
価格改定対象商品リスト
※すべて税込価格

商品コード 商品名 改定前 改定後

300320-9726 NAOMI ITO mere 母子手帳ケース ピエール ¥4,400 ¥4,730

300319-18231039 NAOMI ITO mere 母子手帳ケース マウンテン ¥4,400 ¥4,730

500153-18251013 10mois 母子手帳ケース Silver ¥5,500 ¥5,830

500151-18251014 10mois 母子手帳ケース Pink ¥5,500 ¥5,830

500811-22251000 10mois 母子手帳ケース copper ¥5,500 ¥5,830

300117-9616 NAOMI ITO POCHO 母子手帳ケース トイ ¥3,300 ¥3,630

300116-9617 NAOMI ITO POCHO 母子手帳ケース オペラ ¥3,300 ¥3,630

300318-19131007 NAOMI ITO mere 母子手帳ケース グレース ¥4,400 ¥4,730

300138-19131005 NAOMI ITO おむつ替えマット ピエール ¥2,200 ¥2,310

300137-19131006 NAOMI ITO mere おむつ替えマット マウンテン ¥2,200 ¥2,310

300113-19131010 NAOMI ITO mere おむつポーチ マウンテン ¥4,400 ¥4,730

300112-19131011 NAOMI ITO mere おむつポーチ ピエール ¥4,400 ¥4,730

300220-19131012 NAOMI ITO mere おむつポーチ グレース ¥4,400 ¥4,730

300119-9620 NAOMI ITO POCHO おむつ替えマット トイ ¥2,090 ¥2,200

100318-7215 Hoppetta champignon インナーポーチ ブルーサーフ ¥3,850 ¥4,180

100317-7216 Hoppetta champignon インナーポーチ バニラアイス ¥3,850 ¥4,180

500831-22251002 10mois ワンタッチおむつポーチ(フラップ付き) copper ¥4,400 ¥4,730

500911-22251004 10mois ワンタッチおむつポーチ(フラップ付き) グレー ¥4,400 ¥4,730

500026-19151012 10mois ワンタッチおむつポーチ(フラップ付き) ベアマスク ¥4,180 ¥4,510

300091-9847 NAOMI ITO わたガーゼ おふろセット トイ ¥5,720 ¥5,940

300090-9848 NAOMI ITO わたガーゼ おふろセット アメザイク ¥5,720 ¥5,940

300085-9849 NAOMI ITO わたガーゼ バスポンチョ トイ ¥4,180 ¥4,400

300084-9850 NAOMI ITO わたガーゼ バスポンチョ アメザイク ¥4,180 ¥4,400

500439-20251003 10mois シリコンビブ ピンク ¥2,420 ¥2,750

500440-20251004 10mois シリコンビブ ブルー ¥2,420 ¥2,750

500441-20251031 10mois シリコンビブ バニラ ¥2,420 ¥2,750

400362-20241000 BOBO シリコンビブ ライトカーキ ¥2,420 ¥2,750

400333-20241001 BOBO シリコンビブ テラコッタ ¥2,420 ¥2,750

500029-19151000 10mois mamamanma お食事シリコンマット ¥2,750 ¥3,300

300111-19131003 NAOMI ITO mere マグポーチ ピエール ¥3,190 ¥3,300

300110-19131004 NAOMI ITO mere マグポーチ マウンテン ¥3,190 ¥3,300

500484-21151001 10mois ドリンクポーチ ピンク ¥3,300 ¥3,520

500485-21151002 10mois ドリンクポーチ シルバー ¥3,300 ¥3,520

500830-22251001 10mois ドリンクポーチ copper ¥3,300 ¥3,520

200405-19221027 SOULEIADO チェアベルト ﾌﾟﾃｨｯﾄ・ﾌﾙｰﾙ・ﾃﾞ・ｼｬﾝ ピンク ¥4,180 ¥4,400

200403-19221028 SOULEIADO チェアベルト ﾗ・ﾌﾟﾃｨｯﾄ・ﾑｰｼｭ ネイビー ¥4,180 ¥4,400

500001-18151015 10mois チェアベルト BEAR MASK ¥4,180 ¥4,400

400349-21141003 BOBO ＆go チェアベルト イエロー ¥4,180 ¥4,400

400348-21141002 BOBO ＆go チェアベルト カーキ ¥4,180 ¥4,400

母子手帳ケース

おむつグッズ

お風呂グッズ

お食事グッズ



500461-21171002 mamamanma(マママンマ) お食事セット ブルー/10mois ¥8,800 ¥9,680

500460-21171003 mamamanma(マママンマ) お食事セット ピンク/10mois ¥8,800 ¥9,680

500459-21171004 mamamanma(マママンマ) お食事セット イエロー/10mois ¥8,800 ¥9,680

500462-21171005 mamamanma(マママンマ) お食事セット grande ブルー/10mois ¥11,550 ¥12,430

500463-21171006 mamamanma(マママンマ) お食事セット grande ピンク/10mois ¥11,550 ¥12,430

500464-21171007 mamamanma(マママンマ) お食事セット grande イエロー/10mois ¥11,550 ¥12,430

500807-22271005 mamamanma(マママンマ)　トープ　グランデ＆マット　2点セット ¥9,130 ¥9,680

