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品番 商品名 変更前価格 税込み 価格改定金額 税込み

B100 折りたたみドル入れ                         ¥6,000 ¥6,600 → ¥6,500 ¥7,150

B113 馬蹄ﾄﾞﾙ入れ ¥14,000 ¥15,400 → ¥15,000 ¥16,500

B115 鞍 束入れ                               ¥40,000 ¥44,000 → ¥45,000 ¥49,500

B116 鞍 札入れ                               ¥30,000 ¥33,000 → ¥35,000 ¥38,500

B160 ドル入付札入れ ¥23,000 ¥25,300 → ¥29,000 ¥31,900

B162 札バサミ                                 ¥10,000 ¥11,000 → ¥12,000 ¥13,200

B173 プレイング束入れ                           ¥27,000 ¥29,700 → ¥32,000 ¥35,200

B175 プレイング束入れ                         ¥27,000 ¥29,700 → ¥32,000 ¥35,200

B176 プレイングドル入れ　                             ¥8,500 ¥9,350 → ¥9,000 ¥9,900

B177 二つ折り札入れ                            ¥23,000 ¥25,300 → ¥27,000 ¥29,700

B177C 二ﾂ折り札入れ カード専用                       ¥23,000 ¥25,300 → ¥27,000 ¥29,700

B180C ｼﾝﾌﾟﾙ束入れｶｰﾄﾞ入れ付                   ¥18,000 ¥19,800 → ¥22,000 ¥24,200

B181 束入れ                          ¥25,000 ¥27,500 → ¥29,000 ¥31,900

B182 カ－ド束入れ　                              ¥25,000 ¥27,500 → ¥29,000 ¥31,900

B183 プレイングドル入 大　                      ¥12,000 ¥13,200 → ¥14,000 ¥15,400

B188 カード束入れ スリム                         ¥30,000 ¥33,000 → ¥30,000 ¥33,000

B206 マルチ名刺入れ                            ¥12,000 ¥13,200 → ¥14,000 ¥15,400

B272 二つ折パス入れ ¥12,000 ¥13,200 → ¥14,000 ¥15,400

B273 シンプル名刺入れ                   ¥4,500 ¥4,950 → ¥5,000 ¥5,500

B280 シンプルパス入れハトメ付                          ¥6,000 ¥6,600 → ¥6,000 ¥6,600

B281 カード入れ　                              ¥5,000 ¥5,500 → ¥6,000 ¥6,600

B283 メンズベルト 30mm                              ¥22,000 ¥24,200 → ¥24,000 ¥26,400

B309 丸手キーホルダー ¥5,000 ¥5,500 → ¥5,000 ¥5,500

B313 ペア－キ－ホルダ－ Ⅰ                           ¥3,000 ¥3,300 → ¥3,800 ¥4,180

B314 ペア－キ－ホルダ－ Ⅱ                           ¥3,000 ¥3,300 → ¥3,800 ¥4,180

B319 あぶみキーホルダー                           ¥6,000 ¥6,600 → ¥7,000 ¥7,700

B326 キーケース 　　　　                             ¥6,000 ¥6,600 → ¥8,000 ¥8,800

