
価格変更・規格変更リスト

2018 年 6 月 1 日 ( 金 )　ご注文分より価格適用

コード 商品正式名称 カラー 旧上代 上代
87093 ＦＭ　シーナマイ帽子 ¥900 ¥1,100
87094 ＦＭ　シーナマイ帽子 ¥900 ¥1,000
87095 ＦＭ　シーナマイ帽子 ¥800 ¥900
87096 ＦＭ　シーナマイ帽子 ¥600 ¥700
87097 ＦＭ　シーナマイ帽子 ¥800 ¥900
80577 ＦＭ　木の実アソート 10 プラチナ ¥500 ¥700
80579 ＦＭ　木の実アソート 12 フロスト ¥600 ¥800
80574 ＦＭ　木の実アソート 7 ボルドー ¥600 ¥800
73811 NEW サンキライリース　15 ナチュラル ¥750 ¥850
73812 NEW サンキライリース　20 ナチュラル ¥900 ¥1,000
73813 NEW サンキライリース　25 ナチュラル ¥1,000 ¥1,100
73814 NEW サンキライリース　30 ナチュラル ¥1,250 ¥1,400
73970 アケビづる ホワイト ¥2,200 ¥2,500
69095 アケビづる　細 ナチュラル ¥2,000 ¥2,500
69137 アケビづる　太 ナチュラル ¥2,000 ¥2,500
60105 アロマティカパイナップル ナチュラル ¥1,200 ¥1,600
61039 アンモビューム N/ ホワイト ¥1,200 ¥1,300
67306 アンモビューム ピンク ¥1,300 ¥1,600
67305 アンモビューム グリーン ¥1,300 ¥1,600
67307 アンモビューム ボルドー ¥1,300 ¥1,600
75682 稲穂ピック レッド ¥1,300 ¥1,100
60007 イネ N/ グリーン ¥600 ¥700
74330 イネ ゴールド ¥1,000 ¥1,300
75586 イネ レッド ¥700 ¥1,100
76030 インディアンコーン オフオレンジ ¥1,000 ¥1,600
73477 インディアンコーン シェルピンク ¥1,000 ¥1,600
75497 インディアンコーン グリーン ¥1,000 ¥1,600
75496 インディアンコーン オリーブグリーン ¥1,000 ¥1,600
65065 インディアンコーン ホワイト ¥800 ¥1,400
73881 ウイローリース　15 ベージュ ¥1,000 ¥1,200
73885 ウイローリース　15 ホワイト ¥1,100 ¥1,300
73882 ウイローリース　20 ベージュ ¥1,100 ¥1,300
73886 ウイローリース　20 ホワイト ¥1,400 ¥1,600
73883 ウイローリース　25 ベージュ ¥1,300 ¥1,500
73887 ウイローリース　25 ホワイト ¥1,600 ¥1,800
73884 ウイローリース　30 ベージュ ¥1,700 ¥1,900
73888 ウイローリース　30 ホワイト ¥2,000 ¥2,200
73681 オーストリッチ　50 ホワイト ¥13,000 ¥15,000
73378 オーバルクラフトリース　大 ナチュラル ¥2,000 ¥2,400
73379 オーバルクラフトリース　中 ナチュラル ¥1,800 ¥2,200
73908 オーバルリース　大 ナチュラル ¥1,100 ¥1,500
63008 オレンジスライス ナチュラル ¥1,300 ¥1,400
73669 カラーコキール ブラック ¥1,500 ¥2,000
73901 カラーコキール スモーキーグリーン ¥1,350 ¥1,850
73902 カラーコキール スモーキーグレー ¥1,350 ¥1,850
73664 カラーコキール イエロー ¥1,350 ¥1,850
73665 カラーコキール ウスムラサキ ¥1,350 ¥1,850
73666 カラーコキール オレンジブラウン ¥1,350 ¥1,850
73667 カラーコキール カフェブラウン ¥1,350 ¥1,850
73668 カラーコキール ピンク ¥1,350 ¥1,850
73903 カラーコキール スモーキーレッド ¥1,350 ¥1,850
73670 カラーコキール ベージュ ¥1,350 ¥1,850
73671 カラーコキール ボルドー ¥1,350 ¥1,850
73672 カラーコキール 水色 ¥1,350 ¥1,850
73673 カラーコキール ミントグリーン ¥1,350 ¥1,850
73697 カラーバイン　丸芯　2.5 ｍｍ ナチュラル ¥900 ¥1,200
73823 カラーバイン　丸芯　2.5 ｍｍ ホワイト ¥1,200 ¥1,500
73825 カラーバイン　半芯　5.5 ｍｍ ナチュラル ¥1,200 ¥1,500
73824 カラーバイン　半芯　5.5 ｍｍ ホワイト ¥1,500 ¥1,800

価格変更

コード 商品正式名称 カラー 旧上代 上代
70103 カラーリーフ イエロー ¥1,000 ¥1,400
70104 カラーリーフ ライムグリーン ¥1,000 ¥1,400
70105 カラーリーフ グリーン ¥1,000 ¥1,400
70121 カラーリーフ シルバー ¥1,200 ¥1,600
70106 カラーリーフ オレンジ ¥1,000 ¥1,400
70109 カラーリーフ レッド ¥1,000 ¥1,400
70122 カラーリーフ バーガンディ ¥1,000 ¥1,400
70120 カラーリーフ ゴールド ¥1,200 ¥1,600
66183 カラマツ ホワイト ¥1,200 ¥1,300
66186 カラマツ ナチュラル ¥600 ¥800
75539 カラマツ レッド ¥900 ¥1,100
75631 カラマツ アソート ミルキーグリーン ¥800 ¥1,000
75630 カラマツ アソート ミルキーピンク ¥800 ¥1,000
75632 カラマツ アソート ミルキーパープル ¥800 ¥1,000
66201 カラマツ　大 ナチュラル ¥500 ¥600
75627 グイの実 レッド ¥700 ¥800
73910 クラフトリース　20 ナチュラル ¥880 ¥1,100
73394 クラフトリース　25 ナチュラル ¥1,500 ¥1,900
73395 クラフトリース　30 ナチュラル ¥2,000 ¥2,500
73396 クラフトリース　35 ナチュラル ¥2,400 ¥3,000
73815 クラフトリース　40 ナチュラル ¥3,400 ¥4,100
73816 クラフトリース　50 ナチュラル ¥5,000 ¥6,000
66219 コーンワイヤー付き ナチュラル ¥1,200 ¥1,300
66199 コメツガ ナチュラル ¥500 ¥850
74406 コンパクターロゼット ローズゴールド ¥1,200 ¥1,500
66211 コンパクターロゼット ナチュラル ¥1,000 ¥1,100
79406 シェル　アソート ナチュラル ¥850 ¥950
79407 シェル　ミニアソート ナチュラル ¥850 ¥950
73551 シサル麻 ナチュラル ¥700 ¥900
73832 シサル麻 ヴェルグリーン ¥850 ¥1,150
73833 シサル麻 オリーブグリーン ¥850 ¥1,150
73834 シサル麻 カフェブラウン ¥850 ¥1,150
73835 シサル麻 クリームイエロー ¥850 ¥1,150
73836 シサル麻 シェルピンク ¥850 ¥1,150
73837 シサル麻 パープリッシュブルー ¥850 ¥1,150
73838 シサル麻 ボルドー ¥850 ¥1,150
73839 シサル麻 ミントグリーン ¥850 ¥1,150
73841 シサル麻 オフブラウン ¥850 ¥1,150
73842 シサル麻 フレッシュグリーン ¥850 ¥1,150
73840 シサル麻 レッド ¥850 ¥1,150
73541 ジュートファイバー ナチュラル ¥800 ¥1,300
73540 ジュートファイバー カフェブラウン ¥1,000 ¥1,500
73542 ジュートファイバー バーガンディ ¥1,000 ¥1,500
73981 ジュートファイバー オフブラウン ¥1,000 ¥1,500
73543 ジュートファイバー ブリックオレンジ ¥1,000 ¥1,500
73544 ジュートファイバー モーブピンク ¥1,000 ¥1,500
73545 ジュートファイバー モスグリーン ¥1,000 ¥1,500
73546 ジュートファイバー ライムグリーン ¥1,000 ¥1,500
73547 ジュートファイバー ホワイト ¥1,000 ¥1,800
72052 シュロの皮 ナチュラル ¥1,700 ¥2,000
67117 シルバーデージー N/ ホワイト ¥1,000 ¥1,300
76052 シルバーデージー カシスフロート ¥1,200 ¥1,500
76055 シルバーデージー レモンオレンジ ¥1,200 ¥1,500
76049 シルバーデージー ピンク ¥1,200 ¥1,500
76053 シルバーデージー グリーンイエロー ¥1,200 ¥1,500
79404 シルバーデージー ターコイズグリーン ¥1,200 ¥1,500
79297 シルバーデージー パープリッシュブルー ¥1,200 ¥1,500
74409 スターアニス プラチナピンク ¥1,200 ¥1,400
74052 スターアニス ゴールド ¥1,200 ¥1,400