500806-22271004 mamamanma(マママンマ)　トープ　プレート＆マット　2点セット ¥6,380 ¥6,930

800279-21271098 帆布ギフトBAG　お食事セット(だし・ハンカチ)　ピンク ¥11,605 ¥11,935

800280-21271099 帆布ギフトBAG　お食事セット(だし・ハンカチ)　ブルー ¥11,605 ¥11,935

800281-21271100 帆布ギフトBAG　お食事セット(だし・ハンカチ)　イエロー ¥11,605 ¥11,935

800276-21271095 mamamanma(マママンマ)　離乳食スタートセット　ピンク ¥7,810 ¥8,140

800277-21271096 mamamanma(マママンマ)　離乳食スタートセット　ブルー ¥7,810 ¥8,140

800278-21271097 mamamanma(マママンマ)　離乳食スタートセット　イエロー ¥7,810 ¥8,140

800142-20271158 帆布ギフトBAG　お食事セット(袖なしポーチロン)　ピンク ¥15,000 ¥15,550

800144-20271159 帆布ギフトBAG　お食事セット(袖なしポーチロン)　ブルー ¥15,000 ¥15,550

800143-20271160 帆布ギフトBAG　お食事セット(袖なしポーチロン)　フレンチバニラ ¥15,000 ¥15,550

800087-20171123 帆布ギフトBAG　お食事セット　ブルー ¥15,500 ¥16,050

800090-20171124 帆布ギフトBAG　お食事セット　ピンク ¥15,500 ¥16,050

800091-20171125 帆布ギフトBAG　お食事セット　フレンチバニラ ¥15,500 ¥16,050

800160-20271226 帆布ギフトBAG お食事セットとバスポンチョ ライトカーキ ¥12,265 ¥12,595

800161-20271227 帆布ギフトBAG お食事セットとバスポンチョ テラコッタ ¥12,265 ¥12,595

800162-20271225 帆布ギフトBAG お食事セットとガーゼケット ライトカーキ ¥14,465 ¥14,795

800163-20271228 帆布ギフトBAG お食事セットとガーゼケット テラコッタ ¥14,465 ¥14,795

400336-21171000 お食事セット ライトカーキ ¥6,380 ¥6,710

400337-21171001 お食事セット テラコッタ ¥6,380 ¥6,710

400345-21171009 mamamanma(マママンマ) &go お食事セット ライトカーキ ¥6,600 ¥6,930

400344-21171010 mamamanma(マママンマ) &go お食事セット テラコッタ ¥6,600 ¥6,930

500488-21171060 mamamanma(マママンマ)　ストローマグ・ドリンクポーチ 2点セット　ピンク ¥5,280 ¥5,500

500489-21171061 mamamanma(マママンマ)　ストローマグ・ドリンクポーチ 2点セット　シルバー ¥5,280 ¥5,500

800342-22271089 帆布ギフトBAG ベビーボトル・ビブ・ポーチ シェルピンク ¥10,560 ¥10,780

800343-22271090 帆布ギフトBAG ベビーボトル・ビブ・ポーチ パウダーブルー ¥10,560 ¥10,780

500486-21171058 ドリンクポーチ・おむつポーチ 2点セット　シルバー ¥7,700 ¥8,250

500487-21171059 ドリンクポーチ・おむつポーチ 2点セット　ピンク ¥7,700 ¥8,250

500470-20271209 母子手帳ケース・おむつポーチ 2点セット　シルバー ¥9,900 ¥10,560

500471-20271210 母子手帳ケース・おむつポーチ 2点セット　ピンク ¥9,900 ¥10,560

400319-20241006 BOBO メッシュハンモック付き マザーズリュック ブラック ¥11,000 ¥11,550

400320-20241007 BOBO メッシュハンモック付き マザーズリュック ベージュ ¥11,000 ¥11,550

400376-22141008 BOBO terra かごのクーファン ¥14,960 ¥16,060

400396-22141011 BOBO タッセルつきクーファン ¥16,940 ¥18,040

200113-19221017 SOULEIADO ナーシングスカーフ　ネイビー ¥7,480 ¥7,920

200114-19221018 SOULEIADO ナーシングスカーフ ベージュ ¥7,480 ¥7,920

200112-19221019 SOULEIADO ナーシングスカーフ グレー ¥7,480 ¥7,920

500829-22251023 10mois ナーシングスカーフ reve ¥7,920 ¥8,360

300236-9905 NAOMI ITO サッキングパッド トイ ¥1,760 ¥1,870

300233-18131010 NAOMI ITO サッキングパッド ibuki ¥1,760 ¥1,870

300067-9618 NAOMI ITO POCHO マグポーチ トイ ¥3,080 ¥3,190

300034-9725 NAOMI ITO OMINA バクのコロリン ¥4,620 ¥4,840

100707-21211003 Hoppetta はりねずみコロリン ¥4,620 ¥4,840

700069-6854 ポータブルバッグ ブラウンお昼寝ふとん用 ¥1,980 ¥2,200

700067-6855 ポータブルバッグ ネイビーお昼寝ふとん用 ¥1,980 ¥2,200

500913-22271096 ニューボーン　13点ベーシックセット ¥55,000 ¥55,330

500914-22271097 ニューボーン　6点スターターセット ¥33,000 ¥33,330

その他

ギフトセット


