
          上代改定リスト（H27.04.01～）㈱神堂

カタログ品番 商品コード 商品名 現上代 → 新上代 カタログ品番 商品コード 商品名 現上代 → 新上代
13-007-05 06723 手提げ篭(小判)ナチュラル ¥250 → 廃番 13-037-10 06065 国産エビ串　15cm　500本 ¥900 → ¥1,000
13-016-15 16501 六ッ目丸ザルφ 21 ¥230 → ¥280 13-037-11 06064 国産エビ串　12cm　500本 ¥800 → ¥900
13-016-16 16502 六ッ目丸ザルφ 18 ¥200 → ¥250 13-037-12 06063 国産エビ串　10cm　500本 ¥700 → ¥800
13-016-17 16503 六ッ目丸ザルφ 16 ¥180 → ¥230 13-037-13 06062 国産エビ串　7.5cm　500本 ¥650 → ¥750
13-016-18 16504 六ッ目丸ザルφ 13 ¥160 → ¥210 13-037-14 06056 国産エビ串　18cm　1kg箱 ¥3,600 → ¥4,000
13-016-19 09170 ゴザ目丸ザルφ 22㎝ ¥200 → ¥230 13-037-15 06060 国産エビ串　15cm　1kg箱 ¥3,600 → ¥4,000
13-016-20 09171 ゴザ目丸ザルφ 24㎝ ¥270 → ¥300 13-037-16 06059 国産エビ串　12cm　1kg箱 ¥3,600 → ¥4,000
13-016-21 09172 ゴザ目丸ザルφ 27㎝ ¥330 → ¥350 13-037-17 06058 国産エビ串　10cm　1kg箱 ¥3,900 → ¥4,400
13-016-22 09173 ゴザ目丸ザルφ 30㎝ ¥380 → ¥440 13-038-01 06048 国産竹丸串　12cm　1kg箱 ¥1,800 → ¥2,000
13-016-23 09174 ゴザ目丸ザルφ 33㎝ ¥440 → ¥510 13-038-02 06049 国産竹丸串　15cm　1kg箱 ¥1,800 → ¥2,000
13-019-01 16878 胴バリ六ツ目篭(大) ¥500 → 廃番 13-038-03 06050 国産竹丸串　18cm　1kg箱 ¥1,800 → ¥2,000
13-019-02 16877 胴バリ六ツ目篭(中) ¥450 → 廃番 13-038-04 06051 国産竹丸串　21cm　1kg箱 ¥2,000 → ¥2,200
13-019-03 16876 胴バリ六ツ目篭(小) ¥300 → 廃番 13-038-05 06067 国産竹角串　12cm　1kg箱 ¥2,000 → ¥2,300
13-022-01 16699 新葛篭　青角長(小) ¥700 → 廃番 13-038-06 06068 国産竹角串　15cm　1kg箱 ¥2,000 → ¥2,300
13-022-02 16698 新葛篭　青角長(大) ¥900 → 廃番 13-038-07 06069 国産竹角串　18cm　1kg箱 ¥2,000 → ¥2,300
13-023-01 16020 青渕ツマザル　100個 ¥3,000 → ¥4,000 13-038-08 06084 国産竹角串　21cm　1kg箱 ¥2,300 → ¥2,500
13-023-02 16021 茶渕ツマザル　100個 ¥3,000 → ¥4,000 13-042-01 06077 国産鉄砲串(青)18㎝ 100本入 ¥1,950 → ¥2,000
13-023-04 16018 青渕丸篭φ 6　50個 ¥1,500 → ¥2,000 13-042-02 06076 国産鉄砲串(青)15㎝ 100本入 ¥1,550 → ¥1,600
13-023-05 16019 茶渕丸篭φ 6　50個 ¥1,500 → ¥2,000 13-042-03 06074 国産鉄砲串(青)12㎝ 100本入 ¥1,300 → ¥1,350
13-026-10 09143 包装用組型桝 (大) ¥280 → ¥450 13-042-04 06073 国産鉄砲串(青)10㎝ 100本入 ¥1,250 → ¥1,300
13-026-11 09142 包装用組型桝 (中) ¥200 → ¥280 13-042-05 06071 国産鉄砲串(青)9㎝ 100本入 ¥1,200 → ¥1,250
