
02704 バブルボール9.5 ¥400 ➡ ¥450

04887 ドンナ16 ¥1,200 ➡ ¥1,400

04888 ドンナ20 ¥1,400 ➡ ¥1,600

04889 ドンナ24 ¥1,800 ➡ ¥2,000

103-083 ティカシリンダーライトグレイS ¥1,200 ➡ ¥1,400

103-084 ティカシリンダーライトグレイM ¥2,200 ➡ ¥2,500

103-085 ティカシリンダーライトグレイL ¥3,500 ➡ ¥4,000

103-087 ティカシリンダーグレイS ¥1,200 ➡ ¥1,400

103-088 ティカシリンダーグレイM ¥2,200 ➡ ¥2,500

103-089 ティカシリンダーグレイL ¥3,500 ➡ ¥4,000

103-090 モチーフラウンドホワイトS ¥800 ➡ ¥900

103-091 モチーフラウンドホワイトM ¥1,200 ➡ ¥1,400

103-092 モチーフラウンドホワイトL ¥1,900 ➡ ¥2,200

103-093 モチーフトールホワイトS ¥1,500 ➡ ¥1,800

103-094 モチーフトールホワイトL ¥2,000 ➡ ¥2,400

103-095 モチーフラウンドミックスS ¥800 ➡ ¥900

103-096 モチーフラウンドミックスM ¥1,200 ➡ ¥1,400

103-097 モチーフラウンドミックスL ¥1,900 ➡ ¥2,200

103-098 モチーフトールミックスS ¥1,500 ➡ ¥1,800

103-099 モチーフトールミックスL ¥2,000 ➡ ¥2,400

103-104 シックタイルS ¥600 ➡ ¥700

103-105 シックタイルM ¥900 ➡ ¥1,000

103-106 シックタイルL ¥1,500 ➡ ¥1,800

103-109 ダイアゴナルテラホワイトS ¥1,200 ➡ ¥1,400

103-110 ダイアゴナルテラホワイトL ¥1,800 ➡ ¥2,000

103-111 ヘリングブラックS ¥1,200 ➡ ¥1,400

103-112 ヘリングブラックL ¥1,800 ➡ ¥2,000

103-113 ヘリンググリーンS ¥1,200 ➡ ¥1,400

103-114 ヘリンググリーンL ¥1,800 ➡ ¥2,000

103-115 ヘリングイエローS ¥1,200 ➡ ¥1,400

103-116 ヘリングイエローL ¥1,800 ➡ ¥2,000

103-120 ドロップホワイト ¥1,400 ➡ ¥1,600

103-121 ドロップグレイ ¥1,400 ➡ ¥1,600

103-122 デントS ¥1,200 ➡ ¥1,400

103-123 デントL ¥2,000 ➡ ¥2,400

1065530 ストーンミカミックスブラウンボトル ¥1,100 ➡ ¥1,200

1065532 ストーンミカライトブラウンボトル ¥1,100 ➡ ¥1,200
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1065534 ストーンミカライトグレイボトル ¥1,100 ➡ ¥1,200

