
2023/05/16
 

変更改定部：赤文字

→ 2022/10/03 2022/07/25 カタログ内掛率改正

N
E
W 1 頁 → 2023/06/21 2023/05/16

価格改定
(2023/06/21受注分より)

1 頁 → 2022/11/01 2022/09/29
価格改定
(2022/11/01受注分より)

1 頁 → 2022/11/01 2022/09/29
価格改定
(2022/11/01受注分より)

1 頁 → 2022/11/01 2022/09/29
価格改定
(2022/11/01受注分より)

1 頁 → 2022/11/01 2022/09/29
価格改定
(2022/11/01受注分より)

1 頁 → 2022/11/01 2022/09/29
価格改定
(2022/11/01受注分より)

1 頁 → 2022/11/01 2022/09/29
価格改定
(2022/11/01受注分より)

1 頁 → 2022/11/01 2022/09/29
価格改定
(2022/11/01受注分より)

1 頁 → 2022/11/01 2022/09/29
価格改定
(2022/11/01受注分より)

1 頁 → 2022/11/01 2022/09/29
価格改定
(2022/11/01受注分より)

1 頁 → 2022/11/01 2022/09/29
価格改定
(2022/11/01受注分より)

1 頁 → 2022/11/01 2022/09/29
価格改定
(2022/11/01受注分より)

1 頁 → 2022/11/01 2022/09/29
価格改定
(2022/11/01受注分より)

1 頁 → 2022/11/01 2022/09/29
価格改定
(2022/11/01受注分より)

1 頁 → 2022/12/01 2022/09/29
価格改定
(2022/12/01受注分より)

2 頁 → 2019/05/01 2019/05/01 仕様修正

N
E
W 2 頁 → 2023/06/21 2023/05/16

価格改定
(2023/06/21受注分より)

N
E
W 2 頁 → 2023/06/21 2023/05/16

価格改定
(2023/06/21受注分より)

N
E
W 2 頁 → 2023/06/21 2023/05/16

価格改定
(2023/06/21受注分より)

N
E
W 2 頁 → 2023/06/21 2023/05/16

価格改定
(2023/06/21受注分より)

N
E
W 2 頁 → 2023/06/21 2023/05/16

価格改定
(2023/06/21受注分より)

N
E
W 2 頁 → 2023/06/21 2023/05/16

価格改定
(2023/06/21受注分より)

N
E
W 2 頁 → 2023/06/21 2023/05/16

価格改定
(2023/06/21受注分より)

2 頁 → 廃番 2021/03/12

N
E
W 2 頁 → 2023/06/21 2023/05/16

価格改定
(2023/06/21受注分より)

N
E
W 2 頁 → 2023/06/21 2023/05/16

価格改定
(2023/06/21受注分より)

N
E
W 2 頁 → 2023/06/21 2023/05/16

価格改定
(2023/06/21受注分より)

N
E
W 3 頁 → 2023/06/21 2023/05/16

価格改定
(2023/06/21受注分より)

N
E
W 3 頁 → 2023/06/21 2023/05/16

価格改定
(2023/06/21受注分より)

日本製のぼり竿　ＰＮ－３０型　　￥８００ 日本製のぼり竿　ＰＮ－３０型　　￥９００

P59～70　商品は､一部､都度お見積とさせて頂きます。ご迷惑をおかけしますが､宜しくお願いします。

Ｖｏｌ．１９２１（表紙：オレンジ）　旗幕幟袢天カタログ

※表示価格はすべて税別です。

備　考登録日
改定・廃番

適用日
商品名等　変更前 商品名等　変更後

表記訂正及び価格の改定・廃番のお知らせ（ページ順）

「旗・幕・のぼり・袢天 Vol.１９２１」内
　　　　　　　　　　　　　　掛率表示Ⓑ

表組み　①ＮＺ－２５型　仕様項目
　　　　　　　　　　　　　　　　縮長：１．３７ｍ

ネジ式ストッパー　Ｌ用　　　　　　　　￥２４０

ネジ式ストッパー　ＢＬ用　　　　　　　￥２４０

横棒　４×７×６００／７３０／８５０㎜
　　　　　　　　　　　　　　　￥２００

横棒　４×７×６００／７３０／８５０㎜
　　　　　　　　　　　　　　　￥２２０

横棒　４×７×１０５０㎜　　　￥２６０

横棒　５×１１×１０５０㎜　　￥４４０

掲載頁

「旗・幕・のぼり・袢天 Vol.１９２１」内
　　　　　　　　　　　　　　掛率表示Ⓐ

回転頭　２２φ用　　　　￥２００

旗先（チチ止め）
　５φ用／４×７用　　　　　　　　 ￥３０

旗先（チチ止め）
　５φ用／４×７用　　　　　　　　 ￥３５

旗先（チチ止め）　５×１１用　　　￥４０ 旗先（チチ止め）　５×１１用　　　￥４５

ネジ式ストッパー　ＰＮ／ＮＺ用　　　￥１３０ ネジ式ストッパー　ＰＮ／ＮＺ用　　　￥１６０

ネジ式ストッパー　Ｌ用　　　　　　　　￥２００

パイブラ　　　　　　 ￥３５

横棒　５φ×６００㎜　　　　　￥１３０ 横棒　５φ×６００㎜　　　　　￥１５０

表組み　①ＮＺ－２５型　仕様項目
　　　　　　　　　　　　　　　縮長：１．４ｍ

回転頭　２２φ用　　　　￥２４０

回転頭　２６φ用　　　　￥２４０ 回転頭　２６φ用　　　　￥２８０

ネジ式ストッパー　ＢＬ用　　　　　　　￥２８０

旗止めパッカー　２２φ用　　　　　　 ￥３２ 旗止めパッカー　２２φ用　　　　　　 ￥４０

横棒　４×７×１０５０㎜　　　￥２８０

横棒　５×１１×１０５０㎜　　￥４６０

パイブラ　　　　　　 ￥４５

カタログ
内すべて

回転頭　１６φ用／１９φ用　　　￥１３０ 回転頭　１６φ用／１９φ用　　　￥１６０

（※「S－～」の商品は価格改定させていただきました。）

日本製のぼり竿　ＮＺ－２５型　　　￥６６０ 日本製のぼり竿　ＮＺ－２５型　　　￥７５０

日本製のぼり竿　３ＮＺ－２５型　　￥７６０ 日本製のぼり竿　３ＮＺ－２５型　　￥１，０００

日本製のぼり竿　３ＮＬ－３０型　　￥９００ 日本製のぼり竿　３ＮＬ－３０型　　￥１，１００

日本製のぼり竿　Ｎ－４０型　　　　￥１，０００ 日本製のぼり竿　Ｎ－４０型　　　　￥１，１５０

日本製のぼり竿　ＢＬ－４０型　　　￥２，２００ 日本製のぼり竿　ＢＬ－４０型　　　￥２，５００

日本製のぼり竿　ＢＬ－５０型　　　￥２，４００ 日本製のぼり竿　ＢＬ－５０型　　　￥２，７５０

日本製のぼり竿　ＢＬ－５５型　　　￥３，０００ 日本製のぼり竿　ＢＬ－５５型　　　￥３，４５０

日本製のぼり竿　ＴＰ－１６０型　　￥４６０ 日本製のぼり竿　ＴＰ－１６０型　　￥５２５

競技会用ポール　ＬＭ－４０型　　￥１，１００ 競技会用ポール　ＬＭ－４０型　　￥１，３００

のぼり竿　ＫＮ－３０型　かれ竹色
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥８８０

競技会用ポール　ＢＬＭ－４０型　￥１，４００ 競技会用ポール　ＢＬＭ－４０型　￥１，６００

中国製のぼり竿　ＣＬ－４０型　　￥１，７００ 中国製のぼり竿　ＣＬ－４０型　　￥２，０００

中国製のぼり竿　ＣＬ－５０型　　￥２，０００



2023/05/16
 

変更改定部：赤文字

Ｖｏｌ．１９２１（表紙：オレンジ）　旗幕幟袢天カタログ

※表示価格はすべて税別です。

備　考登録日
改定・廃番

適用日
商品名等　変更前 商品名等　変更後

表記訂正及び価格の改定・廃番のお知らせ（ページ順）

掲載頁

N
E
W 4 頁 →

なくなり次第
廃番

2023/05/16

4 頁 → 2022/01/01 2021/12/01 価格改定

4 頁 → 2022/06/01 2022/05/18
価格改定
(2022/06/01受注分より)

N
E
W 5 頁 → 2023/06/21 2023/05/16

価格改定
(2023/06/21受注分より)

5 頁 →

5 頁 → 在庫限り廃番 2022/05/25

N
E
W 6 頁 → 2023/06/21 2023/05/16

価格改定
(2023/06/21受注分より)

N
E
W 6 頁 → 2023/06/21 2023/05/16

価格改定
(2023/06/21受注分より)

N
E
W 6 頁 → 2023/06/21 2023/05/16

価格改定
(2023/06/21受注分より)

N
E
W 6 頁 → 2023/06/21 2023/05/16

価格改定
(2023/06/21受注分より)

N
E
W 6 頁 → 2023/06/21 2023/05/16

価格改定
(2023/06/21受注分より)

6 頁 → 2022/10/03 2022/08/29 価格改定

6 頁 → 2022/10/03 2022/08/29 価格改定

N
E
W 7 頁 → 2023/06/21 2023/05/16

価格改定
(2023/06/21受注分より)

N
E
W 7 頁 → 2023/06/21 2023/05/16

価格改定
(2023/06/21受注分より)

N
E
W 7 頁 → 2023/06/21 2023/05/16

価格改定
(2023/06/21受注分より)

N
E
W 7 頁 → 2023/06/21 2023/05/16
価格改定
(2023/06/21受注分より)

7 頁 次回受注より 2023/02/15 価格改定

N
E
W 8 頁 → 2023/06/21 2023/05/16

価格改定
(2023/06/21受注分より)

N
E
W 8 頁 → 2023/06/21 2023/05/16

価格改定
(2023/06/21受注分より)

N
E
W 8 頁 → 2023/06/21 2023/05/16

価格改定
(2023/06/21受注分より)

8 頁 → 2023/01/01 2022/12/28
価格改正
(2023/01/01受注分より)

9 頁 → 2022/08/01 2022/07/29 掛け率改定

9 頁 → 2022/08/01 2022/07/29 掛け率改定

9 頁 → 2022/08/01 2022/07/29 掛け率改定

9 頁 → 2022/08/01 2022/07/29 掛け率改定

10 頁 → 2022/08/01 2022/07/29 掛け率改定

11 頁

12 頁 → 2023/01/05 2022/12/06
価格改定
(2023/01/05出荷分より)

12 頁 → 2023/01/05 2022/12/06
価格改定
(2023/01/05出荷分より)

