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キッ ズいわき ・ ぱふ

おすすめおも ち ゃ カ タ ロ グ Vol . 8 改訂のご案内 更新日：'23/4/1

頁 商品名 改訂内容 内容 改訂日

2 メチャクサ 取扱い 絶版、在庫限り 2023/1/1

絵本･お話･わらべ歌 絶版、在庫限り 〃

4 ティキ 価格改定 ￥3,850→￥4,400 '22/09/15

ドリオ 価格改定 ￥5,280→￥5,940 〃

オーボール（ベーシック） 価格改定 ￥880→￥1,210 '23/01/01

PWナチュラルロール 価格改定 ￥1,320→￥1,980 '22/07/01

PWカラーロール 価格改定 ￥1,540→￥2,200 〃

ベビーボール 価格改定 ￥6,600→￥7,700 '22/09/15

ケルンボール 価格改定 ￥7,150→￥7,590 '22/09/01

モビール・ぞう 取扱い 生産終了、在庫限り '22/07/01

モビール・ねこ 価格改定 ￥4,400→￥5,280 '22/09/15

クリスタルモビール　月と星 価格改定 ￥3,740→￥4,070 '22/10/03

クリスタルモビール　月 価格改定 ￥4,840→￥5,280 〃

クリスタルモビール　ツイスト 価格改定 ￥3,850→￥4,400 '22/07/01

価格改定 ￥4,400→￥4,950 '23/01/01

クリスタルモビール　ツイスト3連 価格改定 ￥2,695→￥2,860 '22/07/01

取扱い 取扱終了、在庫限り '23/02/01

スリットボックス 価格改定 ￥20,350→￥25,850 〃

5 回転式視覚刺激ドラム 価格改定 ￥13,200→￥16,500 '22/07/01

カラームカデ 価格改定 ￥4,290→￥4,730 '22/09/15

スネイル 価格改定 ￥3,300→￥3,960 '23/04/01

ハンマートイ 赤 価格改定 ￥5,500→￥6,380 '22/09/15

プラステン 価格改定 ￥7,700→￥8,800 〃

5・6 フックス・スタックバケツ 価格改定 ￥1,980→￥2,860 '22/07/01

5 カラフルドーナツ 取扱い 生産中止、取扱い終了 '22/10/01

ジャイアントビーズ 徳用 価格改定 ￥14,300→￥16,500 '22/09/15

アキシモ（大）フレーム 10X10 価格改定 ￥13,860→￥14,850 〃

アキシモ（大）フレーム 5X5 価格改定 ￥7,040→￥7,700 〃

アキシモ（大）パーツ 60P 価格改定 ￥5,720→￥6,270 〃

アキシモ（大）パーツ 150P 価格改定 ￥13,200→￥14,850 〃

6 フックス・バケツ（小） 価格改定 ￥858→￥1,100 '22/07/01

フックス・バケツ（小）・パステル 価格改定 ￥858→￥1,100 〃

フックス・バケツ（大） 価格改定 ￥1,540→￥1,980 〃

フックス・プチバケツ 価格改定 ￥1,540→￥1,980 〃

フックス・スコップ 価格改定 ￥418→￥550 〃

フックス・スコップ・パステル 価格改定 ￥418→￥550 〃

フックス・シャベル 価格改定 ￥704→￥1,100 〃

フックス・移植ごて 価格改定 ￥605→￥880 〃

フックス・三角こて 価格改定 ￥605→￥880 〃

ロングシャベル 価格改定 ￥1,078→￥1,320 〃

