
平成２７年９月１日改定

価格税抜

ページ コード 商品正式名称 カラー 旧上代 新上代

5 64244 ソフトあじさいアナベル　パルフェ ソーダーフロート ¥2,200 ¥2,300

5 64245 ソフトあじさいアナベル　パルフェ ピンクフロート ¥2,200 ¥2,300

5 64249 ソフトあじさいアナベル　パルフェ レモンオレンジ ¥2,200 ¥2,300

5 64246 ソフトあじさいアナベル　パルフェ ミントフロート ¥2,200 ¥2,300

5 64247 ソフトあじさいアナベル　パルフェ グレーピンク ¥2,200 ¥2,300

5 64248 ソフトあじさいアナベル　パルフェ カシスピンク ¥2,200 ¥2,300

5 64250 ソフトあじさいアナベル　パルフェ メロンフロート ¥2,200 ¥2,300

5 64251 ソフトあじさいアナベル　パルフェ カシスフロート ¥2,200 ¥2,300

6 64254 ソフトあじさいアナベル パープルゴールド ¥2,100 ¥2,200

6 64255 ソフトあじさいアナベル オレンジゴールド ¥2,100 ¥2,200

6 64256 ソフトあじさいアナベル ピンクゴールド ¥2,100 ¥2,200

6 64257 ソフトあじさいアナベル グレーゴールド ¥2,100 ¥2,200

6 64226 ソフトあじさいアナベル スプラッシュ　ピンク ¥2,000 ¥2,200

6 64225 ソフトあじさいアナベル スプラッシュ　エジプシアン ¥2,000 ¥2,200

6 64221 ソフトあじさいアナベル スプラッシュ　カスタード ¥2,000 ¥2,200

6 64222 ソフトあじさいアナベル スプラッシュ　キャラメル ¥2,000 ¥2,200

6 64223 ソフトあじさいアナベル スプラッシュ　クランベリー ¥2,000 ¥2,200

6 64224 ソフトあじさいアナベル スプラッシュ　グリーン ¥2,000 ¥2,200

7 64252 ソフトあじさいアナベル パープル ¥1,800 ¥1,900

7 64253 ソフトあじさいアナベル グレー ¥1,800 ¥1,900

7 64220 ソフトあじさいアナベル グリーンティー ¥1,800 ¥1,900

7 64189 ソフトあじさいアナベル エジプシアンブルー ¥1,800 ¥1,900

7 64185 ソフトあじさいアナベル カスタード ¥1,800 ¥1,900

7 64190 ソフトあじさいアナベル キャラメルブラウン ¥1,800 ¥1,900

7 64191 ソフトあじさいアナベル クランベリー ¥1,800 ¥1,900

7 64170 ソフトあじさいアナベル ホワイト ¥1,800 ¥1,900

7 64187 ソフトあじさいアナベル ベビーピンク ¥1,800 ¥1,900

7 64186 ソフトあじさいアナベル アップルグリーン ¥1,800 ¥1,900

8 64258 ソフトあじさい彩 ラベンダーＸブルー ¥2,200 ¥2,300

8 64216 ソフトあじさい彩 オレンジXオレンジ ¥2,200 ¥2,300

8 64217 ソフトあじさい彩 グリーンXグリーン ¥2,200 ¥2,300

8 64214 ソフトあじさい彩 グレーXピンク ¥2,200 ¥2,300

8 64215 ソフトあじさい彩 ボルドーXボルドー ¥2,200 ¥2,300

8 64193 ソフトあじさい彩 ブルーXブルー ¥2,200 ¥2,300

8 64194 ソフトあじさい彩 ホワイトXピンク ¥2,200 ¥2,300

8 64143 ソフトあじさい彩 ボルドーXグリーン ¥1,800 ¥2,000

8 64142 ソフトあじさい彩 ラベンダーXグリーン ¥1,800 ¥2,000

9 64259 ソフトあじさい美咲 ロータスピンク ¥1,800 ¥1,900

9 64243 ソフトあじさい美咲 フレッシュオレンジ ¥1,800 ¥1,900

9 64167 ソフトあじさい美咲 ベビーブルー ¥1,800 ¥1,900

9 64160 ソフトあじさい美咲 クリームイエロー ¥1,800 ¥1,900

9 64166 ソフトあじさい美咲 フレッシュグリーン ¥1,800 ¥1,900

9 64165 ソフトあじさい美咲 プレシャスピンク ¥1,800 ¥1,900

9 64168 ソフトあじさい美咲 ホワイト ¥1,800 ¥1,900

9 64260 ソフトあじさい美咲 バジルグリーン ¥1,600 ¥1,800

9 64261 ソフトあじさい美咲 ビューティー ¥1,600 ¥1,800

9 64163 ソフトあじさい美咲 ディープグリーン ¥1,600 ¥1,800

9 64159 ソフトあじさい美咲 カフェブラウン ¥1,600 ¥1,800

9 64161 ソフトあじさい美咲 グレープ ¥1,600 ¥1,800

9 64164 ソフトあじさい美咲 ナイトブラック ¥1,600 ¥1,800

9 64169 ソフトあじさい美咲 レッド ¥1,600 ¥1,800
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14 75571 ソフトラスカス クリアグリーン ¥1,000 ¥1,200