コード 商品正式名称 カラー 旧上代 上代
63093 スターアニス ナチュラル ¥900 ¥1,200
67020 スターコーン ナチュラル ¥1,000 ¥1,200
75697 スターコーン ボルドー ¥1,200 ¥1,500
75696 スターコーン ブリックオレンジ ¥1,200 ¥1,500
75686 スターコーンヘッド パープル ¥1,500 ¥1,800
75688 スターコーンヘッド パープリッシュブルー ¥1,500 ¥1,800
75687 スターコーンヘッド グリーン ¥1,500 ¥1,800
79236 スターフィッシュ ナチュラル ¥800 ¥900
79233 スターフィッシュ ピンク ¥800 ¥1,000
79234 スターフィッシュ ブルー ¥800 ¥1,000
75577 スティファ オリーブグリーン ¥1,000 ¥1,100
75580 スティファ カフェブラウン ¥1,000 ¥1,100
75582 スティファ ボルドー ¥1,000 ¥1,100
75581 スティファ ブラック ¥1,000 ¥1,100
65077 スティファ ホワイト ¥1,000 ¥1,100
73989 ストローリース ホワイトブラッシュ ¥1,200 ¥1,600
73988 ストローリース ホワイトブラッシュ ¥1,000 ¥1,500
73987 ストローリース ホワイトブラッシュ ¥800 ¥1,000
71201 スパニッシュモス ナチュラル ¥550 ¥800
71232 スパニッシュモス グリーン ¥750 ¥1,000
71235 スパニッシュモス ブラウン ¥750 ¥1,000
71237 スパニッシュモス　大袋 ナチュラル ¥9,000 ¥14,000
71238 スパニッシュモス　大袋 グリーン ¥12,000 ¥17,000
71241 スパニッシュモス　大袋 ブラウン ¥12,000 ¥17,000
60052 センニチコウ N/ ピンク ¥1,200 ¥1,600
60053 センニチコウ N/ レッド ¥1,200 ¥1,600
60051 センニチコウ N/ パープル ¥1,200 ¥1,600
64226 ソフトあじさいアナベル スプラッシュ　ピンク ¥2,300 ¥2,500
64225 ソフトあじさいアナベル スプラッシュ　エジプシアン ¥2,300 ¥2,500
64223 ソフトあじさいアナベル スプラッシュ　クランベリー ¥2,300 ¥2,500
64224 ソフトあじさいアナベル スプラッシュ　グリーン ¥2,300 ¥2,500
64244 ソフトあじさいアナベル　パルフェ ソーダーフロート ¥2,300 ¥2,500
64245 ソフトあじさいアナベル　パルフェ ピンクフロート ¥2,300 ¥2,500
64249 ソフトあじさいアナベル　パルフェ レモンオレンジ ¥2,300 ¥2,500
64250 ソフトあじさいアナベル　パルフェ メロンフロート ¥2,300 ¥2,500
64251 ソフトあじさいアナベル　パルフェ カシスフロート ¥2,300 ¥2,500
64142 ソフトあじさい彩 ラベンダー×グリーン ¥2,200 ¥2,500
64143 ソフトあじさい彩 ボルドー×グリーン ¥2,200 ¥2,500
64215 ソフトあじさい彩 ボルドー×ボルドー ¥2,500 ¥2,800
64193 ソフトあじさい彩 ブルー×ブルー ¥2,500 ¥2,800
64194 ソフトあじさい彩 ホワイト×ピンク ¥2,500 ¥2,800
64134 ソフトあじさい水無月 フレッシュグリーン ¥2,000 ¥2,200
64131 ソフトあじさい水無月 オフホワイト ¥2,000 ¥2,200
64133 ソフトあじさい水無月 プレシャスピンク ¥2,000 ¥2,200
64166 ソフトあじさい美咲 フレッシュグリーン ¥2,200 ¥2,400
64243 ソフトあじさい美咲 フレッシュオレンジ ¥2,200 ¥2,400
64165 ソフトあじさい美咲 プレシャスピンク ¥2,200 ¥2,400
64168 ソフトあじさい美咲 オフホワイト ¥2,200 ¥2,400
64167 ソフトあじさい美咲 ベビーブルー ¥2,200 ¥2,400
67304 ソフトイモーテル イエロー / ピンク ¥1,200 ¥2,000
67303 ソフトイモーテル N/ イエロー ¥1,200 ¥1,800
76077 ソフトイモーテル グレー ¥1,600 ¥2,200
76075 ソフトイモーテル ライトブルーフロート ¥1,600 ¥2,200
76063 ソフトイモーテル パープリッシュブルー ¥1,600 ¥2,200
76059 ソフトイモーテル オフパープルフロート ¥1,600 ¥2,200
73858 ソフトイモーテル ピンク ¥1,500 ¥2,200
65074 ソフトイモーテル ホワイト ¥1,500 ¥2,200
71246 ソフトスパニッシュモス ライムグリーン ¥1,000 ¥1,200
71245 ソフトスパニッシュモス ブルーグレー ¥1,000 ¥1,200
64287 ソフトタタリカ クリアグリーン ¥1,200 ¥1,700
64288 ソフトタタリカ リアルグリーン ¥1,200 ¥1,700
71042 ソフトタチカズラ　大袋 グリーン ¥20,000 ¥35,000
65087 ソフトニゲラ ホワイト ¥1,800 ¥2,300
65088 ソフトミツマタ ホワイト ¥1,500 ¥1,800
75573 ソフトミニカスミ ボルドー ¥1,000 ¥1,500
75685 ソフトミニカスミ ブラック ¥1,200 ¥1,500
73861 ソフトミニカスミ グリーン ¥1,000 ¥1,500
76037 ソフトミニカスミ フレッシュグリーン ¥1,000 ¥1,500
65075 ソフトミニカスミ ホワイト ¥1,000 ¥1,500
76036 ソフトミニカスミ ピンク ¥1,000 ¥1,500
73860 ソフトミニカスミ イエロー ¥1,000 ¥1,500
76047 ソフトミニカスミ オフグレー ¥1,000 ¥1,500
76035 ソフトミニカスミ ラベンダー ¥1,000 ¥1,500
74401 ソフトミニカスミ ローズゴールド ¥1,200 ¥1,800
74411 ソフトミニカスミ プラチナピンク ¥1,200 ¥1,800

コード 商品正式名称 カラー 旧上代 上代
75526 ソフトラスカス ターコイズグリーン ¥1,600 ¥2,000
73855 ソフトラスカス リアルグリーン ¥1,600 ¥2,000
76048 ソフトラスカス オフグレー ¥1,600 ¥2,000
75618 ソフトラスカス ブルーグレー ¥1,600 ¥2,000
79119 ソフトラスカス 海 ¥1,600 ¥2,000
75138 ソフトラスカス カフェブラウン ¥1,600 ¥2,000
65009 ソフトラスカス アイボリー ¥1,300 ¥1,800
75677 ソフトラスカス ブラック ¥1,500 ¥2,000
61152 ソフトラベンダー ¥1,500 ¥1,900
64206 ソフト小麦 グリーン ¥1,200 ¥1,500
75625 タタリカ ボルドー ¥1,100 ¥1,600
61049 タタリカ ナチュラル ¥900 ¥1,300
66215 タルホーン ナチュラル ¥1,000 ¥1,500
73472 チキンワイヤー ゴールド ¥2,700 ¥3,000
73600 チキンワイヤー シルバー ¥2,000 ¥2,200
61055 ニゲラ N/ グリーン ¥1,200 ¥1,700
66080 ノグルミ ナチュラル ¥500 ¥700
74363 ノグルミ プラチナゴールド ¥700 ¥1,100
73984 ハートリース　15 ホワイトブラッシュ ¥900 ¥1,000
73912 ハートリース　15 クロス ナチュラル ¥680 ¥800
73985 ハートリース　20 ホワイトブラッシュ ¥1,100 ¥1,200
72112 ハートリース　20 クロス ナチュラル ¥780 ¥1,000
73986 ハートリース　25 ホワイトブラッシュ ¥1,300 ¥1,400
72111 ハートリース　25 クロス ナチュラル ¥880 ¥1,100
66069 バクリ　ミニ ナチュラル ¥600 ¥850
75634 バクリフラワー ミルキーピンク ¥900 ¥1,200
66182 バクリフラワー アイボリー ¥800 ¥1,200
75635 バクリフラワー ミルキーグリーン ¥900 ¥1,200
75636 バクリフラワー ミルキーパープル ¥900 ¥1,200
75638 バクリフラワー ミルキーホワイト ¥900 ¥1,200
67076 ハス　ステム付き ナチュラル ¥900 ¥1,100
60077 ハニーテール ナチュラル ¥800 ¥950
60066 バラ　ジュピター N/ イエロー ¥1,200 ¥1,600
60058 バラ　ティネケ N/ クリーム ¥1,200 ¥1,600
60063 バラ　ローテローザ N/ ダークレッド ¥1,200 ¥1,600
73514 ひげぶどうリース　15 ナチュラル ¥900 ¥1,000
73515 ひげぶどうリース　20 ナチュラル ¥1,100 ¥1,800
73516 ひげぶどうリース　25 ナチュラル ¥1,800 ¥2,300
73517 ひげぶどうリース　30 ナチュラル ¥2,000 ¥2,700
66053 ひのきの実 ナチュラル ¥500 ¥650
71101 フィンランドモス ナチュラル ¥650 ¥750
71139 フィンランドモス ナチュラル ¥6,500 ¥8,500
71103 フィンランドモス グリーン ¥650 ¥750
71142 フィンランドモス グリーン ¥6,500 ¥8,500
71107 フィンランドモス モスグリーン ¥650 ¥750
71144 フィンランドモス モスグリーン ¥6,500 ¥8,500
71109 フィンランドモス ライムグリーン ¥650 ¥750
71145 フィンランドモス ライムグリーン ¥6,500 ¥8,500
75615 フィンランドモス ブルーグレー ¥650 ¥750
71117 フィンランドモス ブラウン ¥550 ¥750
71143 フィンランドモス ブラウン ¥6,500 ¥8,500
71119 フィンランドモス ホワイト ¥650 ¥1,000
71125 フィンランドモス アンティークグリーン ¥650 ¥750
71141 フィンランドモス アンティークグリーン ¥6,500 ¥8,500
71136 フィンランドモス フレッシュグリーン ¥650 ¥750
71137 フィンランドモス フレッシュグリーン ¥6,500 ¥8,500
71123 フィンランドモス ブルー ¥650 ¥1,000
71102 フィンランドモス　大袋 ナチュラル ¥13,000 ¥16,000
71104 フィンランドモス　大袋 グリーン ¥13,000 ¥16,000
71108 フィンランドモス　大袋 モスグリーン ¥13,000 ¥16,000
71110 フィンランドモス　大袋 ライムグリーン ¥13,000 ¥16,000
71118 フィンランドモス　大袋 ブラウン ¥13,000 ¥16,000
71126 フィンランドモス　大袋 アンティークグリーン ¥13,000 ¥16,000
71138 フィンランドモス　大袋 フレッシュグリーン ¥13,000 ¥16,000
73849 フジヅル ホワイト ¥1,600 ¥2,500
73848 フジヅル 細 ホワイト ¥1,000 ¥2,500
73878 ブドウリース　15 ナチュラル ¥700 ¥1,000
73879 ブドウリース　20 ナチュラル ¥900 ¥1,500
73880 ブドウリース　30 ナチュラル ¥1,300 ¥2,000
68008 ブラックベリー ナチュラル ¥1,300 ¥1,800
73922 フラットスター　15 ナチュラル ¥250 ¥900
73923 フラットスター　20 ナチュラル ¥350 ¥1,000
73924 フラットスター　25 ナチュラル ¥450 ¥1,100
73920 フラットスター　25 ゴールド ¥1,000 ¥1,800
73524 フラットムーン 25 ナチュラル ¥400 ¥800



