
生産や輸送コストの事情で値上がりします。

主な商品のみ抜粋してお知らせいたします。

頁 品番 品名
現行価格 新価格 (4/1～)

税込価格 （本体価格） 税込価格 （本体価格）

46 LY3831060 グルーヴトリプルワン 6色セット \2,640 (\2,400) ⇒ \2,838 (\2,580)

46 LY3831120 グルーヴトリプルワン 12色セット \5,280 (\4,800) ⇒ \5,676 (\5,160)

46 LY3830*** グルーヴトリプルワン 単色6本入り \2,838 (\2,580)

46 LY7301171 グルーヴトリプルワン用シャープナー \594 (\540)

46 MO020 水筆 \500 (\550)

47 LY3811050 グルーヴ 5色セット \1,320 (\1,200)

47 LY3811100 グルーヴ 10色セット \2,420 (\2,200) ⇒ \2,640 (\2,400)

47 LY7301150 グルーヴ シングルホールシャープナー \341 (\310) ⇒ \165 (\150)

47 LY7311250 グルーヴ ツインホールシャープナー \385 (\350)

47 LY2821120 グルーヴスリム 12色セット(ｼｬｰﾌﾟﾅｰ付) \990 (\900) ⇒ \1,188 (\1,080)

47 LY2821240 グルーヴスリム 24色セット(ｼｬｰﾌﾟﾅｰ付) \1,980 (\1,800) ⇒ \2,376 (\2,160)

47 LY2821360 グルーヴスリム 36色セット(ｼｬｰﾌﾟﾅｰ付) \3,080 (\2,800) ⇒ \3,564 (\3,240)

47 LY3711120 スーパーファルビー 軸白木 12色セット \2,970 (\2,700) ⇒ \3,300 (\3,000)

47 LY3713360 スーパーファルビー 軸白木 24色36本セット \9,240 (\8,400) ⇒ \9,900 (\9,000)

47 LY3710500 スーパーファルビー 4in1 12本入り \3,696 (\3,360)

47 LY3713361 スーパーファルビー 4in1 36本入り \11,088 (\10,080)

48 LY3711121 スーパーファルビー 軸白木ヴァルドルフ 12色セット \3,080 (\2,800) ⇒ \3,300 (\3,000)

48 LY3711061 スーパーファルビー 軸白木ヴァルドルフ 6色セット \1,540 (\1,400) ⇒ \1,650 (\1,500)

48 LY3710*** スーパーファルビー 単色１２本入り \3,300 (\3,000)

49 LY3721063 スーパーファルビー 軸カラーネオン 6色セット \1,870 (\1,700) ⇒ \1,914 (\1,740)

49 LY3721062 スーパーファルビー 軸カラーメタリック 6色セット \2,090 (\1,900) ⇒ \2,112 (\1,920)

49 LY3721122 スーパーファルビー 軸カラーメタリック 12色セット \3,960 (\3,600) ⇒ \4,224 (\3,840)

49 LY3611120 ファルビー 軸白木 12色セット \2,420 (\2,200) ⇒ \2,508 (\2,280)

49 LY3621120 ファルビー 軸カラー 12色セット \2,420 (\2,200) ⇒ \2,508 (\2,280)

49 LY3623180 ファルビー 軸カラー18色PPボックスセット \3,520 (\3,200) ⇒ \3,762 (\3,420)

49 LY7311220 ファルビー シャープナー \550 (\500)

50 LY1760100 グルーヴスリム HBグラファイト 12本入り \792 (\720) ⇒ \924 (\840)

50 LY1763480 グルーヴスリム HBグラファイト 48本入り \3,520 (\3,200) ⇒ \3,696 (\3,360)

50 LY1140100 テマグラフ鉛筆 HB 12本入り \1,100 (\1,000) ⇒ \1,188 (\1,080)

50 LY1140101 テマグラフ鉛筆 B 12本入り \1,100 (\1,000) ⇒ \1,188 (\1,080)

50 LY1140102 テマグラフ鉛筆 2B 12本入り \1,100 (\1,000) ⇒ \1,188 (\1,080)

51 LY7801620 鉛筆ホルダー \990 (\900)

51 LY7321790 シャープニングマシーン \3,300 (\3,000)

＊詳しくは、 おもちゃ箱公式オンラインショップで確認ください。 　https://www.omochabako-webstore.jp/
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カタログ『おもちゃ箱の仲間たち vol.9』より抜粋　＊輸入元(株)おもちゃ箱