B501 ハンドバッグ　                              ¥75,000 ¥82,500 → ¥80,000 ¥88,000

B528 貝がらハンドポ－チ　　　　                        ¥45,000 ¥49,500 → ¥55,000 ¥60,500

B540 セカンドバッグ　　                              ¥75,000 ¥82,500 → ¥90,000 ¥99,000

B559 サイドハンドルポ－チ　　　                         ¥45,000 ¥49,500 → ¥49,000 ¥53,900

B560 タウンボストン　　                               ¥68,000 ¥74,800 → ¥80,000 ¥88,000

B564 スリムショルダー ¥62,000 ¥68,200 → ¥75,000 ¥82,500

B604 ブックカバ－文庫　                           ¥9,000 ¥9,900 → ¥10,000 ¥11,000

B627 メガネケ－ス　　                             ¥10,000 ¥11,000 → ¥11,000 ¥12,100

B628 ペンケ－ス M                                  ¥10,000 ¥11,000 → ¥11,000 ¥12,100

B670M スライド式スマートフォンケース ¥16,000 ¥17,600 → ¥16,000 ¥17,600

B670S スライド式スマートフォンケース ¥15,000 ¥16,500 → ¥15,000 ¥16,500

B711 フラオエﾝハンドバッグ　　                           ¥70,000 ¥77,000 → ¥80,000 ¥88,000

B712 A4 トートバック                               ¥100,000 ¥110,000 → ¥115,000 ¥126,500

B713 ハンドバッグ　　                               ¥65,000 ¥71,500 → ¥75,000 ¥82,500

B714 ビジネスバッグ A4                           ¥100,000 ¥110,000 → ¥115,000 ¥126,500

B715 リュックサック  2way　　　                           ¥80,000 ¥88,000 → ¥90,000 ¥99,000

B719 スリムトートバッグ　　　　                          ¥90,000 ¥99,000 → ¥110,000 ¥121,000

B720 ボストンバッグ　                            ¥220,000 ¥242,000 → ¥230,000 ¥253,000

B764 スクウェアーバッグ　　　                         ¥45,000 ¥49,500 → ¥50,000 ¥55,000

B765 ブリーフケース A４ ワイド　　　                 ¥110,000 ¥121,000 → ¥130,000 ¥143,000

B804 クラッチ A4 ワイド　　                        ¥130,000 ¥143,000 → ¥160,000 ¥176,000

B915 鞍ショルダ－ 小 2way　                       ¥70,000 ¥77,000 → ¥80,000 ¥88,000

B916 鞍 キーケース　                               ¥12,000 ¥13,200 → ¥16,000 ¥17,600

B919 鞍 ショルダー 大                                ¥120,000 ¥132,000 → ¥135,000 ¥148,500
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B928 馬蹄ショルダー　　                              ¥90,000 ¥99,000 → ¥95,000 ¥104,500

B933 New Saddle                               ¥100,000 ¥110,000 → ¥120,000 ¥132,000

