
商品単価リスト 令和元年10月1日改定
ジャンル 商品名 税抜 税込８％ 税抜 税込10％

名入り箸　Ｌ２３ ¥1,436 ¥1,550 ¥1,500 ¥1,650
名入り箸　Ｌ２１ ¥1,297 ¥1,400 ¥1,400 ¥1,540
名入り箸　Ｌ１８ ¥1,186 ¥1,280 ¥1,200 ¥1,320
さくら箸　Ｌ２３ ¥1,204 ¥1,300 ¥1,300 ¥1,430
さくら箸　Ｌ２１ ¥1,112 ¥1,200 ¥1,200 ¥1,320
さくら箸　Ｌ１８ ¥926 ¥1,000 ¥1,000 ¥1,100
うめ箸　Ｌ２３ ¥1,204 ¥1,300 ¥1,300 ¥1,430
うめ箸　Ｌ２１ ¥1,112 ¥1,200 ¥1,200 ¥1,320
うめ箸　Ｌ１８ ¥926 ¥1,000 ¥1,000 ¥1,100
コクタン箸　Ｌ２３ ¥2,408 ¥2,600 ¥2,500 ¥2,750
コクタン箸　Ｌ２１ ¥2,130 ¥2,300 ¥2,200 ¥2,420
コクタン箸　Ｌ１８ ¥1,945 ¥2,100 ¥2,000 ¥2,200
パープルハート箸　Ｌ２３ ¥1,852 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,200
パープルハート箸　Ｌ２１ ¥1,667 ¥1,800 ¥1,800 ¥1,980
パープルハート箸　Ｌ１８ ¥1,482 ¥1,600 ¥1,500 ¥1,650
梅枝箸　Ｌ３０ ¥1,112 ¥1,200 ¥1,200 ¥1,320
梅枝箸　Ｌ２4 ¥926 ¥1,000 ¥950 ¥1,045
梅枝箸　Ｌ２１ ¥926 ¥1,000 ¥950 ¥1,045
梅枝箸　Ｌ１８ ¥741 ¥800 ¥750 ¥825
リング箸置き ¥700 ¥756 ¥700 ¥770
四角箸置き ¥500 ¥540 ¥500 ¥550
箸袋 ¥600 ¥648 ¥600 ¥660
ＴＳティースプーン（ストレート） ¥834 ¥900 ¥850 ¥935
ＤＳ　デザートスプーン ¥834 ¥900 ¥850 ¥935
ＪＳ　ジャムスプーン ¥1,112 ¥1,200 ¥1,200 ¥1,320
ＢＮ　バターナイフ ¥1,112 ¥1,200 ¥1,200 ¥1,320
ＤＩＳ　ディナースプーン ¥1,852 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,200
レンゲ ¥2,038 ¥2,201 ¥2,000 ¥2,200
ＢＳ　ベビースプーン ¥1,112 ¥1,200 ¥1,200 ¥1,320
ＢＦ　ベビーフォーク ¥1,112 ¥1,200 ¥1,200 ¥1,320
チャＳ　チャイルドスプーン ¥1,204 ¥1,300 ¥1,300 ¥1,430
チャＦ　チャイルドフォーク ¥1,204 ¥1,300 ¥1,300 ¥1,430
しゃもじ ¥1,852 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,200
調理ベラ ¥2,000 ¥2,160 ¥2,000 ¥2,200
うめ枝フォーク　単品 ¥593 ¥640 ¥600 ¥660
うめ枝菓子切　単品 ¥463 ¥500 ¥500 ¥550
うめ枝箸置き ¥223 ¥240 ¥250 ¥275
箸置きリング ¥700 ¥756 ¥700 ¥770
バナナスタンド ¥12,000 ¥12,960 ¥12,000 ¥13,200
夫婦箸セット ¥2,315 ¥2,500 ¥2,500 ¥2,750
名入り夫婦箸セット ¥2,732 ¥2,950 ¥2,900 ¥3,190
うめ枝夫婦箸セット ¥1,852 ¥2,000 ¥1,900 ¥2,090
うめ枝夫婦箸セット（箸置き付） ¥2,297 ¥2,480 ¥2,400 ¥2,640
離乳食スプーンセット ¥3,866 ¥4,175 ¥3,800 ¥4,180
離乳食スプーン　（単品） ¥1,112 ¥1,200 ¥1,300 ¥1,430
こどもカトラリーセット ¥3,519 ¥3,800 ¥3,500 ¥3,850
うめ枝フォークセット（5本） ¥2,963 ¥3,200 ¥3,000 ¥3,300
うめ枝菓子切セット（5本） ¥2,315 ¥2,500 ¥2,500 ¥2,750
うめ枝箸置セット（５コ） ¥1,112 ¥1,200 ¥1,250 ¥1,375
子供食器セット（4点） ¥9,260 ¥10,000 ¥9,800 ¥10,780
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商品単価リスト 令和元年10月1日改定
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皮付き鉢（大） ¥3,519 ¥3,800 ¥3,500 ¥3,850
皮付き鉢（中） ¥2,963 ¥3,200 ¥3,000 ¥3,300
皮付き鉢（小） ¥2,315 ¥2,500 ¥2,500 ¥2,750
皮付き鉢（ミニ） ¥1,389 ¥1,500 ¥1,500 ¥1,650