13-026-12 09144 包装用組型桝 (小) ¥170 → ¥250 13-042-06 06070 国産鉄砲串(青)7.5㎝ 100本入 ¥1,150 → ¥1,200
13-028-01 09442 いろどり結び（小）　あかね ¥1,000 → ¥1,100 13-042-11 06099 国産松葉串(青)18㎝ 100本入 ¥2,100 → ¥2,200
13-028-02 09443 いろどり結び（小）　あか ¥1,000 → ¥1,100 13-042-12 06021 国産松葉串(青)15㎝ 100本入 ¥1,700 → ¥1,800
13-028-03 09444 いろどり結び（小）　ちゃ ¥1,000 → ¥1,100 13-042-13 06061 国産松葉串(青)12㎝ 100本入 ¥1,300 → ¥1,350
13-028-04 09445 いろどり結び（小）　かき ¥1,000 → ¥1,100 13-042-14 06041 国産松葉串(青)10㎝ 100本入 ¥1,100 → ¥1,150
13-028-05 09446 いろどり結び（小）　すみれ ¥1,000 → ¥1,100 13-042-15 06040 国産松葉串(青)9㎝ 100本入 ¥1,100 → ¥1,150
13-028-06 09447 いろどり結び（小）　よもぎ ¥1,000 → ¥1,100 13-042-16 06039 国産松葉串(青)8㎝ 100本入 ¥1,100 → ¥1,150
13-028-07 09448 いろどり結び（小）　むらさき ¥1,000 → ¥1,100 13-042-17 06020 国産松葉串(青)7㎝ 100本入 ¥1,150 → ¥1,200
13-028-08 09449 いろどり結び（小）　くろ ¥1,000 → ¥1,100 13-042-18 06038 国産松葉串(青)5㎝ 100本入 ¥1,150 → ¥1,200
13-028-11 09452 いろどり結び（大）　あかね ¥1,400 → ¥1,500 13-042-19 06019 国産松葉串(茶)10㎝ 100本入 ¥1,100 → ¥1,150
13-028-12 09453 いろどり結び（大）　あか ¥1,400 → ¥1,500 13-042-20 06018 国産松葉串(茶)9㎝ 100本入 ¥1,100 → ¥1,150
13-028-13 09454 いろどり結び（大）　ちゃ ¥1,400 → ¥1,500 13-042-21 06017 国産松葉串(茶)8㎝ 100本入 ¥1,100 → ¥1,150
13-028-14 09455 いろどり結び（大）　かき ¥1,400 → ¥1,500 13-042-22 06016 国産松葉串(茶)7㎝ 100本入 ¥1,150 → ¥1,200
13-028-15 09456 いろどり結び（大）　すみれ ¥1,400 → ¥1,500 13-042-23 06015 国産松葉串(茶)5㎝ 100本入 ¥1,150 → ¥1,200
13-028-16 09457 いろどり結び（大）　よもぎ ¥1,400 → ¥1,500 13-042-24 06043 国産鉄扇串(青)9㎝ 100本入 ¥1,800 → ¥1,900
13-028-17 09458 いろどり結び（大）　むらさき ¥1,400 → ¥1,500 13-042-25 06042 国産鉄扇串(茶)9㎝ 100本入 ¥1,800 → ¥1,900
13-028-18 09459 いろどり結び（大）　くろ ¥1,400 → ¥1,500 13-043-13 16206 ｱｲｽｽﾃｨｯｸ　幅広114mm　7000本 ¥28,000 → ¥33,000
13-029-01 09692 四季彩房　紅緋　50本 ¥1,750 → ¥1,900 13-043-14 16205 ｱｲｽｽﾃｨｯｸ　114mm　10000本 ¥21,000 → ¥25,000
13-029-02 09691 四季彩房　萌黄色　50本 ¥1,750 → ¥1,900 13-043-15 16204 ｱｲｽｽﾃｨｯｸ　93mm　10000本 ¥20,000 → ¥23,000
13-029-03 09697 四季彩房　葡萄茶　50本 ¥1,750 → ¥1,900 13-049-02 14527 黒文字スダレ11ｘ11 ¥200 → 廃番
