おすすめおもちゃカタログVOL.7 訂正・価格改定等のご案内
頁

商品名

4

5

正しくは、「大人も感動する幼児のおもちゃ」です。

8-4 ティキ

価格変更

¥3,300 → ¥3,850

8-1 ドリオ

価格変更

¥4,840 → ¥5,280

RH81132 オーボール グリーン・ブルー・レッド・イエロー

品番・名称変更

10340 オーボール（ベーシック） に変更。

AM31133J ツインラトル

価格変更

¥990 → ¥1,210

HM9703 スターコマ \1,100

品番・名称・価格改定 GK9703 スターこま・カラー \1,320に変更。

コロコロシロホン 補充用 玉

価格訂正

1ケ\324 → 1ケ\330

HA1132 ボールトラックローリー

製造中止

廃盤

PF7524 パタパタぱふBOX（小）

製造中止

在庫限り

PF7531 パタパタぱふBOX（大）

品番・名称・価格改定 PF8958パタパタぱふBOX ¥9790に変更

パタパタぱふBOX パーツその他

価格訂正

ADS17 スリットボックス

価格改定

E17-4 ベビーキューブ

製造中止

デイリーミスト300ｍｌスプレー

デザイン・価格改定

デイリーミスト600ｍｌ詰替ﾊﾟｳﾁ

デザイン・価格改定

デイリーミスト100ｍｌ携帯用スプレー

内容量変更

67 カラームカデ

価格変更

¥3,960→ ¥4,290

ジニアス

取扱終了

入手不可

43-1 ハンマートイ

価格変更

¥5,280→ ¥5,500

MT2161 トンネルキューブ

価格改定

\17,286 → \18,150

151 プラステン

¥7,150 → ¥7,700
¥1,430 → ¥1,650
価格改定
¥35,200 → ¥38,500
製造メーカー変更・価格改定 ¥1,650 → ¥1,980
\13,200 → \13,860
価格改定
\6,600 → \7,040
価格改定
\12,650 → \13,200
価格改定
\5,280 → \5,720
価格改定
入手不可
製造中止
入手不可
製造中止
\195,800 → \217,800
価格改定
¥8,140 → ¥9,900
価格改定
¥8,140 → ¥9,900
価格改定
¥9,460 → ¥9,900
価格改定
¥9,460 → ¥9,900
価格改定
¥9,460 → ¥9,900
価格改定
¥8,580 → ¥9,900
価格改定
¥17,380 → ¥18,700
価格改定
¥33,000 → ¥36,300
価格改定
受注発注・価格改定 ¥49,500 → ¥51,700
\29,150 → \31,900
価格改定
\30,250 → \33,000
価格改定
\42,900 → \47,300
価格改定
\44,000 → \48,400
価格改定
\33,000 → \36,300
価格改定
\34,100 → \37,400
価格改定
\33,000 → \36,300
価格改定
\33,000 → \36,300
価格改定
\28,050 → \31,350
価格改定
\33,000 → \36,300
価格改定
\28,050 → \31,350
価格改定
\29,150 → \32,450
価格改定
\30,800 → \34,100
価格改定
\31,900 → \35,200
価格改定
\20,350 → \23,100
価格改定
\21,450 → \24,200
価格改定
\52,800 → \58,300
価格改定
\24,200 → \26,400
価格改定
紫色選択不可
製造終了

AM31024J ビルディングカップ

価格改定

207 リグノ
102366 アキシモ (大) フレーム 10x10
102533 アキシモ (大) フレーム 5x5
202334 アキシモ (大) パーツ 150P
202353 アキシモ (大) パーツ 60P
123089 歯車ガタゴト
120368 ガーガーアヒル
102956 デュシマピラミッド Ⅰ
FRI-00140 円盤長板遊び
FRI-00160 円盤三角遊び
FRI-00710 モンタージュ（平面）

7

FRI-00720 モンタージュ（凸面）
FRI-00721 モンタージュ（凹面）
FRI-00340 ストレートドミノ（小）
FRI-00350 ストレートドミノ（大）
FRI-00500 リングドミノ（小）
FRI-00520 ストレートドミノ（大）
102000 プレイキューブ ベーシック

白木

10200- プレイキューブ ベーシック

色

102010 プレイキューブ ミラー

白木

10201- プレイキューブ ミラー

色

102020 プレイキューブ ホール

白木

10202- プレイキューブ ホール

色

102031 プレイキューブ アクリルガラス 赤×黄
102032 プレイキューブ アクリルガラス 橙×黄
8

102040 プレイキューブ クライミング

白木

10204- プレイキューブ クライミング

色

102050 プレイキューブ トライアングル 白木
10205- プレイキューブ トライアングル 色
102060 プレイキューブ アーチ

白木

10206- プレイキューブ アーチ

色

102070 プレイキューブ プラットフォーム 白木
10207- プレイキューブ プラットフォーム 色
102070 プレイキューブ トライアングル（大）
102090 プレイキューブ バランスボード
プレイキューブシリーズ カラー紫色