1065536 ストーンミカテラボトル ¥1,100 ➡ ¥1,200

108-001 セメントポットSホワイト ¥350 ➡ ¥380

108-002 セメントポットMホワイト ¥450 ➡ ¥550

108-003 セメントポットLホワイト ¥1,000 ➡ ¥1,100

108-013 セメントボールSホワイト ¥350 ➡ ¥400

108-014 セメントボールMホワイト ¥600 ➡ ¥680

108-021 セメントポットSブラック ¥350 ➡ ¥380

108-022 セメントポットMブラック ¥450 ➡ ¥550

108-023 セメントポットLブラック ¥1,000 ➡ ¥1,100

108-025 セメントボールSブラック ¥350 ➡ ¥400

108-026 セメントボールMブラック ¥600 ➡ ¥680

108-041 セメントテラS ¥950 ➡ ¥1,100

108-042 セメントテラM ¥1,400 ➡ ¥1,500

108-043 セメントテラL ¥2,000 ➡ ¥2,200

108-044 セメントレリーフベージュS ¥1,000 ➡ ¥1,100

108-045 セメントレリーフベージュM ¥1,400 ➡ ¥1,500

108-046 セメントレリーフベージュL ¥2,000 ➡ ¥2,200

108-047 セメントレリーフダークグレイS ¥1,000 ➡ ¥1,100

108-048 セメントレリーフダークグレイM ¥1,400 ➡ ¥1,500

108-049 セメントレリーフダークグレイL ¥2,000 ➡ ¥2,200

109-016 ダイヤオーカーS ¥1,300 ➡ ¥1,500

109-017 ダイヤオーカーL ¥1,600 ➡ ¥1,800

109-018 ダイヤライトグリーンS ¥1,300 ➡ ¥1,500

109-019 ダイヤライトグリーンL ¥1,600 ➡ ¥1,800

109-020 ダイヤブルーS ¥1,300 ➡ ¥1,500

109-021 ダイヤブルーL ¥1,600 ➡ ¥1,800

109-022 ラバイエローS ¥1,000 ➡ ¥1,300

109-023 ラバイエローM ¥1,300 ➡ ¥1,500

109-024 ラバイエローL ¥1,600 ➡ ¥1,900

109-025 ラバグリーンS ¥1,000 ➡ ¥1,300

109-026 ラバグリーンM ¥1,300 ➡ ¥1,500

109-027 ラバグリーンL ¥1,600 ➡ ¥1,900

109-028 ラバレッドS ¥1,000 ➡ ¥1,300

109-029 ラバレッドM ¥1,300 ➡ ¥1,500

109-030 ラバレッドL ¥1,600 ➡ ¥1,900

109-031 リッシュグリーンS ¥1,000 ➡ ¥1,200

109-032 リッシュグリーンM ¥1,300 ➡ ¥1,500

109-033 リッシュグリーンL ¥1,600 ➡ ¥1,800



109-034 リッシュオーカーS ¥1,000 ➡ ¥1,200

109-035 リッシュオーカーM ¥1,300 ➡ ¥1,500

109-036 リッシュオーカーL ¥1,600 ➡ ¥1,800

109-079 クリーミーポットM ¥2,000 ➡ ¥2,200

109-080 クリーミーポットL ¥2,700 ➡ ¥3,000

109-081 パインコーングレイS ¥1,500 ➡ ¥1,700

109-082 パインコーングレイM ¥2,000 ➡ ¥2,200

109-083 パインコーングレイL ¥2,800 ➡ ¥3,200

109-084 パインコーンブルーブラウンS ¥1,500 ➡ ¥1,700

109-085 パインコーンブルーブラウンM ¥2,000 ➡ ¥2,200

109-086 パインコーンブルーブラウンL ¥2,800 ➡ ¥3,200

109-087 スケールダークブルーブラウンS ¥1,000 ➡ ¥1,200

109-088 スケールダークブルーブラウンM ¥1,500 ➡ ¥1,700

109-089 スケールダークブルーブラウンL ¥2,200 ➡ ¥2,400

109-090 スケールマーブルS ¥1,000 ➡ ¥1,200

109-091 スケールマーブルM ¥1,500 ➡ ¥1,700

109-092 スケールマーブルL ¥2,200 ➡ ¥2,400

109-093 スケールライトグリーンS ¥1,000 ➡ ¥1,200

109-094 スケールライトグリーンM ¥1,500 ➡ ¥1,700

109-095 スケールライトグリーンL ¥2,200 ➡ ¥2,400

111-024 ダークシリンダーL ¥1,900 ➡ ¥2,000

111-025 ダークケトルSS ¥750 ➡ ¥800

111-026 ダークケトルS ¥950 ➡ ¥1,100

111-027 ダークケトルM ¥1,300 ➡ ¥1,500

111-028 ダークケトルL ¥1,900 ➡ ¥2,200

111-034 ブラックボールS ¥700 ➡ ¥780

111-035 ブラックボールM ¥900 ➡ ¥950

111-046 ダークパンプキンL ¥2,800 ➡ ¥3,000

111-047 ダークパンプキンXL ¥4,500 ➡ ¥5,000

113-016 バンプブルーS ¥1,300 ➡ ¥1,600

113-017 バンプブルーL ¥2,200 ➡ ¥2,600