E100 折りたたみドル入れ                         ¥5,000 ¥5,500 → ¥5,500 ¥6,050

E105 丸型ドル入れ　                              ¥3,500 ¥3,850 → ¥3,500 ¥3,850

E110 貝がらドル入れ                             ¥7,500 ¥8,250 → ¥8,500 ¥9,350

E111 厚口ドル入れ　                         ¥5,000 ¥5,500 → ¥5,500 ¥6,050

E113 馬蹄ﾄﾞﾙ入れ ¥12,000 ¥13,200 → ¥13,000 ¥14,300

E114 鞍 札バサミ                             ¥12,000 ¥13,200 → ¥15,000 ¥16,500

E115 鞍 束入れ                                  ¥35,000 ¥38,500 → ¥40,000 ¥44,000

E116 鞍 札入れ                                 ¥27,000 ¥29,700 → ¥30,000 ¥33,000

E153 札入れ　                                 ¥15,000 ¥16,500 → ¥16,000 ¥17,600

E154 プレイング札入れ ¥15,000 ¥16,500 → ¥17,000 ¥18,700

E159 マルチ札入れ                    ¥23,000 ¥25,300 → ¥26,000 ¥28,600

E160 ドル入付札入れ ¥20,000 ¥22,000 → ¥25,000 ¥27,500

E162 札バサミ　　                     ¥7,000 ¥7,700 → ¥9,000 ¥9,900

E168 コインケース付札バサミ ¥12,000 ¥13,200 → ¥14,000 ¥15,400

E169 ベルト通付札入れ                  ¥8,000 ¥8,800 → ¥8,000 ¥8,800

E175 プレイング束入れ                             ¥24,000 ¥26,400 → ¥28,000 ¥30,800

E176 プレイングドル入れ                          ¥7,000 ¥7,700 → ¥7,500 ¥8,250

E177 二つ折り札入れ                             ¥20,000 ¥22,000 → ¥23,000 ¥25,300

E177C 二つ折り札入れカード専用                        ¥20,000 ¥22,000 → ¥23,000 ¥25,300

E178 プレイングドル入れミニ　　                          ¥4,000 ¥4,400 → ¥4,500 ¥4,950

E180 シンプル束入れ                   ¥10,000 ¥11,000 → ¥12,000 ¥13,200

E181 束入れ                           ¥22,000 ¥24,200 → ¥25,000 ¥27,500

E182 カ－ド束入れ                              ¥22,000 ¥24,200 → ¥25,000 ¥27,500

E183 プレイングドル入れ　大　                      ¥10,000 ¥11,000 → ¥12,000 ¥13,200

E187 20枚カード束入れワイド ¥40,000 ¥44,000 → ¥45,000 ¥49,500

E195 鞍 ハンディウォレット ¥18,000 ¥19,800 → ¥18,000 ¥19,800

E206 マルチ名刺入れ                            ¥10,000 ¥11,000 → ¥12,000 ¥13,200

E255 ベルト 30m/m ¥10,000 ¥11,000 → ¥12,000 ¥13,200

E256 ベルト 40m/m                                ¥14,000 ¥15,400 → ¥16,000 ¥17,600

E262 ベルト 30m/m　ロングタイプ　　　　                      ¥12,000 ¥13,200 → ¥14,000 ¥15,400

E264 ベルト 40m/m　ロングタイプ                            ¥16,000 ¥17,600 → ¥18,000 ¥19,800

E268 クリアーケース付カード入れ                            ¥7,000 ¥7,700 → ¥8,500 ¥9,350

E272 二つ折りパス入れ　                            ¥10,000 ¥11,000 → ¥12,000 ¥13,200

E273 シンプル名刺入れ                  ¥3,500 ¥3,850 → ¥4,000 ¥4,400

E274 ベルト 24m/m ¥15,000 ¥16,500 → ¥15,000 ¥16,500

E278 ベルトポ－チ　                             ¥10,000 ¥11,000 → ¥13,000 ¥14,300

E280 シンプルパス入れハトメ付　                              ¥4,500 ¥4,950 → ¥5,000 ¥5,500

E281 カ－ド入れ                          ¥4,000 ¥4,400 → ¥5,000 ¥5,500

E283 メンズベルト  30㎜                              ¥18,000 ¥19,800 → ¥20,000 ¥22,000

E285 IDストラップ 名刺サイズ                       ¥8,000 ¥8,800 → ¥9,000 ¥9,900

E288M スマートエントリーケース M                         ¥4,500 ¥4,950 → ¥5,000 ¥5,500

E288S スマートエントリーケース S                   ¥4,000 ¥4,400 → ¥4,500 ¥4,950

E289 ベル ト35m/m                               ¥12,000 ¥13,200 → ¥14,000 ¥15,400

E290 ベルト 35m/m　ロングタイプ　　                          ¥14,000 ¥15,400 → ¥16,000 ¥17,600

E300 キーケース ¥3,000 ¥3,300 → ¥4,000 ¥4,400

E301 印鑑入れ　                            ¥2,000 ¥2,200 → ¥2,500 ¥2,750

E303 靴ベラ（ナスカン） ¥2,500 ¥2,750 → ¥3,000 ¥3,300

E305 大角キ－ホルダ－　　                           ¥2,000 ¥2,200 → ¥2,500 ¥2,750

E309 丸手キ－ホルダ－　　　　                         ¥3,800 ¥4,180 → ¥5,000 ¥5,500

E313 ペア－キ－ホルダ－ Ⅰ                           ¥3,000 ¥3,300 → ¥3,800 ¥4,180
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E314 ペア－キ－ホルダ－ Ⅱ                           ¥3,000 ¥3,300 → ¥3,800 ¥4,180