巻く蔵Ⅱ１２００　　　　掛率表示Ⓕ

巻く蔵ⅡＤＸ　　　　　　掛率表示Ⓔ 巻く蔵ⅡＤＸ　　　　　　掛率表示Ⓕ

i-Look 90（アイルック９０）
　　　　　　　　　　　　　￥４１，０００

サバンナキット　　　　　　￥９，３００

仕様修正
要お問い合わせ

2019/12/09

i-Look 60（アイルック６０）
　　　　　　　　　　　　　￥３６，０００

巻く蔵Ⅱ８５０　　　　　掛率表示Ⓔ 巻く蔵Ⅱ８５０　　　　　掛率表示Ⓕ

巻く蔵Ⅱ１２００　　　　掛率表示Ⓔ

巻く蔵ⅡＤＸＬ　　　　　掛率表示Ⓔ 巻く蔵ⅡＤＸＬ　　　　　掛率表示Ⓕ

i-Look 60（アイルック６０）
　　　　　　　　　　　　　￥３９，６００

i-Look 90（アイルック９０）
　　　　　　　　　　　　　￥４５，１００

→ 仕様修正2019/05/012019/05/01

バッグ収納時重量（幕なし）標記部（頁最下段）

 　　　　　　バックパネルスタンド３×４

バッグ収納時重量（幕なし）標記部（頁最下段）

　　　　　　　バックパネルスタンド３×３

　　　　　　　バックパネルスタンド３×３ 　　　　　　　バックパネルスタンド３×３

　商品改良にともなう廃番 　※ＭＴ－１８の改良型

サバンナキット　　　　　　￥１１，３００

注水式のぼり立台　ＣＭ－２０　￥オープン

ステンレス製のぼり竿　　ＳＵＳ型／横棒８５㎝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥３，２００

ステンレス製のぼり竿　ＳＵＳ型／横棒８５㎝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥３，０００

アルミ製幟ポール　３ｍ　横棒付
　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥１２，０００

アルミ製幟ポール　３ｍ　横棒付
　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥１３，８００

丸パイプ型（ワンタッチタイ２本付）　￥１，３００

のぼり立て台（鉄製）　Ｃ型（タイヤ踏式）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥２，９００

のぼり立て台（鉄製）　Ｃ型（タイヤ踏式）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥３，３５０

のぼり立て台（鉄製）　クイ型　￥２，５００ のぼり立て台（鉄製）　クイ型　￥２，９００

大型スクリーンフレーム４５型　￥２５，０００ 大型スクリーンフレーム４５型　￥３０，０００

巻く蔵Ⅱ６００　　　　　掛率表示Ⓔ 巻く蔵Ⅱ６００　　　　　掛率表示Ⓕ

ワンタッチタイ　ＡＢ４５０型　￥７５ ワンタッチタイ　ＡＢ４５０型　￥９０

のぼり立て台（注水タイプ）　ＡＢ－１６型
　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥４，０００

即　　日
注水式のぼり立台　ＭＴ－１８　￥３，５００

のぼり立て台（注水タイプ）　ＭＴ－５型
　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥３，５００

のぼり立て台（注水タイプ）　ＭＴ－５型
　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥４，０００

のぼり立て台（鉄製）　Ａ型　　￥３，６００ のぼり立て台（鉄製）　Ａ型　　￥４，２００

のぼり立て台（鉄製）　ＮＢ型　￥５，１００ のぼり立て台（鉄製）　ＮＢ型　￥５，９００

のぼり立て台（鉄製）　ＬＢ型　￥７，０００ のぼり立て台（鉄製）　ＬＢ型　￥８，０００

スクリーンフレーム９００型　　　￥１２，０００ スクリーンフレーム９００型　　　￥１４，０００

スクリーンフレームミニ　　　　　￥８，０００ スクリーンフレームミニ　　　　　￥９，５００

サインブロック　　　　　　 ￥１，２５０ サインブロック　　　　　　 ￥１，３７５

ローコストバナースタンド
　　　　ＴＬ－２０垂直型　　　　　￥４，５００

ローコストバナースタンド
　　　　ＴＬ－２０垂直型　　　　　￥５，３５０

ローコストバナースタンド
　　　　ＴＬ－２０Ｗ型　　　　　　 ￥４，９００

ローコストバナースタンド
　　　　ＴＬ－２０Ｗ型　　　　　　 ￥５，８００

ローコストバナースタンド
　　　　ＴＬ－２０型　　　　　　 　 ￥３，８００

ローコストバナースタンド
　　　　ＴＬ－２０型　　　　　　 　 ￥４，５００

持ち運びポール立台セット（収納バッグ付）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥６，２５０

丸パイプ型（ワンタッチタイ２本付）　￥９００

バリブロック　MBB-Y　　￥１，４００ バリブロック　MBB-Y　　￥１，６００



2023/05/16
 

変更改定部：赤文字

Ｖｏｌ．１９２１（表紙：オレンジ）　旗幕幟袢天カタログ

※表示価格はすべて税別です。

備　考登録日
改定・廃番

適用日
商品名等　変更前 商品名等　変更後

表記訂正及び価格の改定・廃番のお知らせ（ページ順）

掲載頁

12 頁 → 2023/01/05 2022/12/06
価格改定
(2023/01/05出荷分より)

12 頁 → 2023/01/05 2022/12/06
価格改定
(2023/01/05出荷分より)

12 頁 → 2023/01/05 2022/12/06
価格改定
(2023/01/05出荷分より)

15 頁 → 次回受注より 2022/09/15
価格改定
（次回受注分より）

15 頁 → 次回受注より 2022/09/15
価格改定
（次回受注分より）

15 頁 → 次回受注より 2022/09/15
価格改定
（次回受注分より）

15 頁 → 次回受注より 2022/09/15
価格改定
（次回受注分より）

15 頁 → 次回受注より 2022/09/15
価格改定
（次回受注分より）

15 頁 → 次回受注より 2022/09/15
価格改定
（次回受注分より）

15 頁 → 次回受注より 2022/09/15
価格改定
（次回受注分より）

15 頁 → 次回受注より 2022/09/15
価格改定
（次回受注分より）

15 頁 → 次回受注より 2022/09/15
価格改定
（次回受注分より）

15 頁 →
なくなり次第

廃番
2022/09/15

代替商品については
お問い合わせ下さい

15 頁 → 次回受注より 2022/09/15
価格改定
（次回受注分より）

15 頁 → 次回受注より 2022/09/15
価格改定
（次回受注分より）

15 頁 →
なくなり次第

廃番
2021/12/15

代替商品については
お問い合わせ下さい

15 頁 → 次回受注より 2022/09/15
価格改定
（次回受注分より）

15 頁 →
なくなり次第

廃番
2022/09/15

代替商品については
お問い合わせ下さい

16 頁 → 2022/07/01 2022/05/31 価格改定

16 頁 → 2022/07/01 2022/05/31 価格改定

16 頁 → 2020/06/26 2020/06/26
色名称・品番の変更
※価格変更なし

16 頁 → 2022/07/01 2022/05/31 価格改定

16 頁 → 2022/07/01 2022/05/31 価格改定

16 頁 → 2022/07/01 2022/05/31 価格改定

17 頁 → 2022/10/01 2022/09/22
価格改定
(2022/10/01出荷分より)

17 頁 → 2022/10/01 2022/09/22
価格改定
(2022/10/01出荷分より)

17 頁 → 2022/04/06 2022/04/06 価格改定

17 頁 → 2022/04/06 2022/04/06 価格改定

17 頁 → 2022/04/06 2022/04/06 価格改定

18 頁 → 2022/11/01 2022/09/29
価格改定
(2022/11/01受注分より)