113-018 バンプホワイトS ¥1,300 ➡ ¥1,600

113-019 バンプホワイトL ¥2,200 ➡ ¥2,600

113-020 ルインズライトグレイS ¥1,500 ➡ ¥1,700

113-021 ルインズライトグレイM ¥2,200 ➡ ¥2,500

113-022 ルインズライトグレイL ¥3,000 ➡ ¥4,000

113-023 ルインズヴァリオスカラーS ¥1,500 ➡ ¥1,700

113-024 ルインズヴァリオスカラーM ¥2,200 ➡ ¥2,500

113-025 ルインズヴァリオスカラーL ¥3,000 ➡ ¥4,000



113-026 マスタードS ¥1,000 ➡ ¥1,200

113-027 マスタードM ¥1,200 ➡ ¥1,400

113-028 マスタードL ¥1,500 ➡ ¥1,600

113-029 ディープシーS ¥1,000 ➡ ¥1,200

113-030 ディープシーM ¥1,200 ➡ ¥1,400

113-031 ディープシーL ¥1,500 ➡ ¥1,600

113-032 ヘリンボーンS ¥2,000 ➡ ¥2,500

113-033 ヘリンボーンM ¥3,600 ➡ ¥4,200

113-034 ヘリンボーンL ¥5,800 ➡ ¥6,800

113-035 ブリザードS ¥700 ➡ ¥900

113-036 ブリザードM ¥1,200 ➡ ¥1,400

113-037 ブリザードL ¥1,700 ➡ ¥2,000

113-038 フォレストS ¥1,000 ➡ ¥1,200

113-039 フォレストL ¥1,500 ➡ ¥1,700

113-040 ヘリンボーンXL ¥7,800 ➡ ¥12,000

113-050 パレスS ¥3,200 ➡ ¥3,600

113-051 パレスL ¥5,500 ➡ ¥6,800

113-052 ミューズS ¥1,500 ➡ ¥1,800

113-053 ミューズM ¥3,000 ➡ ¥3,800

113-054 ミューズL ¥5,000 ➡ ¥6,000

113-055 アビスL ¥1,500 ➡ ¥1,800

113-056 プリュムL ¥1,500 ➡ ¥1,800

113-057 ミカL ¥1,500 ➡ ¥1,800

113-058 バージャーL ¥1,500 ➡ ¥1,800

113-071 エスニックS ¥2,200 ➡ ¥2,600

113-072 エスニックL ¥4,500 ➡ ¥5,000

113-073 カテドラルS ¥2,000 ➡ ¥2,200

113-074 カテドラルL ¥3,300 ➡ ¥3,600

113-081 ベージュロング3.5 ¥3,000 ➡ ¥3,500

113-082 ツートンロング3.5 ¥3,000 ➡ ¥3,500

113-083 フローラルロング3.5 ¥3,000 ➡ ¥3,500

113-084 エスニックロング3.5 ¥3,000 ➡ ¥3,500

113-085 アステカS ¥2,600 ➡ ¥3,000

113-086 アステカL ¥4,800 ➡ ¥5,500

113-087 カクタス ¥4,800 ➡ ¥5,500

113-088 ポンチョマーブルグリーンS ¥1,800 ➡ ¥2,000

113-089 ポンチョマーブルグリーンL ¥4,200 ➡ ¥4,800

113-090 ポンチョマーブルブラックS ¥1,800 ➡ ¥2,000

113-091 ポンチョマーブルブラックL ¥4,200 ➡ ¥4,800



113-092 ブレイドマーブルブラックS ¥2,000 ➡ ¥2,400

113-093 ブレイドマーブルブラックM ¥3,600 ➡ ¥4,200

113-094 ブレイドマーブルブラックL ¥5,800 ➡ ¥6,600

113-095 ブレイドマーブルホワイトS ¥2,000 ➡ ¥2,400

113-096 ブレイドマーブルホワイトM ¥3,600 ➡ ¥4,200

113-097 ブレイドマーブルホワイトL ¥5,800 ➡ ¥6,600

1681438 シリンダースモールリーフグリーン12 ¥2,500 ➡ ¥2,800

18-016 テュイルシリンダーS/3 ¥22,000 ➡ ¥25,000

18-017 テュイルラウンドS/2 ¥22,000 ➡ ¥25,000

18-018 テュイルキューブS/2 ¥22,000 ➡ ¥25,000

18-019 テュイルピラーS/2 ¥22,000 ➡ ¥25,000

200-002 PEラウンドフットS ¥1,900 ➡ ¥2,200

200-003 PEラウンドフットL ¥2,300 ➡ ¥2,600

200-004 PEラウンドロングフットS ¥2,600 ➡ ¥3,000

200-005 PEラウンドロングフットL ¥3,200 ➡ ¥3,600

200-006 PEハンギングS/3 ¥3,800 ➡ ¥4,500

200-008 グレイコーンラウンドS/3 ¥3,600 ➡ ¥4,500

200-009 グレイコーンオーバルS/3 ¥3,700 ➡ ¥4,500

200-010 ストローオーバルS/2 ¥4,000 ➡ ¥4,800

200-011 ストローラウンドS/2 ¥4,000 ➡ ¥4,800

200-013 チップグレイミニシリンダー ¥650 ➡ ¥680

200-014 チップグレイレクト ¥1,500 ➡ ¥1,700

