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子どもたちの笑顔のそばに

２０２２年 ４月号

品　　　　　名

42 50112 ミュージカルキッズランドＤＸ・８

181 47831 ダブルマーカー（水性１０色）

201 30008 クリップハンガースタンド・大

201 30267 クリップハンガースタンド・濃ピンク（１０個組）

201 30268 クリップハンガースタンド・ブルー（１０個組）

229 30374 やわらかクッションマット・折りたたみ式

231 30191 セフティマット（リバーシブル)・16枚組

297 60462 マスターキッズ・レジスター

312 60446 手作りおべんとう(3セット組)

341 60685 幼児のパズル道場(4種類組)

394 73741 チューリップスツール（４色組）

399 70230 ステップ2・ウェルカムプレイハウス

512 80093 ウォーターランド・リボーン

品　　　　　名

363 76388 鼻曲り子象すべり台 【寸法訂正のお知らせ】

526 80074 パラソルＦＰ４０Ａ No.３４０３ 【寸法訂正のお知らせ】

80075 パラソルＦＰ４０Ａ No.３４０８

80076 パラソルＦＰ４０Ａ No.３４０７

2022年4月15日

摘　　　　要

売切次第中止

傘径約186×全高217cm
（パイプ径2.54ｃｍ）

寸法
傘径約186×全高219cm
（パイプ径2.54ｃｍ）

摘　　　　要

売切次第中止

売切次第中止

売切次第中止

売切次第中止

即中止（リニューアル：30427　3月info済）

即中止

即中止（リニューアル予定）

即中止

傘の全高に誤りがありました。詳細は下記の通りです。
訂正し、お詫び申し上げます。

変更前 変更後

即中止

即中止

（裏面へ続く）

売切次第中止

売切次第中止

図版の赤丸箇所に誤りがありました。訂正し、お詫び申し上げます。



※価格変更のお知らせ
原材料費の高騰等、諸般の事情により、価格を改定させていただきます。恐れ入りますが、ご理解いただけますようお願いいたします。

品　　　　　名
変更前
（税込）

変更前
（税別）

変更後
（税込）

変更後
（税別）

変更日

99 27073 折りたたみいす用格納台車・30 ¥56,100 ¥51,000 ¥61,160 ¥55,600

27829 折りたたみいす用格納台車・15 ¥51,480 ¥46,800 ¥56,210 ¥51,100

139 29977 会議用テーブル台車(ダンパー付き) ¥134,200 ¥122,000 ¥146,300 ¥133,000

20137 省スペーステーブル台車 ¥70,070 ¥63,700 ¥76,450 ¥69,500

454 71420 富士型カラーとび箱・４段 ¥72,050 ¥65,500 ¥88,000 ¥80,000

71421 富士型カラーとび箱・５段 ¥85,800 ¥78,000 ¥107,800 ¥98,000

71422 富士型とび箱・５段 ¥79,750 ¥72,500 ¥99,000 ¥90,000

71423 富士型とび箱・６段 ¥89,650 ¥81,500 ¥115,500 ¥105,000

71424 とび板 小 ¥19,580 ¥17,800 ¥25,300 ¥23,000

71425 とび板 大 ¥25,080 ¥22,800 ¥31,900 ¥29,000

455 79898 フォームとび箱６０・ＥＫＦ３３１ ¥74,250 ¥67,500 ¥77,000 ¥70,000

482 70035 スポーツポンプＪ ¥3,080 ¥2,800 ¥3,245 ¥2,950

488 71480 スタートピストル ¥4,620 ¥4,200 ¥5,060 ¥4,600

492 70083 コーナーポスト　４０(4色組) ¥13,200 ¥12,000 ¥14,080 ¥12,800

70179 コーナーポストキャリー ¥17,600 ¥16,000 ¥19,250 ¥17,500

493 70139 ラインビークル ¥15,950 ¥14,500 ¥18,260 ¥16,600

70167 柵棒ＥＶ(5本組) ¥11,000 ¥10,000 ¥13,420 ¥12,200

495 79027 カスタネット・くじら（ブルー） ¥495 ¥450 ¥550 ¥500

79029 カスタネット・コアラ ¥495 ¥450 ¥550 ¥500

73048 カスタネット・パンダ ¥495 ¥450 ¥550 ¥500

71548 カスタネット・アヒル ¥495 ¥450 ¥550 ¥500

71549 カスタネット・カエル ¥495 ¥450 ¥550 ¥500

71554 タンバリン・イエロー ¥1,540 ¥1,400 ¥1,760 ¥1,600

73192 タンバリン・ブル― ¥1,540 ¥1,400 ¥1,760 ¥1,600

70266 タンバリン・ベージュ ¥1,540 ¥1,400 ¥1,760 ¥1,600

71557 マラカス（１組）・グリーン ¥1,298 ¥1,180 ¥1,430 ¥1,300

71551 ハンドベル・オレンジ ¥902 ¥820 ¥990 ¥900

71552 ハンドベル・イエロー ¥902 ¥820 ¥990 ¥900

73193 ハンドベル・ピンク ¥902 ¥820 ¥990 ¥900

73194 ハンドベル・グリ―ン ¥902 ¥820 ¥990 ¥900

79033 ミュージックベル（タッチ式）カラー20音 ¥20,900 ¥19,000 ¥24,200 ¥22,000

79034 ミュージックベル（タッチ式）ケースZ-8 ¥11,550 ¥10,500 ¥14,080 ¥12,800

515 80028 ダイブリング(６色組) ¥2,200 ¥2,000 ¥2,420 ¥2,200

80029 ダイブボールEV(10個組) ¥1,925 ¥1,750 ¥2,068 ¥1,880

526 80071 パラソルＦＰ４５Ｂ No.３６２２ ¥46,200 ¥42,000 ¥49,500 ¥45,000

80072 パラソルＦＰ４５Ｂ No.３６２３ ¥46,200 ¥42,000 ¥49,500 ¥45,000

80073 パラソルＦＰ４５Ｂ No.３６２６ ¥46,200 ¥42,000 ¥49,500 ¥45,000

80074 パラソルＦＰ４０Ａ No.３４０３ ¥27,500 ¥25,000 ¥29,700 ¥27,000

80075 パラソルＦＰ４０Ａ No.３４０８ ¥27,500 ¥25,000 ¥29,700 ¥27,000

80076 パラソルＦＰ４０Ａ No.３４０７ ¥27,500 ¥25,000 ¥29,700 ¥27,000

6/1ご注文
分より

5/1ご注文
分より

6/1ご注文
分より


