
現ページ 品番 品名 ＪＡＮコード 旧価格 新価格
P101 191-00 白籐ルーム小 4934006191003 ¥3,500 → ¥3,000
Ｐ110 1431 ティンウェルカムハウス 4934006014319 ¥1,800 → ¥2,000

1278 ウェルカムハウス 4934006012780 ¥1,800 → ¥2,000
1280 ウェルカムハーフムーン 4934006012803 ¥1,800 → ¥2,000
1068 スモールウェルカム 4934006010687 ¥2,000 → ¥3,000
1069 スモールプラントスタンド 4934006010694 ¥2,000 → ¥3,000
1067 ハイバックウェルカム 4934006010670 ¥2,000 → ¥3,000
1140 ハウスプランター 4934006011400 ¥2,000 → ¥3,000
1102 ウッド角椅子大 4934006011028 ¥2,000 → ¥2,500
1104 ウッド丸椅子大 4934006011042 ¥2,000 → ¥2,500
1488 ハイバック角　小 4934006014883 ¥2,400 → ¥3,000
1489 ハイバック丸　小 4934006014890 ¥2,400 → ¥3,000

Ｐ111 1742 ココテント 4934006017426 ¥800 → ¥1,000
92400 ココバインハンドル 4934006924007 ¥800 → ¥1,000
1072 ココバスケットスタンド 4934006010724 ¥600 → ¥1,000
2108 ココトロフィーカップ 4934006021089 ¥1,500 → ¥2,000
2106 ココナッツダブルプランター 4934006021065 ¥2,000 → ¥3,000
1586 ミニトライセクル 4934006015866 ¥2,500 → ¥3,000
2107 ココルートプッシュカート 4934006021072 ¥1,500 → ¥2,000
2112 ココナッツトライセクル 4934006021126 ¥1,500 → ¥2,000

Ｐ115 1930 ホワイトリーフベーススリム 4934006019307 ¥2,800 → ¥3,200
1931 ホワイトリーフベースロング 4934006019314 ¥2,800 → ¥3,200
1934 ホワイトロープハンドル大 4934006019345 ¥2,000 → ¥2,300
1935 ホワイトロープハンドル中 4934006019352 ¥1,500 → ¥1,700

Ｐ116 1884 丸椀両手付大 4934006018843 ¥900 → ¥1,400
1885 丸椀両手付小 4934006018850 ¥600 → ¥1,000
1943 鉢型両手付き 4934006019437 ¥1,100 → ¥1,400
1966 盃型両手付小 4934006019666 ¥900 → ¥1,000
1965 盃型両手付大 4934006019659 ¥1,300 → ¥1,400
1964 椀型両手付小 4934006019642 ¥900 → ¥1,000
1963 椀型両手付大 4934006019635 ¥1,200 → ¥1,500
1956 正角ポット型 4934006019567 ¥1,300 → ¥1,500
1962 丸小耳付き大小 4934006019628 ¥1,500 → ¥1,700
1960 小判型ナチュラル大小 4934006019604 ¥1,800 → ¥2,000
1961 正角浅口ナチュラル大小 4934006019611 ¥1,300 → ¥1,500
1958 正角深口ナチュラル大小 4934006019581 ¥1,400 → ¥1,600
1959 丸浅口ナチュラル大小 4934006019598 ¥1,200 → ¥1,400
1957 丸深口ナチュラル大小 4934006019574 ¥1,300 → ¥1,500