13-029-04 09690 四季彩房　菜種色　50本 ¥1,750 → ¥1,900 13-055-19 09170 ゴザ目丸ザルφ 22㎝ ¥200 → ¥230
13-029-05 09693 四季彩房　藤色　50本 ¥1,750 → ¥1,900 13-055-20 09184 丸ザル 大小セット(浅) ¥550 → ¥600
13-029-06 09696 四季彩房　錆茶　50本 ¥1,750 → ¥1,900 13-057-05 09138 包装用盆ザル6寸 ¥350 → ¥450
13-029-07 09695 四季彩房　日和　50本 ¥1,750 → ¥1,900 13-057-06 09130 包装用盆ザル7寸 ¥400 → ¥500
13-029-08 09694 四季彩房　銀鼠　50本 ¥1,750 → ¥1,900 13-057-07 09131 包装用盆ザル8寸 ¥500 → ¥600
13-029-09 18601 二重ゴム房　紅白(大) ¥1,250 → ¥1,400 13-057-08 09132 包装用盆ザル9寸 ¥600 → ¥700
13-029-10 18602 二重ゴム房　紅白(中) ¥1,150 → ¥1,300 13-057-09 09133 包装用盆ザル尺寸 ¥700 → ¥800
13-029-11 18603 二重ゴム房　紅白(小) ¥1,100 → ¥1,200 13-057-10 09134 包装用盆ザル尺1寸 ¥800 → ¥900
13-029-12 18604 二重ゴム房　紅白（ミニ） ¥1,050 → ¥1,100 13-057-11 09135 包装用盆ザル尺2寸 ¥900 → ¥1,000
13-029-13 18611 二重ゴム房　紫白(大) ¥1,250 → ¥1,400 13-058-01 08834 小道具スクレーパ ¥700 → ¥800
13-029-14 18612 二重ゴム房　紫白(中) ¥1,150 → ¥1,300 13-058-06 05734 孟宗中節皿(小) ¥530 → ¥580
13-029-15 18613 二重ゴム房　紫白(小) ¥1,100 → ¥1,200 13-058-07 05735 孟宗中節皿(大) ¥680 → ¥750
13-029-16 18614 二重ゴム房　紫白（ミニ） ¥1,050 → ¥1,100 13-059-08 05715 手桶皿(大) ¥950 → ¥1,050
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13-059-09 05711 たらい皿 ¥600 → ¥700 13-113-22 08050 箸置 蛇篭バラ ¥340 → ¥360
13-059-10 05710 片手桶皿 ¥950 → ¥1,050 13-114-03 08519 丸薬味スプーン ¥330 → ¥370
13-060-01 05706 竹柄盛皿 ¥1,250 → ¥1,400 13-114-04 08515 日の丸薬味スプーン ¥350 → ¥420
13-060-02 05707 竹柄ニ節皿 ¥950 → ¥1,100 13-114-05 08440 コーヒー小判スプーン(デミ用) ¥330 → ¥370
13-060-03 05708 孟宗皿(大) ¥650 → ¥800 13-115-02 08447 コーヒースプーン ¥360 → ¥420
13-060-04 05709 ニ節皿 ¥820 → ¥910 13-115-03 08456 ベビースプーン ¥390 → ¥440
13-060-05 05717 舟型皿(大) ¥1,050 → ¥1,100 13-115-05 08444 小判茶碗蒸しスプーン ¥390 → ¥440
13-060-06 05718 舟型皿(小) ¥750 → ¥800 13-115-06 08421 煮豆スプーン ¥400 → ¥470
13-060-07 05712 一節すのこ皿 ¥1,650 → ¥1,750 13-115-07 08441 カレースプーン ¥530 → ¥570
13-060-08 05705 舟型盛器 ¥1,650 → ¥1,800 13-115-14 08469 桧茶碗蒸しスプーン ¥420 → ¥480
13-060-09 05703 くりぶた(ミス付) ¥2,200 → ¥2,300 13-115-16 08529 竹曲バターナイフ ¥370 → ¥420