コード 商品正式名称 カラー 旧上代 上代
73932 フラットムーン 35 ナチュラル ¥500 ¥1,000
73003 フローレンシア イエロー ¥900 ¥1,400
73002 フローレンシア ピンク ¥900 ¥1,400
73001 フローレンシア グリーン ¥900 ¥1,400
65089 フローレンシア ホワイト ¥700 ¥1,200
60074 ヘリクリサムワイヤー N/ ローズ ¥1,000 ¥1,200
60019 ヘリクリサムワイヤー N/ ホワイト ¥1,000 ¥1,200
60020 ヘリクリサムワイヤー N/ ピンク ¥1,000 ¥1,200
60021 ヘリクリサムワイヤー N/ イエロー ¥1,000 ¥1,200
66225 ベルガム ナチュラル ¥500 ¥600
75491 ポアプランツ カフェブラウン ¥540 ¥1,000
65012 ポアプランツ ホワイト ¥540 ¥1,000
76038 ポアプランツ ピンク ¥540 ¥1,000
76039 ポアプランツ キルシュピンク ¥540 ¥1,000
73864 ポアプランツ イエロー ¥540 ¥1,000
73865 ポアプランツ グリーン ¥540 ¥1,000
69139 ホウキ草 ホワイト ¥600 ¥900
75639 ボタンガムヘッド ミルキーホワイト ¥700 ¥900
73410 ほろほろ鳥 パープル ¥1,800 ¥2,300
73689 ほろほろ鳥 ナチュラル ¥1,800 ¥2,000
73706 ホワイトコキール ホワイト ¥1,200 ¥1,800
66072 マウンテンベリー ナチュラル ¥700 ¥800
66004 マリティマコーン ナチュラル ¥800 ¥1,100
63090 マンダリンスライス ナチュラル ¥1,200 ¥1,400
63075 マンダリンホール ナチュラル ¥1,200 ¥1,300
74410 ミツマタ プラチナゴールド ¥1,400 ¥1,800
74400 ミツマタ ローズゴールド ¥1,400 ¥1,800
66178 ミニハスヘッド　大 ナチュラル ¥1,200 ¥1,600
64074 ミニファーン バーガンディー ¥1,200 ¥1,600
66223 ムイリーローズ ナチュラル ¥650 ¥800
66102 メタセコイア ナチュラル ¥650 ¥800
73468 メッシュネットリボン ゴールド ¥1,300 ¥1,600
73469 メッシュネットリボン シルバー ¥1,300 ¥1,600
73752 メッシュネットリボン ブロンズ ¥1,300 ¥1,600
66224 メリディアナム ナチュラル ¥600 ¥700
73549 モスボール　15 グリーン ¥700 ¥1,200
66165 ヤシャブシ　大 ナチュラル ¥800 ¥1,000
63091 ライムホール ナチュラル ¥1,200 ¥1,700
60078 ラグラス N/ ブラウン ¥500 ¥650
65078 ラグラス ホワイト ¥650 ¥950
76042 ラグラス ピンク ¥650 ¥950
75576 ラグラス フレッシュグリーン ¥650 ¥950
73866 ラグラス クリームイエロー ¥650 ¥950
76041 ラグラス オフグレー ¥650 ¥950
62042 ラベンダーポプリ ナチュラル ¥800 ¥900
62009 ラベンダーポプリ　大袋 ナチュラル ¥19,000 ¥22,000
61151 ルリ玉アザミ N/ ブルー ¥1,600 ¥2,500
64073 レザーファーン グリーン ¥1,200 ¥1,600
62041 ローズペタル　ローテローザ N/ レッド ¥1,000 ¥1,500
63019 ローレル ナチュラル ¥800 ¥1,000
63077 ローレル　大袋 ナチュラル ¥21,000 ¥30,000
64071 ワイルドリーフ グリーン ¥1,200 ¥1,500
64072 ワイルドリーフ バーガンディー ¥1,200 ¥1,500
67067 ワイルドリリー ナチュラル ¥600 ¥1,100
74281 ワタカラ ゴールド ¥800 ¥1,000
66062 ワタカラ ナチュラル ¥450 ¥600
60026 稲穂ピック N/ グリーン ¥600 ¥650
74329 稲穂ピック ゴールド ¥900 ¥1,300
65085 黒麦 ホワイト ¥800 ¥1,100
79226 砂サンゴ ナチュラル ¥500 ¥700
79228 砂サンゴ 海 ¥500 ¥700
71081 山ゴケ アンティークグリーン ¥500 ¥650
71079 山ゴケ アンティークグリーン ¥1,400 ¥1,900
71074 山ゴケ グリーン ¥500 ¥650
71002 山ゴケ グリーン ¥1,400 ¥1,900
71080 山ゴケ　大袋 アンティークグリーン ¥7,500 ¥10,000
71039 山ゴケ　大袋 グリーン ¥7,500 ¥10,000
71070 山ゴケシート グリーン ¥3,200 ¥3,700
73982 小枝立ち木バンドル ナチュラル ¥1,000 ¥1,600
60001 小麦 N/ グリーン ¥800 ¥1,100
75511 小麦 カフェブラウン ¥900 ¥1,200
75512 小麦 ボルドー ¥900 ¥1,200
66187 松かさ　ミニ アイボリー ¥1,100 ¥1,500
66190 松かさ　ミニ ナチュラル ¥700 ¥1,100
66203 松かさ　ミニ N/ エッジゴールド ¥1,000 ¥1,400

コード 商品正式名称 カラー 旧上代 上代
66204 松かさ　ミニ N/ フロスト ¥900 ¥1,400
74291 松かさ　ミニ ゴールド ¥1,000 ¥1,500
74284 松かさ　小 ゴールド ¥1,000 ¥1,200
74399 松かさ　小 ローズゴールド ¥1,000 ¥1,300
74285 松かさ　小 シルバー ¥950 ¥1,200
74335 松かさ　小 プラチナゴールド ¥1,000 ¥1,200
74286 松かさ　大 ゴールド ¥1,100 ¥1,300
74288 松かさ　中 ゴールド ¥1,100 ¥1,200
74289 松かさ　中 シルバー ¥1,100 ¥1,200
60090 大麦 N/ グリーン ¥800 ¥1,000
73993 白樺アンバーガーランド ¥2,200 ¥2,500
73992 白樺壁掛けダブル ナチュラル ¥1,000 ¥1,200
73795 白樺サンキューピック ナチュラル ¥500 ¥650
73983 白樺ベース ナチュラル ¥1,200 ¥1,300
73829 白樺器　円 ナチュラル ¥700 ¥900
73436 白樺器　角 ナチュラル ¥700 ¥900
73437 白樺器　楕円 ナチュラル ¥700 ¥900
73438 白樺器　半円 ナチュラル ¥700 ¥900
73994 白樺松かさガーランド ¥2,200 ¥2,500
73441 白樺彫り　手つき小 ナチュラル ¥850 ¥1,000
73366 白樺彫り　手つき中 ナチュラル ¥1,150 ¥1,450
73367 白樺長枝バンドル ナチュラル ¥1,700 ¥2,200
73926 白樺皮　正方形 L ナチュラル ¥1,800 ¥2,500
73357 白樺皮　正方形 M ナチュラル ¥1,000 ¥1,400
73358 白樺皮　正方形 S ナチュラル ¥800 ¥1,100
73925 白樺皮ロール ナチュラル ¥3,400 ¥3,800
71073 牧草 N/ グリーン ¥700 ¥850



