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品番 商品名 カラー 備考
旧価格
（税抜）

新価格
（税抜）

78P 98326 レザー・プランターM アイボリー（IV) ¥14,000 ¥9,500

78P 98327 レザー・プランターL アイボリー（IV) ¥24,000 ¥19,000

78P 98328 レザー・プランターM ダークブラウン（DB） ¥14,000 ¥9,500

78P 98329 レザー・プランターL ダークブラウン（DB） ¥24,000 ¥19,000

78P 98330 レザー・プランターM レッド（RD） ¥14,000 ¥9,500

78P 98331 レザー・プランターL レッド（RD） ¥24,000 ¥19,000

79P 98332 レザー・プランターM オレンジ（OR) ¥14,000 ¥9,500

79P 98333 レザー・プランターL オレンジ（OR) ¥24,000 ¥19,000

79P 98334 レザー・プランターM ブラック（BK） 型押し ¥15,000 ¥10,000

79P 98335 レザー・プランターL ブラック（BK） 型押し ¥26,000 ¥20,000

78P 98336 レザー・プランターLH アイボリー（IV) ¥29,000 ¥28,500

78P 98337 レザー・プランターMH アイボリー（IV) ¥24,000 ¥23,800

78P 98338 レザー・プランターSH アイボリー（IV) ¥19,800 ¥19,000

78P 98339 レザー・プランターLH ダークブラウン（DB） ¥29,000 ¥28,500

78P 98340 レザー・プランターMH ダークブラウン（DB） ¥24,000 ¥23,800

78P 98341 レザー・プランターSH ダークブラウン（DB） ¥19,800 ¥19,000

78P 98342 レザー・プランターLH レッド（RD） ¥29,000 ¥28,500

78P 98343 レザー・プランターMH レッド（RD） ¥24,000 ¥23,800

78P 98344 レザー・プランターSH レッド（RD） ¥19,800 ¥19,000

79P 98345 レザー・プランターLH オレンジ（OR) ¥29,000 ¥28,500

79P 98346 レザー・プランターMH オレンジ（OR) ¥24,000 ¥23,800

79P 98347 レザー・プランターSH オレンジ（OR) ¥19,800 ¥19,000

79P 98348 レザー・プランターLH ブラック（BK） 型押し ¥32,000 ¥29,500

79P 98349 レザー・プランターMH ブラック（BK） 型押し ¥26,000 ¥24,800

79P 98350 レザー・プランターSH ブラック（BK） 型押し ¥22,000 ¥20,000

レザープランター新価格表

平成21年11月5日



 78

レザー・プランター（IV)
98326　Mサイズ
¥9,500  ［9,975］ 
適用鉢：懸崖鉢 8 号

98327　Lサイズ
¥19,000  ［19,950］ 
適用鉢：懸崖鉢 11 号

合成皮革

レザー・プランター（DB)
98328　Mサイズ
¥9,500  ［9,975］ 
適用鉢：懸崖鉢 8 号

98329　Lサイズ
¥19,000  ［19,950］ 
適用鉢：懸崖鉢 11 号

合成皮革

レザー・プランター（RD)
98330　Mサイズ
¥9,500  ［9,975］ 
適用鉢：懸崖鉢 8 号

98331　Lサイズ
¥19,000  ［19,950］ 
適用鉢：懸崖鉢 11 号

合成皮革

レザー・プランター（IV)
98338　SHサイズ
¥19,000  ［19,950］ 
適用鉢：懸崖鉢 5 号

98337　MHサイズ
¥23,800  ［24,990］ 
適用鉢：懸崖鉢 8 号

98336　LHサイズ
¥28,500  ［29,925］ 
適用鉢：懸崖鉢 11 号

合成皮革

レザー・プランター（DB)
98341　SHサイズ
¥19,000  ［19,950］ 
適用鉢：懸崖鉢 5 号

98340　MHサイズ
¥23,800  ［24,990］ 
適用鉢：懸崖鉢 8 号 

98339　LHサイズ
¥28,500  ［29,925］ 
適用鉢：懸崖鉢 11 号

合成皮革

レザー・プランター（RD)
98344　SHサイズ
¥19,000  ［19,950］ 
適用鉢：懸崖鉢 5 号 

98343　MHサイズ
¥23,800  ［24,990］ 
適用鉢：懸崖鉢 8 号 

98342　LHサイズ
¥28,500  ［29,925］ 
適用鉢：懸崖鉢 11 号

合成皮革
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懸崖鉢8号

懸崖鉢11号

懸崖鉢11号

懸崖鉢8号 懸崖鉢
5号

（310）

（255）

（200）

アイボリー（IV）

ダークブラウン（DB）

レッド（RD）

アイボリー（IV）

ダークブラウン（DB）

レッド（RD）

●対応する懸崖鉢のサイズにご注意下さい。また、器購入に伴う懸崖鉢のサイズ変更につきましては、ご相談下さい。

（　）内は内径
単位：mm
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レザー・プランター（BK)
98334　Mサイズ
¥10,000  ［10,500］ 
適用鉢：懸崖鉢 8 号

98335　Lサイズ
¥20,000  ［21,000］ 
適用鉢：懸崖鉢 11 号

合成皮革（型押し）

レザー・プランター（OR)
98332　Mサイズ
¥9,500  ［9,975］ 
適用鉢：懸崖鉢 8 号

98333　Lサイズ
¥19,000  ［19,950］ 
適用鉢：懸崖鉢 11 号

合成皮革

レザー・プランター（BK)
98350　SHサイズ
¥20,000  ［21,000］ 
適用鉢：懸崖鉢 5 号 

98349　MHサイズ
¥24,800  ［26,040］ 
適用鉢：懸崖鉢 8 号

98348　LHサイズ
¥29,500  ［30,975］ 
適用鉢：懸崖鉢 11 号

合成皮革（型押し）

レザー・プランター（OR)
98347　SHサイズ
¥19,000  ［19,950］ 
適用鉢：懸崖鉢 5 号

98346　MHサイズ
¥23,800  ［24,990］ 
適用鉢：懸崖鉢 8 号

98345　LHサイズ
¥28,500  ［29,925］ 
適用鉢：懸崖鉢 11 号

合成皮革

! 人工樹木と発送元が異なります。
商品サイズ

LH・MH

SH・L

M

北海道

¥2,000

¥1,800

¥1,600

東北

¥1,700

¥1,500

¥1,300

関東・信越

¥1,500

¥1,300

¥1,100

北陸・東海

¥1,400

¥1,200

¥1,000

四国・関西

¥1,300

¥1,100

¥900

九州・中国

¥1,200

¥1,100

¥800

レザープランター専用運賃表（P78・79）　※発送元 : 福岡県

P78・79の器は器メーカー直送商品です。
●納入条件が異なります。必ずご確認下さい。
●発送元・運送会社が異なるため、人工樹木と
　一緒にご注文いただいた場合でも、到着日、
　到着時刻が異なることがございます。
　事前にご確認下さい。
●配送には必ず送料が発生いたします。
　右記運賃表をご確認下さい。

※沖縄県・離島まで発送を希望される場合は窓口までお問い合わせ下さい。 （税抜き）

Toka selection

ブラック（BK）

オレンジ（OR）

ブラック（BK）

オレンジ（OR）

ボディとの色のコーディネイトを考えたエッジとバランスを
壊さない厚さに揃えたレザーならではのステッチ加工。


