ 2022年4月1日

　　冷凍機器サービスパーツ コベルコ・コンプレッサ㈱ - - １０％　ＵＰ 2022年1月1日

　　冷凍機器サービスパーツ 東芝キャリア㈱ ２０～６０％　ＵＰ 2022年1月1日

冷媒R-22用は､2022年3月で供給終了

※状況は日々変わりますので、都度お問合せください。

2022年2月18日現在納期遅延・価格改定リスト

品名・材料 メーカー 価格改定率 価格改定時期

冷媒R-22用は､2022年12月で供給終了



新規受注 納期の目安

一時停止 (ご発注後）

　空調機器

　　オフィス・店舗用エアコン（PAC） 三菱電機㈱ - 約１ヶ月 ５～１０％　ＵＰ 2022年6月1日

　　オフィス・店舗用エアコン（PAC） 日立ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾗｲﾌｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱ - 約１ヶ月 １０～１５％　ＵＰ 2022年4月1日

　　オフィス・店舗用エアコン（PAC） パナソニック㈱ - 約１ヶ月 １０～１６％　ＵＰ 2022年4月1日

　　オフィス・店舗用エアコン（PAC） ダイキン工業㈱ - - 現在改定予定無し 現在改定予定無し

　　ビル用マルチエアコン 三菱電機㈱ - 約３～４ヶ月 ５～１０％　ＵＰ 2022年6月1日

　　ビル用マルチエアコン パナソニック㈱ - 約３～４ヶ月 １０～２３％　ＵＰ 2022年6月1日

　空調機器サービスパーツ

　　空調機器サービスパーツ 東芝キャリア㈱ ２０～６０％　ＵＰ 2022年1月1日

　冷凍冷蔵ショーケース

　　内蔵型ショーケース（一部） パナソニック㈱ 停止中 再開未定 現在改定予定無し 現在改定予定無し

　　内蔵型ショーケース（一部） ホシザキ㈱ 制限中 約１～３ヶ月 現在改定予定無し 現在改定予定無し

　　内蔵型ショーケース フクシマガレリレイ㈱ 停止中 再開未定 １０％　ＵＰ 2022年2月1日

　　別置型ショーケース フクシマガレリレイ㈱ 停止中 再開未定 １０％　ＵＰ 2022年2月1日

　厨房機器

　　業務用冷凍冷蔵庫（縦型） パナソニック㈱ 停止中 再開未定 現在改定予定無し 現在改定予定無し

　　業務用冷凍冷蔵庫（縦型） ホシザキ㈱ 制限中 約１～３ヶ月 現在改定予定無し 現在改定予定無し

　　業務用冷凍冷蔵庫（縦型） フクシマガレリレイ㈱ 停止中 再開未定 １０％　ＵＰ 2022年4月1日

　　業務用冷凍冷蔵庫（横型） パナソニック㈱ 制限中 約１～３ヶ月 現在改定予定無し 現在改定予定無し

　　業務用冷凍冷蔵庫（横型） ホシザキ㈱ 制限中 約１～３ヶ月 現在改定予定無し 現在改定予定無し

　　業務用冷凍冷蔵庫（横型） フクシマガレリレイ㈱ 停止中 再開未定 １０％　ＵＰ 2022年4月1日

　　製氷機 パナソニック㈱ 停止中 再開未定 現在改定予定無し 現在改定予定無し

　　製氷機（一部） ホシザキ㈱ 制限中 約１～３ヶ月 現在改定予定無し 現在改定予定無し

　　製氷機 フクシマガレリレイ㈱ 停止中 再開未定 １０％　ＵＰ 2022年4月1日

　　大型製氷機 ホシザキ㈱ 制限中 約４～６ヶ月 現在改定予定無し 現在改定予定無し

品名・材料 メーカー 価格改定率 価格改定時期

冷媒R-22用は､2022年12月で供給終了



新規受注 納期の目安

一時停止 (ご発注後）

　ポンプ・送風機

　　ポンプ全般 ㈱荏原製作所 - - ３～２０％　ＵＰ 2022年1月1日

　　ポンプ全般 テラル㈱ 制限中 約２～５ヶ月 現在改定予定無し 現在改定予定無し

　　ドレンポンプ ㈱エヌ・エス・シー - - １０～１３％　ＵＰ 2022年4月1日

　　送風機全般 ㈱荏原製作所 - - １０～２５％　ＵＰ 2022年1月1日

　　送風機全般 テラル㈱ 制限中 約５ヶ月 現在改定予定無し 現在改定予定無し

　その他（材料等）

　　空調用被覆銅管 因幡電機産業㈱ - - ２０％以上　ＵＰ 2022年3月22日

　　塩ビパイプ・継手類 - - - ２０～３０％以上　ＵＰ 2022年3月1日

　　金具類 - - - １０～２０％以上　ＵＰ 2022年3月1日

　　銅管継手類 - - - １０～２０％以上　ＵＰ 2022年3月1日

　　配管保温材（ライトカバー） - - - １０～１５％以上　ＵＰ 2022年3月1日

　　スパイラルダクト・フレキ継手 - - - １０～３０％以上　ＵＰ 2022年3月1日

　　タイロン - - - １０～３０％以上　ＵＰ 2022年3月1日

　　電材 - - - ５～２０％以上　ＵＰ 2022年5月1日

　　防火区画貫通材 - - - １０～３０％以上　ＵＰ 2022年4月1日

　　現場発泡材（インサルパック） ㈱エービーシー商会 制限中 - １０～４０％　ＵＰ 2022年1月1日

　　小型除湿機（ドライチェンジャー） ㈱アメフレック - - １０％　ＵＰ 2022年4月1日

　　配管リークシール剤 ㈱アメフレック - - ４０％　ＵＰ 2022年4月1日

　　冷媒用火無し継手（ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲﾄ） ㈱アメフレック - - １０％　ＵＰ 2022年4月1日

品名・材料 メーカー 価格改定率 価格改定時期
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