13-060-10 05701 わきぶた(ミス付) ¥2,200 → ¥2,300 13-116-11 08567 漆塗お玉(大) ¥1,500 → ¥1,700
13-068-01 9324 杉ワッパセイロφ 15  身 ¥1,330 → 廃番 13-116-18 08554 木お玉(小) ¥1,350 → ¥1,450
13-068-01 9325 杉ワッパセイロφ 15  蓋 ¥360 → 廃番 13-116-19 08553 木お玉(中) ¥1,450 → ¥1,600
13-068-01 9326 杉ワッパセイロφ 15  台 ¥340 → 廃番 13-116-20 08551 木お玉(大) ¥1,650 → ¥1,800
13-068-01 9331 杉ワッパセイロセット（Φ 15） ¥2,000 → 廃番 13-117-09 08818 小道具ツルフォーク 5P ¥600 → ¥1,000
13-068-02 9327 杉ワッパセイロφ 13  身 ¥1,200 → 廃番 13-117-10 08150 ツルフォーク バラ ¥120 → ¥180
13-068-02 9328 杉ワッパセイロφ 13  蓋 ¥290 → 廃番 13-117-11 08582 桧丸茶さじ ¥450 → ¥500
13-068-02 9329 杉ワッパセイロφ 13  台 ¥270 → 廃番 13-117-12 08510 スス丸茶さじ ¥390 → ¥450
13-068-02 9330 杉ワッパセイロセット（Φ 13） ¥1,800 → 廃番 13-117-13 03975 茶筅野点用 ¥1,300 → ¥2,300
13-073-13 14525 黒文字スダレ（35ｘ12） ¥550 → 廃番 13-117-14 03972 茶筅80本立 ¥1,600 → ¥2,600
13-073-14 14526 黒文字スダレ（18x18） ¥450 → 廃番 13-117-15 03971 茶筅100本立 ¥1,800 → ¥2,800
13-073-15 14527 黒文字スダレ（11x11） ¥200 → 廃番 13-117-17 08376 豆ヒシャク ¥370 → ¥400
13-078-13 19651 陶器珍味（枡形）小　白　 ¥130 → ¥180 13-118-04 08834 小道具スクレーパ ¥700 → ¥800
13-078-14 19653 陶器珍味（枡形）小　黄　 ¥130 → ¥180 13-118-06 08370 大根おろし(カット) ¥1,550 → ¥1,750
13-078-15 19652 陶器珍味（枡形）小　赤　 ¥130 → ¥180 13-119-06 5816 丸竹七味入れ   (大) ¥440 → 廃番
13-078-16 19655 陶器珍味（枡形）小　緑　 ¥130 → ¥180 13-119-07 5815 丸竹七味入   (小) ¥440 → 廃番
13-078-17 19654 陶器珍味（枡形）小　青　 ¥130 → ¥180 13-119-12 07953 ハス切フォーク立 ¥530 → ¥600
13-078-21 19625 陶器珍味（角型蓋付） ¥360 → ¥400 13-119-14 07954 ウス楊枝立 ¥600 → ¥700
13-078-22 19624 陶器珍味（ゆず） ¥250 → ¥300 13-120-05 07908 箸立 ススつぼ型 ¥1,000 → ¥1,100
13-078-23 19621 陶器珍味（竹ハス切） ¥180 → ¥230 13-120-12 16568 ＷＵバスケット オーバル Ｓ ¥1,000 → ¥1,200
13-078-24 19620 陶器珍味（竹丸型） ¥180 → ¥230 13-120-13 16569 ＷＵバスケット オーバル Ｍ ¥1,200 → ¥1,400
13-078-25 19658 陶器珍味（丸型）　緑色 ¥130 → ¥180 13-120-14 16570 ＷＵバスケット オーバル Ｌ ¥1,400 → ¥1,800
13-079-13 9143 包装用組型桝（大） ¥280 → ¥450 13-127-01 09138 包装用盆ザル6寸 ¥350 → ¥450
13-079-14 9142 包装用組型桝（中） ¥200 → ¥280 13-127-02 09130 包装用盆ザル7寸 ¥400 → ¥500