フックス・じょうろ 価格改定 ￥1,980→￥2,750 〃

フックス・じょうろ・パステル 価格改定 ￥1,980→￥2,750 〃

フックス・砂ふるい（小） 価格改定 ￥418→￥550 〃

フックス・砂ふるい（小）・パステル 価格改定 ￥418→￥550 〃

フックス・砂ふるい（大） 価格改定 ￥880→￥1,100 〃

砂型セット・海 価格改定 ￥825→￥1,320 〃

砂型セット・ケーキ型 価格改定 ￥1,320→￥1,980 〃

フックス・アイススプーン 価格改定 ￥528→￥660 〃

フックス・リアルシャベル 価格改定 ￥2,200→￥3,080 〃

シャベル・大 価格改定 ￥1,540→￥2,200 〃

くまで・小 価格改定 ￥1,540→￥2,200 〃

くまで・大 価格改定 ￥1,540→￥2,200 〃

砂場遊びセット 価格改定 ￥2,200→￥2,860 〃

7 コロコロシロホン 仕様表記 サイズ 7x35xD15㎝→37x35x15㎝

クーゲルバーン 仕様表記 玉止め用の大玉 は無し '23/02/01
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頁 商品名 改訂内容 内容 改訂日

7 ニックスロープ 価格改定 ￥22,000→￥25,850 '22/09/15

注意力と動きの予測をさせるトラッカー 価格改定 ￥22,000→￥27,500 '22/07/01

ローラーカップ 取扱い 取扱終了 '23/02/22

ローラーカップ カラー 取扱い 取扱終了 '23/02/22

どんぐりころころ　全6色 価格改定 ￥1,650→￥1,870 '22/08/01

￥1,870→￥2,200 '23/03/01

どんぐりきのこ　赤・青・黄 価格改定 ￥1,980→￥2,200 '22/08/01

￥2,200→￥2,530 '23/03/01

どんぐりきのこ　クリア 価格改定 ￥1,760→￥1,980 '22/08/01

￥1,980→￥2,310 '23/03/01

どんぐりぱぱ 価格改定 ￥1,980→￥2,200 '22/08/01

￥2,200→￥2,530 '23/03/01

どんぐりまま 価格改定 ￥1,870→￥2,200 '22/08/01

￥2,200→￥2,530 '23/03/01

どんぐりの坂 価格改定 小　￥2,530→￥2,750　大　￥4,180→￥4,620 '22/02/01

小　￥2,750→￥3,080　大　￥4,620→￥5,170 '23/03/01

Tuminy 取扱い 取扱終了、新デザインの後継品あり '22/09/01

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新デザイン品 価格改定 大 \10,780　中 \9,020　小 \7,700 '23/03/01

スロープ人形 あひる・ぞう・ハリネズミ　各 価格改定 ￥4,070→￥4,400 '22/10/03

9 マルチ・プレイダイス 取扱い 取り扱い終了

デュシマピラミッド I 価格改定 ￥217,800→￥253,000 '22/09/15

リングドミノ（大）・２パーツ 価格・取扱い ￥49,500→￥51,700  生産終了 '22/03/01

10 ぱふクッション 5個セット 価格改定
￥40,700→￥44,000 (5個セット)
 ￥ 8,954→￥9,680  (1個単品)