Ｐ117 1892 丸椀足付手付大 4934006018928 ¥1,400 → ¥1,500
1893 丸椀足付手付小 4934006018935 ¥900 → ¥1,000
1886 フラワー手付大 4934006018867 ¥1,000 → ¥1,400
1887 フラワー手付小 4934006018874 ¥700 → ¥1,000
1888 リーフ浅口両手付大 4934006018881 ¥900 → ¥1,100
1889 リーフ浅口両手付小 4934006018898 ¥600 → ¥800
1995 リーフ型両手付き大 4934006019956 ¥900 → ¥1,100
1996 リーフ型両手付き小 4934006019963 ¥600 → ¥800
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1997 ボート型両手付き大 4934006019970 ¥1,700 → ¥1,900
1998 ボート型両手付き小 4934006019987 ¥1,300 → ¥1,500
1948 バイン巻き手付き大 4934006019482 ¥2,200 → ¥2,500
1949 バイン巻き手付き小 4934006019499 ¥1,400 → ¥1,600
1993 リーフ型手付き大 4934006019932 ¥1,200 → ¥1,400
1994 リーフ型手付き小 4934006019949 ¥900 → ¥1,000
2665 テラコッタフラワー型小 4934006026657 ¥1,100 → ¥1,300
1954 長角浅口手付トレー型 4934006019543 ¥1,400 → ¥1,500
1955 正角浅口手付トレー型 4934006019550 ¥1,200 → ¥1,400

Ｐ118 5671 エスカルゴ手付大 4934006056715 ¥1,400 → ¥1,600
5672 エスカルゴ手付小 4934006056722 ¥1,000 → ¥1,200
1332 ステインフラワープラットＬ 4934006013329 ¥2,500 → ¥3,000
1386 ウェイブ手付フラワー大 4934006013862 ¥1,600 → ¥2,000
1387 ウェイブ手付フラワー小 4934006013879 ¥1,200 → ¥1,500
1874 ポーチ型手付Ｌ 4934006018744 ¥2,500 → ¥2,800
1875 ポーチ型手付Ｍ 4934006018751 ¥1,800 → ¥2,000
1876 ポーチ型手付Ｓ 4934006018768 ¥1,200 → ¥1,400
1663 ツウカーブテラコッタ 4934006016634 ¥1,800 → ¥2,000
1664 フォーカーブテラコッタ 4934006016641 ¥1,500 → ¥1,700
1877 円筒ベースライン入手付大 4934006018775 ¥2,100 → ¥2,500
1878 円筒ベースライン入手付小 4934006018782 ¥1,500 → ¥1,900
5431 ドロップ型大ベース 4934006054315 ¥2,000 → ¥2,400
5432 ドロップ型中ベース 4934006054322 ¥1,500 → ¥1,800
5433 ドロップ型小ベース 4934006054339 ¥1,000 → ¥1,200
1975 円筒ベースバイン付き 4934006019758 ¥3,300 → ¥3,700
1976 ツボ型ベースバイン付き 4934006019765 ¥3,500 → ¥3,900
1977 円筒型ベース 4934006019772 ¥2,200 → ¥2,700
1932 ステインフラワー浅口L 4934006019321 ¥1,800 → ¥2,400

商品名、価格変更 バスケットにカントリー柄の布が付く仕様に変更となります。
変更前 変更後 旧価格 新価格

P98 8800 ホワイト角深手付オリジナル カントリー角深手付オリジナル ¥3,000 → ¥3,500
8801 ホワイト角大手付オリジナル カントリー角大手付オリジナル ¥3,000 → ¥3,600
8812 ホワイト柳フリーＢＯＸオリジナル カントリー柳フリーＢＯＸオリジナル ¥2,000 → ¥2,500
8816 ホワイト柳角深小オリジナル カントリー柳角深小オリジナル ¥1,200 → ¥1,200
8838 ホワイト角小オリジナル カントリー角小オリジナル ¥1,000 → ¥1,200
8813 ホワイト柳角大オリジナル カントリー柳角大オリジナル ¥3,000 → ¥3,500
8814 ホワイト柳角中オリジナル カントリー柳角中オリジナル ¥2,000 → ¥2,500
8817 ホワイト柳角浅オリジナル カントリー柳角浅オリジナル ¥2,200 → ¥2,300
8818 ホワイト柳角浅小オリジナル カントリー柳角浅小オリジナル ¥1,200 → ¥1,200


	Sheet1