E315 馬蹄キ－ホルダ－　　　                           ¥4,000 ¥4,400 → ¥5,000 ¥5,500

E316 フォトキ－ホルダ－ 丸　                          ¥4,000 ¥4,400 → ¥4,500 ¥4,950

E319 あぶみキーホルダー                              ¥5,000 ¥5,500 → ¥6,000 ¥6,600

E326 キーケース（4連） ¥5,000 ¥5,500 → ¥7,000 ¥7,700

E538 タウンボストンミニ　                               ¥43,000 ¥47,300 → ¥50,000 ¥55,000

E548 貝がらポシェット                              ¥25,000 ¥27,500 → ¥30,000 ¥33,000

E554 リュックサック A4 ¥90,000 ¥99,000 → ¥110,000 ¥121,000

E556 ショルダーバッグ B6                          ¥50,000 ¥55,000 → ¥55,000 ¥60,500

E557 カブセポケット付ポーチ　　　                         ¥30,000 ¥33,000 → ¥33,000 ¥36,300

E558 ﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝﾊﾞｯｸ　                        ¥43,000 ¥47,300 → ¥50,000 ¥55,000

E559 サイドハンドルポ－チ　　                          ¥35,000 ¥38,500 → ¥39,000 ¥42,900

E560 タウンボストン　                                ¥55,000 ¥60,500 → ¥65,000 ¥71,500

E565 いたがきランドセル ¥120,000 ¥132,000 → ¥135,000 ¥148,500

E566 ショルダーバック A5  3ｗａｙ                     ¥65,000 ¥71,500 → ¥75,000 ¥82,500

E567 ショルダーバック A4                          ¥90,000 ¥99,000 → ¥110,000 ¥121,000

E568 クラシカルショルダー ¥60,000 ¥66,000 → ¥65,000 ¥71,500

E600 ペンケ－ス　                            ¥5,000 ¥5,500 → ¥5,000 ¥5,500

E601 ペンケ－ス　                            ¥8,000 ¥8,800 → ¥8,500 ¥9,350

E604 ブックカバ－文庫　                           ¥7,000 ¥7,700 → ¥9,000 ¥9,900

E605 ブックカバ－新書                           ¥8,000 ¥8,800 → ¥11,000 ¥12,100

E616 六穴バインダー                            ¥22,000 ¥24,200 → ¥25,000 ¥27,500

E626 カードケース　　　　                               ¥14,000 ¥15,400 → ¥15,000 ¥16,500

E627 メガネケ－ス　　　                               ¥8,500 ¥9,350 → ¥9,000 ¥9,900

E629 ペンケ－ス　                            ¥7,500 ¥8,250 → ¥8,000 ¥8,800

E631 メガネ置き                               ¥8,000 ¥8,800 → ¥8,500 ¥9,350

E632 マウスパッド　　                                ¥4,000 ¥4,400 → ¥4,500 ¥4,950

E652M プレイングスマートエントリーキーケースM → ¥6,000 ¥6,600

E670M スライド式スマートフォンケースM ¥14,000 ¥15,400 → ¥14,000 ¥15,400

E670S スライド式スマートフォンケースS ¥13,000 ¥14,300 → ¥13,000 ¥14,300

E761S ウェーブショルダー S　                        ¥43,000 ¥47,300 → ¥50,000 ¥55,000

E765 ブリーフケース A4 ワイド ¥90,000 ¥99,000 → ¥105,000 ¥115,500

E812 ビジネスショルダー ¥100,000 ¥110,000 → ¥115,000 ¥126,500

E915 鞍 ショルダ－ 小　                     ¥50,000 ¥55,000 → ¥60,000 ¥66,000

E916 鞍 キーケース ¥10,000 ¥11,000 → ¥14,000 ¥15,400

E917 鞍 ショルダー 大型                          ¥250,000 ¥275,000 → ¥300,000 ¥330,000

E919 鞍 ショルダー 大                                ¥100,000 ¥110,000 → ¥110,000 ¥121,000