'22/11/01

セカイイチのハシ 画像
「セカイイチのツキセット」と「セカイイチの
クニセット」の画像を交替

11 ビリボ 価格改定 ￥3,850→￥4,400 '22/09/01

取扱い BLB004　ビリボ・ピンク　取り扱い終了 '23/01/01

12 おもちゃ棚 品番 2段 PF0260→PF2604　3段 PF0261→PF2611

丸テーブル60 <H30> 価格改定 ￥26,290→￥29,920 '23/01/01

丸テーブル60 <H33> 価格改定 ￥27,280→￥31,020 〃

丸テーブル60 <H35> 価格改定 ￥28,930→￥32,890 〃

丸テーブル60 <H43> 価格改定 ￥31,130→￥35,420 〃

丸テーブル60 <H51> 価格改定 ￥33,220→￥37,840 〃

丸テーブル75 <H30> 価格改定 ￥29,920→￥34,100 〃

丸テーブル75 <H33> 価格改定 ￥31,240→￥35,530 〃

丸テーブル75 <H35> 価格改定 ￥32,560→￥37,070 〃

丸テーブル75 <H43> 価格改定 ￥35,310→￥40,150 〃

丸テーブル75 <H51> 価格改定 ￥37,620→￥42,790 〃

角テーブル60 <H30> 価格改定 ￥26,290→￥29,920 〃

角テーブル60 <H33> 価格改定 ￥27,280→￥31,020 〃

角テーブル60 <H35> 価格改定 ￥28,930→￥32,890 〃

角テーブル60 <H43> 価格改定 ￥31,130→￥35,420 〃

角テーブル60 <H51> 価格改定 ￥33,220→￥37,840 〃

角テーブル75 <H30> 価格改定 ￥29,920→￥34,100 〃

角テーブル75 <H33> 価格改定 ￥31,240→￥35,530 〃

角テーブル75 <H35> 価格改定 ￥32,560→￥37,070 〃

角テーブル75 <H43> 価格改定 ￥35,310→￥40,150 〃

角テーブル75 <H51> 価格改定 ￥37,620→￥42,790 〃

乳児椅子 <座高16> 価格改定 ￥14,850→￥16,830 〃

乳児椅子 <座高18> 価格改定 ￥14,850→￥16,830 〃

乳児椅子 <座高20> 価格改定 ￥14,850→￥16,830 〃

幼児椅子 <座高23> 価格改定 ￥19,140→￥21,780 〃

幼児椅子 <座高26> 価格改定 ￥19,140→￥21,780 〃

幼児椅子 <座高29> 価格改定 ￥20,130→￥22,880 〃

14 ままごとテーブル 価格改定 ￥11,990→￥13,640 '23/01/01

14・15 保育椅子 <座高26> 価格改定 ￥15,730→￥17,930 〃
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14 ジョイントカーペット　各 価格改定 ￥27,500→￥30,030 '22/10/03