どんぶり ¥6,741 ¥7,280 ¥6,800 ¥7,480
椀（特大） ¥5,074 ¥5,479 ¥5,000 ¥5,500
椀（大） ¥4,612 ¥4,980 ¥4,800 ¥5,280
椀（中） ¥4,056 ¥4,380 ¥4,600 ¥5,060
こども椀 ¥3,686 ¥3,980 ¥3,700 ¥4,070
ベビー椀 ¥3,408 ¥3,680 ¥3,500 ¥3,850

きのこの器セット ¥9,000 ¥9,720 ¥9,000 ¥9,900
（皿のみ） ¥3,500 ¥3,780 ¥3,500 ¥3,850
（コップのみ） ¥3,500 ¥3,780 ¥3,500 ¥3,850

皿 子ども皿 ¥3,408 ¥3,680 ¥3,500 ¥3,850
ランチプレート ¥6,500 ¥7,020 ¥6,500 ¥7,150
丸皿　Φ１２０ ¥2,778 ¥3,000 ¥2,800 ¥3,080
丸皿　Φ１６０ ¥2,963 ¥3,200 ¥3,000 ¥3,300
丸皿　Φ３００ ¥6,760 ¥7,300 ¥6,800 ¥7,480
ノミ目長皿４５０×１１０×２０ ¥3,800 ¥4,104 ¥3,800 ¥4,180
我谷盆200×140×15 ¥5,000 ¥5,400 ¥5,000 ¥5,500
我谷盆330×330×15 ¥8,500 ¥9,180 ¥8,500 ¥9,350
なべ敷き ¥1,000 ¥1,080 ¥1,000 ¥1,100
杉　扇皿 ¥1,800 ¥1,944 ¥1,800 ¥1,980
杉　丸太皿 ¥3,000 ¥3,240 ¥3,000 ¥3,300

杉　コースター　１０×１０以下 ¥700 ¥756 ¥700 ¥770
杉　コースター　135×160 ¥1,200 ¥1,296 ¥1,200 ¥1,320
杉　コースター　150×150 ¥1,200 ¥1,296 ¥1,200 ¥1,320
杉　ティーマット　160×240 ¥1,500 ¥1,620 ¥1,500 ¥1,650
杉　ティーマットロング 150×450 ¥2,000 ¥2,160 ¥2,000 ¥2,200
杉　一人膳　300×450 ¥3,000 ¥3,240 ¥3,000 ¥3,300

ノコ目ソーサー（エリアス） ¥1,800 ¥1,944 ¥1,800 ¥1,980
トレイ ¥6,482 ¥7,000 ¥6,500 ¥7,150
丸盆　Φ３００ ¥5,556 ¥6,000 ¥6,800 ¥7,480
角盆　３０×３０ ¥5,556 ¥6,000 ¥6,800 ¥7,480
角盆　２８０×４２０ ¥5,556 ¥6,000 ¥6,800 ¥7,480

ボウル（大） ¥3,500 ¥3,780 ¥3,500 ¥3,850
ボウル（小） ¥2,000 ¥2,160 ¥2,000 ¥2,200
漆ボウル ¥3,500 ¥3,780 ¥3,500 ¥3,850