塩ビ手旗棒　白黒段塗　３尺棒　￥６００

ミニのぼり立台
　　ＮＴ-３５Ｗ型　ウエイト付　　￥２６０

ミニのぼり立台
　　ＭＪ型-小　　　 　￥３００

塩ビ手旗棒　白黒段塗　２尺５寸棒　￥８００

のぼりＰＯＰ用マグネット
　　固定　　<1121248>　　￥２，４００

ミニのぼり立台
　　ＪＣ-３６Ｗ型　ウエイト付　　￥２３０

ミニのぼり立台
　　ＪＣ-３６Ｗ型　ウエイト付　　￥３５０

i-Look120 （アイルック１２０）
　　　　　　　　　　　　　￥４５，０００

i-Look 150（アイルック１５０）
　　　　　　　　　　　　　￥５４，０００

ミニのぼり立台
　　ＮＴ-３５型　ウエイト無　　 　￥１６０

ミニのぼり立台
　　ＮＴ-３５型　ウエイト無　　 　￥２６０

のぼりＰＯＰ用マグネット
　　固定　　<1121248>　　￥２，８００

のぼりＰＯＰ用マグネット
　　可変　　<1121249>　　￥３，３００

ロングスタンド　クリップ式　黒　<1111480>

塩ビ手旗棒　白黒段塗　２尺棒　　￥４５０

ミニのぼり立台
　　ＭＪ型-小　　　 　￥３５０

ロングスタンド　スライド式　　<1111478>
　　　　　　　　　　　　　　　　￥１０，０００

ロングスタンド　スライド式　　<1111478>
　　　　　　　　　　　　　　　　￥１１，５００

ミニのぼり立台
　　ＮＫ-３Ｗ型　ウエイト３枚付　　￥８５０

ミニのぼり立台
　　ＱＴ-４５型　　　　￥１７０

ミニのぼり立台
　　ＭＪ型-中　　　 　￥３７０

塩ビ手旗棒　白黒段塗　２尺５寸棒　￥５００

ロングスタンド　クリップ式　マットブラック
　<1111481>　　　　　　　　￥８，０８０

かぶせ式キャップ
　４φ／６φ　　　　　　　　　　　　 ￥１５

かぶせ式キャップ
　４φ／６φ　　　　　　　　　　　　　　 ￥２０

ロングスタンド　クリップ式　マットブラック
　<1111481>　　　　　　　　￥７，０００

のぼりＰＯＰ用マグネット
　　可変　　<1121249>　　￥３，８００

９０６０１３７　ステンフック　３０φ用
　　　　　　　　　　　　　　　　 ￥１，１００

９０６０１３７　ステンフック　３０φ用
　　　　　　　　　　　　　　　　 ￥１，５００

９０６０１３６　ステンフック　２５φ用
　　　　　　　　　　　　　　　　 ￥１，１５０

ミニのぼり立台
　　バチＦ型－中　　￥４００

i-Look 200（アイルック２００）
　　　　　　　　　　　　　￥１３４，０００

i-Look120 （アイルック１２０）
　　　　　　　　　　　　　￥４９，５００

i-Look 150（アイルック１５０）
　　　　　　　　　　　　　￥６１，０００

i-Look 200（アイルック２００）
　　　　　　　　　　　　　￥１０７，３００

塩ビ手旗棒　白黒段塗　３尺棒　　￥８５０

ミニのぼり立台
　　ＮＴ-４５Ｗ型　ウエイト付　　￥３７５

ロングスタンド　クリップ式　　<1111476>
　　　　　　　　　　　　　　　　￥７，８００

ミニのぼり立台
　　バチＦ型－小　　￥１８０

ミニのぼり立台
　　バチＦ型－大　　￥４１０

ミニのぼり立台
　　ＮＫ-１Ｗ型　ウエイト１枚付　　￥４６０

ミニのぼり立台
　　バチＦ型－中　　￥２２０

９０６０１３６　ステンフック　２５φ用
　　　　　　　　　　　　　　　　 ￥８００

ロングスタンド　クリップ式　　<1111476>
　　　　　　　　　　　　　　　　￥８，９５０

塩ビ手旗棒　白黒段塗　２尺棒　　￥７５０

ミニのぼり立台
　　ＮＳ-３７型　　　　￥２６０

ミニのぼり立台
　　ＮＫ-１Ｗ型　ウエイト１枚付　　￥６００

ミニのぼり立台
　　ＮＫ-２Ｗ型　ウエイト２枚付　　￥５５０

ミニのぼり立台
　　ＮＫ-２Ｗ型　ウエイト２枚付　　￥７００

ミニのぼり立台
　　ＮＫ-３Ｗ型　ウエイト３枚付　　￥６８５

ミニのぼり立台
　　ＱＴ-４５型　　　　￥２７０

ミニのぼり立台
　　ＭＪ型-中　　　 　￥３２０

ロングスタンド　クリップ式
　　　　　　　　　マットブラック　　<1111481>

ミニのぼり立台
　　ＮＴ-３５Ｗ型　ウエイト付　　￥３６０

ミニのぼり立台
　　ＮＴ-４５型　ウエイト無　　 　￥１７０

ミニのぼり立台
　　ＮＴ-４５型　ウエイト無　　 　￥２７０

ミニのぼり立台
　　ＮＴ-４５Ｗ型　ウエイト付　　￥２７５
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変更改定部：赤文字

Ｖｏｌ．１９２１（表紙：オレンジ）　旗幕幟袢天カタログ

※表示価格はすべて税別です。

備　考登録日
改定・廃番

適用日
商品名等　変更前 商品名等　変更後

表記訂正及び価格の改定・廃番のお知らせ（ページ順）

掲載頁

18 頁 → 2022/11/01 2022/09/29
価格改定
(2022/11/01受注分より)

18 頁 → 2022/11/01 2022/09/29
価格改定
(2022/11/01受注分より)

18 頁 → 2022/11/01 2022/09/29
価格改定
(2022/11/01受注分より)

18 頁 → 2022/11/01 2022/09/29
価格改定
(2022/11/01受注分より)

18 頁 → 2022/11/01 2022/09/29
価格改定
(2022/11/01受注分より)

18 頁 → 2022/11/01 2022/09/29
価格改定
(2022/11/01受注分より)

18 頁 → 2022/11/01 2022/09/29
価格改定
(2022/11/01受注分より)

18 頁 → 2022/11/01 2022/09/29
価格改定
(2022/11/01受注分より)

18 頁 → 2022/11/01 2022/09/29
価格改定
(2022/11/01受注分より)

18 頁 → 2022/11/01 2022/09/29
価格改定
(2022/11/01受注分より)

18 頁 → 2022/11/01 2022/09/29
価格改定
(2022/11/01受注分より)

18 頁 → 2022/11/01 2022/09/29
価格改定
(2022/11/01受注分より)

18 頁 → 2022/11/01 2022/09/29
価格改定
(2022/11/01受注分より)

18 頁 → 2023/03/01 2023/01/30
価格改定２
(2023/03/01受注分より)

18 頁 → 2023/03/01 2023/01/30
価格改定２
(2023/03/01受注分より)

18 頁 → 2023/03/01 2023/01/30
価格改定２
(2023/03/01受注分より)

18 頁 → 2023/03/01 2023/01/30
価格改定２
(2023/03/01受注分より)

18 頁 → 2023/03/01 2023/01/30
価格改定２
(2023/03/01受注分より)

18 頁 → 2022/06/21 2022/06/21 価格改定

18 頁 → 2022/06/21 2022/06/21 価格・最低ロット改定

18 頁 → 2022/06/21 2022/06/21 価格改定

18 頁 → 2022/06/21 2022/06/21 価格・最低ロット改定

18 頁 → 2022/06/21 2022/06/21 価格改定

18 頁 → 2022/06/21 2022/06/21 価格・最低ロット改定

18 頁 → 2022/06/21 2022/06/21 価格改定

18 頁 →
なくなり次第

廃番
2022/05/18

19 頁 → 2022/08/01 2022/06/27
価格改定
(2022/08/01納品分より)

19 頁 → 2022/08/01 2022/06/27
価格改定
(2022/08/01納品分より)

19 頁 → 2022/08/01 2022/06/27
価格改定
(2022/08/01納品分より)

19 頁 → 2022/08/01 2022/06/27
価格改定
(2022/08/01納品分より)

ポップハンガー　Ｄ－１型　９００Ｌ
　　吊り具２ヶ付　　　　　￥２５０

かぶせ式キャップ
　２２φ／２５φ　　　　　　　　　　 　　￥４０

ポップハンガー　Ｄ－３型　９００Ｌ
　　吊り具２ヶ付　　　　　￥４９０

吸着盤　５５φ　立穴６φ
　　QＴ－５５－６－ＮＰ　　　 ￥１０５

吊りカン　２２φ　　　　　　　　　￥６０

吊りカン　１６φ　　　　　　　￥３０ 吊りカン　１６φ　　　　　　　　　￥３５

吸着盤　４５φ　横穴６φ
　　QY－４５－６－ＮＰ　　　 ￥５０

ポップハンガー　Ｄ－２型　９００Ｌ
　　吊り具２ヶ付　　　　　￥３００

アートボール３０φ　Ｂ型　白
最小ロット：1個～　　　　￥７５

吊りキャップ（パッカー式）
　ＪＳ－１／ＪＳ－２　　　　　　　　 ￥２０

吊りキャップ（パッカー式）
　ＪＳ－１／ＪＳ－２　　　　　　　　 　　￥２５

アートボール４５φ　Ｃ型　金・銀
最小ロット：1000個～　都度お問い合わせ下さい

吊りカン　２２φ　　　　　　　￥４０ 吊りカン　２２φ　　　　　　　　　￥５０

かぶせ式キャップ
　３０φ　　　　　　　　　　　　　　　　　 ￥８５

吊りカン　１１φ　　　　　　　￥２０ 吊りカン　１１φ　　　　　　　　　￥２５

かぶせ式キャップ
　３０φ　　　　　　　　　　　　　　　 ￥７０

かぶせ式キャップ
　８φ／１０φ／１１φ／１２φ
　／１３φ／１６φ／１９φ　　　　￥１５／２０

かぶせ式キャップ
　８φ／１０φ／１１φ／１２φ
　／１３φ／１６φ／１９φ　　　　　　￥３０

旗止めパッカー
　５～６φ／８～９φ
　／９.５～１１φ／１２～１４φ用 　　￥２５

吸着盤　５５φ　横穴７φ
　　QＹ－５５－７－ＮＰ　　　 ￥１００

吸着盤　８０φ　立横穴１０φ
　　QＴＹ－８０－１０－Ｄ－ＮＰ　 ￥３２５

吸着盤　５５φ　横穴７φ
　　QＹ－５５－７－ＮＰ　　　 ￥９０

吊りカン　１９φ　　　　　　　　　￥４０

ポップハンガー　Ｄ－１型　９００Ｌ
　　吊り具２ヶ付　　　　　￥３２０

アートボール６０φ　Ｄ型　白
最小ロット：1個～　　　　￥２２５

吸着盤　８０φ　立横穴１０φ
　　QＴＹ－８０－１０－Ｄ－ＮＰ　 ￥３６０

アートボール４５φ　Ｃ型　白
最小ロット：1個～　　　　￥１２５

アートボール４５φ　Ｃ型　白
最小ロット：1個～　都度お問い合わせ下さい

アートボール４５φ　Ｃ型　金・銀
最小ロット：1個～　　　　￥３１５

ラッパ　小　金　５５φ×５７㎜（L）
最小ロット：1個～　都度お問い合わせ下さい

アートボール３０φ　Ｂ型　金・銀
最小ロット：1個～　　　　￥１６０

アートボール６０φ　Ｄ型　金・銀
最小ロット：1個～　　　　￥４４５

５２φインサート吸盤セット　　　　￥２７０

吊りカン　２５φ　　　　　　　￥５０

吊りキャップ（パッカー式）
　ＪＳ－３　　　　　　　　　　　　　　 ￥２５

アートボール３０φ　Ｂ型　金・銀
最小ロット：1000個～　都度お問い合わせ下さい

かぶせ式キャップ
　２２φ／２５φ　　　　　　　　　　 ￥３０

吊りカン　１９φ　　　　　　　￥３３

ポップハンガー　新Ｄ－２型　９００Ｌ
　　吊り具２ヶ付　　　　　￥３７５

ラッパ　小　銀　５５φ×５７㎜（L）
　　　　　　　　　　　　　　　　　￥３００

アートボール６０φ　Ｄ型　金・銀
最小ロット：1000個～　都度お問い合わせ下さい

アートボール６０φ　Ｄ型　白
最小ロット：1個～　都度お問い合わせ下さい

ポップハンガー　新Ｄ－２型　９００Ｌ
　　吊り具２ヶ付　　　　　￥４５０

旗止めパッカー
　５～６φ／８～９φ
　／９.５～１１φ／１２～１４φ用 　　￥２０

吊りキャップ（パッカー式）
　ＪＳ－３　　　　　　　　　　　　　　 　　￥３０

ポップハンガー　Ｄ－２型　９００Ｌ
　　吊り具２ヶ付　　　　　￥３９０

ポップハンガー　Ｄ－２型　９００Ｌ
　　吊り具２ヶ付　　　　　￥６５０

ラッパ　小　金　５５φ×５７㎜（L）
最小ロット：1個～　　　　￥３００

アートボール３０φ　Ｂ型　白
最小ロット：1個～　都度お問い合わせ下さい

旗止めパッカー
　１５～１６φ／１８～２０φ用　　　　 ￥２８

旗止めパッカー
　１５～１６φ／１８～２０φ用　　　　 ￥３５

旗止めパッカー
　２２φ用　　　　　　　　　　　　　　　　 ￥３２

旗止めパッカー
　２２φ用　　　　　　　　　　　　　　　　 ￥４０

５２φインサート吸盤セット　　　　￥２４０

吸着盤　４５φ　横穴６φ
　　QY－４５－６－ＮＰ　　　 ￥５５

吸着盤　５５φ　立穴６φ
　　QＴ－５５－６－ＮＰ　　　 ￥９５
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変更改定部：赤文字