13-079-15 9144 包装用組型桝（小） ¥170 → ¥250 13-127-03 09131 包装用盆ザル8寸 ¥500 → ¥600
13-105-03 07733 箸 茶南天 大 ¥110 → ¥150 13-127-04 09132 包装用盆ザル9寸 ¥600 → ¥700
13-105-04 07734 箸 茶南天 中 ¥110 → ¥150 13-127-05 09133 包装用盆ザル尺寸 ¥700 → ¥800
13-105-06 07515 箸 ネジリ 大 ¥450 → ¥550 13-127-06 09134 包装用盆ザル尺1寸 ¥800 → ¥900
13-105-07 07516 箸 ネジリ 中 ¥450 → ¥550 13-127-07 09135 包装用盆ザル尺2寸 ¥900 → ¥1,000
13-107-07 07865 竹取物語10Ｐ入 ¥500 → ¥600 13-127-13 06320 丸盆ザル（7寸） ¥1,200 → ¥1,400
13-108-10 07522 箸 がんこ天皿(黒)中 ¥770 → 廃番 13-127-14 06321 丸盆ザル（8寸） ¥1,300 → ¥1,500
13-108-11 07523 箸 がんこ天皿(赤)中 ¥770 → 廃番 13-127-15 06322 丸盆ザル（9寸） ¥1,400 → ¥1,600
13-110-11 07844 ダイヤカットおとり箸 ¥660 → ¥750 13-127-16 06323 丸盆ザル（尺寸） ¥1,500 → ¥1,700
13-111-09 07838 時雨才箸　33㎝　アソート ¥200 廃番 13-127-17 06324 丸盆ザル（尺1寸） ¥1,700 → ¥1,900
13-112-01 07801 籐巻才箸 ¥550 → ¥700 13-127-18 06325 丸盆ザル（尺2寸） ¥2,000 → ¥2,300
13-112-02 07802 ネジリ才箸 ¥550 → ¥700 13-127-19 06326 丸盆ザル（尺3寸） ¥2,300 → ¥2,600
13-113-13 08047 箸置 熊手5Ｐ ¥650 → ¥750 13-127-20 06327 丸盆ザル（尺4寸） ¥2,900 → ¥3,200
13-113-14 08048 箸置 熊手バラ ¥130 → ¥150 13-127-21 06328 丸盆ザル（尺5寸） ¥3,400 → ¥3,700
13-113-17 08045 箸置 かに5Ｐ ¥1,600 → ¥2,200 13-127-22 06329 角盆ザル（7寸） ¥1,400 → ¥1,600
13-113-18 08046 箸置 かにバラ ¥300 → ¥420 13-127-23 06330 角盆ザル（8寸） ¥1,550 → ¥1,750
13-113-19 08031 箸置 塗兵丹5Ｐ ¥1,450 → ¥1,700 13-127-24 06331 角盆ザル（9寸） ¥1,650 → ¥1,850
13-113-20 08032 箸置 塗兵丹バラ ¥280 → ¥330 13-127-25 06332 角盆ザル（尺寸） ¥1,800 → ¥2,100
13-113-21 08049 箸置 蛇篭5Ｐ ¥1,700 → ¥1,800 13-127-26 06333 角盆ザル（尺1寸） ¥2,100 → ¥2,400
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13-127-27 06334 角盆ザル（尺2寸） ¥2,700 → ¥3,100 13-145-10 01521 友禅糸電話 ¥400 → ¥450
13-127-28 06335 角盆ザル（尺3寸） ¥3,100 → ¥3,500 13-145-18 01424 動物カチカチ ¥500 → ¥550
13-129-01 05938 手巻きすしセット ¥250 → ¥350 13-145-19 01355 南京玉すだれ ¥900 → 廃番
13-133-01 09193 ゴザ目干しザル2P ¥1,700 → ¥2,000 13-146-03 01406 安全パチンコ銃 ¥700 → ¥800
13-133-02 09194 四ッ目干しザル(大) ¥1,300 → ¥1,500 13-146-04 01485 糸引きトンボ ¥500 → ¥600
13-133-03 09195 四ッ目干しザル(小) ¥1,200 → ¥1,400 13-146-07 01405 輪ゴム鉄砲 ¥530 → ¥600