14 73855 ソフトラスカス リアルグリーン ¥1,000 ¥1,200

15 64203 ソフトタタリカ オリーブグリーン ¥1,100 ¥1,300

15 64204 ソフトタタリカ ディープグリーン ¥1,100 ¥1,300

17 61049 タタリカ ナチュラル ¥800 ¥900

18 61039 アンモビューム N/ホワイト ¥800 ¥850

20 60086 オレガノケントビューティ N/グリーン ¥1,260 ¥1,500

21 61067 ニゲラオリエンタリス N/グリーン ¥800 ¥1,000

23 76048 ソフトラスカス オフグレー ¥1,000 ¥1,200

23 76009 ニゲラオリエンタリス オフグレー　 ¥1,000 ¥1,200

23 75618 ソフトラスカス ブルーグレー ¥1,000 ¥1,200

24 75522 ニゲラオリエンタリス ターコイズグリーン ¥1,000 ¥1,200

24 75526 ソフトラスカス ターコイズグリーン ¥1,000 ¥1,200

25 67305 アンモビューム グリーン ¥1,000 ¥1,050

25 75625 タタリカ ボルドー ¥1,000 ¥1,100

26 73731 ニゲラオリエンタリス ピンク ¥1,000 ¥1,200

26 67306 アンモビューム ピンク ¥1,000 ¥1,050

27 75452 ニゲラオリエンタリス ブリックオレンジ ¥1,000 ¥1,200

27 75523 ニゲラオリエンタリス カフェブラウン ¥1,000 ¥1,200

27 75138 ソフトラスカス カフェブラウン ¥1,000 ¥1,200

28 75532 ニゲラオリエンタリス レッド ¥1,000 ¥1,200

28 75527 ニゲラオリエンタリス ボルドー ¥1,000 ¥1,200

28 67307 アンモビューム ボルドー ¥1,000 ¥1,050

28 75534 ソフトラスカス ブラック　Siラメ ¥1,500 ¥1,700

28 75498 ニゲラオリエンタリス ブラック ¥1,000 ¥1,200

29 74344 ニゲラオリエンタリス プラチナゴールド ¥1,300 ¥1,500

29 74345 ニゲラオリエンタリス ホワイト　Goラメ ¥1,300 ¥1,500

29 74346 ソフトラスカス ホワイト　Goラメ ¥1,200 ¥1,400

30 75641 松かさ  アソート ミルキーグリーン ¥700 ¥850

30 75640 松かさ  アソート ミルキーピンク ¥700 ¥850

30 75642 松かさ  アソート ミルキーパープル ¥700 ¥850

31 75643 松かさ  アソート ミルキーイエロー ¥700 ¥850

31 74390 松かさ  アソート プラチナゴールド ¥700 ¥750

31 74391 松かさ  アソート ブロンズ ¥700 ¥750

31 75628 松かさ  アソート レッド ¥700 ¥850

31 66184 松かさ  アソート アイボリー ¥900 ¥1,100

31 66177 松かさ  アソート ホワイト ¥1,100 ¥1,350

31 66196 松かさ　ミニ レッド　エッジゴールド ¥1,100 ¥1,300

31 66185 松かさ　ミニ ヴェルグリーン ¥900 ¥1,100

31 66187 松かさ　ミニ アイボリー ¥900 ¥1,100

31 66188 松かさ　ミニ ヴェルレッド ¥900 ¥1,100

31 66190 松かさ　ミニ ナチュラル ¥600 ¥650

31 66203 松かさ　ミニ N/エッジゴールド ¥900 ¥950

31 66197 松かさ　ミニ ブラック　エッジゴールド ¥1,100 ¥1,300

31 74291 松かさ　ミニ ゴールド ¥900 ¥1,000

31 74292 松かさ　ミニ シルバー ¥800 ¥900

32 66192 松かさ　小 アイボリー　フロストラメ ¥1,200 ¥1,300