Ｖｏｌ．１９２１（表紙：オレンジ）　旗幕幟袢天カタログ

※表示価格はすべて税別です。

備　考登録日
改定・廃番

適用日
商品名等　変更前 商品名等　変更後

表記訂正及び価格の改定・廃番のお知らせ（ページ順）

掲載頁

19 頁 → 2022/08/01 2022/06/27
価格改定
(2022/08/01納品分より)

19 頁 → 2022/08/01 2022/06/27
価格改定
(2022/08/01納品分より)

20 頁 → 廃番 2022/08/29

20 頁 → 廃番 2022/08/29

20 頁 → 2023/01/01 2022/12/01
価格改定
(2023/01/01受注分より)

20 頁 → 2023/01/01 2022/12/01
価格改定
(2023/01/01受注分より)

20 頁 → 2023/04/01 2023/02/02
価格改定
(2023/04/01受注分より)

20 頁 → 2023/04/01 2023/02/02
価格改定
(2023/04/01受注分より)

20 頁 →
なくなり次第

廃番
2022/11/24

20 頁 →
なくなり次第

廃番
2022/11/24

23 頁 →
なくなり次第

廃番
2022/11/28

23 頁 →
なくなり次第

廃番
2022/11/28

23 頁 →
なくなり次第

廃番
2022/11/28

23 頁 →
なくなり次第

廃番
2022/11/28

24 頁 →
なくなり次第

廃番
2022/11/28

25 頁 →
なくなり次第

廃番
2022/11/28

30 頁 →
なくなり次第

廃番
2022/11/28

30 頁 →
なくなり次第

廃番
2022/11/28

33 頁 →
なくなり次第

廃番
2022/11/28

33 頁 →
なくなり次第

廃番
2022/11/28

33 頁 →
なくなり次第

廃番
2022/11/28

33 頁 →
なくなり次第

廃番
2022/11/28

34 頁 →
なくなり次第

廃番
2022/11/28

34 頁 →
なくなり次第

廃番
2022/11/28

34 頁 →
なくなり次第

廃番
2022/11/28

34 頁 →
なくなり次第

廃番
2022/11/28

34 頁 →
なくなり次第

廃番
2022/11/28

34 頁 →
なくなり次第

廃番
2022/11/28

36 頁 → 廃番 2023/04/27 商品廃番

36 頁 → 廃番 2023/04/27 商品廃番

36 頁 → 廃番 2023/04/27 商品廃番

カドペタ　透明　８片付　　￥４００ カドペタ　透明　８片付　　￥４６０

ＳＣ-０２　既成幟
　本日特鮮市　　　　　　　　 ￥３，９００

ＲＫ-０１　既成幟
　ＯＰＥＮ　蛍光黄　　　　　　￥３，４００

ＲＫ-０２　既成幟
　営業中　蛍光黄　　　　　　￥３，４００

ＧＴ-０６　防炎既成幟
　受付中　車検　　　　　　　　 ￥５，０００

ミラクルチチ　２５－Ｓ　　￥５６

ミラクルチチミニ　ミニ５０　　￥８２

ミラクルチチミニ　ミニ６０　　￥８２

ＳＣ-０９　既成幟
　お酒　　　　　　　　　　　　　￥３，９００

ＧＴ-０３　防炎既成幟
　ワックス洗車会員募集中　 ￥５，０００

ＧＴ-０４　防炎既成幟
　アルバイト募集中　　　　　　￥５，０００

ミラクルチチ　２５－Ｌ　　￥５４

ＲＴ-０５　既成幟
　ＳＡＬＥ　　　　　　　　　　　　￥２，５００

カドペタ　白　８片付　　　 ￥４６０

ミラクルチチ-ミニ５０　10×50　　￥９０

ポップハンガー　新Ｄ－３型　９００Ｌ
　　吊り具２ヶ付　　　　　￥５８５

ポップハンガー　新Ｄ－２型　９００Ｌ
　　吊り具２ヶ付　　　　　￥７６０

ＴＴ-３０　チチテープ
30㎜巾×約100m　　　　￥２，５００

ＧＴ-０５　防炎既成幟
　ガソリン激安　　　　　　　　　￥５，０００

ＳＣ-０１　既成幟
本日新鮮市 　　　　　　　　　￥３，９００

ＲＫ-０４　既成幟
　大売出し　蛍光黄　　　　　￥３，４００

ＲＫ-０３　既成幟
　ディスカウントＳＡＬＥ　蛍光黄　￥３，４００

ＨＴ-０３　既成幟
　モデルルーム公開中　　　　￥３，５００

ＨＴ-０５　既成幟
　開催中　オープンハウス　　￥３，５００

カドペタ　白　８片付　　　 ￥４００

ＴＴ-２５　チチテープ
25㎜巾×約100m　　　　￥２，２００

ミラクルチチ-ミニ６０　10×60　　￥９０

１６φ用新割パイプ　吊り具２ヶ付
　　　　　　　　　　　　　　　￥５１０

１６φ用新割パイプ　吊り具２ヶ付
　　　　　　　　　　　　　　　￥４１５

ＨＴ-０２　既成幟
　好評分譲住宅　　　　　　　　￥３，５００

ＨＴ-０１　既成幟
　好評分譲中　　　　　　　　　 ￥３，５００

ＨＴ-０７　既成幟
　新築増改築　　　　　　　　　 ￥３，５００

ＨＴ-０４　既成幟
　入居者募集中　　　　　　　　￥３，５００

Ｋ２０－９－Ｂ （００８００６００９）
　　特製氷　　　　　　　　　 　￥２，0００

Ｋ２０－９－Ｃ （００８００６０１０）
　　特製氷　　　　　　　　　 　￥１，４００

Ｋ２０－９－Ｄ （００８００６０１１）
　　特製氷　　　　　　　　　 　￥１，２００
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変更改定部：赤文字