200-015 チップグレイブックL ¥1,600 ➡ ¥1,800

200-016 チップグレイブックS ¥1,300 ➡ ¥1,500

200-017 チップグレイトラペジウムS ¥900 ➡ ¥1,000

200-018 チップグレイトラペジウムM ¥1,200 ➡ ¥1,400

200-019 チップグレイトラペジウムL ¥1,600 ➡ ¥1,800

200-020 チップグレイタップスSS ¥750 ➡ ¥850

200-021 チップグレイタップスS ¥900 ➡ ¥1,000

200-022 チップグレイタップスM ¥1,300 ➡ ¥1,400

200-023 チップグレイタップスL ¥1,800 ➡ ¥2,000

200-024 チップグレイシリンダーS ¥700 ➡ ¥750

200-025 チップグレイシリンダーM ¥900 ➡ ¥1,000

200-026 チップグレイシリンダーL ¥1,700 ➡ ¥2,000

200-027 チップグレイラウンドS ¥850 ➡ ¥950

200-028 チップグレイラウンドM ¥1,200 ➡ ¥1,300

200-029 チップグレイラウンドL ¥1,800 ➡ ¥2,000

200-030 チップグレイキューブS ¥850 ➡ ¥950

200-031 チップグレイキューブM ¥1,000 ➡ ¥1,200



200-032 チップグレイキューブL ¥1,200 ➡ ¥1,400

200-033 ストローポットマンドS ¥750 ➡ ¥950

200-034 ストローポットマンドM ¥1,000 ➡ ¥1,200

200-036 シーグラスベースS/2 ¥4,500 ➡ ¥5,000

200-037 シーグラスハンギングポットS ¥1,200 ➡ ¥1,400

200-038 シーグラスハンギングポットM ¥1,800 ➡ ¥2,000

200-039 シーグラスハンギングポットL ¥2,600 ➡ ¥3,000

200-040 シーグラスポットS ¥800 ➡ ¥900

200-041 シーグラスポットM ¥1,300 ➡ ¥1,500

200-042 シーグラスポットL ¥1,800 ➡ ¥2,000

200-043 ウッドミニテーブルナチュラルS ¥1,200 ➡ ¥1,300

200-044 ウッドミニテーブルナチュラルL ¥1,400 ➡ ¥1,500

200-045 ウッドミニテーブルブラックS ¥1,200 ➡ ¥1,300

200-046 ウッドミニテーブルブラックL ¥1,400 ➡ ¥1,500

200-047 ウッドミニスタンドナチュラル ¥1,600 ➡ ¥1,800

200-048 ウッドミニスタンドグレイ ¥1,600 ➡ ¥1,800

28-001 パスチャーラウンドS ¥850 ➡ ¥1,000

28-002 パスチャーラウンドL ¥1,300 ➡ ¥1,500

28-007 パスチャーシリンダーS ¥850 ➡ ¥950

28-008 パスチャーシリンダーM ¥1,200 ➡ ¥1,400

28-014 パスチャーハンドルラウンド ¥1,100 ➡ ¥1,300

28-015 パスチャーハンドルスクエアー ¥1,100 ➡ ¥1,300

28-017 パスチャーオンフットL ¥1,700 ➡ ¥1,800

28-028 ウィローブラウンコニカルS ¥1,000 ➡ ¥1,200

28-029 ウィローブラウンコニカルM ¥1,500 ➡ ¥1,600

28-030 ウィローブラウンコニカルL ¥2,000 ➡ ¥2,400

28-034 PEボールオンフットS ¥1,200 ➡ ¥1,400

28-035 PEボールオンフットL ¥2,000 ➡ ¥2,200

28-036 PEコニカルオンフットS ¥1,200 ➡ ¥1,400

28-037 PEコニカルオンフットM ¥1,600 ➡ ¥1,800

28-038 PEコニカルオンフットL ¥2,000 ➡ ¥2,200

28-039 ウィローモルターオンフットS ¥1,300 ➡ ¥1,400

28-040 ウィローモルターオンフットM ¥1,700 ➡ ¥1,800

28-041 ウィローモルターオンフットL ¥2,000 ➡ ¥2,200

31-028 アイアンプレート22 ¥580 ➡ ¥680

31-029 アイアンプレート26 ¥850 ➡ ¥1,000

31-030 アイアンプレート30 ¥1,200 ➡ ¥1,500

31-042 ブリキパーフォレーション34 ¥4,000 ➡ ¥4,800

31-043 ブリキパーフォレーション40 ¥5,800 ➡ ¥6,800



31-047 ブリキコイルポットS ¥350 ➡ ¥400

31-060 ブリキノッチプレート12 ¥280 ➡ ¥330

31-061 ブリキノッチプレート14 ¥330 ➡ ¥400

31-062 ブリキノッチプレート16.5 ¥430 ➡ ¥460

31-063 ブリキノッチプレート18.5 ¥530 ➡ ¥600

31-064 ブリキノッチプレート20.5 ¥630 ➡ ¥750

31-071 アイアンプレート17 ¥400 ➡ ¥480

31-079 ブリキオブロング32 ¥2,200 ➡ ¥2,600

31-080 ブリキオブロング47 ¥3,000 ➡ ¥3,600

31-081 ブリキオブロング93 ¥5,500 ➡ ¥6,600