ジョイントクッション「和み」　各 価格改定 ￥31,900→￥33,880 〃

15・43 チェーンリング100ｇ 価格改定 ￥583→￥698 '22/04/01

チェーンリング1㎏ 価格改定 ￥5,346→￥6,435 〃

15・43 花はじき　100ｇ 価格改定 ￥484→￥577 '22/04/01

花はじき　1㎏ 価格改定 ￥4,455→￥5,368 〃

15 まほうのミルクびん 価格改定 ￥418→￥550 '22/08/01

PP深皿　青・緑・赤・黄　各 価格改定 ￥660→￥770 '22/09/15

PPプレート　青・緑・赤・黄　各 価格改定 ￥660→￥770 '22/09/15

PPシリアルボール　青・緑・赤・黄　各 価格改定 ￥660→￥770 〃

PPコップ　青・緑・赤・黄　各 価格訂正 ￥660→￥495 〃

まな板 価格訂正 ￥660→￥880 '22/07/01

洗濯機（ドラム式） 価格訂正 ￥44,660→￥49,940

アイロン台セット 価格改定 ￥23,100→￥25,300 '22/09/15

アイロン（単品） 価格改定 ￥3,300→￥3,630 〃

物干し台 価格改定 ￥12,650→￥14,300 〃

16 ドールベッド 価格改定 ￥10,340→￥11,550 '22/10/03

ソフトベビー　茶色い眼・青い眼・黒人　各 価格改定 ￥11,880→￥12,650 〃

スリーピングベビー ピンク/ブルー　各 価格改定 ￥11,220→￥12100 〃

ソフトベビーの交換用頭部 価格改定 ￥1,980→￥2,200 〃

ジルケ ミニうさぎ 価格改定 ￥5,500→￥6,050 '22/09/15

ジルケ うさぎ 価格改定 ￥6,820→￥7,920 〃

ジルケ ミニくま 価格改定 ￥4,950→￥5,500 〃

ジルケ くま 価格改定 ￥6,600→￥7,700 〃

ジルケ くま（特大） 価格改定 ￥11,880→￥13,750 〃

17 BRIO踏切 価格改定 ￥2,640→￥2,750 '22/09/01

ぱふおすすめ汽車セット 価格改定 ￥43,100→￥46,750 '22/09/15

特急4両 価格改定 ￥3,960→￥4,290 〃

NEWエクスプレス 価格改定 ￥7,040→￥7,700 〃

汽車4両 価格改定 ￥3,080→￥3,410 〃

オールドタイマー4両 価格改定 ￥3,520→￥3,850 〃

貨車4両 価格改定 ￥4,400→￥4,620 〃

汽車と動物 価格改定 ￥3,740→￥4,180 〃

4人のり汽車 価格改定 ￥4,400→￥4,620 〃

ロングレール2本 価格改定 ￥2,970→￥3,080 〃

直線4本 価格改定 ￥1,760→￥1,980 〃

短直線4本 価格改定 ￥1,760→￥1,980 〃

ポイント2本 価格改定 ￥1,980→￥2,640 〃

カーブレール4本 価格改定 ￥1,980→￥2,200 〃

ミニカーブレール4本 価格改定 ￥3,080→￥3,300 〃

NEWポイント2本 価格改定 ￥3,960→￥4,510 〃

ターンテーブル 価格改定 ￥4,180→￥4,840 〃

信号付ポイント 価格改定 ￥3,300→￥3,960 〃

坂レール2本 価格改定 ￥2,750→￥3,190 〃

レールクロスA 価格改定 ￥2,750→￥3,190 〃

レールクロスB 2本 価格改定 ￥2,420→￥2,750 〃

交換用ジョイント25ヶ入 価格改定 ￥1,100→￥1,320 〃

汽車セット つり橋 価格改定 ￥20,900→￥24,200 〃

汽車セットスタンダード 価格改定 ￥15,950→￥17,600 〃

8の字セット 価格改定 ￥11,880→￥12,980 〃

汽車セット サークル（小） 価格改定 ￥6,600→￥7,150 〃

つり橋 価格改定 ￥6,820→￥7,920 〃

はねばし鉄橋 価格改定 ￥6,600→￥7,700 〃

鉄橋 価格改定 ￥3,300→￥3,520 〃

トランスポーター 価格改定 ￥5,500→￥6,160 〃

フェリーボート 価格改定 ￥5,720→￥6,600 〃
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17 ニュータウン 価格改定 ￥2,200→￥2,640 '22/09/15