Ｖｏｌ．１９２１（表紙：オレンジ）　旗幕幟袢天カタログ

※表示価格はすべて税別です。

備　考登録日
改定・廃番

適用日
商品名等　変更前 商品名等　変更後

表記訂正及び価格の改定・廃番のお知らせ（ページ順）

掲載頁

38 頁 → 2022/04/01 2022/03/29 価格改定

41 頁 → 2022/12/01 2022/09/27
価格改定
※在庫なくなり次第適用

41 頁 → 2022/12/01 2022/09/27
価格改定
※在庫なくなり次第適用

41 頁 → 2022/12/01 2022/09/27
価格改定
※在庫なくなり次第適用

41 頁 → 2022/12/01 2022/09/27
価格改定
※在庫なくなり次第適用

41 頁 → 2022/12/01 2022/09/27
価格改定
※在庫なくなり次第適用

41 頁 → 2022/12/01 2022/09/27
価格改定
※在庫なくなり次第適用

41 頁 → 2022/12/01 2022/09/27
価格改定
※在庫なくなり次第適用

41 頁 → 2022/12/01 2022/09/27
価格改定
※在庫なくなり次第適用

41 頁 → 2022/12/01 2022/09/27
価格改定
※在庫なくなり次第適用

41 頁 → 2022/12/01 2022/09/27
価格改定
※在庫なくなり次第適用

41 頁 → 2022/12/01 2022/09/27
価格改定
※在庫なくなり次第適用

41 頁 → 2022/12/01 2022/09/27
価格改定
※在庫なくなり次第適用

41 頁 → 2022/12/01 2022/09/27
価格改定
※在庫なくなり次第適用

41 頁 → 2022/12/01 2022/09/27
価格改定
※在庫なくなり次第適用

41 頁 → 2022/12/01 2022/09/27
価格改定
※在庫なくなり次第適用

41 頁 → 2022/12/01 2022/09/27
価格改定
※在庫なくなり次第適用

41 頁 → 2022/12/01 2022/09/27
価格改定
※在庫なくなり次第適用

41 頁 → 2022/12/01 2022/09/27
価格改定
※在庫なくなり次第適用

41 頁 → 2022/12/01 2022/09/27
価格改定
※在庫なくなり次第適用

41 頁 → 2022/12/01 2022/09/27
価格改定
※在庫なくなり次第適用

41 頁 → 2022/12/01 2022/09/27
価格改定
※在庫なくなり次第適用

41 頁 → 2022/12/01 2022/09/27
価格改定
※在庫なくなり次第適用

41 頁 → 2022/12/01 2022/09/27
価格改定
※在庫なくなり次第適用

41 頁 → 2022/12/01 2022/09/27
価格改定
※在庫なくなり次第適用

41 頁 → 2022/12/01 2022/09/27
価格改定
※在庫なくなり次第適用

41 頁 → 2022/12/01 2022/09/27
価格改定
※在庫なくなり次第適用

41 頁 → 2022/12/01 2022/09/27
価格改定
※在庫なくなり次第適用

41 頁 → 2022/12/01 2022/09/27
価格改定
※在庫なくなり次第適用

41 頁 → 2022/12/01 2022/09/27
価格改定
※在庫なくなり次第適用

41 頁 → 2022/12/01 2022/09/27
価格改定
※在庫なくなり次第適用

風鎮（１個）　　　　　　　　　　￥６，５００

Ｋ８－１２ ／ ０１４００２０５Ｄ　紅白幕
　７０㎝巾×２間　金巾　￥６，１６０

Ｋ８－１２ ／ ０１４００２０５Ｄ　紅白幕
　７０㎝巾×２間　金巾　￥８，２００

Ｋ８－１２ ／ ０１４００２０５Ａ　紅白幕
　７０㎝巾×５間　金巾　￥１８，０００

Ｋ８－１２ ／ ０１４００２０５Ｂ　紅白幕
　７０㎝巾×４間　金巾　￥１１，８８０

Ｋ８－１２ ／ ０１４００２０５Ｂ　紅白幕
　７０㎝巾×４間　金巾　￥１４，７００

Ｋ８－１２ ／ ０１４００２０５Ｃ　紅白幕
　７０㎝巾×３間　金巾　￥８，９００

風鎮（１個）　　　　　　　　　　￥７，５００

Ｋ８－１４ ／ ０１４００２０７Ｅ　紅白幕
　４５㎝巾×１間　金巾　￥４，３００

Ｋ８－２１ ／ ０１４００２１５Ｅ　紅白幕
　４５㎝巾×１間　ポンジ　￥２，５００

Ｋ８－１４ ／ ０１４００２０７Ａ　紅白幕
　４５㎝巾×５間　金巾　￥８，６００

Ｋ８－４ ／ ０１４００１０２Ｄ　紅白幕
　１８０㎝巾×２間　ナイロン　￥１５，０００

Ｋ８－１４ ／ ０１４００２０７Ｅ　紅白幕
　４５㎝巾×１間　金巾　￥２，０００

０１４００４０１Ｃ　防炎加工紅白幕
　１８０㎝巾×３間　天竺木綿　￥３２，０００

０１４００４０１Ｂ　防炎加工紅白幕
　１８０㎝巾×４間　天竺木綿　￥４７，０００

Ｋ８－１２ ／ ０１４００２０５Ｃ　紅白幕
　７０㎝巾×３間　金巾　￥１１，５００

Ｋ８－１２ ／ ０１４００２０５Ｅ　紅白幕
　７０㎝巾×１間　金巾　￥３，３００

Ｋ８－１２ ／ ０１４００２０５Ｅ　紅白幕
　７０㎝巾×１間　金巾　￥４，９００

０１４００４０１Ｃ　防炎加工紅白幕
　１８０㎝巾×３間　天竺木綿　￥３８，０００

Ｋ８－４ ／ ０１４００１０２Ｂ　紅白幕
　１８０㎝巾×４間　ナイロン　￥７３，５００

０１４００２０４Ｃ　紅白幕
　９０㎝巾×３間　金巾　￥９，４００

０１４００２０４Ｃ　紅白幕
　９０㎝巾×３間　金巾　￥１２，４００

０１４００２０４Ｄ　紅白幕
　９０㎝巾×２間　金巾　￥６，４００

０１４００４０１Ｄ　防炎加工紅白幕
　１８０㎝巾×２間　天竺木綿　￥２３，８００

０１４００２０４Ｅ　紅白幕
　９０㎝巾×１間　金巾　￥５，３００

Ｋ８－３ ／ ０１４００１０１Ａ　紅白幕
　１８０㎝巾×５間　天竺木綿　￥３４，６００

Ｋ８－４ ／ ０１４００１０２Ｃ　紅白幕
　１８０㎝巾×３間　ナイロン　￥５３，５００

Ｋ８－３ ／ ０１４００１０１Ｄ　紅白幕
　１８０㎝巾×２間　天竺木綿　￥１１，２００

０１４００２０４Ａ　紅白幕
　９０㎝巾×５間　金巾　￥１４，０００

Ｋ８－４ ／ ０１４００１０２Ｅ　紅白幕
　１８０㎝巾×１間　ナイロン　￥２０，２００

０１４００２０４Ａ　紅白幕
　９０㎝巾×５間　金巾　￥１９，６００

Ｋ８－３ ／ ０１４００１０１Ｅ　紅白幕
　１８０㎝巾×１間　天竺木綿　￥９，９００

Ｋ８－４ ／ ０１４００１０２Ｅ　紅白幕
　１８０㎝巾×１間　ナイロン　￥１１，０００

０１４００２０４Ｂ　紅白幕
　９０㎝巾×４間　金巾　￥１２，２８０

Ｋ８－４ ／ ０１４００１０２Ａ　紅白幕
　１８０㎝巾×５間　ナイロン　￥８７，２００

Ｋ８－４ ／ ０１４００１０２Ｂ　紅白幕
　１８０㎝巾×４間　ナイロン　￥２５，０００

０１４００２０４Ｄ　紅白幕
　９０㎝巾×２間　金巾　￥８，８００

０１４００２０４Ｅ　紅白幕
　９０㎝巾×１間　金巾　￥３，４００

Ｋ８－３ ／ ０１４００１０１Ｂ　紅白幕
　１８０㎝巾×４間　天竺木綿　￥２０，８００

Ｋ８－４ ／ ０１４００１０２Ｄ　紅白幕
　１８０㎝巾×２間　ナイロン　￥３９，９００

Ｋ８－４ ／ ０１４００１０２Ｃ　紅白幕
　１８０㎝巾×３間　ナイロン　￥２０，０００

Ｋ８－１４ ／ ０１４００２０７Ｄ　紅白幕
　４５㎝巾×２間　金巾　￥３，９６０

Ｋ８－３ ／ ０１４００１０１Ｃ　紅白幕
　１８０㎝巾×３間　天竺木綿　￥１６，６００

Ｋ８－３ ／ ０１４００１０１Ｃ　紅白幕
　１８０㎝巾×３間　天竺木綿　￥２３，５００

０１４００４０１Ａ　防炎加工紅白幕
　１８０㎝巾×５間　天竺木綿　￥５２，８００

０１４００４０１Ａ　防炎加工紅白幕
　１８０㎝巾×５間　天竺木綿　￥５６，０００

０１４００４０１Ｂ　防炎加工紅白幕
　１８０㎝巾×４間　天竺木綿　￥４２，０００

Ｋ８－２１ ／ ０１４００２１５Ｅ　紅白幕
　４５㎝巾×１間　ポンジ　￥２，０００

Ｋ８－１４ ／ ０１４００２０７Ｃ　紅白幕
　４５㎝巾×３間　金巾　￥９，９００

Ｋ８－３ ／ ０１４００１０１Ａ　紅白幕
　１８０㎝巾×５間　天竺木綿　￥２４，８００

Ｋ８－３ ／ ０１４００１０１Ｄ　紅白幕
　１８０㎝巾×２間　天竺木綿　￥１５，４００

Ｋ８－１２ ／ ０１４００２０５Ａ　紅白幕
　７０㎝巾×５間　金巾　￥１３，０００

０１４００４０１Ｄ　防炎加工紅白幕
　１８０㎝巾×２間　天竺木綿　￥２４，７００

Ｋ８－１４ ／ ０１４００２０７Ａ　紅白幕
　４５㎝巾×５間　金巾　￥１５，４００

Ｋ８－１４ ／ ０１４００２０７Ｂ　紅白幕
　４５㎝巾×４間　金巾　￥７，７２０

Ｋ８－１４ ／ ０１４００２０７Ｂ　紅白幕
　４５㎝巾×４間　金巾　￥１２，６００

Ｋ８－１４ ／ ０１４００２０７Ｃ　紅白幕
　４５㎝巾×３間　金巾　￥５，７２０

Ｋ８－１４ ／ ０１４００２０７Ｄ　紅白幕
　４５㎝巾×２間　金巾　￥７，１００

０１４００２０２Ｂ　紅白幕
　９０㎝巾×４間　金巾　￥１６，０００

Ｋ８－３ ／ ０１４００１０１Ｅ　紅白幕
　１８０㎝巾×１間　天竺木綿　￥８，０００

Ｋ８－３ ／ ０１４００１０１Ｂ　紅白幕
　１８０㎝巾×４間　天竺木綿　￥２９，０００

Ｋ８－４ ／ ０１４００１０２Ａ　紅白幕
　１８０㎝巾×５間　ナイロン　￥３０，０００
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変更改定部：赤文字

Ｖｏｌ．１９２１（表紙：オレンジ）　旗幕幟袢天カタログ

※表示価格はすべて税別です。

備　考登録日
改定・廃番

適用日
商品名等　変更前 商品名等　変更後

表記訂正及び価格の改定・廃番のお知らせ（ページ順）

掲載頁

41 頁 → 2022/12/01 2022/09/27
価格改定
※在庫なくなり次第適用

42 頁 → 2022/06/01 2022/05/18
価格改定
(2022/06/01受注分より)

42 頁 → 次回受注より 2023/05/11
価格改定
(次回受注分より)

43 頁 →
なくなり次第

廃番
2021/04/23

代替商品については
お問い合わせ下さい

44 頁 → 2022/04/01 2022/03/08 価格改定

44 頁 → 2022/04/01 2022/03/08 価格改定

44 頁 → 2022/04/01 2022/03/08 価格改定

44 頁 → 2022/04/01 2022/03/08 価格改定

44 頁 → 2022/04/01 2022/03/08 価格改定

44 頁 → 2023/05/01 2023/03/28
価格改定
(2023/05/01受注分より)

44 頁 →
なくなり次第

廃番
2022/03/08

44 頁 → 2022/04/01 2022/03/08 価格改定

44 頁 → 2023/05/01 2023/03/28
価格改定
(2023/05/01受注分より)

44 頁 →
なくなり次第

廃番
2022/03/08

45 頁 → 2022/04/01 2022/03/10 掛け率改定

46 頁 → 2022/04/01 2022/03/10 掛け率改定

47 頁 → 2022/04/01 2022/03/10 掛け率改定

48 頁 → 2022/04/01 2022/03/10 掛け率改定

49 頁 → 2022/04/01 2022/03/10 掛け率改定

50 頁 → 2022/04/01 2022/03/10 掛け率改定

50 頁 → 2020/05/12 2020/05/12 品番の修正

50 頁 → 2020/05/12 2020/05/12 品番の修正

51 頁 → 2022/04/01 2022/03/10 掛け率改定

52 頁 → 2022/04/01 2022/03/10 掛け率改定

52 頁 → 2023/03/22 2023/03/20
価格改定
(2023/03/22受注分より)

53 頁 → 2022/04/01 2022/03/10 掛け率改定

53 頁 → 2023/03/22 2023/03/20
価格改定
(2023/03/22受注分より)

53 頁 → 2023/03/22 2023/03/20
価格改定
(2023/03/22受注分より)

54 頁 → 2020/01/01 2019/12/12 価格改定

54 頁 → 2020/01/01 2019/12/12 価格改定

ベンリー幕カン（２０ヶ入）　　 ￥８００

桜ボンボリ　１０号　　￥１，７００

連続旗　旭光旗　　　　Ｈ－４　　￥９，３００

アルミ伸縮ポール　ＳＫＭ－４型
　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥１５，７００

連続旗 万国旗三角入 ２１枚付　Ｈ－５
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥７，１００

連続旗 万国旗三角入 ２１枚付　Ｈ－５
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥７，６００

ビニール提灯　Ⓕ

テトロン製国旗　70×105㎝・90×135㎝
　　該当15カ国：ｱﾒﾘｶ・ｲｷﾞﾘｽ・ﾌﾗﾝｽ・ｲﾀﾘｱ・ﾄﾞｲﾂ
　　　ｽｲｽ・大韓民国・台湾・中国・ｽｳｪｰﾃﾞﾝ・ﾀｲ
　　　ｵｰｽﾄﾗﾘｱ・ﾛｼｱ・ｶﾅﾀﾞ・ﾌﾞﾗｼﾞﾙ・ｲﾝﾄﾞ・ﾍﾞﾄﾅﾑ