31-085 ブリキオーバルスーパーミニ ¥480 ➡ ¥550

31-086 ブリキキューブスーパーミニ ¥480 ➡ ¥550

31-087 ブリキセルクルS ¥650 ➡ ¥750

31-088 ブリキセルクルL ¥800 ➡ ¥900

31-089 ブリキホライゾンタルキューブS/3 ¥15,000 ➡ ¥18,000

31-093 ブリキパイプ ¥3,500 ➡ ¥4,000

31-098 ブリキドットコニカルS ¥650 ➡ ¥850

31-099 ブリキドットコニカルM ¥800 ➡ ¥950

31-100 ブリキドットコニカルL ¥1,000 ➡ ¥1,500

31-101 ブリキストライプキューブS ¥700 ➡ ¥750

31-102 ブリキストライプキューブM ¥900 ➡ ¥950

31-103 ブリキストライプキューブL ¥1,200 ➡ ¥1,300

31-104 ブリキスリーレッグスタンドS ¥3,000 ➡ ¥3,600

31-105 ブリキスリーレッグスタンドM ¥4,000 ➡ ¥4,500

31-106 ブリキスリーレッグスタンドL ¥4,800 ➡ ¥5,000

31-107 ブリキタップスS ¥700 ➡ ¥800

31-108 ブリキタップスL ¥900 ➡ ¥1,000

31-112 ブリキプランターウィズレッグS ¥4,800 ➡ ¥5,500

31-113 ブリキプランターウィズレッグL ¥6,800 ➡ ¥8,000

31-115 ブリキチキンフィーディングS ¥3,000 ➡ ¥3,300

31-116 ブリキチキンフィーディングL ¥3,500 ➡ ¥3,800

31-117 ブリキ3スクエアーポット ¥3,500 ➡ ¥4,000

31-118 ブリキ5スクエアーポット ¥4,800 ➡ ¥5,500

31-119 ブリキ7スクエアーポット ¥5,800 ➡ ¥7,000

31-120 ブリキタイルレクトS ¥1,000 ➡ ¥1,200

31-121 ブリキタイルレクトL ¥1,600 ➡ ¥1,800

31-122 ブリキタイルコニカルS ¥1,000 ➡ ¥1,200

31-123 ブリキタイルコニカルM ¥1,800 ➡ ¥2,000

31-124 ブリキタイルコニカルL ¥2,400 ➡ ¥2,800



31-125 ブリキエンボスウィズレッグS ¥4,500 ➡ ¥5,500

31-126 ブリキエンボスウィズレッグL ¥4,800 ➡ ¥5,800

320608.04 パポレーンクレープ10mmターコイズ ¥2,000 ➡ ¥2,600

320608.05 パポレーンクレープ10mmシルバー ¥2,000 ➡ ¥2,600

320608.06 パポレーンクレープ10mmゴールド ¥2,000 ➡ ¥2,600

320608.200 パポレーンクレープ10mmライム ¥2,000 ➡ ¥2,600

320608.203 パポレーンクレープ10mmオレンジ ¥2,000 ➡ ¥2,600

320608.206 パポレーンクレープ10mmライトピンク ¥2,000 ➡ ¥2,600

320608.207 パポレーンクレープ10mmシーグリーン ¥2,000 ➡ ¥2,600

320608.23 パポレーンクレープ10mmブラック ¥2,000 ➡ ¥2,600

320608.25 パポレーンクレープ10mmリラ ¥2,000 ➡ ¥2,600

320608.28 パポレーンクレープ10mmヴァイオレット ¥2,000 ➡ ¥2,600

320608.33 パポレーンクレープ10mmレッド ¥2,000 ➡ ¥2,600

320608.39 パポレーンクレープ10mmヒヤシンス ¥2,000 ➡ ¥2,600

320608.425 パポレーンクレープ10mmマウス ¥2,000 ➡ ¥2,600

320608.427 パポレーンクレープ10mmグレイ ¥2,000 ➡ ¥2,600

320608.46 パポレーンクレープ10mmアザレア ¥2,000 ➡ ¥2,600

320608.51 パポレーンクレープ10mmホワイト ¥2,000 ➡ ¥2,600

320608.52 パポレーンクレープ10mmボルドー ¥2,000 ➡ ¥2,600

320608.665 パポレーンクレープ10mmコパー ¥2,000 ➡ ¥2,600

320608.82 パポレーンクレープ10mmダークグリーン ¥2,000 ➡ ¥2,600

320608.93 パポレーンクレープ10mmクリーム ¥2,000 ➡ ¥2,600

34666 リベルテ4アソート ¥250 ➡ ¥280

34818 ビンキー10 ¥350 ➡ ¥400

349120 ストーンブラックボトル ¥1,100 ➡ ¥1,200

349121 ストーンベージュボトル ¥1,100 ➡ ¥1,200

349122 ストーンブラウンボトル ¥1,100 ➡ ¥1,200

349124 ストーンミカベージュボトル ¥1,100 ➡ ¥1,200

349125 ストーンミカブラウンボトル ¥1,100 ➡ ¥1,200

349202 ストーンミカブラックボトル ¥1,100 ➡ ¥1,200

35-012 ブロカントバケットS ¥4,000 ➡ ¥5,000

35-013 ブロカントバケットM ¥5,000 ➡ ¥6,000

35-014 ブロカントバケットL ¥6,500 ➡ ¥7,500