橋げた6ヶ 赤/緑　各 価格改定 ￥2,750→￥3,300 〃

エンジンハウス 価格改定 ￥5,940→￥7,040 〃

駅と乗客 価格改定 ￥3,520→￥4,180 〃

駅止め2ヶセット 価格改定 ￥1,540→￥1,650 〃

19 4cmつみ木 レンガ･192個･面取あり 品番・価格改定 PF2338、￥30,690→￥31,900 '23/01/01

4cmつみ木 2倍･96個･面取あり 品番・価格改定 PF2345、￥27,720→￥31,900 〃

4cmつみ木 3倍･64個･面取あり 品番・価格改定 PF2352、￥27,720→￥3,1900 〃

4cmつみ木 4倍･48個･面取あり 品番・価格改定 PF2369、￥27,720→￥31,900 〃

4cmつみ木 レンガ･面取あり 品番・価格改定 PF2376、￥198→￥220 〃

4cmつみ木 2倍･面取あり 品番・価格改定 PF2383、￥396→￥440 〃

4cmつみ木 3倍･面取あり 品番・価格改定 PF2390、￥594→￥660 〃

4cmつみ木 4倍･面取あり 品番・価格改定 PF2406、￥792→￥880 〃

4cmつみ木 レンガ･96個･木箱入･面取あり 品番・価格改定 PF2307、￥22,000→￥22,660 〃

4cmつみ木 基本セット･木箱入･面取あり 品番・価格改定 PF2314、￥22,000→￥22,660 〃

4cmつみ木 長い棒セット･面取あり 品番・価格改定 PF2321、￥6,820→￥7,480 〃

つみ木用木箱 品番・材質変更 PF2413、側板：ブナ材→パイン材 〃

20 ミニランド動物 取扱い 取り扱い終了 '22/07/01

ミニランドセット 取扱い 生産終了、在庫終了 '22/09/01

ミニカー45P 価格改定 ￥12,980→￥15,950 '22/09/15

ビオブロ ビックボックス 340ピース 価格訂正 ￥11,800→￥18,480

ビオブロ ビックボックス 680ピース 品番 GP-7

21 カラフルフレンズ 仕様表記 トレイ有→トレイ無し

22 ネフスピール 価格改定 ￥19,800→￥22,000 '22/09/15

リグノ 価格改定 ￥38,500→￥40,700 〃

アングーラ 価格改定 ￥44,000→￥52,800 〃

キュービックス 赤/青 価格改定 ￥28,600→￥33,000 〃

セラ 赤/青 価格改定 ￥31,900→￥37,400 〃

ヴィボ 価格改定 ￥19,800→￥23,100 〃

キーナモザイク（大） 価格改定 ￥64,900→￥74,800 〃

キーナモザイク（小） 価格改定 ￥27,500→￥30,800 〃

マグネフ 価格改定 ￥5,720→￥6,930 〃

ハニカム 価格改定 ￥11,000→￥15,400 〃

ハニーフラワー 価格改定 ￥13,200→￥17,600 〃

22 ボーン 取扱い 取り扱い終了 '23/02/01

木箱 価格改定 ￥1,980→￥2,750 '22/09/15

23 積木のジョイントパーツ 価格改定 ￥330→￥550 '22/07/01

CUBIO玉の塔 基本セット 価格改定 ￥22,000→￥25,850 '22/09/15

CUBIO玉の塔 ベビーパック 価格改定 ￥7,480→￥8,580 '22/09/15

25 ペグパズル　くるま 価格改定 ￥1,650→￥1,760 '22/07/01

26 ステップアップ・ジグソーパズル 仕様表記
STEP5　ピース表示
24・35・48→正しくは96・117・140ﾋﾟｰｽ

28 くぎうち大工さん　8人用 価格改定 ￥34,100→￥36,900 '22/09/15

リモーザセット 価格改定 ￥14,850→￥16,500 〃

リモーザパーツ 価格改定 ￥8,360→￥9,240 〃

リモーザプレート六角 価格改定 ￥4,730→￥5,280 〃

リモーザプレート四角 価格改定 ￥3,410→￥3,740 〃

ひも通しホワイトボード 10枚セット 価格改定 ￥10,450→￥11,550 〃

ひも通しホワイトボード 価格改定 ￥1,650→￥1,980 〃

アキシモ（小）セット 15X15 価格改定 ￥23,650→￥26,400 〃

アキシモ（小）セット 10X10 価格改定 ￥26,400→￥28,600 〃

アキシモ（小）フレーム 15X15 価格改定 ￥3,960→￥4,620 〃

アキシモ（小）フレーム 10X10 価格改定 ￥3,520→￥4,070 〃

29 プリズモパーツ（小）基本8色 価格改定 ￥9,680→￥10,780 〃

プリズモパーツ（大）基本8色 品番 203330

プリズモパーツ（大）基本8色 価格改定 ￥9,130→￥9,900 '22/09/15
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29 プリズモパーツ（小）透明7色 価格改定 ￥10,120→￥11,000 '22/09/15