ビニール提灯Ⓔ

アルミ伸縮ポール　ＳＫＭ－４型
　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥１３，２００

０１４００４０１Ｅ　防炎加工紅白幕
　１８０㎝巾×１間　天竺木綿　￥１２，４００

０１４００４０１Ｅ　防炎加工紅白幕
　１８０㎝巾×１間　天竺木綿　￥１５，８００

ビニール提灯Ⓔ

ビニール提灯　二尺五寸丸
　　　　　　　白　黒枠　　　　　　４５２６

３５１　一号弓張　　　　　￥２，０００ ３５１　一号弓張　　　　　都度お見積

１０４　紙製尺丸　白　両面祭（赤文字）
　　　　　　　　　　　　　　　￥１，９６０

１０４　紙製尺丸　白　両面祭（赤文字）
　　　　　　　　　　　　　　　￥２，５００

ハート風車　１０個付　 Ｆ－４　　￥１０，０００

プチ風車　１０個付　　Ｆ－５　　　￥１０，０００

ビニール提灯　二尺五寸丸
　　　　　　　赤　黒枠　　　　　　４５２７

ベンリー幕カン（２０ヶ入）　　 都度お見積

うずまき風車　１０個付　Ｆ－６　 ￥１２，０００

ビニール提灯Ⓔ ビニール提灯　Ⓕ

ビニール提灯　Ⓕ

紙提灯Ⓔ

ビニール提灯　二尺五寸丸
　　　　　　　白　黒枠　　　　　　４５２７

連続旗　半円のれん　Ｈ－３　　￥５，０００

連続旗　旭光旗　　　　Ｈ－４　　￥８，１００

連続旗 三角旗 ２３枚付 Ｈ－１　￥４，４００

ビニール提灯Ⓔ

桜ボンボリ　　８号　　￥１，４３０

ビニール提灯Ⓔ

祭禮提灯Ⓔ

桜ボンボリ　１０号　　￥１，５６０

弓張提灯Ⓔ 弓張提灯　Ⓕ

くるくる風車　１０個付　Ｆ－１　　￥１０，８５０

祭禮提灯　Ⓕ

紙提灯　Ⓕ

プチ風車　１０個付　　Ｆ－５　　　￥１０，８５０

うずまき風車　１０個付　Ｆ－６　 ￥１１，０００

くるくる風車　１０個付　Ｆ－１　　￥１０，０００

ビニール提灯　二尺五寸丸
　　　　　　　赤　黒枠　　　　　　４５２６

ビニール提灯　Ⓕ

１０５　紙製尺丸　赤　両面祭（白文字）
　　　　　　　　　　　　　　　￥２，２００

１０５　紙製尺丸　赤　両面祭（白文字）
　　　　　　　　　　　　　　　￥２，７００

フラワー風車　１０個付　Ｆ－３　 ￥１０，０００

ビニール提灯Ⓔ

連続旗　Ｗ三角旗　　　Ｈ－９　　￥６，５００

桜ボンボリ　　８号　　￥１，５００

フラワー風車　１０個付　Ｆ－３　 ￥１０，８５０

ビニール提灯　Ⓕ

ビニール提灯　Ⓕ

連続旗 三角旗 ２３枚付 Ｈ－１　￥４，６００

ハート風車　１０個付　 Ｆ－４　　￥１０，８５０
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掲載頁

54 頁 →
なくなり次第

廃番
2022/06/17

54 頁 → 2023/04/01 2023/03/02
価格改定
(2023/04/01出荷分より)

54 頁 → 2023/04/01 2023/03/02
価格改定
(2023/04/01出荷分より)

55 頁 → 2019/08/20 2019/08/19 品番の修正

55 頁 → 2021/09/01 2021/06/24
価格改定
(9/1受注分より)

55 頁 → 2021/09/01 2021/06/24
価格改定
(9/1受注分より)

55 頁 → 2021/09/01 2021/06/24
価格改定
(9/1受注分より)

55 頁 → 2021/09/01 2021/06/24
価格改定
(9/1受注分より)

55 頁 → 2021/09/01 2021/06/24
価格改定
(9/1受注分より)

55 頁 → 2021/09/01 2021/06/24
価格改定
(9/1受注分より)

55 頁 → 2021/09/01 2021/06/24
価格改定
(9/1受注分より)

56 頁 → 2023/04/01 2023/03/02 掛け率改定

56 頁 → 2022/04/01 2022/03/10 掛け率改定

56 頁 → 2021/09/01 2021/06/24
価格改定
(9/1受注分より)

56 頁 → 2021/09/01 2021/06/24
価格改定
(9/1受注分より)

56 頁 → 2022/07/21 2022/07/21 仕様修正

56 頁 → 2021/09/01 2021/06/24
価格改定
(9/1受注分より)

56 頁 → 2022/07/21 2022/07/21 仕様修正

56 頁 → 2021/09/01 2021/06/24
価格改定
(9/1受注分より)

56 頁 → 2022/07/21 2022/07/21 仕様修正

56 頁 → 2021/09/01 2021/06/24
価格改定
(9/1受注分より)

56 頁 → 2021/09/01 2021/06/24
価格改定
(9/1受注分より)

56 頁 → 2021/09/01 2021/06/24
価格改定
(9/1受注分より)

56 頁 → 2021/05/06 2021/02/03 価格改定

56 頁 → 2021/05/06 2021/02/03 価格改定

56 頁 → 2021/05/06 2021/02/03 価格改定

56 頁 → 2021/05/06 2021/02/03 価格改定

56 頁 → 2021/05/06 2021/02/03 価格改定

56 頁 → 2021/09/21 2021/09/21 型番・品番の変更

57 頁 → 2022/09/01 2022/08/29 価格改定

57 頁 → 2022/09/01 2022/08/29 価格改定

ｂｂ１０　尺ボンボリ　　 　￥１，８５０ ｂｂ１０　尺ボンボリ　　　 ￥２，２００

提灯用ソケットコード　　４灯用　　　￥１３，４００

提灯用ソケット　４個用　　　　　￥７，６００

提灯用ソケットコード　３灯用　５ｍ／電球別

提灯用ソケットコード　５灯用　８ｍ／電球別

ｂｂ１２　尺二ボンボリ　　￥２，５００

ＬＥＤ電球一体型提灯コード　１０灯式１０ｍ
　　　　　　　　ＣＣＬＢ０５０Ｌ１０Ｐ１０

ＬＥＤローソク型電池　Ⓖ

ＬＥＤ電球一体型提灯コード
　　　１０灯式　全長１０m　　　￥５７，６００

ＬＥＤ電球一体型提灯コード
　　　５灯式　全長５m　　　　　￥２７，６００

ＬＥＤ電球一体型提灯コード
　　　１０灯式　全長５m　　　　￥４８，５００

ＬＥＤ電球一体型提灯コード
　　　１０灯式　全長１０m　　　￥５１，５００

ＬＥＤ電球一体型提灯コード
　　　１０灯式　全長５m　　　　￥５４，２００

ＬＥＤローソク型電池　Ⓕ

提灯用ソケットコード　　１灯用　　　　￥４，３２０

提灯用ソケットコード　５灯用　７ｍ／電球別

提灯用ソケットコード　２０灯用　　　￥４６，５００

提灯用ソケット　２個用　　　　　￥４，２００

祭り袢天　【大人用】　Ａ柄　特大人（Ｍ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥６，１００

提灯用ソケット　１個用　　　　　￥３，０００

提灯用ソケットコード　４灯用　６ｍ／電球別

提灯用ソケットコード　３０灯用　　　￥６７，０００

祭り袢天　【大人用】　Ａ柄　特大人（Ｍ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥６，６５０

提灯用ソケットコード　　５灯用　　　￥１５，６００

提灯用ソケットコード　３０灯用　　　￥８３，７００

延長コード　１０ｍ　防水プラグ・コネクター付
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥９，８６０

提灯用ソケットコード　　５灯用　　　￥１４，２００

ちょうちんぶライト　Ⓕ

提灯用ソケットコード　１０灯用　　　￥２５，６００

提灯用ソケット　３個用　　　　　￥６，６００

提灯用ソケット　１個用　　　　　￥２，６００

延長コード　１０ｍ　防水プラグ・コネクター付
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥８，６８０

延長コード　５ｍ　防水プラグ・コネクター付
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥６，９４０

提灯用ソケット　５個用　　　　　￥９，２００

提灯用ソケットコード　２０灯用　　　￥５８，８００

祭り袢天　【大人用】　Ａ柄　大人（Ｓ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥５，７５０

ＬＥＤ電球一体型提灯コード
　　　５灯式　全長２．５m　　　￥２６，０００

提灯用ソケットコード　　３灯用　　　￥１０，８００

ちょうちんぶライト　Ⓘ（アイ）

提灯用ソケット　４個用　　　　　￥８，８００

提灯用ソケットコード　４灯用　７ｍ／電球別

提灯用ソケットコード　　３灯用　　　￥１０，０００

提灯用ソケットコード　　１灯用　　　　￥３，７００

提灯用ソケット　２個用　　　　　￥４，８００

延長コード　３ｍ　防水プラグ・コネクター付
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥４，８６０

提灯用ソケットコード　３灯用　６ｍ／電球別

提灯用ソケットコード　　４灯用　　　￥１２，２００

ＬＥＤ電球一体型提灯コード
　　　５灯式　全長２．５m　　　￥２９，０００

提灯用ソケット　３個用　　　　　￥６，０００

延長コード　３ｍ　防水プラグ・コネクター付
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥５，４８０

桜ボンボリ　　８号　　￥１，５００

ｂｂ１２　尺二ボンボリ　　￥３，０００

ＬＥＤ電球一体型提灯コード　１０灯式１０ｍ
　　　　　　　　ＣＣＬＢ１００Ｌ１０Ｐ１０

祭り袢天　【大人用】　Ａ柄　大人（Ｓ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥６，５００

延長コード　５ｍ　防水プラグ・コネクター付
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥５，９００

提灯用ソケットコード　１０灯用　　　￥３３，０００

ＬＥＤローソク電池灯　LC-312　品番：６８６９ ＬＥＤローソク電池灯　LC-323　品番：６８６９Ｓ

提灯用ソケット　５個用　　　　　￥１０，６００

ＬＥＤ電球一体型提灯コード
　　　５灯式　全長５m　　　　　￥３１，０００
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掲載頁