コード 掲載 商品正式名称 カラー 規格 上代
旧品番 80570 規格変更 ＦＭ　木の実アソート 3 ボルドー 約 30 ｺ ¥600
新品番 80596 新規格 ＦＭ　木の実アソート 3 ボルドー 約 18 ｺ ¥600
旧品番 80571 規格変更 ＦＭ　木の実アソート 4 グリーン 約 30 ｺ ¥600
新品番 80597 新規格 ＦＭ　木の実アソート 4 グリーン 約 18 ｺ ¥600
旧品番 80572 規格変更 ＦＭ　木の実アソート 5 ブルー 約 30 ｺ ¥600
新品番 80598 新規格 ＦＭ　木の実アソート 5 ブルー 約 18 ｺ ¥600
旧品番 69136 規格変更 うんりゅう柳 ホワイト 5 本 ¥1,500
新品番 69001 新規格 うんりゅう柳 ホワイト 3 本 ¥1,800
旧品番 74307 規格変更 うんりゅう柳 ゴールド 5 本 ¥1,500
新品番 74428 新規格 うんりゅう柳 ゴールド 3 本 ¥1,800
旧品番 79235 規格変更 うんりゅう柳 海 5 本 ¥1,500
新品番 79241 新規格 うんりゅう柳 海 3 本 ¥1,800
旧品番 66205 規格変更 シダローズ　小 ホワイト 20 ｺ ¥500
新品番 66232 新規格 シダローズ　小 ホワイト 10 ｺ ¥1,200
旧品番 74407 規格変更 シダローズ　小 プラチナピンク 20 ｺ ¥600
新品番 74434 新規格 シダローズ　小 プラチナピンク 10 ｺ ¥1,300
旧品番 75681 規格変更 シダローズ　小 レッド 20 ｺ ¥500
新品番 75760 新規格 シダローズ　小 レッド 10 ｺ ¥1,200
旧品番 65086 規格変更 ソフトかすみ草 ホワイト 約 20g ¥1,800
新品番 65090 新規格 ソフトかすみ草 オフホワイト 約 10g ¥1,800
旧品番 76066 規格変更 ソフトかすみ草 ピンク 約 20g ¥1,800
新品番 76078 新規格 ソフトかすみ草 ピンク 約 10g ¥1,800
旧品番 76064 規格変更 ソフトかすみ草 オフグリーン 約 20g ¥1,800
新品番 76079 新規格 ソフトかすみ草 オフグリーン 約 10g ¥1,800
旧品番 76065 規格変更 ソフトかすみ草 オフパープル 約 20g ¥1,800
新品番 76080 新規格 ソフトかすみ草 オフパープル 約 10g ¥1,800
旧品番 61067 規格変更 ニゲラオリエンタリス N/ グリーン 約 45g ¥1,000
新品番 61070 新規格 ニゲラオリエンタリス N/ グリーン 約 30g ¥1,400
旧品番 65011 規格変更 ニゲラオリエンタリス ホワイト 約 30g ¥1,200
新品番 65091 新規格 ニゲラオリエンタリス ホワイト 約 20g ¥1,400
旧品番 73731 規格変更 ニゲラオリエンタリス ピンク 約 30g ¥1,200
新品番 73051 新規格 ニゲラオリエンタリス ピンク 約 20g ¥1,400
旧品番 74344 規格変更 ニゲラオリエンタリス プラチナゴールド 約 30g ¥1,500
新品番 74433 新規格 ニゲラオリエンタリス プラチナゴールド 約 20g ¥1,400
旧品番 75452 規格変更 ニゲラオリエンタリス ブリックオレンジ 約 30g ¥1,200
新品番 75755 新規格 ニゲラオリエンタリス ブリックオレンジ 約 20g ¥1,400
旧品番 75527 規格変更 ニゲラオリエンタリス ボルドー 約 30g ¥1,200
新品番 75756 新規格 ニゲラオリエンタリス ボルドー 約 20g ¥1,400
旧品番 75532 規格変更 ニゲラオリエンタリス レッド 約 30g ¥1,200
新品番 75757 新規格 ニゲラオリエンタリス レッド 約 20g ¥1,400
旧品番 75522 規格変更 ニゲラオリエンタリス ターコイズグリーン 約 30g ¥1,200
新品番 75758 新規格 ニゲラオリエンタリス ターコイズグリーン 約 20g ¥1,400
旧品番 75498 規格変更 ニゲラオリエンタリス ブラック 約 30g ¥1,200
新品番 75759 新規格 ニゲラオリエンタリス ブラック 約 20g ¥1,400
旧品番 79312 規格変更 ニゲラオリエンタリス 海 約 30g ¥1,200
新品番 79252 新規格 ニゲラオリエンタリス 海 約 20g ¥1,400
旧品番 67097 規格変更 ハスヘッド　大 ナチュラル 10 ｺ ¥600
新品番 67023 新規格 ハスヘッド　大 ナチュラル 6 ｺ ¥900
旧品番 62006 規格変更 バラポプリ N/ レッド 約 50g ¥800
新品番 62048 新規格 バラポプリ N/ レッド 約 25g ¥650
旧品番 71140 規格変更 フィンランドモス ホワイト 約 500g ¥8,000
新品番 71152 新規格 フィンランドモス ホワイト 約 300g ¥8,500
旧品番 71120 規格変更 フィンランドモス　大袋 ホワイト 約 1kg ¥16,000
新品番 71153 新規格 フィンランドモス ホワイト 約 600g ¥16,000
旧品番 66154 規格変更 フヨウのカラ ナチュラル 約 100 ｺ ¥800
新品番 66231 新規格 フヨウのカラ ナチュラル 約 50 ｺ ¥650
旧品番 65068 規格変更 ミツマタ ホワイト 5 本 ¥1,200
新品番 65082 新規格 ミツマタ ホワイト 3 本 ¥1,500
旧品番 69103 規格変更 ミツマタ ナチュラル 5 本 ¥1,000
新品番 69006 新規格 ミツマタ ナチュラル 3 本 ¥1,000
旧品番 74364 規格変更 ミツマタ ゴールド 5 本 ¥1,800
新品番 74431 新規格 ミツマタ ゴールド 3 本 ¥1,800
旧品番 74374 規格変更 ミツマタ シルバー 5 本 ¥1,600
新品番 74432 新規格 ミツマタ シルバー 3 本 ¥1,800
旧品番 75541 規格変更 ミツマタ ブラック 5 本 ¥1,600
新品番 75752 新規格 ミツマタ ブラック 3 本 ¥1,600
旧品番 75540 規格変更 ミツマタ カフェブラウン 5 本 ¥1,600
新品番 75753 新規格 ミツマタ カフェブラウン 3 本 ¥1,600
旧品番 75542 規格変更 ミツマタ ボルドー 5 本 ¥1,600
新品番 75754 新規格 ミツマタ ボルドー 3 本 ¥1,600
旧品番 76046 規格変更 ミツマタ オフグレー 5 本 ¥1,600
新品番 76102 新規格 ミツマタ オフグレー 3 本 ¥1,600
旧品番 79402 規格変更 ミツマタ ブルーグレー 5 本 ¥1,600
新品番 79248 新規格 ミツマタ ブルーグレー 3 本 ¥1,600
旧品番 79393 規格変更 ミツマタ 海 5 本 ¥1,600
新品番 79249 新規格 ミツマタ 海 3 本 ¥1,600
旧品番 73934 規格変更 モスボール　5 グリーン 8 ｺ ¥1,400
新品番 73312 新規格 モスボール　5 グリーン 4 ｺ ¥1,600