13-133-04 09184 丸ザル 大小セット(浅) ¥550 → ¥600 13-146-08 01480 連結汽車(カラー) ¥1,000 → ¥1,200
13-133-08 09185 丸ザル 大小セット(深) ¥750 → ¥800 13-146-09 01459 連結汽車(動物) ¥1,000 → ¥1,200
13-135-04 16565 WUﾊﾞｽｹｯﾄ　ﾃｰﾌﾞﾙﾄﾚｰ（NA)　L ¥2,000 → ¥2,300 13-146-10 01489 連結汽車(数字1～5) ¥1,100 → ¥1,300
13-135-05 16564 WUﾊﾞｽｹｯﾄ　ﾃｰﾌﾞﾙﾄﾚｰ（NA)　S ¥1,600 → ¥1,800 13-147-05 01536 お手玉(縮緬きんぎょ) ¥550 → ¥600
13-135-06 16567 WUﾊﾞｽｹｯﾄ　ﾃｰﾌﾞﾙﾄﾚｰ（DB)　L ¥2,000 → ¥2,300 13-147-07 01550 お手玉(縁結び) ¥400 → ¥500
13-135-07 16566 WUﾊﾞｽｹｯﾄ　ﾃｰﾌﾞﾙﾄﾚｰ（DB)　S ¥1,600 → ¥1,800 13-147-08 01535 お手玉(祖父母) ¥350 → ¥400
13-135-08 16573 WUﾊﾞｽｹｯﾄ　ﾃｰﾌﾞﾙﾄﾚｰ（BL)　L ¥2,000 → ¥2,300 13-149-02 02366 ミニランドセル(アソート) ¥720 → ¥800
13-135-09 16572 WUﾊﾞｽｹｯﾄ　ﾃｰﾌﾞﾙﾄﾚｰ（BL)　S ¥1,600 → ¥1,800 13-149-03 02337 梨地ふくろう(金) ¥500 → ¥600
13-136-01 16568 WUﾊﾞｽｹｯﾄ　ｵｰﾊﾞﾙ（S) ¥1,000 → ¥1,200 13-149-04 02338 梨地ふくろう(銀) ¥460 → ¥560
13-136-02 16569 WUﾊﾞｽｹｯﾄ　ｵｰﾊﾞﾙ（M) ¥1,200 → ¥1,400 13-149-05 01857 竹鈴匂い袋 ¥500 → ¥600
13-136-03 16570 WUﾊﾞｽｹｯﾄ　ｵｰﾊﾞﾙ（L) ¥1,400 → ¥1,800 13-149-06 02131 招福マスコット ¥330 → ¥350
13-139-05 03461 塗ヒシャク(小) ¥770 → ¥850 13-149-07 02118 4号熊手 ¥120 → ¥150
13-139-06 03462 塗ヒシャク(大) ¥820 → ¥900 13-149-08 02132 招福熊手 ¥400 → ¥430
13-139-07 03441 野点傘(大) ¥65,000 → ¥72,000 13-149-09 02134 熊手(恵/大) ¥450 → ¥550
13-139-08 03442 野点傘(中) ¥60,000 → ¥66,000 13-149-14 01834 ちりめん友禅2.6寸財布(台紙付) ¥600 → ¥700
13-139-09 03443 野点傘(小) ¥55,000 → ¥64,000 13-150-02 01868 古布ペン付メモ帳(ｱｿｰﾄ) ¥600 → ¥700
13-139-11 03458 縁台(折りたたみ式) ¥24,000 → ¥28,000 13-150-08 01893 新めがね入(ﾊｰﾄﾞｹｰｽ) ¥1,200 → ¥1,300
13-140-01 03406 踊り傘(赤)藤 ¥2,800 → 廃番 13-151-02 02088 耳かき 黒(穴明) 100本入 ¥6,000 → ¥8,000
13-140-02 03407 踊り傘(紫)藤 ¥2,800 → 廃番 13-151-03 02089 耳かき 赤(穴明) 100本入 ¥6,000 → ¥8,000
13-140-03 03405 踊り傘(赤)桜 ¥2,800 → ¥3,400 13-151-04 02070 耳かき こけし ¥90 → ¥130
13-140-04 03404 踊り傘(紫)桜 ¥2,800 → ¥3,400 13-152-01 03187 くるみもどき2P ¥330 → ¥400
13-140-05 03408 踊り傘(赤)梅 ¥2,800 → ¥3,400 13-152-02 03184 つぼ押し棒 ¥220 → ¥280