プリズモパーツ（大）透明7色 価格改定 ￥8,800→￥9,680 〃

プリズモパーツ（小）金銀200P 価格改定 ￥9,900→￥11,550 〃

プリズモパーツ（大）金銀100P 仕様表記 各100→各50個

価格改定 ￥8,800→￥10,450 '22/09/15

29 プリズモコマセット徳用 価格改定 ￥13,200→￥14,850 '22/09/15

プリズモコマセット 価格改定 ￥5,720→￥6,380 〃

プリズモコマ枠 価格改定 ￥5,500→￥5,940 〃

プリズモボード（小） 白 価格改定 ￥4,400→￥4,950 〃

プリズモボード（大） 白 価格改定 ￥9,020→￥10,340 〃

プリズモボード（小） 透明 価格改定 ￥4,180→￥4,950 〃

プリズモボード（大） 透明 価格改定 ￥12,100→￥14,300 〃

30 ラキュー ベーシック1400・2800・8400 仕様表記 13色→正しくは12色

ラキュー フリースタイル　クロスパーツ 価格訂正 ￥770→￥418

つくれるLaQ② はたらく車 価格訂正 ￥712→￥713

つくれるLaQ③ 恐竜 価格訂正 ￥712→￥713

つくれるLaQ④ 昆虫 価格訂正 ￥712→￥713

32 パーラービーズ 仕様表記
メーカー名追記
No.5070　空白→あおむらさき
下部文章変更（→HPでご確認ください。）

SBビーズ 価格改定 ￥253→￥275 '22/09/01

33 お月さまバランスゲーム 価格改定 ￥1,760→￥2,200 '22/04/01

果樹園ゲーム 品番 HA306652 '23/01/01

34 こぶたのレインボーレース 取扱い 生産終了、在庫限り。後継品あり 〃

どれがいっしょデュオ 品番 AM3957 '23/01/01

レシピ　各 価格改定 ￥1,320→￥1,540 '22/10/01

ハリガリ・リング 品名 リング・ディング / ハリガリ・リング

DH-1 カラスのメモリー 品番・品名 DH0001　からすメモリー '22/10/03

ハリガリ 品番 AM1700 /JE-14→AM20781 / JE-14

SM40811 階段のうえのおばけ 品番・品名 DM-50　ガイスタートレッペ '22/07/01

いないいない動物 / 動物さがし 品番 AM20810/JE-52

35 さまことば 品名 さまことばカードゲーム '22/11/10

ボブジテンきっず 価格改定 ￥1,980→￥2,090 '22/11/10

バンディド 価格改定 ￥1,540→￥1,870 '23/02/01

ウボンゴ ミニ 価格改定 ￥1,320→￥1,540 '22/10/01

36 プレスクール ドロップクレヨン4色入 価格改定 ￥1,045→￥1,320　 '22/04/01

プレスクール フィンガークレヨン6色入 価格改定 ￥1,045→￥1,320　 '22/04/01

ファルビー軸白木 12色セット 価格改定 ￥2,420→￥2,508　 '22/04/01

￥2,508→￥3,036 '22/11/01

ファルビー軸カラー 18色PPボックスセット 価格改定 ￥3,520→￥3,762 '22/04/01

￥3,762→￥4,554 '22/11/01

ス－パーファルビー軸白木 12色セット 価格改定 ￥2,970→￥3,300 '22/04/01

￥3,300→￥4,092 '22/11/01

ス－パーファルビー軸白木 24色36本セット 価格改定 ￥9,240→￥9,900 '22/04/01

￥9,900→￥12,276 '22/11/01

ファルビーシャープナー 仕様表記 色は黄色のみ '22/11/01

ブロッククレヨン 8色缶 価格改定 ￥1,815→￥2,200 '22/07/01

〃 ￥2,200→￥2,310 '23/01/01

ブロッククレヨン 12色紙箱 価格改定 ￥2,365→￥2,805 '22/07/01

〃 ￥2,805→￥2,970 '23/01/01

ブロッククレヨン 16色缶 価格改定 ￥3,410→￥4,015 '22/07/01

〃 ￥4,015→￥4,235 '23/01/01

スティッククレヨン 8色缶 価格改定 ￥1,815→￥2,090 '22/07/01

〃 ￥2,090→￥2,200 '23/01/01
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36 スティッククレヨン 12色紙箱 価格改定 ￥2,365→￥2,640 '22/07/01