規格変更



コード 掲載 ＪＡＮコード 商品正式名称 カラー 規格 単位 規格2（備考サイズ） 上代

76076 掲載落ち 売切り廃盤 4940095760761 ソフトニゲラオリエンタリス パープル×アクア 約30g 束 ¥1,200

76068 掲載落ち 売切り廃盤 4940095760686 ソフトニゲラオリエンタリス グリーン×イエロー 約30g 束 ¥1,200

76067 掲載落ち 売切り廃盤 4940095760679 ソフトニゲラオリエンタリス グリーン×ホワイト 約30g 束 ¥1,200

76074 掲載落ち 廃番 4940095760747 ソフトイモーテル グリーン×イエロー 約20g 束 約L40cm ¥1,600

76062 掲載落ち 売切り廃盤 4940095760624 ソフトイモーテル オフグリーン 約20g 束 約L40cm ¥1,600

76073 掲載落ち 廃番 4940095760730 ソフトイモーテル カシス×イエロー 約20g 束 約L40cm ¥1,600

73859 掲載落ち 売切り廃盤 4940095738593 ソフトイモーテル グリーン 約20g 束 約L40cm ¥1,500

65086 規格変更 売切り廃盤 4940095650864 ソフトかすみ草 ホワイト 約20g 束 約L40～60cm ¥1,800

76064 規格変更 売切り廃盤 4940095760648 ソフトかすみ草 オフグリーン 約20g 束 約L40～60cm ¥1,800

76065 規格変更 売切り廃盤 4940095760655 ソフトかすみ草 オフパープル 約20g 束 約L40～60cm ¥1,800

76066 規格変更 売切り廃盤 4940095760662 ソフトかすみ草 ピンク 約20g 束 約L40～60cm ¥1,800

79229 掲載落ち 売切り廃盤 4940095792298 ソフトかすみ草 ブルー 約20g 束 約L40～60cm ¥1,800

79405 掲載落ち 売切り廃盤 4940095794056 ソフトミニカスミ ブルーグレー 約22g 束 約L40cm ¥1,000

76070 掲載落ち 売切り廃盤 4940095760709 ソフトミニカスミ グリーンホワイト 約22g 束 約L40cm ¥1,400

76071 掲載落ち 売切り廃盤 4940095760716 ソフトミニカスミ グリーンイエロー 約22g 束 約L40cm ¥1,400

76072 掲載落ち 売切り廃盤 4940095760723 ソフトミニカスミ ブルーブルー 約22g 束 約L40cm ¥1,400

76061 掲載落ち 廃番 4940095760617 ソフトカスピア オフパープル 約20g 束 約L50～60cm ¥1,400

76060 掲載落ち 廃番 4940095760600 ソフトカスピア オフグリーン 約20g 束 約L50～60cm ¥1,400

75683 掲載落ち 廃番 4940095756832 ソフトスカビオサ レッド 約10本 束 約L20cm ¥2,000

64069 掲載落ち 廃番 4940095640698 ソフトスカビオサ グリーン 約10本 束 約L20cm ¥2,000

75684 掲載落ち 廃番 4940095756849 ソフトスカビオサ ブラック 約10本 束 約L20cm ¥2,000

74412 掲載落ち 廃番 4940095744129 ソフトユーカリ ローズゴールド 約45g 束 約L50～60cm ¥900

64052 掲載落ち 廃番 4940095640520 ソフトユーカリ ホワイトスプラッシュ 約45g 束 約L50～60cm ¥900

64501 掲載落ち 廃番 4940095645013 ソフトユーカリ グリーン 約45g 束 約L50～60cm ¥900

75571 掲載落ち 廃番 4940095755712 ソフトラスカス クリアグリーン 約50g 束 約L50～70cm ¥1,600

64051 掲載落ち 廃番 4940095640513 ソフトミトルフォレッジ ホワイトスプラッシュ 約70g 束 約L50～60cm ¥500

74355 掲載落ち 廃番 4940095743559 ソフトタチカズラ グリーン　フロスト　Siラメ 約35g 束 約L20cm ¥1,500

64228 掲載落ち 廃番 4940095642289 ソフトマルバヒイラギ ボルドー 約60g 束 ¥1,400

64227 掲載落ち 廃番 4940095642272 ソフトヒイラギ グリーン 約60g 束 ¥1,400

64205 掲載落ち 売切り廃盤 4940095642050 ソフトヒバ グリーン 1～3本 束 ¥1,500

64062 掲載落ち 廃番 4940095640629 ソフトゴールドクレスト ライムグリーン 約70g 束 ¥1,500

64063 掲載落ち 廃番 4940095640636 ソフトゴールドクレスト グリーンブルー 約70g 束 ¥1,500

64064 掲載落ち 廃番 4940095640643 ソフトゴールドクレスト グリーン 約70g 束 ¥1,500

64065 掲載落ち 廃番 4940095640650 ソフトコノテヒバ グリーン 約70g 束 ¥1,500

64050 掲載落ち 廃番 4940095640506 ソフトヒムロスギ ホワイトスプラッシュ 約70g 束 ¥1,500

64075 掲載落ち 廃番 4940095640759 ソフトヒムロスギ グリーン 約70g 束 ¥1,500

64057 掲載落ち 廃番 4940095640575 ソフトブルーエンジェル グリーン 約70g 束 ¥1,500

64058 掲載落ち 廃番 4940095640582 ソフトブルーアイス グリーンブルー 約70g 束 ¥1,500

64277 掲載落ち 廃番 4940095642777 ソフトあじさい美咲 ミルキーピンク 約2.5輪 BOX ¥2,000

64278 掲載落ち 廃番 4940095642784 ソフトあじさい美咲 ミルキーパープル 約2.5輪 BOX ¥2,000

64279 掲載落ち 売切り廃盤 4940095642791 ソフトあじさい美咲 ミルキーグリーン 約2.5輪 BOX ¥2,000

64276 掲載落ち 売切り廃盤 4940095642760 ソフトあじさい彩 グリーングレー×パープル 約2.5輪 BOX ¥2,200

64275 掲載落ち 売切り廃盤 4940095642753 ソフトあじさい彩 オレンジ×イエロー 約2.5輪 BOX ¥2,200

64132 掲載落ち 売切り廃盤 4940095641329 ソフトあじさい水無月 ディープグリーン 約2輪 BOX ¥2,000

60068 掲載落ち 廃番 4940095600685 ソフトあじさい水無月　ステム付き ボルドー×グリーン 2本 束 ¥1,600

60069 掲載落ち 廃番 4940095600692 ソフトあじさい水無月　ステム付き ラベンダー×グリーン 2本 束 ¥1,600

64246 掲載落ち 売切り廃盤 4940095642463 ソフトあじさいアナベル　パルフェ ミントフロート 約2.5輪 BOX ¥2,300

64247 掲載落ち 売切り廃盤 4940095642470 ソフトあじさいアナベル　パルフェ グレーピンク 約2.5輪 BOX ¥2,300

64248 掲載落ち 売切り廃盤 4940095642487 ソフトあじさいアナベル　パルフェ カシスピンク 約2.5輪 BOX ¥2,300

60106 掲載落ち 廃番 4940095601064 フジバカマ ナチュラル 約40g 束 約L60cm ¥1,200

60009 掲載落ち 廃番 4940095600098 ラグラス N/グリーン 約15g 束 約L40cm ¥500

68006 掲載落ち 廃番 4940095680069 野ばらの実 ナチュラル 約10本 束 ¥1,000

61067 規格変更 廃番 4940095610677 ニゲラオリエンタリス N/グリーン 約45g 束 ¥1,000

63053 掲載落ち 売切り廃盤 4940095630538 ジンジャー ナチュラル 約50g 袋 ¥300

60062 掲載落ち 廃番 4940095600623 バラ　ヴィバルディー クリーム/ピンク 5本 束 ¥1,200

60060 掲載落ち 廃番 4940095600609 バラ　パパロティ ピンク 5本 束 ¥1,200

60059 掲載落ち 廃番 4940095600593 バラ　ファイヤーボール レッド 5本 束 ¥1,200

60065 掲載落ち 廃番 4940095600654 バラ　プリティーウーマン サーモンピンク 5本 束 ¥1,200

62006 規格変更 売切り廃盤 4940095620065 バラポプリ N/レッド 約50g 袋 ¥800

76018 掲載落ち 廃番 4940095760181 シルバーデージー オフオレンジ　ラメ 約20g 束 約L30cm ¥1,300

76011 掲載落ち 廃番 4940095760112 シルバーデージー オフパープル　ラメ 約20g 束 約L30cm ¥1,300

76057 掲載落ち 廃番 4940095760570 シルバーデージー シェルピンク 約20g 束 約L30cm ¥1,200

76054 掲載落ち 廃番 4940095760549 シルバーデージー ラベンダーフロート 約20g 束 約L30cm ¥1,200

73875 掲載落ち 廃番 4940095738753 シルバーデージー パープル 約20g 束 約L30cm ¥1,200

73344 掲載落ち 廃番 4940095733444 シルバーデージー クリームイエロー 約20g 束 約L30cm ¥1,200

75277 掲載落ち 廃番 4940095752773 シルバーデージー フレッシュオレンジ 約20g 束 約L30cm ¥1,200

75575 掲載落ち 廃番 4940095755750 ラグラス フレッシュオレンジ 約15g 束 約L40cm ¥650

76043 掲載落ち 廃番 4940095760433 ラグラス キルシュピンク 約15g 束 約L40cm ¥650

73731 規格変更 廃番 4940095737312 ニゲラオリエンタリス ピンク 約30g 束 ¥1,200

掲載落ち廃番リスト
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76040 掲載落ち 廃番 4940095760402 ポアプランツ ラベンダー 約15g 束 約L40cm ¥540