35-053 ブロカントミニバケットS ¥1,200 ➡ ¥1,500

35-054 ブロカントミニバケットM ¥1,700 ➡ ¥2,000

35055 ベースミックスヴィンテージ4アソート ¥880 ➡ ¥980

35-055 ブロカントミニバケットL ¥2,200 ➡ ¥2,500

35-059 ブロカントラスティバケットS ¥3,500 ➡ ¥4,000

35-060 ブロカントラスティバケットL ¥4,000 ➡ ¥5,000



35-070 ブロカントカップ8グレイ ¥550 ➡ ¥600

35-071 ブロカントカップ10グレイ ¥750 ➡ ¥900

35-072 ブロカントカップ12グレイ ¥1,000 ➡ ¥1,300

35-073 ブロカントカップ8ホワイト ¥550 ➡ ¥600

35-074 ブロカントカップ10ホワイト ¥750 ➡ ¥900

35-075 ブロカントカップ12ホワイト ¥1,000 ➡ ¥1,300

35-102 LEDヘキサゴン ¥3,300 ➡ ¥3,800

35-103 LEDウィズグラス ¥2,000 ➡ ¥2,500

35-105 LEDサスペンド ¥3,300 ➡ ¥3,800

35-107 LEDハンギング ¥3,000 ➡ ¥3,500

35-108 LEDバケット ¥3,000 ➡ ¥3,500

35-109 LEDバルブ ¥3,000 ➡ ¥3,500

35-110 ブロカントワイヤーバックS ¥1,800 ➡ ¥2,400

35-111 ブロカントワイヤーバックL ¥2,500 ➡ ¥3,000

35-114 ブロカントグレイルL ¥1,200 ➡ ¥1,500

35-115 ブロカントグレイルS ¥900 ➡ ¥1,200

35-116 ブロカントパイプカップ ¥800 ➡ ¥1,000

35-117 ブロカントソフトカップ ¥650 ➡ ¥850

35-127 LEDハングライトS ¥2,500 ➡ ¥2,800

35-128 LEDハングライトL ¥3,800 ➡ ¥4,800

35-132 ブロカントシャンデリア ¥6,500 ➡ ¥7,800

35-138 ブロカントハンギングウィズツー ¥1,200 ➡ ¥1,400

35-139 ブロカントハンギングウィズフォー ¥1,500 ➡ ¥1,800

35-147 LEDハンギングワイド ¥4,200 ➡ ¥4,800

35-148 LEDハンギングナロー ¥4,600 ➡ ¥5,500

35-150 ブロカントプランツスタンドS/3 ¥18,000 ➡ ¥20,000

35-151 ブロカントサイドテーブルS/2 ¥18,000 ➡ ¥20,000

35-152 ブロカントバードケージS ¥4,200 ➡ ¥4,800

35-153 ブロカントバードケージL ¥5,600 ➡ ¥6,500

35-154 ブロカントキャンドルホルダーS ¥3,000 ➡ ¥3,600

35-155 ブロカントキャンドルホルダーL ¥4,000 ➡ ¥4,600

35-158 ブロカントラウンドテーブル ¥15,000 ➡ ¥16,000

35-159 ブロカントプランツスタンドミドルS/3 ¥12,500 ➡ ¥15,000

35-160 ブロカントプランツスタンドローS/3 ¥11,000 ➡ ¥13,000

42-003 ポリストーンスリムボートSホワイト ¥650 ➡ ¥780

42-004 ポリストーンスリムボートSブラック ¥650 ➡ ¥780

42-005 ポリストーンスリムボートLホワイト ¥900 ➡ ¥1,200

42-006 ポリストーンスリムボートLブラック ¥900 ➡ ¥1,200

42-007 ポリストーンハイリーフSホワイト ¥750 ➡ ¥950



42-008 ポリストーンハイリーフSブラック ¥750 ➡ ¥950

42-009 ポリストーンハイリーフLホワイト ¥1,000 ➡ ¥1,200

42-010 ポリストーンハイリーフLブラック ¥1,000 ➡ ¥1,200

42-011 ポリストーンレクトポットSホワイト ¥7,000 ➡ ¥7,500

42-012 ポリストーンレクトポットSブラック ¥7,000 ➡ ¥7,500

42-013 ポリストーンレクトポットLホワイト ¥9,000 ➡ ¥9,500

42-014 ポリストーンレクトポットLブラック ¥9,000 ➡ ¥9,500

42-015 ポリストーンシリンダー10ホワイト ¥650 ➡ ¥780

42-016 ポリストーンシリンダー10ブラック ¥650 ➡ ¥780

42-017 ポリストーンシリンダー13ホワイト ¥980 ➡ ¥1,200

42-018 ポリストーンシリンダー13ブラック ¥980 ➡ ¥1,200

42-019 ポリストーンレクト18ホワイト ¥750 ➡ ¥950

42-020 ポリストーンレクト18ブラック ¥750 ➡ ¥950

42-021 ポリストーンキューブ12.5ホワイト ¥1,000 ➡ ¥1,400

42-022 ポリストーンキューブ12.5ブラック ¥1,000 ➡ ¥1,400

43447 エドウィンクリアー14.5 ¥800 ➡ ¥900

43449 エドウィンクリアー23.5 ¥1,400 ➡ ¥1,800

43450 エドウィンピンク14.5 ¥800 ➡ ¥900

43452 エドウィンピンク23.5 ¥1,400 ➡ ¥1,800

43453 エドウィングリーン14.5 ¥800 ➡ ¥900