〃 ￥2,640→￥2,805 '23/01/01

スティッククレヨン 16色缶 品番 ST32202→ST32002

スティッククレヨン 16色缶 価格改定 ￥3,410→￥3,740 '22/07/01

〃 ￥3,740→￥3,960 '23/01/01

37 クラフトチョキ 多用途はさみ　各色 価格改定 ￥2,200→￥2,420 '22/10/01

クラフトチョキ 左利き用 価格改定 ￥2,640→￥2,970 〃

アルスヌーボ ロングアーム 価格改定 ￥3,080→￥3,410 〃

ロングクラフト直刃 価格改定 ￥2,970→￥3,300 〃

38 「トランスパレントスター」 価格改定 ￥1,430→￥1,760 〃

38 かんてんねんど 単色 取扱い オレンジ・ピンク取扱終了、写真削除

プレイマイス M 価格改定 ￥990→￥1,210 '22/09/15

プレイマイス L 価格改定 ￥1,760→￥2,200 〃

プレイマイス バケツ入 価格改定 ￥2,420→￥3,300 〃

39 こまひも　1本 価格改定 ￥38→￥44

皿回し 価格・仕様
軟質樹脂製 (￥1,100) は在庫限りで取扱終了
後継品： 硬質樹脂製 (￥990)

'22/10/01

39 さいころ 30mm 価格改定 ￥374→￥440 '22/09/15

フェイリン ディアボロ 価格改定 ￥3,080→￥3,520 '23/02/15

まりつき用まり 価格改定 ￥1,430→￥1,650 '22/09/01

手回しゴマ 価格改定 ￥330→￥385 '22/11/30

けん玉「大空」 価格改定 ￥2,178→￥2,420 '22/10/01

40 フィンガースパイズ 取扱い 取扱終了 '23/02/01

シェイカー 価格改定 ￥605→￥880 '22/08/01

￥880→￥990 '23/02/01

マラカス 価格改定 ￥770→￥1,100 '22/08/01

￥1,100→￥1,320 '23/02/01

ジュニアハーモニカ 価格改定 ￥880→￥1,045 '22/04/01

価格改定 ￥1,045→￥1,320 '22/10/01

自然観察ボックス（トリプル） 価格改定 ￥1,210→￥1,430 '22/09/15

虫めがね 価格改定 ￥330→￥396 〃

くまのシャボン玉 価格改定 ￥792→￥880 〃

補充液250ml 価格改定 ￥396→￥440 〃

41 離乳食スプーン 価格改定 ￥990→￥1,320 '23/04/01

ソフトスプーン 小/小・左 価格改定 ￥990→￥1,100 〃

カットスプーン 小/小・左 価格改定 ￥990→￥1,100 〃

カットフォーク 小/小・左 価格改定 ￥990→￥1,100 〃

43 リモーザセット 小袋入 価格改定 ￥2,750→￥2,970 '22/09/15

リモーザパーツ 小袋入 価格改定 ￥1,980→￥2,200 〃

リモーザプレート 四角 1枚 価格改定 ￥363→￥374 〃

リモーザプレート 六角 1枚 価格改定 ￥473→￥495 〃

プリズモパーツ（小）基本8色 小袋入 価格改定 ￥2,310→￥2,530 〃

プリズモパーツ（小）透明7色 小袋入 価格改定 ￥2,409→￥2,585 〃

プリズモボード（小） 白 1枚 価格改定 ￥550→￥605 〃

プリズモボード（小） 透明 1枚 価格改定 ￥550→￥605 〃

プリズモコマ枠 1セット 価格改定 ￥715→￥726 〃

4cmつみ木 レンガ･10個セット 価格改定 ￥1,760→￥1,870 '23/01/01

4cmつみ木 2倍･6個セット 価格改定 ￥2,090→￥2,310 〃

4cmつみ木 3倍･6個セット 価格改定 ￥3,135→￥3,465 〃

4cmつみ木 4倍･6個セット 価格改定 ￥4,180→￥4,620 〃

ミニカー5ヶ 小袋入 価格改定 ￥1,650→￥1,925 '22/09/15

ファミリーA 価格改定 ￥1,870→￥2,090 '23/04/01

ファミリーB 価格改定 ￥1,870→￥2,090 〃

トレーズマンⅡ 価格改定 ￥1,870→￥2,090 〃

サービスクルーⅡ 価格改定 ￥1,870→￥2,090 〃

44 木球（丸型・たまご型・ひょうたん型） 取扱い ともにバラ売りを削除、1箱入りに変更
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