75574 掲載落ち 廃番 4940095755743 ラグラス ラベンダー 約15g 束 約L40cm ¥650

76044 掲載落ち 廃番 4940095760440 シルバーデージー オフグレー 約20g 束 約L30cm ¥1,200

76056 掲載落ち 廃番 4940095760563 シルバーデージー オフグリーン 約20g 束 約L30cm ¥1,200

76009 掲載落ち 売切り廃盤 4940095760099 ニゲラオリエンタリス オフグレー 約30g 束 ¥1,200

75522 規格変更 廃番 4940095755224 ニゲラオリエンタリス ターコイズグリーン 約30g 束 ¥1,200

75525 掲載落ち 廃番 4940095755255 ポアプランツ ターコイズグリーン 約15g 束 約L40cm ¥540

75679 掲載落ち 売切り廃盤 4940095756795 ブルニア カフェブラウン 2～3本 束 ¥1,200

75680 掲載落ち 売切り廃盤 4940095756801 ブルニア ボルドー 2～3本 束 ¥1,200

75523 掲載落ち 廃番 4940095755231 ニゲラオリエンタリス カフェブラウン 約30g 束 ¥1,200

75527 規格変更 廃番 4940095755279 ニゲラオリエンタリス ボルドー 約30g 束 ¥1,200

75452 規格変更 廃番 4940095754524 ニゲラオリエンタリス ブリックオレンジ 約30g 束 ¥1,200

75498 規格変更 売切り廃盤 4940095754982 ニゲラオリエンタリス ブラック 約30g 束 ¥1,200

74331 掲載落ち 廃番 4940095743313 ソフトヒバ ゴールド 3～5本 束 ¥1,800

74332 掲載落ち 廃番 4940095743320 ソフトヒバ シルバー 3～5本 束 ¥1,800

74323 掲載落ち 廃番 4940095743238 ソフトヒイラギ ゴールド 約50g 束 ¥1,400

74324 掲載落ち 廃番 4940095743245 ソフトヒイラギ シルバー 約50g 束 ¥1,400

74273 掲載落ち 売切り廃盤 4940095742736 小麦 ゴールド 40本 束 約L60cm ¥1,100

74274 掲載落ち 廃番 4940095742743 小麦 シルバー 40本 束 約L60cm ¥1,100

74347 掲載落ち 廃番 4940095743474 インディアンコーン プラチナゴールド 3本 束 ¥1,200

74344 規格変更 売切り廃盤 4940095743443 ニゲラオリエンタリス プラチナゴールド 約30g 束 ¥1,500

74356 掲載落ち 廃番 4940095743566 ホウキ草 ゴールド 約100g 束 ¥1,000

74357 掲載落ち 廃番 4940095743573 ホウキ草 シルバー　Goラメ 約100g 束 ¥1,200

75689 掲載落ち 売切り廃盤 4940095756894 ミニハスヘッド ミルク 15ｺ 袋 約φ2～4cm ¥800

75691 掲載落ち 廃番 4940095756917 ミニハスヘッド ライトパープル 15ｺ 袋 約φ2～4cm ¥800

75692 掲載落ち 売切り廃盤 4940095756924 ミニハスヘッド　大 ミルク 6ｺ 袋 約φ5～7cm ¥900

75694 掲載落ち 廃番 4940095756948 ミニハスヘッド　大 ライトパープル 6ｺ 袋 約φ5～7cm ¥900

66217 掲載落ち 廃番 4940095662171 スコーリーロゼット ホワイト 20ｺ 袋 約φ2～3cm ¥1,000

74408 掲載落ち 廃番 4940095744082 スコーリーロゼット プラチナピンク 20ｺ 袋 約φ2～3cm ¥1,400

66213 掲載落ち 廃番 4940095662133 スコーリーロゼット ナチュラル 20ｺ 袋 約φ2～3cm ¥1,000

74392 掲載落ち 廃番 4940095743924 ミニハスヘッド ゴールド 15ｺ 袋 約φ2～4cm ¥900

67097 規格変更 売切り廃盤 4940095670978 ハスヘッド　大 ナチュラル 10ｺ 袋 約φ7～12cm ¥600

74398 掲載落ち 廃番 4940095743986 ハスヘッド　大 ローズゴールド 6ｺ 袋 約φ7～12cm ¥780

66226 掲載落ち 売切り廃盤 4940095662263 松かさ　特大 ナチュラル 10ｺ 袋 約6cm ¥300

66227 掲載落ち 廃番 4940095662270 松かさ　特大 N/フロスト 10ｺ 袋 約6cm ¥350

66228 掲載落ち 売切り廃盤 4940095662287 松かさ　特大 N/エッジゴールド 10ｺ 袋 約6cm ¥450

74287 掲載落ち 売切り廃盤 4940095742873 松かさ　大 シルバー 20ｺ 袋 約5～6cm ¥1,300

66192 掲載落ち 売切り廃盤 4940095661921 松かさ　小 アイボリー　フロストラメ 20ｺ 袋 約3～4cm ¥1,300

66196 掲載落ち 売切り廃盤 4940095661969 松かさ　ミニ レッド　エッジゴールド 20ｺ 袋 約3cm ¥1,400

66185 掲載落ち 廃番 4940095661853 松かさ　ミニ ヴェルグリーン 20ｺ 袋 約3cm ¥1,200

66188 掲載落ち 売切り廃盤 4940095661884 松かさ　ミニ ヴェルレッド 20ｺ 袋 約3cm ¥1,200

66197 掲載落ち 売切り廃盤 4940095661976 松かさ　ミニ ブラック　エッジゴールド 20ｺ 袋 約3cm ¥1,400

74292 掲載落ち 売切り廃盤 4940095742927 松かさ　ミニ シルバー 20ｺ 袋 約3cm ¥1,100

75641 掲載落ち 売切り廃盤 4940095756412 松かさ アソート ミルキーグリーン 15ｺ 袋 約3～6cm ¥1,100

75640 掲載落ち 売切り廃盤 4940095756405 松かさ アソート ミルキーピンク 15ｺ 袋 約3～6cm ¥1,100

75642 掲載落ち 売切り廃盤 4940095756429 松かさ アソート ミルキーパープル 15ｺ 袋 約3～6cm ¥1,100

75643 掲載落ち 売切り廃盤 4940095756436 松かさ アソート ミルキーイエロー 15ｺ 袋 約3～6cm ¥1,100

74407 規格変更 売切り廃盤 4940095744075 シダローズ　小 プラチナピンク 20ｺ 袋 約φ2～3cm ¥600

75681 規格変更 売切り廃盤 4940095756818 シダローズ　小 レッド 20ｺ 袋 約φ2～3cm ¥500

66205 規格変更 廃番 4940095662058 シダローズ　小 ホワイト 20ｺ 袋 約φ2～3cm ¥500

74405 掲載落ち 売切り廃盤 4940095744051 カラマツ アソート プラチナピンク 40ｺ 袋 約1.5～3cm ¥800

75633 掲載落ち 売切り廃盤 4940095756337 カラマツ アソート ミルキーイエロー 40ｺ 袋 約1.5～3cm ¥800

75536 掲載落ち 売切り廃盤 4940095755361 カラマツ ターコイズグリーン 40ｺ 袋 約3cm ¥1,100

75537 掲載落ち 売切り廃盤 4940095755378 カラマツ パープル 40ｺ 袋 約3cm ¥1,100

74359 掲載落ち 売切り廃盤 4940095743597 カラマツ ホワイト　Siラメ 40ｺ 袋 約3cm ¥1,200

66209 掲載落ち 売切り廃盤 4940095662096 カラマツ　ミニ ナチュラル 50ｺ 袋 約1.5～3cm ¥500

75626 掲載落ち 売切り廃盤 4940095756269 カラマツ　ミニ ホワイト 50ｺ 袋 約1.5～3cm ¥1,000

75637 掲載落ち 売切り廃盤 4940095756375 バクリフラワー ミルキーイエロー 30ｺ 袋 約1.5～2cm ¥900

66141 掲載落ち 廃番 4940095661419 ワタカラ ホワイト 約20g 袋 約3～5cm ¥700

74282 掲載落ち 売切り廃盤 4940095742828 ワタカラ シルバー 30ｺ 袋 約3～5cm ¥800

66043 掲載落ち 廃番 4940095660436 バクリ ホワイト 約50ｺ 袋 約2～4cm ¥900

63083 掲載落ち 売切り廃盤 4940095630835 スターアニス スノーフロスト 約35g 袋 約2～4cm ¥1,200

74305 掲載落ち 売切り廃盤 4940095743054 スターアニス シルバー 約35g 袋 約2～4cm ¥1,200

74404 掲載落ち 売切り廃盤 4940095744044 カスリナパッド プラチナピンク 約100g 袋 (約100ｺ) 約2～3cm ¥900

66044 掲載落ち 廃番 4940095660443 カスリナパッド ホワイト 約100g 袋 (約210ｺ) 約2～3cm ¥750

74267 掲載落ち 廃番 4940095742675 カスリナパッド ゴールド 約100g 袋 (約100ｺ) 約2～3cm ¥900

75475 掲載落ち 廃番 4940095754753 カスリナパッド ボルドー 約100g 袋 (約210ｺ) 約2～3cm ¥750

75644 掲載落ち 売切り廃盤 4940095756443 メタセコイア ミルキーホワイト 20ｺ 袋 約2cm ¥900

74279 掲載落ち 売切り廃盤 4940095742798 メタセコイア ゴールド 20ｺ 袋 約2cm ¥900
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74280 掲載落ち 売切り廃盤 4940095742804 メタセコイア シルバー 20ｺ 袋 約2cm ¥800