お問い合わせ願います。
\19,250 → \20,350
入手不可
\1,320 → \1,540
\2,200 → \2,420
100ml → 50ml

価格改定

E8-3 木箱→MAX002

6

内容

改定箇所
名称訂正

2・31 「よく遊ぶ幼児のおもちゃ」
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頁

商品名

9

102111 物干し台
ぱふオリジナルトンネル

製造中止

入手不可

ぱふおすすめ特別汽車セット

取扱終了

ぱふオリジナルトンネル入手不可につき取扱終了。

J16-7 中央駅

製造中止

入手不可

11870 ミニカー45P

価格改定

\12,100 → \12,980

HA2371 ミニランドファミリー

製造中止

入手不可

GM10179 ハートの積木・ブルー

製造中止

入手不可

208 ネフスピール

価格改定

207 リグノ

価格改定

209 アングーラ

価格改定

210R/210B キュービックス 赤/青

価格改定

211R/211B セラ 赤/青

価格改定

D17-9 ヴィボ

価格改定

A24-1a キーナモザイク（大）

価格改定

ME-18 ミニトップ
ME-19 リバーストーンズ
ME-23 ブリッジ

10

PF0260 おもちゃ棚 2段
PF0261 おもちゃ棚 3段
GE-5 TKままごとセット
AS-92 アスコ オナベセット
ER-10400 ほうちょう

12

GE-1 お医者さんセット大
TK-17 ブラウンビューティーセット
AE-31 ドレッサー
102110 アイロン台セット

13

15
16

17

18

22

23

24

内容

改定箇所

¥15,400 → ¥15,950
¥9,900 → ¥10,780
価格改定
¥12,650 → ¥13,200
価格改定
¥6,930 → ¥7,150
価格改定
¥30,250 → ¥33,880
価格改定
¥38,500 → ¥43,120
価格改定
¥5,280 → ¥6,380
価格改定
¥6,050 →¥6,600
価格改定
品名変更・価格改定 ¥495 → ¥660 ほうちょうからナイフへ
¥3,960 → ¥4,400
価格改定
¥7,260 → ¥8,250
価格改定
\27,432 → \27,940
価格訂正
\20,680 → \23,100
価格改定
\10,780 → \12,650
価格改定

ME-1 トップ

価格改定

A24-1ｂ キーナモザイク（小）

価格改定

E8-3 木箱→MAX002

製造メーカー変更・価格改定

¥18,480 → ¥19,800
¥35,200 → ¥38,500
¥39,600 → ¥44,000
¥25,300 → ¥28,600
¥28,600 → ¥31,900
¥18,480 → ¥19,800
¥57,200 → ¥64,900
¥25,300 → ¥27,500
¥1,650 → ¥1,980

HA1159 ウエーブスロープセット

製造中止

在庫限り

HA1147 スロープセット

製造中止

在庫限り

HA1157 階段セット

製造中止

在庫限り

HA1149 ターン＆サウンドセット

製造中止

入手不可

HA1148 穴あき積み木セット

製造中止

在庫限り

HA3527 水平レーン

製造中止

入手不可

202213 リモーザセット

価格改定

202212 リモーザパーツ

価格改定

202211 リモーザプレート 六角

価格改定

202210 リモーザプレート 四角

価格改定

IE-14 ロンディ（大）

価格改定

SI-90 ロンディ（大） 1Kg

価格改定

IE-15 ロンディ（小）

価格改定

SI-91 ロンディ（小） 1Kg

価格改定

P020-1 くぎうち大工さん 8人用

価格改定

203312 プリズモパーツ (小) 基本8色

価格改定

203317 プリズモパーツ (小) 透明7色

価格改定

203330 プリズモパーツ (大) 基本8色

価格改定

202095 プリズモパーツ (小) 金銀 200P

価格改定

202096 プリズモパーツ (大) 金銀 100P

価格改定

167084 プリズモスタンド

価格改定

202336 プリズモ コマ枠

価格改定

202337 プリズモ コマセット

価格改定

202339 プリズモ コマセット 徳用

価格改定

203311 プリズモボード (小) 白

価格改定

203316 プリズモボード (小) 透明

価格改定

511431 プリズモボード (大) 白

価格改定

513454 プリズモボード (大) 透明

価格改定

202323 アキシモ (小) フレーム 15x15

価格改定

202324 アキシモ (小) セット 15x15

価格改定

202331 アキシモ (小) フレーム 10x10

価格改定

202332 アキシモ (小) セット 10x10

価格改定

202322 アキシモ (小) パーツ 補充用

価格改定

\13,200 → \14,850
\7,480 → \8,360
\4,180 → \4,730
\3,080 → \3,410
\3,520 → ¥3,960
¥6,820 → ¥7,700
\3,520 → ¥3,960
¥6,820 → ¥7,700
\32,230 → \34,100
\9,020 → \9,680
\9,240 → \10,120
\8,580 → \9,130
\8,690 → \9,900
\7,480 → \8,800
\1,540 → \1,980
\5,060 → \5,500
\5,280 → \5,720
\12,320 → \13,200
\3,850 → \4,400
\3,960 → \4,180
¥8,250 → \9,020
\10,780 → \12,100
\3,740 → \3,960
\21,780 → \23,650
\3,300 → \3,520
\24,200 → \26,400
\14,080 → \15,400
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25