E920 鞍　ショルダー 中                             ¥90,000 ¥99,000 → ¥100,000 ¥110,000

E923 あぶみリュック　　                            ¥55,000 ¥60,500 → ¥65,000 ¥71,500

E924 鞍 ポシェット 2way                         ¥28,000 ¥30,800 → ¥33,000 ¥36,300

E925 鞍　ショルダー 縦型                        ¥50,000 ¥55,000 → ¥65,000 ¥71,500

E929 あぶみリュック　大                            ¥85,000 ¥93,500 → ¥95,000 ¥104,500

E930 鞍 ウェストポーチ 2way ¥45,000 ¥49,500 → ¥50,000 ¥55,000

E932 鞍 名刺入れ                                 ¥14,000 ¥15,400 → ¥15,000 ¥16,500

E933 New Saddle                              ¥80,000 ¥88,000 → ¥95,000 ¥104,500

K101 保護クリームセット ¥1,000 ¥1,100 → ¥1,000 ¥1,100

K104 防水スプレー ¥1,500 ¥1,650 → ¥1,500 ¥1,650

K105 別売り取り換え用クリアーケース ¥300 ¥330 → ¥300 ¥330

M100 ﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝﾄﾞﾙ入れ　                          ¥5,000 ¥5,500 → ¥5,500 ¥6,050

M501 タウンショルダ－　　　                             ¥42,000 ¥46,200 → ¥50,000 ¥55,000

M507S ボストンバック Ｓ　　                              ¥110,000 ¥121,000 → ¥125,000 ¥137,500

M517 ﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝﾎﾟｰﾁ 2ｗａｙ　　                      ¥25,000 ¥27,500 → ¥30,000 ¥33,000
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M522 リュックサック　                                 ¥68,000 ¥74,800 → ¥80,000 ¥88,000

M524 マルチポシェット 2ｗａｙ ¥36,000 ¥39,600 → ¥40,000 ¥44,000

M526 マルチトートミニ　                             ¥45,000 ¥49,500 → ¥50,000 ¥55,000

M530 A4 ソフトリュックサック ¥110,000 ¥121,000 → ¥110,000 ¥121,000

M550 スリムポーチ　                                  ¥22,000 ¥24,200 → ¥25,000 ¥27,500

M550L スリムポーチ ロングタイプ　　                            ¥23,000 ¥25,300 → ¥27,000 ¥29,700

M570 マルチトート A4 ¥64,000 ¥70,400 → ¥75,000 ¥82,500

P011 ハンドル 21mm ¥7,000 ¥7,700 → ¥8,000 ¥8,800

P012 ハンドル 19mm                       ¥4,000 ¥4,400 → ¥4,500 ¥4,950

P014 ハンドル 26mm                       ¥7,000 ¥7,700 → ¥8,000 ¥8,800

P022 ショルダ－ 30㎜ ¥15,000 ¥16,500 → ¥17,000 ¥18,700

P023 ショルダ－ 15㎜                              ¥6,500 ¥7,150 → ¥8,000 ¥8,800

P023B ショルダー15mm ¥8,000 ¥8,800 → ¥9,000 ¥9,900

P024 ショルダ－ 18㎜                                ¥7,000 ¥7,700 → ¥9,000 ¥9,900

P024B ショルダー18mm ¥9,000 ¥9,900 → ¥10,000 ¥11,000

P025 ショルダー 20㎜                              ¥9,000 ¥9,900 → ¥10,000 ¥11,000

P025B ショルダー20mm ¥11,000 ¥12,100 → ¥12,000 ¥13,200

P028 ストラップ 8㎜                               ¥2,000 ¥2,200 → ¥2,000 ¥2,200

P028B ストラップ 8mm                           ¥2,200 ¥2,420 → ¥2,200 ¥2,420

E336 スマートキーケース ¥10,000 ¥11,000 → ¥10,000 ¥11,000

E935 馬蹄トート                               ¥100,000 ¥110,000 → ¥120,000 ¥132,000