57 頁 → 2022/09/01 2022/08/29 価格改定

57 頁 → 2022/09/01 2022/08/29 価格改定

57 頁 → 2022/09/01 2022/08/29 価格改定

57 頁 → 2022/09/01 2022/08/29 価格改定

57 頁 → 2022/09/01 2022/08/29 価格改定

57 頁 → 2022/09/01 2022/08/29 価格改定

57 頁 → 2022/09/01 2022/08/29 価格改定

57 頁 → 2022/09/01 2022/08/29 価格改定

57 頁 → 2022/09/01 2022/08/29 価格改定

57 頁 → 2022/09/01 2022/08/29 価格改定

57 頁 → 2022/09/01 2022/08/29 価格改定

57 頁 → 2022/09/01 2022/08/29 価格改定

57 頁 → 2022/09/01 2022/08/29 価格改定

57 頁 → 2022/09/01 2022/08/29 価格改定

57 頁 → 2022/09/01 2022/08/29 価格改定

57 頁 → 2022/09/01 2022/08/29 価格改定

57 頁 → 2022/09/01 2022/08/29 価格改定

57 頁 → 2022/09/01 2022/08/29 価格改定

57 頁 → 2022/09/01 2022/08/29 価格改定

58 頁 → 2022/09/01 2022/08/29 価格改定

58 頁 → 2022/09/01 2022/08/29 価格改定

58 頁 → 2022/09/01 2022/08/29 価格改定

58 頁 → 2022/09/01 2022/08/29 価格改定

58 頁 → 2022/09/01 2022/08/29 価格改定

58 頁 → 2022/09/01 2022/08/29 価格改定

58 頁 → 2022/09/01 2022/08/29 価格改定

58 頁 → 2022/09/01 2022/08/29 価格改定

祭り袢天　【子供用】　Ａ柄　１５０サイズ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥６，３５０

祭り袢天　【子供用】　Ｂ柄　１００サイズ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥３，４５０

祭り袢天 【子供用】
ＴＹ－Ｂ（青）・ＴＹ－Ｒ（赤）　吉原柄
　１３０サイズ                       ￥５，４００

祭り袢天　【大人用】　Ｃ柄　大人（Ｓ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥６，５００

祭り袢天　【大人用】　Ｃ柄　特々大人（Ｌ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥７，０００

祭り袢天 【子供用】
ＴＹ－Ｂ（青）・ＴＹ－Ｒ（赤）　吉原柄
　１１０サイズ                       ￥４，７００

祭り袢天 【大人用】
ＴＫ－Ｂ（青）・ＴＫ－Ｒ（赤）　市松柄
　Ｌ寸                      　　　　￥７，３５０

祭り袢天 【大人用】
ＴＫ－Ｂ（青）・ＴＫ－Ｒ（赤）　市松柄
　ＬＬ寸                      　　　￥８，８００

祭り袢天　【子供用】　Ｃ柄　１４０サイズ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥５，２００

祭り袢天　【大人用】　Ｃ柄　特大人（Ｍ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥６，１００

祭り袢天　【子供用】　Ａ柄　１３０サイズ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥４，８５０

祭り袢天 【子供用】
ＴＫ－Ｂ（青）・ＴＫ－Ｒ（赤）　市松柄
　１１０サイズ                      ￥４，３００

祭り袢天　【子供用】　Ａ柄　１４０サイズ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥５，２００

祭り袢天　【子供用】　Ｃ柄　１３０サイズ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥４，７００

祭り袢天　【子供用】　Ｃ柄　１１０サイズ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥４，２００

祭り袢天　【子供用】　Ｃ柄　１４０サイズ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥５，０５０

祭り袢天 【子供用】
ＴＹ－Ｂ（青）・ＴＹ－Ｒ（赤）　吉原柄
　１３０サイズ                      ￥５，２００

祭り袢天　【子供用】　Ｃ柄　１１０サイズ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥３，８００

祭り袢天　【子供用】　Ｂ柄　１１０サイズ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥３，８００

祭り袢天　【子供用】　Ｂ柄　１３０サイズ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥４，８５０

祭り袢天　【子供用】　Ｂ柄　１４０サイズ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥５，０５０

祭り袢天 【子供用】
ＴＫ－Ｂ（青）・ＴＫ－Ｒ（赤）　市松柄
　１１０サイズ                      ￥４，７００

祭り袢天 【子供用】
ＴＫ－Ｂ（青）・ＴＫ－Ｒ（赤）　市松柄
　１３０サイズ                      ￥５，２００

祭り袢天 【子供用】
ＴＫ－Ｂ（青）・ＴＫ－Ｒ（赤）　市松柄
　１３０サイズ                      ￥５，４００

祭り袢天　【子供用】　Ｂ柄　１４０サイズ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥５，２００

祭り袢天　【大人用】　Ａ柄　特々大人（Ｌ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥６，４５０

祭り袢天　【大人用】　Ａ柄　特々大人（Ｌ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥７，０００

祭り袢天　【子供用】　Ａ柄　１００サイズ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥４，０５０

祭り袢天　【子供用】　Ｂ柄　１００サイズ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥４，０５０

祭り袢天　【子供用】　Ａ柄　１１０サイズ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥３，８００

祭り袢天　【子供用】　Ａ柄　１１０サイズ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥４，２００

祭り袢天　【子供用】　Ｂ柄　１１０サイズ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥４，２００

祭り袢天　【子供用】　Ｃ柄　１５０サイズ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥６，３５０

祭り袢天 【大人用】
ＴＫ－Ｂ（青）・ＴＫ－Ｒ（赤）　市松柄
　Ｍ寸                      　　　　￥７，０００

祭り袢天 【大人用】
ＴＫ－Ｂ（青）・ＴＫ－Ｒ（赤）　市松柄
　Ｌ寸                      　　　　￥７，９５０

祭り袢天 【子供用】
ＴＫ－Ｂ（青）・ＴＫ－Ｒ（赤）　市松柄
　１４０サイズ                      ￥５，５５０

祭り袢天 【子供用】
ＴＫ－Ｂ（青）・ＴＫ－Ｒ（赤）　市松柄
　１４０サイズ                      ￥５，８００

祭り袢天　【子供用】　Ｃ柄　１３０サイズ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥４，８５０

祭り袢天　【子供用】　Ｃ柄　１００サイズ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥３，４５０

祭り袢天　【大人用】　Ｃ柄　大人（Ｓ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥５，７５０

祭り袢天　【子供用】　Ａ柄　１５０サイズ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥５，４００

祭り袢天　【子供用】　Ｂ柄　１５０サイズ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥５，４００

祭り袢天 【子供用】
ＴＹ－Ｂ（青）・ＴＹ－Ｒ（赤）　吉原柄
　１１０サイズ                      ￥４，３００

祭り袢天　【子供用】　Ｂ柄　１３０サイズ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥４，７００

祭り袢天 【大人用】
ＴＫ－Ｂ（青）・ＴＫ－Ｒ（赤）　市松柄
　Ｍ寸                      　　　　￥７，５５０

祭り袢天　【子供用】　Ａ柄　１３０サイズ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥４，７００

祭り袢天　【大人用】　Ｃ柄　特大人（Ｍ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥６，６５０

祭り袢天　【子供用】　Ａ柄　１４０サイズ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥５，０５０

祭り袢天　【子供用】　Ｂ柄　１５０サイズ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥６，３５０

祭り袢天　【大人用】　Ｃ柄　特々大人（Ｌ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥６，４５０

祭り袢天　【子供用】　Ｃ柄　１００サイズ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥４，０５０

祭り袢天　【子供用】　Ａ柄　１００サイズ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥３，４５０

祭り袢天　【子供用】　Ｃ柄　１５０サイズ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥５，４００

祭り袢天 【大人用】
ＴＫ－Ｂ（青）・ＴＫ－Ｒ（赤）　市松柄
　ＬＬ寸                      　　　￥７，７００
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変更改定部：赤文字

Ｖｏｌ．１９２１（表紙：オレンジ）　旗幕幟袢天カタログ

※表示価格はすべて税別です。

備　考登録日
改定・廃番

適用日
商品名等　変更前 商品名等　変更後

表記訂正及び価格の改定・廃番のお知らせ（ページ順）

掲載頁

58 頁 → 2022/09/01 2022/08/29 価格改定

58 頁 → 2022/09/01 2022/08/29 価格改定

58 頁 → 2022/09/01 2022/08/29 価格改定

58 頁 → 2022/09/01 2022/08/29 価格改定

58 頁 → 2022/09/01 2022/08/29 価格改定

58 頁 → 2022/09/01 2022/08/29 価格改定

58 頁 → 2022/09/01 2022/08/29 価格改定

58 頁 → 2022/09/01 2022/08/29 価格改定

58 頁 → 2022/09/01 2022/08/29 価格改定

58 頁 → 2022/09/01 2022/08/29 価格改定

58 頁 → 2022/09/01 2022/08/29 価格改定

58 頁 → 2022/09/01 2022/08/29 価格改定

58 頁 → 2022/09/01 2022/08/29 価格改定

58 頁 → 2022/09/01 2022/08/29 価格改定

58 頁 → 2022/09/01 2022/08/29 価格改定

58 頁 → 2022/09/01 2022/08/29 価格改定

59 頁 →
在庫なくなり次

第変更
2022/10/27

素材変更
(在庫なくなり次第変更）

59 頁 →
在庫なくなり次

第変更
2022/10/27

素材変更
(在庫なくなり次第変更）

59 頁 →
在庫なくなり次

第変更
2022/10/27

素材変更
(在庫なくなり次第変更）

59 頁 →
在庫なくなり次

第変更
2022/10/27

素材変更
(在庫なくなり次第変更）

59 頁

59 頁

59 頁

60 頁 → 次回受注より 2023/05/01
価格改定
(次回受注より)

60 頁 → 次回受注より 2023/05/01
価格改定
(次回受注より)

60 頁 → 次回受注より 2023/05/01
価格改定
(次回受注より)

　　　子供用　DM-6008・DM-6009・DM-6001

手拭　差分豆 　　　　　　　　　 ￥２５０

手拭　祭巴入　　　　　　　　　　￥３３５

2022/09/20
価格改定
(2022/10/03受注分より)

2022/09/20

　　　　　　　中　　　　　　￥３，３００

2022/10/03

価格改定
(2022/10/03受注分より)

袢天帯 【大人用】　Ｆ柄帯（芯入）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥１，８００

手拭　必勝　文字：赤 　　　 　 ￥３２５

手拭　必勝　日の丸入 　　　　￥２４０

祭り袢天 【子供用】
ＴＹ－Ｂ（青）・ＴＹ－Ｒ（赤）　吉原柄
　１４０サイズ                      ￥５，５５０

祭り袢天　ＤＭ－６３４７（赤）（大人用）
　素材：オックスフォード

祭り袢天　ＤＭ－６３４７（赤）（大人用）
　素材：天竺

祭り袢天　ＤＭ－６４１０（ブルー）（大人用）
　素材：天竺

手拭　赤豆　 　　　　　　　　　　￥２４０

祭り袢天　ＤＭ－６３３８（赤）（大人用）
　素材：天竺

　　　　　　　特大　　　　　￥４，３００

手拭　祭巴入　　　　　　　　　　￥２８０

祭り袢天 【大人用】
ＴＹ－Ｂ（青）・ＴＹ－Ｒ（赤）　吉原柄
　ＬＬ寸                     　　　　 ￥８，８００

祭り袢天 【大人用】
ＴＹ－Ｂ（青）・ＴＹ－Ｒ（赤）　吉原柄
　Ｌ寸                      　　　　￥７，３５０

祭り袢天 【子供用】
ＴＹ－Ｂ（青）・ＴＹ－Ｒ（赤）　吉原柄
　１４０サイズ                       ￥５，８００

祭り袢天 【大人用】
ＴＹ－Ｂ（青）・ＴＹ－Ｒ（赤）　吉原柄
　Ｍ寸                      　　　　￥７，０００

祭り袢天 【大人用】
ＴＹ－Ｂ（青）・ＴＹ－Ｒ（赤）　吉原柄
　Ｍ寸                     　　　　　￥７，５５０

大人・子供共通柄袢天

手拭　祭豆　 　　　　　　　　　　￥３２５

祭り袢天　ＤＭ－６６６８（白・黒）（大人用）
　素材：オックスフォード

手拭　祭豆　 　　　　　　　　　　￥２５０

　　　　　　　ジュニア　　　￥４，８００

袢天　　　Ｓ－９２２４　　　　　￥９，３００

　　　　　　　中　　　　　　￥３，０００

→

袢天帯 【大人用】　Ｄ柄帯　　 ￥２，２００

袢天帯 【大人用】　Ｅ柄帯（芯入）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥１，８００

祭り袢天 【大人用】
ＴＹ－Ｂ（青）・ＴＹ－Ｒ（赤）　吉原柄
　Ｌ寸                     　　　　　 ￥７，９５０

祭り袢天 【大人用】
ＴＹ－Ｂ（青）・ＴＹ－Ｒ（赤）　吉原柄
　ＬＬ寸                      　　　￥７，７００

手拭　差分豆 　　　　　　　　　 ￥３２５

　　　子供用　DM-6008・DM-6009・DM-6001

大人・子供共通柄袢天

2022/09/202022/10/03

大人・子供共通柄袢天

2022/10/03

価格改定
(2022/10/03受注分より)

