
品番 メーカー 品名 現価格(税込） 新価格（税込）

1 AQ1516 アクアプレイ アクアプレイ　ロックボックス ¥10,450 → ¥11,550

2 AQ1535 アクアプレイ アクアプレイ　アクアワールド ¥16,500 → ¥18,150

3 AQ1542 アクアプレイ アクアプレイ　マウンテンレイク ¥20,350 → ¥21,450

4 AQ101 アクアプレイ ストレートセクション ¥3,080 → ¥3,740

5 AQ102 アクアプレイ カーブセクション ¥3,080 → ¥3,740

6 AQ103 アクアプレイ Tセクション ¥3,960 → ¥4,620

7 AQ280/282 アクアプレイ セールボート ¥825 → ¥990

8 AQ281 アクアプレイ モーターボート ¥825 → ¥990

9 BAJ25090W バヨ うさぎのプッシュトーイ ¥1,650 → ¥1,760

10 BAJ49610J バヨ 車をはこぶトラック ¥10,780 → ¥13,200

11 BAJ53710W バヨ 木の四輪バイク ¥13,200 → ¥14,300

12 BG1303 ビッグ ボビーカー クラシック ¥9,350 → ¥11,000

13 EBO-SAFOI3 イーブー スクラッチペーパー シャイニー ¥2,200 → ¥2,420

14 EBO-SAPAT2 イーブー スクラッチペーパー パステル ¥2,200 → ¥2,420

15 EDJS003 エデュトーイ のぞいてみよう！マイ・ファースト顕微鏡 ¥3,520 → ¥4,180

16 EDMS078 エデュトーイ ハンディ・ポケットスコープ ¥1,540 → ¥1,870

17 ES525013 エデュシェイプ 変身タブ・マリーン ¥1,650 → ¥1,870

18 ES705199 エデュシェイプ うごきと感覚を楽しむ｢シェープス＆ボール｣ ¥8,800 → ¥9,680

19 ES705373 エデュシェイプ レインボーソフトボール ¥1,980 → ¥2,200

20 HP1635 ダントーイ サンドミル トラック付き ¥2,420 → ¥2,860

21 HP1750B ダントーイ ジョーロ 青 ¥440 → ¥495

22 HP1750R ダントーイ ジョーロ 赤 ¥440 → ¥495

23 HP4256 ダントーイ キッチンプレイセット ¥7,260 → ¥8,360

24 HP5610 ダントーイ I'm green お砂場あそびセット ¥3,080 → ¥3,960

25 HP5620 ダントーイ I'm green ダンプトラック ¥3,080 → ¥3,960

26 HP5630 ダントーイ I'm green ブルドーザー ¥3,080 → ¥3,960

27 HP6030 ダントーイ I'm green　スタッキングビーカー ¥2,200 → ¥2,640

28 HP6721 ダントーイ ゆらゆらシーソー ワニ ¥5,170 → ¥6,050

29 HP6722 ダントーイ ゆらゆらシーソー イヌ ¥5,170 → ¥6,050

30 HP6940 ダントーイ 朝食セットスペシャル ¥7,480 → ¥8,250

31 HP6951 ダントーイ ティーセット（12人用） ¥6,380 → ¥7,480

32 HP6964 ダントーイ 100ピースお砂場遊びセット ¥27,500 → ¥30,800

33 HY704610 ボーネルンド・オリジナル 魚つりパズル ¥4,400 → ¥4,950

34 HY711890 ボーネルンド・オリジナル ファーストシェイプパズル ¥1,980 → ¥2,090

35 HY711900 ボーネルンド・オリジナル ファーストパズル てんとう虫 ¥990 → ¥1,100

36 HY711910 ボーネルンド・オリジナル ピックアップパズル バラエティ ¥1,980 → ¥2,090
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37 HY711920 ボーネルンド・オリジナル ピックアップパズル 動物園 ¥1,980 → ¥2,090

38 IVI-MC115 イヴィ 3Dプレイカーペット・ビッグシティ(S) ¥16,500 → ¥17,600

39 IVI-TM810 イヴィ 3Dプレイカーペット・マイタウン(S) ¥9,900 → ¥11,000

40 LNR2095 ラーニング・リソーシズ ラーニングクロック ¥1,320 → ¥1,760

41 LNR2629 ラーニング・リソーシズ キャッシュレジスター ¥6,270 → ¥7,480

42 LNR2775 ラーニング・リソーシズ ジャンボ虫めがね ¥880 → ¥1,320

43 MB1401 マジックウッド カラコロツリーL ¥9,680 → ¥14,850

44 MB1402 マジックウッド カラコロツリーS ¥6,380 → ¥8,800

45 MH207-XX マルタハニング ハマビーズ単色パック ¥253 → ¥275

46 MH207-XX マルタハニング ハマビーズ単色パック ¥440 → ¥495

47 MH879X マルタハニング マイファースト400ピースボトル ¥2,200 → ¥2,420

48 NA310065 ナターン シェープス＆カラーズ ¥5,170 → ¥5,940

49 NA310071 ナターン マッチングペアーズ ¥7,480 → ¥7,700

50 NA370981 ナターン キャプテンシップ ¥154,000 → ¥198,000

51 NA370985 ナターン タウンかー ¥88,000 → ¥121,000

52 QR0270 ケルチェッティ ベビーブロック・デイジーボックス ¥3,960 → ¥4,400

53 QR1021 ケルチェッティ 暗号を解き明かそう！コーディング・アート ¥3,960 → ¥4,620

54 QR6508 ケルチェッティ キューブ・コースター ¥5,940 → ¥6,930

55 SG40100 シギキッド どこでも手遊び くま ¥3,080 → ¥3,740

56 SG40357 シギキッド ベビーオルゴール くま ¥3,300 → ¥3,740

57 SG41083 シギキッド アニマルトレイン ¥9,680 → ¥10,780

58 SG49310 シギキッド ベビーオルゴール ひつじ ¥3,300 → ¥3,740

59 WI41400 ウィンザー ペリカンデザイン三輪車Vハンドル赤 ¥17,050 → ¥22,000

60 WI41545 ウィンザー ペリカンデザイン三輪車丸ハンドル黄色 ¥17,050 → ¥22,000

61 WI44447 ウィンザー ペリカンデザイン三輪車Vハンドルカラー（荷台付き） ¥18,480 → ¥27,500

62 SK ジク ブリスターパック08番台 ¥495 → ¥550

63 SK ジク ブリスターパック10・11番台 ¥594 → ¥660

64 SK ジク ブリスターパック13番台 ¥682 → ¥715

65 SK ジク ブリスターパック14・15番[※] ¥748 → ¥770

66 SK ジク ブリスターパック16番台 ¥1,298 → ¥1,320

67 SK3934 ジク 	車両運搬車 ¥6,600 → ¥7,040

68 SK5505 ジク SIKU WORLD パーキングタワー ¥7,040 → ¥7,480

69 SK7015 ジク パーツ パレット50個セット ¥748 → ¥1,980

[※]SK1550 VWザ・ビートル（アニバーサリーモデル）は、現価格825円で販売