74362 掲載落ち 売切り廃盤 4940095743627 メタセコイア プラチナゴールド 20ｺ 袋 約2cm ¥900

75563 掲載落ち 売切り廃盤 4940095755637 ボールフルーツ ブラック　ゴールドブラッシュ 15ｺ 袋 約2～3cm ¥700

75562 掲載落ち 売切り廃盤 4940095755620 ボールフルーツ レッド　ゴールドブラッシュ 15ｺ 袋 約2～3cm ¥700

75501 掲載落ち 売切り廃盤 4940095755019 ボールフルーツ ゴールド 15ｺ 袋 約2～3cm ¥650

75502 掲載落ち 売切り廃盤 4940095755026 ボールフルーツ シルバー 15ｺ 袋 約2～3cm ¥650

66020 掲載落ち 売切り廃盤 4940095660207 スギの実 ナチュラル 約50g 袋 (約100ｺ) 約1～2cm ¥350

74306 掲載落ち 廃番 4940095743061 スギの実 ゴールド 約70g 袋 (約100ｺ) 約1～2cm ¥650

66045 掲載落ち 廃番 4940095660450 スギの実 ホワイト 約30g 袋 (約100ｺ) 約1～2cm ¥550

66154 規格変更 売切り廃盤 4940095661549 フヨウのカラ ナチュラル 約100ｺ 袋 約2～3cm ¥800

66216 掲載落ち 売切り廃盤 4940095662164 フヨウのカラ ベージュ 50ｺ 袋 約2～3cm ¥800

75473 掲載落ち 廃番 4940095754739 フヨウのカラ ボルドー 50ｺ 袋 約2～3cm ¥800

75629 掲載落ち 売切り廃盤 4940095756290 ヤシャブシ レッド 20ｺ 袋 約2～3cm ¥1,200

75645 掲載落ち 売切り廃盤 4940095756450 ヤシャブシ ミルキーホワイト 20ｺ 袋 約2～3cm ¥1,300

66151 掲載落ち 廃番 4940095661518 アンバーバーム ナチュラル 10ｺ 袋 約3cm ¥500

74266 掲載落ち 売切り廃盤 4940095742668 アンバーバーム　ミニ ゴールド 約50g 袋 約2～3cm ¥1,000

66121 掲載落ち 廃番 4940095661211 ボラフラワー ナチュラル 約50g 袋 約0.5～1cm ¥350

66218 掲載落ち 売切り廃盤 4940095662188 ブラッチーシトン ホワイト 7ｺ 袋 約4～9cm ¥1,600

66200 掲載落ち 廃番 4940095662003 ドングリ皮付き N/フロスト 25ｺ 袋 約2～4cm ¥1,200

75565 掲載落ち 売切り廃盤 4940095755651 シナモンスティック N/ゴールドブラッシュ 20本 袋 (約100g) 約12cm ¥2,000

63084 掲載落ち 売切り廃盤 4940095630842 シナモンスティック N/スノーフロスト 20本 袋 (約100g) 約12cm ¥2,000

63086 掲載落ち 売切り廃盤 4940095630866 シナモンスティック ナチュラル 5本 袋 約30cm ¥1,200

72564 掲載落ち 廃番 4940095725647 カピス　小 N/ホワイト 10枚 袋 約3～5cm ¥400

72563 掲載落ち 売切り廃盤 4940095725630 カピス　中 N/ホワイト 10枚 袋 約5～7cm ¥500

72562 掲載落ち 廃番 4940095725623 カピス　大 N/ホワイト 10枚 袋 約7～9cm ¥500

79250 掲載落ち 売切り廃盤 4940095792502 ソフトミニカスミ ブルー 約22g 束 約L40cm ¥1,000

65068 規格変更 売切り廃盤 4940095650680 ミツマタ ホワイト 5本 束 約L80～90cm ¥1,200

79393 規格変更 売切り廃盤 4940095793936 ミツマタ 海 5本 束 約L80～90cm ¥1,600

65011 規格変更 廃番 4940095650116 ニゲラオリエンタリス ホワイト 約30g 束 ¥1,200

79313 掲載落ち 売切り廃盤 4940095793134 ニゲラオリエンタリス パープリッシュブルー 約30g 束 ¥1,200

79312 規格変更 売切り廃盤 4940095793127 ニゲラオリエンタリス 海 約30g 束 ¥1,200

74364 規格変更 売切り廃盤 4940095743641 ミツマタ ゴールド 5本 束 約L80～90cm ¥1,800

74374 規格変更 売切り廃盤 4940095743740 ミツマタ シルバー 5本 束 約L80～90cm ¥1,600

75542 規格変更 売切り廃盤 4940095755422 ミツマタ ボルドー 5本 束 約L80～90cm ¥1,600

75540 規格変更 売切り廃盤 4940095755408 ミツマタ カフェブラウン 5本 束 約L80～90cm ¥1,600

79402 規格変更 売切り廃盤 4940095794025 ミツマタ ブルーグレー 5本 束 約L80～90cm ¥1,600

76046 規格変更 売切り廃盤 4940095760464 ミツマタ オフグレー 5本 束 約L80～90cm ¥1,600

75541 規格変更 廃番 4940095755415 ミツマタ ブラック 5本 束 約L80～90cm ¥1,600

69103 規格変更 売切り廃盤 4940095691034 ミツマタ ナチュラル 5本 束 約L80～90cm ¥1,000

74307 規格変更 廃番 4940095743078 うんりゅう柳 ゴールド 5本 束 約L130cm ¥1,500

69136 規格変更 廃番 4940095691362 うんりゅう柳 ホワイト 5本 束 約L130cm ¥1,500

79235 規格変更 廃番 4940095792359 うんりゅう柳 海 5本 束 約L130cm ¥1,500

74418 掲載落ち 廃番 4940095744181 バインコーン　20" プラチナゴールド ｺ 約φ15×H50cm ¥600

74417 掲載落ち 廃番 4940095744174 バインコーン　20" ゴールド ｺ 約φ15×H50cm ¥600

73695 掲載落ち 廃番 4940095736957 バインコーン　20" シルバー ｺ 約φ15×H50cm ¥600

73513 掲載落ち 廃番 4940095735134 バインコーン　20" ナチュラル ｺ 約φ15×H50cm ¥600

73588 掲載落ち 廃番 4940095735882 ふっくらスター　13 ナチュラル ｺ 約13×13×H2.5cm ¥350

73589 掲載落ち 廃番 4940095735899 ふっくらスター　17 ナチュラル ｺ 約17×17×H3cm ¥500

73590 掲載落ち 廃番 4940095735905 ふっくらスター　25 ナチュラル ｺ 約25×25×H6cm ¥700

73593 掲載落ち 廃番 4940095735936 ふっくらスター　25 ホワイト ｺ 約25×25×H6cm ¥700

73587 掲載落ち 売切り廃盤 4940095735875 ふっくらスター　25 シルバー　ラメ ｺ 約25×25×H6cm ¥700

73918 掲載落ち 廃番 4940095739187 フラットスター　15 ゴールド ｺ 約15cm ¥600

73919 掲載落ち 売切り廃盤 4940095739194 フラットスター　20 ゴールド ｺ 約20cm ¥800

73573 掲載落ち 売切り廃盤 4940095735738 フラットツリー　17 シルバー　ラメ ｺ 約17×13cm ¥400

73574 掲載落ち 売切り廃盤 4940095735745 フラットツリー　22 シルバー　ラメ ｺ 約22×17cm ¥700

73575 掲載落ち 廃番 4940095735752 フラットツリー　31 シルバー　ラメ ｺ 約31×24cm ¥900

73582 掲載落ち 売切り廃盤 4940095735820 ドーナツスター　17 ホワイト ｺ 約17×17cm ¥450

73584 掲載落ち 売切り廃盤 4940095735844 ドーナツスター　31 ホワイト ｺ 約31×31cm ¥1,000

73579 掲載落ち 廃番 4940095735790 ドーナツスター　17 シルバー　ラメ ｺ 約17×17cm ¥400

73581 掲載落ち 売切り廃盤 4940095735813 ドーナツスター　31 シルバー　ラメ ｺ 約31×31cm ¥900

73576 掲載落ち 売切り廃盤 4940095735769 ドーナツスター　17 ゴールド　ラメ ｺ 約17×17cm ¥400

73577 掲載落ち 廃番 4940095735776 ドーナツスター　22 ゴールド　ラメ ｺ 約22×22cm ¥600

73578 掲載落ち 廃番 4940095735783 ドーナツスター　31 ゴールド　ラメ ｺ 約31×31cm ¥900

74420 掲載落ち 廃番 4940095744204 フラットハートバイン　小 ゴールド ｺ 約18×19cm ¥400

74419 掲載落ち 廃番 4940095744198 フラットハートバイン　小 プラチナゴールド ｺ 約18×19cm ¥400

73467 掲載落ち 廃番 4940095734670 フラットハートバイン　小 シルバー　ラメ ｺ 約18×19cm ¥400

74423 掲載落ち 廃番 4940095744235 ドーナツリース　17 ゴールド ｺ 約φ17cm ¥600

73808 掲載落ち 廃番 4940095738081 ドーナツリース　17 ホワイト ｺ 約φ17cm ¥500

74416 掲載落ち 売切り廃盤 4940095744167 サンキライミニボール　10 ゴールド 6ｺ 袋 約10cm ¥900



コード 掲載 ＪＡＮコード 商品正式名称 カラー 規格 単位 規格2（備考サイズ） 上代

掲載落ち廃番リスト

74415 掲載落ち 売切り廃盤 4940095744150 サンキライミニボール　10 プラチナゴールド 6ｺ 袋 約10cm ¥900

73998 掲載落ち 廃番 4940095739989 ホワイトホーキ　6" ナチュラル 6本 袋 約L15cm ¥600

73440 掲載落ち 売切り廃盤 4940095734403 白樺ミニ枝バンドル ナチュラル 束 約20cm ¥800

73351 掲載落ち 売切り廃盤 4940095733512 白樺皮ハート ナチュラル 8枚 袋 約7cm ¥500