26

27

29
30
31

32

33

35

38

商品名

内容

改定箇所

NO.42938 ラブリービーズバケツセット

取扱終了

入手不可

NO.42939 のりものビーズバケツセット

取扱終了

入手不可

NO.42941 マルチビーズバケツセット

取扱終了

入手不可

NO.42940 ルミナスビーズバケツセット

取扱終了

入手不可

NO.17501 筒入り11000P \2,200

品番・名称・価格改定 80‐17559 筒入り11000ｐ マルチカラー \2,420に変更。

NO.26059 透明プレート（特大）

品名変更

「とうめいプレートL」に名称変更。

LaQﾍﾞｰｼｯｸシリーズ商品入れ替え

新商品

ベーシック1400 ¥13,200

LaQﾍﾞｰｼｯｸ2400廃盤・商品入れ替え

新商品

ベーシック2400 → ベーシック2800 ¥21,450

LaQﾍﾞｰｼｯｸ5000廃盤・商品入れ替え

新商品

ベーシック5000 → ベーシック5600 ¥39,600

LaQﾍﾞｰｼｯｸシリーズ新商品

新商品

ベーシック8400 ¥57,750

LaQパーツ新商品追加

新商品

ハマクロンミドルサイズホイール ¥770

LaQパーツ新商品追加

新商品

ハマクロンミニパーツセット ¥748

LaQパーツ新商品追加

新商品

フリースタイルクロスパーツ ¥770

LaQ大百科ＤＸ

価格訂正

パックス（PAX）8

価格訂正

パックス（PAX）264

価格訂正

LY3611120 ファルビー軸白木 12色セット

価格訂正

LY3621120 ファルビー軸カラー18色PPボックスセット

価格訂正

LY3713360 スーパーファルビー 軸白木24色36本セット

価格訂正

LY7311220 ファルビーシャ－プナ-

価格訂正

MC10135915「トランスパレントペーパー」

品名変更

\1,080 → \1,100
\735 → \748
\17,280 → \17,600
\2,200 → \2,420
¥3,300 → ¥3,520
¥8,800 → ¥9,240
¥770 → ¥550
トランスパレント11色99枚

K21832 ビーグルメモリー

名称訂正

正しくは、「ビークルメモリー」です。

SE63007 ことばカード

製造中止

在庫限り

アルケリーノ

取扱終了

入手不可

白木ごま（木芯）

生産終了

入手不可

白木ごま（鉄芯）

生産終了

入手不可

もみごま

商品・品番変更・価格改定

手回しゴマ ¥330

白木羽子板セット

生産終了

入手不可

京銘竹・竹べら

取扱終了

入手不可

「けん玉の技123+」

取扱終了

入手不可

B-47N リキッドスパイラル 赤／青

取扱終了

入手不可

NU1119 カルテット（子どもの生活）

価格改定

NU1122 カルテット（グリム童話）

価格改定

「映像で見る3・4・5歳児のふれあいうた あそびうた」

価格訂正

¥418 → ¥495
¥418 → ¥495
\14,666 → \14,300

1歳児クラスの楽しい生活と遊び

絶版

入手不可

2歳児クラスの楽しい生活と遊び

絶版

入手不可

LENAモザイクボード中

名称訂正

LENAモザイク小の間違いです。

リモーザセット小袋入り

価格改定

リモーザパーツ小袋入り

価格改定

\2,420 → \2,750
\1,760 → \1,980

リモーザプレート 各1枚 四角

価格改定

\330 → \363

リモーザプレート 各1枚 六角

価格改定

\440 → \473

ロンディ（小）小袋入

価格改定

¥1,045 → ¥1,188

ロンディ（大）小袋入

価格改定

¥1,045 → ¥1,188

プリズモパーツ（小）カラー 小袋入

価格改定

\2,145 → \2,310

プリズモパーツ（小）透明 小袋入

価格改定

\2,200 → \2,409

プリズモボード 各1枚 白

価格改定

\484 → \550

プリズモボード 各1枚 透明

価格改定

\495 → \550

プリズモボードコマ枠(枠・軸 各１)

価格改定

¥660 → ¥715

ミニカー45P 5ケ 小袋入

価格改定

\1540 → \1,650
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