13-140-06 03409 踊り傘(紫)梅 ¥2,800 → ¥3,400 13-152-03 03192 トンボつぼ押し ¥400 → ¥450
13-140-07 03402 蛇の目傘(赤) ¥4,000 → ¥5,000 13-152-05 03154 足用マッサージ(箱入) ¥1,000 → ¥1,200
13-140-08 03403 蛇の目傘(紺) ¥4,000 → ¥5,000 13-152-08 03008 竹ブロック枕 ¥2,750 → ¥3,200
13-143-01 01112 竹トンボ　1本 ¥100 → ¥120 13-152-10 03362 ガーゼタオル ¥660 → ¥750
13-143-02 01108 竹トンボセット ¥200 → ¥230 13-153-01 03003 籐正座椅子器(小) ¥2,500 → ¥3,150
13-143-03 01101 竹トンボ足付セット ¥220 → ¥250 13-153-02 03001 籐正座椅子器(大) ¥2,600 → ¥3,200
13-144-01 01435 ミニコマ 5P（アソート） ¥500 → ¥550 13-153-03 03233 籐巻ふとん叩き ¥600 → ¥800
13-144-02 01436 ミニコマ バラ（アソート） ¥90 → ¥110 13-153-09 99109 布ぞうり  赤・紺 ¥1,600 → ¥2,000
13-144-03 01437 逆立ちコマ 3P ¥440 → ¥460 13-153-09 99109 布ぞうり　茶・ピンク・緑 ¥1,600 → 廃番
13-144-04 01438 逆立ちコマ バラ ¥140 → ¥160 13-154-01 03171 快々棒 ¥270 → ¥350
13-144-05 01433 ひねりコマ 3P ¥440 → ¥460 13-154-02 03165 孫の手(白)Ｂ ¥250 → ¥350
13-144-06 01434 ひねりコマ バラ ¥140 → ¥160 13-154-03 03166 孫の手(白･紐付)Ｂ ¥270 → ¥370
13-144-08 01413 丸コマ(豆) ¥260 → ¥280 13-154-04 03167 孫の手(白･球付)Ｂ ¥430 → ¥480
13-144-09 01451 力士コマ ¥830 → ¥900 13-154-05 03156 孫の手(祖母) ¥700 → ¥800
13-144-10 01464 紅コマ(大) ¥930 → ¥1,100 13-154-06 03155 孫の手(祖父) ¥700 → ¥800
13-144-11 01465 紅コマ(中) ¥720 → ¥750 13-155-01 02917 風鈴 うちわ ¥1,400 → ¥1,500
13-144-12 01466 紅コマ(小) ¥530 → ¥550 13-155-02 02915 風鈴 縮緬金魚 ¥1,400 → ¥1,500
13-144-13 01444 投げコマ２寸(B) ¥390 → ¥450 13-155-03 02904 風鈴1号(菱四ッ目) ¥1,600 → ¥2,000
13-145-01 01467 けん玉(B) ¥550 → ¥650 13-155-04 02924 風鈴 フラワー ¥1,600 → ¥2,000
13-145-03 01499 だるま落とし6寸(B) ¥550 → ¥650 13-155-05 02907 風鈴7号(屋形) ¥1,600 → ¥2,200
13-145-04 01455 だるま落とし7寸(B) ¥720 → ¥760 13-155-06 02923 風鈴 まんじヤグラ ¥1,400 → 廃番
13-145-05 01404 でんでん太鼓(小) ¥400 → ¥500 13-155-07 02906 風鈴 糸車 ¥1,300 → ¥1,600
13-145-06 01475 でんでん太鼓(祭) ¥440 → ¥550 13-155-08 02910 風鈴 あずま屋 ¥1,950 → ¥2,200
13-145-07 01400 陣太鼓 ¥3,800 → ¥4,100 13-155-11 08918 虫かご(スス) 大 ¥2,500 → ¥2,800
13-145-08 01306 みんみんぜみ ¥220 → ¥250 13-155-12 08919 虫かご(スス) 小 ¥2,000 → ¥2,200
13-145-09 01305 ケロケロかえる ¥220 → ¥250