43455 エドウィングリーン23.5 ¥1,400 ➡ ¥1,800

43456 エドウィングレイ14.5 ¥800 ➡ ¥900

43458 エドウィングレイ23.5 ¥1,400 ➡ ¥1,800

43900082 ホワイトクラフトホワイト ¥20,000 ➡ ¥22,000

48165 ジャイブXL15 ¥1,000 ➡ ¥1,200

48166 ジャイブXLグリーン15 ¥1,200 ➡ ¥1,300

48167 ジャイブXLブラウン15 ¥1,200 ➡ ¥1,300

48168 ジャイブXLスモーク15 ¥1,200 ➡ ¥1,300

48170 ジャイブXLピンク15 ¥1,200 ➡ ¥1,300

53-022 プラスチックポットラウンドS ¥900 ➡ ¥1,000

53-023 プラスチックポットラウンドM ¥1,400 ➡ ¥1,600

53-024 プラスチックポットラウンドL ¥1,800 ➡ ¥2,000

53-025 プラスチックポットスクエアーS ¥900 ➡ ¥1,000

53-026 プラスチックポットスクエアーM ¥1,400 ➡ ¥1,600

53-027 プラスチックポットスクエアーL ¥1,800 ➡ ¥2,000

53-071 プラスチックキューブS ¥400 ➡ ¥480

53-072 プラスチックキューブL ¥700 ➡ ¥750

53-073 プラスチックシリンダーS ¥350 ➡ ¥380

53-083 ティックレジンポット24 ¥3,000 ➡ ¥3,500



53-084 ティックレジンポット32 ¥4,000 ➡ ¥4,800

53-087 ティックレジンポット43 ¥6,000 ➡ ¥7,000

53-092 PPウィービングSグレイ ¥4,800 ➡ ¥5,800

53-093 PPウィービングSブラック ¥4,800 ➡ ¥5,800

53-094 PPウィービングLグレイ ¥5,800 ➡ ¥6,800

53-095 PPウィービングLブラック ¥5,800 ➡ ¥6,800

53-101 モザイクポッチャSブラウン ¥6,500 ➡ ¥6,800

53-102 モザイクポッチャLブラウン ¥9,500 ➡ ¥11,000

53-103 モザイクポッチャSバーニングホワイト ¥6,500 ➡ ¥6,800

53-104 モザイクポッチャLバーニングホワイト ¥9,500 ➡ ¥11,000

53-105 モザイクUポットSブラウン ¥8,800 ➡ ¥10,000

53-106 モザイクUポットLブラウン ¥10,000 ➡ ¥12,000

53-107 モザイクUポットSバーニングホワイト ¥8,800 ➡ ¥10,000

53-108 モザイクUポットLバーニングホワイト ¥10,000 ➡ ¥12,000

53-109 モザイクバレルブラウン ¥15,000 ➡ ¥16,000

53-110 モザイクバレルバーニングホワイト ¥15,000 ➡ ¥16,000

53-111 プラスチックポットラウンドSM ¥1,200 ➡ ¥1,400

53-112 モザイクUポットS/2ブラウン ¥10,000 ➡ ¥12,000

53-113 モザイクUポットS/2バーニングホワイト ¥10,000 ➡ ¥12,000

53-114 モザイクコニカルS/2ブラウン ¥20,000 ➡ ¥24,000

53-115 モザイクコニカルS/2バーニングホワイト ¥20,000 ➡ ¥24,000

53-122 モザイクUポットXLブラウン ¥13,000 ➡ ¥15,000

53-123 モザイクUポットXLバーニングホワイト ¥13,000 ➡ ¥15,000

57911112 ヒヤシンス15 ¥350 ➡ ¥400

65.185 シリンダーボウル25 ¥2,000 ➡ ¥2,500

65.192 シリンダーボウル19 ¥1,500 ➡ ¥1,700

770615 ウォーターレジスタントクラフトオレンジ ¥2,500 ➡ ¥2,800

770616 ウォーターレジスタントクラフトフクシア ¥2,500 ➡ ¥2,800

770617 ウォーターレジスタントクラフトラズベリー ¥2,500 ➡ ¥2,800

770619 ウォーターレジスタントクラフトアップル ¥2,500 ➡ ¥2,800

770621 ウォーターレジスタントクラフトナチュラル ¥2,500 ➡ ¥2,800

770905 ウォーターレジスタントクラフトベージュ ¥2,500 ➡ ¥2,800

770906 ウォーターレジスタントクラフトイエロー ¥2,500 ➡ ¥2,800

770931 ウォーターレジスタントクラフトテラコッタ ¥2,500 ➡ ¥2,800

77R0007Y デュオクラフトグレイ/アントラシット ¥4,800 ➡ ¥5,600

77R0019Y デュオクラフトチョコ/クリーム ¥4,800 ➡ ¥5,600

77R0031 デュオクラフトブラック/グレイ ¥4,800 ➡ ¥5,600

77R0033 デュオクラフトピンク/フクシア ¥4,800 ➡ ¥5,600

77R0036 デュオクラフトアップル/フクシア ¥4,800 ➡ ¥5,600



77R0037 デュオクラフトイエロー/オレンジ ¥4,800 ➡ ¥5,600

77R0038 デュオクラフトダークグレイ/アップル ¥4,800 ➡ ¥5,600

77R0048 デュオクラフトアンバージン/フクシア ¥4,800 ➡ ¥5,600