32 66174 松かさ　小 ナチュラル ¥600 ¥650

32 74284 松かさ　小 ゴールド ¥900 ¥1,000

32 74285 松かさ　小 シルバー ¥800 ¥900

32 74335 松かさ　小 プラチナゴールド ¥900 ¥1,000

32 66176 松かさ　中 ナチュラル ¥600 ¥650

32 74288 松かさ　中 ゴールド ¥900 ¥1,000

32 74289 松かさ　中 シルバー ¥800 ¥900
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32 66175 松かさ　大 ナチュラル ¥600 ¥650

32 74286 松かさ　大 ゴールド ¥900 ¥1,000

32 74287 松かさ　大 シルバー ¥800 ¥900

35 66069 バクリ　ミニ ナチュラル ¥500 ¥600

35 66215 タルホーン ナチュラル ¥700 ¥800

38 66214 スターコーンヘッド ナチュラル ¥500 ¥650

38 66178 ミニハスヘッド　大 ナチュラル ¥800 ¥1,000

39 66072 マウンテンベリー ナチュラル ¥500 ¥550

50 73441 白樺彫り　手つき小 ナチュラル ¥500 ¥620

50 73366 白樺彫り　手つき中              ナチュラル ¥750 ¥930

50 73365 白樺彫り　手つき大 ナチュラル ¥1,050 ¥1,180

50 73363 白樺彫り　大 ナチュラル ¥700 ¥850

51 73440 白樺ミニ枝バンドル ナチュラル ¥450 ¥500

51 73360 白樺小枝バンドル ナチュラル ¥550 ¥680

51 73367 白樺長枝バンドル ナチュラル ¥1,150 ¥1,300

51 73439 白樺スティック ナチュラル ¥600 ¥650

51 73925 白樺皮ロール ナチュラル ¥2,700 ¥3,000

51 73829 白樺器　円 ナチュラル ¥400 ¥500

51 73436 白樺器　角 ナチュラル ¥400 ¥500

51 73437 白樺器　楕円 ナチュラル ¥400 ¥500

51 73438 白樺器　半円 ナチュラル ¥400 ¥500

51 73926 白樺皮　正方形L ナチュラル ¥1,200 ¥1,450

51 73357 白樺皮　正方形M ナチュラル ¥850 ¥900

51 73358 白樺皮　正方形S ナチュラル ¥650 ¥680

55 65009 ソフトラスカス ホワイト ¥1,000 ¥1,200

55 65011 ニゲラオリエンタリス ホワイト ¥1,000 ¥1,200

56 79313 ニゲラオリエンタリス パープリッシュブルー ¥1,000 ¥1,200

56 79312 ニゲラオリエンタリス 海 ¥1,000 ¥1,200

56 79119 ソフトラスカス 海 ¥1,000 ¥1,200

63 73795 白樺サンキューピック ナチュラル ¥400 ¥500

66 71002 山ゴケ グリーン ¥1,200 ¥1,300

66 71074 山ゴケ グリーン ¥480 ¥500

66 71039 山ゴケ　大袋 グリーン ¥5,000 ¥5,500

68 73541 ジュートファイバー ナチュラル ¥500 ¥650

68 73540 ジュートファイバー カフェブラウン ¥700 ¥850

68 73542 ジュートファイバー バーガンディ ¥700 ¥850

68 73543 ジュートファイバー ブリックオレンジ ¥700 ¥850

68 73544 ジュートファイバー モーブピンク ¥700 ¥850

68 73545 ジュートファイバー モスグリーン ¥700 ¥850

68 73546 ジュートファイバー ライムグリーン ¥700 ¥850

68 73547 ジュートファイバー ホワイト ¥700 ¥850
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