73894 掲載落ち 売切り廃盤 4940095738944 白樺彫り　手つき大 グレー ｺ 約17.5×24cm ¥950

73897 掲載落ち 廃番 4940095738975 白樺彫り　手つき中 グレー ｺ 約13×21cm ¥650

73891 掲載落ち 売切り廃盤 4940095738913 白樺彫り　手つき小 グレー ｺ 約10.5×18cm ¥400

73900 掲載落ち 売切り廃盤 4940095739002 白樺彫り　大 グレー ｺ 約7×17cm ¥600

73365 掲載落ち 売切り廃盤 4940095733659 白樺彫り　手つき大 ナチュラル ｺ 約17.5×24cm ¥1,450

73363 掲載落ち 売切り廃盤 4940095733635 白樺彫り　大 ナチュラル ｺ 約7×17cm ¥1,100

71140 規格変更 売切り廃盤 4940095711404 フィンランドモス ホワイト 約500g 袋 ¥8,000

71120 規格変更 売切り廃盤 4940095711206 フィンランドモス　大袋 ホワイト 約1kg 袋 ¥16,000

73934 規格変更 売切り廃盤 4940095739347 モスボール　5 グリーン 8ｺ 袋 約5cm ¥1,400

72201 掲載落ち 廃番 4940095722011 ラフィア ナチュラル 約50g 袋 ¥550

73562 掲載落ち 廃番 4940095735622 ラフィア グリーン 約50g 袋 ¥750

73563 掲載落ち 廃番 4940095735639 ラフィア ブラウン 約50g 袋 ¥750

73564 掲載落ち 廃番 4940095735646 ラフィア ボルドー 約50g 袋 ¥750

73566 掲載落ち 売切り廃盤 4940095735660 ラフィア レッド 約50g 袋 ¥750

73539 掲載落ち 廃番 4940095735394 ラフィア　超大束 ナチュラル 約1kg 束 ¥7,000

73995 掲載落ち 売切り廃盤 4940095739958 ジュートファイバー オフグレー 約50g 袋 ¥1,000

73763 掲載落ち 売切り廃盤 4940095737633 フローズンピック　10ｍｍ ホワイト 6本 袋 ¥200

73762 掲載落ち 売切り廃盤 4940095737626 フローズンピック　10ｍｍ ブラウン 6本 袋 ¥200

73755 掲載落ち 廃番 4940095737558 フローズンピック　15ｍｍ さくら 6本 袋 ¥250

73753 掲載落ち 売切り廃盤 4940095737534 フローズンピック　15ｍｍ グリーン 6本 袋 ¥250

73699 掲載落ち 売切り廃盤 4940095736995 フローズンピック　20ｍｍ ピンク 6本 袋 ¥250

73793 掲載落ち 売切り廃盤 4940095737930 クリスタルダイヤ レッド 2本 袋 約W2×H26cm ¥900

73794 掲載落ち 売切り廃盤 4940095737947 クリスタルダイヤ シルバー 2本 袋 約W2×H26cm ¥900

73480 掲載落ち 廃番 4940095734809 ハートピック　アソート ホワイト 大小各3本ｾ袋 約大W3×H17cm 約小W2×H16cm ¥350

73481 掲載落ち 廃番 4940095734816 ハートピック　アソート レッド 大小各3本ｾ袋 約大W3×H17cm 約小W2×H16cm ¥350

70032 掲載落ち 廃番 4940095700323 ピープルリーフスケルトン ナチュラル 20枚 袋 ¥500

70124 掲載落ち 廃番 4940095701245 ピープルリーフスケルトン ホワイト 20枚 袋 ¥800

70130 掲載落ち 廃番 4940095701306 ピープルリーフスケルトン フレッシュオレンジ 20枚 袋 ¥800

70132 掲載落ち 売切り廃盤 4940095701320 ピープルリーフスケルトン ブラック　Siラメ 20枚 袋 ¥1,000

70131 掲載落ち 廃番 4940095701313 ピープルリーフスケルトン フレッシュグリーン 20枚 袋 ¥800

73874 掲載落ち 売切り廃盤 4940095738746 腰毛 ホワイト 10枚 袋 約10～15cm ¥400

73684 掲載落ち 廃番 4940095736841 七面フラット　スモール ホワイト 約6g 袋 約5～10cm ¥1,500

73411 掲載落ち 売切り廃盤 4940095734113 ほろほろ鳥 ワイン 約6g 袋 約5～10cm 約100枚 ¥1,800

73674 掲載落ち 廃番 4940095736742 カラーコキール ワイン 約9g 袋 約5～10cm 約200枚 ¥1,350

76058 掲載落ち 売切り廃盤 4940095760587 稲穂ピック ピンク 50本 束 約30cm ¥1,300

75532 規格変更 廃番 4940095755323 ニゲラオリエンタリス レッド 約30g 束 ¥1,200

60088 掲載落ち 廃番 4940095600883 ソフトネコヤナギ 萌 5本 束 ¥1,600

60087 掲載落ち 廃番 4940095600876 ソフトネコヤナギ 桃 5本 束 ¥1,600

74369 掲載落ち 廃番 4940095743696 黒竹枝 ブラック　Siラメ 8本 束 約60～100cm ¥1,000

74370 掲載落ち 売切り廃盤 4940095743702 黒竹枝 レッド　Goラメ 8本 束 約60～100cm ¥1,000

89018 掲載落ち 廃番 4940095890185 ＧＭ　フレグランスリース ベビーピンク 香りの小瓶 ｾｯﾄ 約φ22cm ¥3,000

89019 掲載落ち 廃番 4940095890192 ＧＭ　フレグランスリース ビューティー 香りの小瓶 ｾｯﾄ 約φ22cm ¥3,000

89020 掲載落ち 廃番 4940095890208 ＧＭ　フレグランスリース ラベンダー 香りの小瓶 ｾｯﾄ 約φ22cm ¥3,000

80565 掲載落ち 売切り廃盤 4940095805653 ＦＭ　時計キット　丸 袋 約φ20cm ¥2,800

80566 掲載落ち 廃番 4940095805660 ＦＭ　時計キット　三日月 袋 約φ20cm ¥3,000

80508 掲載落ち 廃番 4940095805080 ＦＭ　木の実アソート1 ホワイトピンク 約26ｺ 袋 4種ｱｿｰﾄ ¥600

80569 掲載落ち 廃番 4940095805691 ＦＭ　木の実アソート2 ホワイトブルー 約26ｺ 袋 3種ｱｿｰﾄ ¥600

80570 規格変更 廃番 4940095805707 ＦＭ　木の実アソート3 ボルドー 約30ｺ 袋 2種ｱｿｰﾄ ¥600

80571 規格変更 廃番 4940095805714 ＦＭ　木の実アソート4 グリーン 約30ｺ 袋 2種ｱｿｰﾄ ¥600

80572 規格変更 廃番 4940095805721 ＦＭ　木の実アソート5 ブルー 約30ｺ 袋 2種ｱｿｰﾄ ¥600

80576 掲載落ち 廃番 4940095805769 ＦＭ　木の実アソート9 ブルー 約23ｺ 袋 4種ｱｿｰﾄ ¥600

80020 掲載落ち 売切り廃盤 4940095800207 ＦＭ　スターフラワー レッド 20本 袋 ¥300

80019 掲載落ち 売切り廃盤 4940095800191 ＦＭ　スターフラワー イエロー 20本 袋 ¥300

80017 掲載落ち 売切り廃盤 4940095800177 ＦＭ　スターフラワー ピンク 20本 袋 ¥300

80022 掲載落ち 廃番 4940095800221 ＦＭ　スターフラワー ホワイト 20本 袋 ¥300

80580 掲載落ち 売切り廃盤 4940095805806 ＦＭ　ラフィア　アソート8 モスＧ・黄緑 4ｺ 袋 2色ｱｿｰﾄ ¥300

80581 掲載落ち 売切り廃盤 4940095805813 ＦＭ　ラフィア　アソート9 ワイン・オレンジ 4ｺ 袋 2色ｱｿｰﾄ ¥300

80582 掲載落ち 売切り廃盤 4940095805820 ＦＭ　ラフィア　アソート10 茶・カラシ 4ｺ 袋 2色ｱｿｰﾄ ¥300

80586 掲載落ち 売切り廃盤 4940095805868 ＦＭ　ラフィア　アソート11 ナチュラル・ブルー 4ｺ 袋 2色ｱｿｰﾄ ¥300

80501 掲載落ち 廃番 4940095805011 ＦＭ　ラフィア　アソート1 黄色・ライトＧ・ピンク 4ｺ 袋 3色ｱｿｰﾄ ¥300

80503 掲載落ち 売切り廃盤 4940095805035 ＦＭ　ラフィア　アソート3 ピンク・ワイン 4ｺ 袋 2色ｱｿｰﾄ ¥300

80506 掲載落ち 廃番 4940095805066 ＦＭ　ラフィア　アソート6 黄土・茶・オリーブ 4ｺ 袋 3色ｱｿｰﾄ ¥300

80587 掲載落ち 売切り廃盤 4940095805875 ＦＭ　ブリキジョウロ ｺ 約φ9×W23×H24cm ¥200

80588 掲載落ち 廃番 4940095805882 ＦＭ　ブリキジョウロフラット ｺ 約W19×H19cm ¥200

80589 掲載落ち 売切り廃盤 4940095805899 ＦＭ　ブリキバケツ　大 ｺ 約φ10×H10cm ¥200
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80590 掲載落ち 売切り廃盤 4940095805905 ＦＭ　ブリキバケツ　小 2ｺ 袋 約φ8×H7cm ¥250

80591 掲載落ち 廃番 4940095805912 ＦＭ　白樺彫り　手つき小 チョコかけ ｺ 約10.5×18cm ¥900

80510 掲載落ち 廃番 4940095805103 ＦＭ　白樺彫り　手つき小 フロストかけ ｺ 約10.5×18cm ¥900

85009 掲載落ち 売切り廃盤 4940095850097 ＭＴ　グルーガン　小　低温 ブラック グルーステ ｾｯﾄ ¥2,200

85010 掲載落ち 売切り廃盤 4940095850103 ＭＴ　グルースティック　小 12本 ﾊﾟｯｸ 約φ0.8×10cm ¥650

86421 掲載落ち 売切り廃盤 4940095864216 ＭＴ　鉛シート 約0.3×300 枚 ¥3,500

86420 掲載落ち 売切り廃盤 4940095864209 ＭＴ　アルミワイヤー　3.5ｍｍ 約10m 巻 ¥1,400

86416 掲載落ち 売切り廃盤 4940095864162 ＭＴ　アルミワイヤー　2.0ｍｍ 約10m 巻 ¥580

86415 掲載落ち 売切り廃盤 4940095864155 ＭＴ　アルミワイヤー　1.2ｍｍ 約10m 巻 ¥380