77R0066 デュオクラフトバーガンディー/パルマ ¥4,800 ➡ ¥5,600

77R0067 デュオクラフトライトグレイ/ピンク ¥4,800 ➡ ¥5,600

77R0077 デュオクラフトグレイ/アップル ¥4,800 ➡ ¥5,600

77R0078 デュオクラフトグレイ/ピンクウッド ¥4,800 ➡ ¥5,600

77R0117 デュオクラフトグレイ/ターコイズ ¥4,800 ➡ ¥5,600

77R0164 デュオクラフトトープ/グレイ ¥4,800 ➡ ¥5,600

77R0273 デュオクラフトピンク/グリーン ¥4,800 ➡ ¥5,600

77R0276 デュオクラフトブラウン/アップル ¥4,800 ➡ ¥5,600

840002 シートシリウスホワイト(240枚) ¥4,000 ➡ ¥4,200

840003 シートシリウスクリーム(240枚) ¥4,000 ➡ ¥4,200

840004 シートシリウスイエロー(240枚) ¥4,000 ➡ ¥4,200

840005 シートシリウスオレンジ(240枚) ¥4,000 ➡ ¥4,200

840007 シートシリウスバーガンディー(240枚) ¥4,000 ➡ ¥4,200

840008 シートシリウスピンク(240枚) ¥4,000 ➡ ¥4,200

840009 シートシリウスラベンダー(240枚) ¥4,000 ➡ ¥4,200

840010 シートシリウスライトグリーン(240枚) ¥4,000 ➡ ¥4,200

840011 シートシリウスボトルグリーン(240枚) ¥4,000 ➡ ¥4,200

840013 シートシリウスグレイ(240枚) ¥4,000 ➡ ¥4,200

840014 シートシリウスチョコレート(240枚) ¥4,000 ➡ ¥4,200

840015 シートシリウスブラック(240枚) ¥4,000 ➡ ¥4,200

840045 シートシリウストープグレイ(240枚) ¥4,000 ➡ ¥4,200

840065 シートシリウスナチュラル(240枚) ¥4,000 ➡ ¥4,200

AB001 ラタンポテトバスケットXS ¥2,500 ➡ ¥2,800

AB002 ラタンポテトバスケットS ¥3,200 ➡ ¥3,500

AB003 ラタンポテトバスケットM ¥3,600 ➡ ¥3,800

AB004 ラタンポテトバスケットL ¥4,200 ➡ ¥4,500

AD916 ラタンプランターバスケットS/2 ¥9,500 ➡ ¥12,000

AGG100 カッティングスタンドL ¥3,200 ➡ ¥3,300

AGG36 カッティングチューブセットコンクリートベースL ¥1,700 ➡ ¥1,800

AGG95 プロパゲーターベースS ¥1,000 ➡ ¥1,200

AGG96 プロパゲーターベースL ¥1,200 ➡ ¥1,400

AGG97 プロパゲーターベースマルチプルホールス ¥1,600 ➡ ¥2,000

AGG99 カッティングスタンドM ¥2,200 ➡ ¥2,600

BPH154 メタルプラントトロリーS ¥2,000 ➡ ¥2,200

BPH155 メタルプラントトロリーL ¥2,800 ➡ ¥3,000

C3000 ハーブ＆フラワドライヤーフック ¥2,400 ➡ ¥2,500



OZ32 オールドジンクベースS ¥1,500 ➡ ¥1,600

OZ44 オールドジンクウォータリングカン3.5ℓ ¥4,000 ➡ ¥4,200

OZ49 オールドジンクフラワーポット9 ¥450 ➡ ¥470

OZ50 オールドジンクフラワーポット12 ¥600 ➡ ¥650

OZ52 オールドジンクフラワーポット25 ¥2,200 ➡ ¥2,400

OZ54 オールドジンクソーサーフォーポット12 ¥370 ➡ ¥380

PY102 ラウンドクランプトレイS ¥2,600 ➡ ¥2,800

PY103 ラウンドクランプトレイM ¥3,000 ➡ ¥3,200

PY104 ラウンドクランプトレイL ¥4,000 ➡ ¥4,200

PY105 プラントトレイハンギングラウンドS ¥2,000 ➡ ¥2,200

PY106 プラントトレイハンギングラウンドL ¥3,000 ➡ ¥3,200

PY107 プラントトレイハンギングレクトS ¥3,000 ➡ ¥3,300

PY116 ラウンドグリーンクランプトレイS ¥2,600 ➡ ¥2,800

PY117 ラウンドグリーンクランプトレイM ¥3,000 ➡ ¥3,200

PY118 ラウンドグリーンクランプトレイL ¥4,000 ➡ ¥4,200

PY119 プラントトレイハンギングラウンドグリーンS ¥2,000 ➡ ¥2,200

PY120 プラントトレイハンギングラウンドグリーンL ¥3,000 ➡ ¥3,200

PY121 プラントトレイハンギングレクトグリーンS ¥3,000 ➡ ¥3,300

RB200 ドアマットコイヤータイガー ¥3,000 ➡ ¥3,200

RB225 ドアマットコイヤーゼブラ ¥3,000 ➡ ¥3,200

RB243 コイヤードアマットクロコダイル ¥3,000 ➡ ¥3,200

RB248 コイヤードアマットチーター ¥3,000 ➡ ¥3,200

TG22 プランツトロリースクエアー ¥4,500 ➡ ¥4,800

TT174 ウォールデコレーションインセクツ ¥750 ➡ ¥770