マグカップ　Ｓ Ｒ ¥4,630 ¥5,000 ¥4,800 ¥5,280
両手マグ ¥3,963 ¥4,280 ¥4,000 ¥4,400
フリーカップ　Ｓ Ｒ ¥4,260 ¥4,600 ¥4,300 ¥4,730
杉コップ（エリアス） ¥3,600 ¥3,888 ¥3,600 ¥3,960
ワイングラス ¥2,778 ¥3,000 ¥3,000 ¥3,300
木呑 ¥2,408 ¥2,600 ¥2,500 ¥2,750
ぐい吞み ¥1,389 ¥1,500 ¥1,500 ¥1,650
ゆらぎ ¥3,600 ¥3,888 ¥3,600 ¥3,960
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インテリア雑貨 きのいい鏡餅（大） ¥30,000 ¥32,400 ¥30,000 ¥33,000
きのいい鏡餅（小） ¥14,630 ¥15,800 ¥14,800 ¥16,280
きのいい鏡餅メンテナンスキット ¥1,500 ¥1,620 ¥1,500 ¥1,650
きのいいお雛さま ¥39,800 ¥42,984 ¥39,800 ¥43,780
きのいいお雛さま（Only) ¥25,000 ¥27,000 ¥25,000 ¥27,500
きのいい鯉のぼり　3Ｐ ¥32,800 ¥35,424 ¥32,800 ¥36,080
きのいい鯉のぼり　２Ｐ ¥21,800 ¥23,544 ¥21,800 ¥23,980
きのいい鯉のぼり　単大 ¥9,800 ¥10,584 ¥9,800 ¥10,780
きのいい鯉のぼり　単中 ¥7,000 ¥7,560 ¥7,000 ¥7,700
きのいい鯉のぼり　単小 ¥5,000 ¥5,400 ¥5,000 ¥5,500
ＫＯＩＮＯＢＯＲＩ　３Ｐ ¥5,000 ¥5,400 ¥5,000 ¥5,500
ＫＯＩＮＯＢＯＲＩ　２Ｐ ¥3,000 ¥3,240 ¥3,000 ¥3,300
ねずみ ¥4,167 ¥4,500 ¥4,500 ¥4,950
うし ¥4,815 ¥5,200 ¥5,000 ¥5,500
とら ¥4,815 ¥5,200 ¥5,000 ¥5,500
うさぎ ¥4,167 ¥4,500 ¥4,500 ¥4,950
たつ ¥5,093 ¥5,500 ¥6,000 ¥6,600
へび ¥4,445 ¥4,800 ¥5,000 ¥5,500
うま ¥4,815 ¥5,200 ¥5,000 ¥5,500
ひつじ(大） ¥5,093 ¥5,500 ¥5,000 ¥5,500
さる ¥5,000 ¥5,400 ¥5,000 ¥5,500
とり ¥5,000 ¥5,400 ¥5,000 ¥5,500
いぬ ¥5,500 ¥5,940 ¥5,500 ¥6,050
いのしし ¥5,500 ¥5,940 ¥5,500 ¥6,050
ダックスフント ¥6,500 ¥7,020 ¥6,500 ¥7,150
テル坊のお兄ちゃん ¥2,500 ¥2,700 ¥2,500 ¥2,750
カボス ¥926 ¥1,000 ¥1,000 ¥1,100
エリアス丸花びん ¥2,900 ¥3,132 ¥2,900 ¥3,190
くつべらキーホルダー ¥3,500 ¥3,780 ¥3,500 ¥3,850
くつべらショート　Ｓ ¥2,963 ¥3,200 ¥3,000 ¥3,300
くつべらミドル　Ｍ ¥5,371 ¥5,800 ¥5,500 ¥6,050
くつべら　Ｌ４５ ¥4,500 ¥4,860 ¥4,500 ¥4,950
くつべらロング　Ｌ ¥7,038 ¥7,601 ¥7,000 ¥7,700
靴べらスタンド ¥7,500 ¥8,100 ¥7,500 ¥8,250
靴べらスタンドセット ¥13,889 ¥15,000 ¥14,000 ¥15,400
ロッキングホース　アンジー ¥18,519 ¥20,000 ¥18,600 ¥20,460
ウッドスクーター　ボビー ¥18,519 ¥20,000 ¥18,600 ¥20,460
日田杉掛時計（薄） ¥6,000 ¥6,480 ¥6,000 ¥6,600
日田杉掛時計（厚） ¥7,000 ¥7,560 ¥7,000 ¥7,700
時計オーダーデザイン追加料金 ¥3,000 ¥3,240 ¥3,000 ¥3,300
ペンスタンド　（チェイス） ¥5,000 ¥5,400 ¥5,000 ¥5,500
名刺入れ ¥2,777 ¥2,999 ¥2,800 ¥3,080
下駄ストラップ ¥925 ¥999 ¥900 ¥990
勾玉ペンダント ¥1,800 ¥1,944 ¥1,800 ¥1,980
爽葉ペンダント ¥2,130 ¥2,300 ¥2,500 ¥2,750
テル坊ストラップ ¥900 ¥972 ¥900 ¥990
ワル坊ストラップ ¥1,200 ¥1,296 ¥1,200 ¥1,320
線香箱 ¥10,000 ¥10,800 ¥10,000 ¥11,000
イムリカードスタンド ¥0 ¥1,500 ¥1,650

旧価格 新価格
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