　　　　　　　ジュニア　　　￥４，５００

→

大人・子供共通柄袢天

袢天帯 【大人用】　Ｄ柄帯　　 ￥１，８００

→

手拭　青豆　 　　　　　　　　　　￥３２５

袢天帯 【大人用】　Ｆ柄帯（芯入）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥１，８００

袢天帯 【大人用】　Ｆ柄帯（芯入）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥２，１５０

手拭　赤豆　 　　　　　　　　　　￥３２５

手拭　必勝　日の丸入 　　　　￥３２５

手拭　必勝　文字：黒 　　　 　 ￥２４０ 手拭　必勝　文字：黒 　　　 　 ￥３２５

祭り袢天　ＤＭ－６３３８（赤）（大人用）
　素材：オックスフォード

大人・子供共通柄袢天

　　　子供用　DM-6008・DM-6009・DM-6001

　　　　　　　特大　　　　　￥４，６００

手拭　必勝　文字：赤  　　　 　￥２４０

袢天帯 【大人用】　Ｆ柄帯（芯入）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥２，１５０

　　　子供用　DM-6008・DM-6009・DM-6001

手拭　青豆　 　　　　　　　　　　￥２４０

大人・子供共通柄袢天

　　　子供用　DM-6008・DM-6009・DM-6001

祭り袢天　ＤＭ－６６６８（白・黒）（大人用）
　素材：天竺

祭り袢天　ＤＭ－６４１０（ブルー）（大人用）
　素材：オックスフォード

袢天帯 【大人用】　Ｅ柄帯（芯入）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥２，１５０

　　　子供用　DM-6008・DM-6009・DM-6001

袢天　　　Ｓ－９２２４　　　　　￥６，９００

P59～70　商品は､一部､都度お見積とさせて頂きます。ご迷惑をおかけしますが､宜しくお願いします。

袢天　　　Ｓ－９３０４　　　　　￥７，９００

（※「S－～」の商品は価格改定させていただきました。）

袢天　　　Ｓ－９１５７　　　　　￥８，０００ 袢天　　　Ｓ－９１５７　　　　　￥１１，０００

袢天　　　Ｓ－９３０４　　　　　￥９，８００
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変更改定部：赤文字

Ｖｏｌ．１９２１（表紙：オレンジ）　旗幕幟袢天カタログ

※表示価格はすべて税別です。

備　考登録日
改定・廃番

適用日
商品名等　変更前 商品名等　変更後

表記訂正及び価格の改定・廃番のお知らせ（ページ順）

掲載頁

60 頁 → 次回受注より 2023/05/01
価格改定
(次回受注より)

60 頁 → 次回受注より 2023/05/01
価格改定
(次回受注より)

60 頁 → 次回受注より 2023/05/01
価格改定
(次回受注より)

60 頁 → 次回受注より 2023/05/01
価格改定
(次回受注より)

60 頁 → 次回受注より 2023/05/01
価格改定
(次回受注より)

60 頁 → 次回受注より 2023/05/01
価格改定
(次回受注より)

60 頁 → 次回受注より 2023/05/01
価格改定
(次回受注より)

60 頁 → 次回受注より 2023/05/01
価格改定
(次回受注より)

60 頁 → 次回受注より 2023/05/01
価格改定
(次回受注より)

60 頁 → 次回受注より 2023/05/01
価格改定
(次回受注より)

60 頁 → 次回受注より 2023/05/01
価格改定
(次回受注より)

60 頁 → 次回受注より 2023/05/01
価格改定
(次回受注より)

60 頁 → 次回受注より 2023/05/01
価格改定
(次回受注より)

60 頁 → 次回受注より 2023/05/01
価格改定
(次回受注より)

60 頁 → 次回受注より 2023/05/01
価格改定
(次回受注より)

60 頁 → 次回受注より 2023/05/01
価格改定
(次回受注より)

60 頁 → 次回受注より 2023/05/01
価格改定
(次回受注より)

60 頁 → 次回受注より 2023/05/01
価格改定
(次回受注より)

60 頁 → 次回受注より 2023/05/01
価格改定
(次回受注より)

60 頁 → 次回受注より 2023/05/01
価格改定
(次回受注より)

60 頁 → 次回受注より 2023/05/01
価格改定
(次回受注より)

61 頁 → 2022/09/01 2022/08/29 価格改定

61 頁 → 2022/09/01 2022/08/29 価格改定

61 頁 → 2022/09/01 2022/08/29 価格改定

61 頁 → 2022/09/01 2022/08/29 価格改定

61 頁 → 2022/09/01 2022/08/29 価格改定

62 頁 → 次回受注より 2023/05/01
価格改定
(次回受注より)

63 頁 → 次回受注より 2023/05/01
価格改定
(次回受注より)

売出し袢天
ＨＯ－０５１Ｂ（青）・Ｒ（赤）・Ｙ（黄）
大売出し短冊柄                   ￥４，６５０

売出し袢天
ＨＯ－０１０Ｂ（青）・Ｒ（赤）
大売出し市松柄                   ￥６，２００

売出し袢天
ＨＯ－０１０Ｂ（青）・Ｒ（赤）
大売出し市松柄                   ￥６，９５０

袢天（大人用）
　　　　　　Ｓ－９４８０　　　　　￥６，５００

袢天（子供用）　３号
　　　　　　Ｓ－９６２７　　　　　￥３，５００

袢天（大人用）
　　　　　　　　Ｓ－９４８２　　　￥５，１００

袢天（大人用）
　　　　　　Ｓ－９４８０　　　　　￥５，１００

売出し袢天
ＨＯ－０５１Ｂ（青）・Ｒ（赤）・Ｙ（黄）
大売出し短冊柄                   ￥５，８００

袢天（大人用）
　　　　　　Ｓ－９５０６　　　　　￥５，１００

袢天（子供用）　３号
　　　　　　Ｓ－９６２７　　　　　￥２，４００

柄入袢天
Ｍ－２１（赤）・（青）・（濃紺）
吉原柄                   　　　　　 ￥６，２００

柄入袢天
Ｍ－２０（赤）・（青）・（濃紺）
波柄                   　　　　　　　￥６，２００

柄入袢天
Ｍ－２０（赤）・（青）・（濃紺）
波柄                   　　　　　　　￥６，９５０

袢天（大人用）
　　　　　　　　Ｓ－９４８２　　　￥６，５００

袢天（大人用）
　　　　　　Ｓ－９５０６　　　　　￥６，５００

袢天（子供用）　３号
　　　　　　　　Ｓ－９６２３　　　￥３，５００

袢天（子供用）　４号
　　　　　　　　Ｓ－９６２３　　　￥２，７００

袢天（子供用）　７号
　　　　　　　　Ｓ－９６２３　　　￥６，１００

袢天（子供用）　３号
　　　　　　Ｓ－９６２６　　　　　￥２，４００

袢天（子供用）　３号
　　　　　　Ｓ－９６２６　　　　　￥３，５００

袢天（子供用）　４号
　　　　　　Ｓ－９６２６　　　　　￥２，７００

袢天（子供用）　７号
　　　　　　Ｓ－９６２８　　　　　￥４，２００

袢天（子供用）　７号
　　　　　　Ｓ－９６２８　　　　　￥６，１００

無地袢天
　　Ｓ－９４５１～９４６７　　　　　￥３，０００

無地袢天
　　Ｓ－９４５１～９４６７　　　　　￥４，４００

柄入袢天
Ｍ－２２（赤）・（黄）・（緑）・（ピンク）・（ブルー）
市松柄                   　　　　　 ￥６，２００

柄入袢天
Ｍ－２２（赤）・（黄）・（緑）・（ピンク）・（ブルー）
市松柄                   　　　　　 ￥６，９５０

袢天（子供用）　４号
　　　　　　Ｓ－９６２６　　　　　￥４，０００

袢天（子供用）　５号
　　　　　　Ｓ－９６２６　　　　　￥３，６００

袢天（子供用）　５号
　　　　　　Ｓ－９６２６　　　　　￥４，５００

袢天（子供用）　７号
　　　　　　Ｓ－９６２６　　　　　￥４，２００

袢天（子供用）　７号
　　　　　　Ｓ－９６２６　　　　　￥６，１００

袢天　　　　　Ｓ－９０７３　　　　　￥４，２００ 袢天　　　　　Ｓ－９０７３　　　　　￥５，６００

袢天（子供用）　４号
　　　　　　Ｓ－９６２７　　　　　￥２，７００

袢天（子供用）　４号
　　　　　　Ｓ－９６２７　　　　　￥４，０００

袢天（子供用）　５号
　　　　　　Ｓ－９６２７　　　　　￥３，６００

袢天（子供用）　５号
　　　　　　Ｓ－９６２７　　　　　￥４，５００

袢天（子供用）　７号
　　　　　　Ｓ－９６２７　　　　　￥４，２００

袢天（子供用）　７号
　　　　　　Ｓ－９６２７　　　　　￥６，１００

袢天（大人用）
　　　　　　Ｓ－９４８１　　　　　￥５，１００

袢天（大人用）
　　　　　　Ｓ－９４８１　　　　　￥６，５００

袢天（子供用）　３号
　　　　　　Ｓ－９６２８　　　　　￥２，４００

袢天（子供用）　３号
　　　　　　Ｓ－９６２８　　　　　￥３，５００

袢天（子供用）　４号
　　　　　　Ｓ－９６２８　　　　　￥２，７００

袢天（子供用）　４号
　　　　　　Ｓ－９６２８　　　　　￥４，０００

袢天（子供用）　５号
　　　　　　Ｓ－９６２８　　　　　￥３，６００

柄入袢天
Ｍ－２１（赤）・（青）・（濃紺）
吉原柄                   　　　　　 ￥６，９５０

袢天　　　Ｓ－９３２４　　　　　￥７，９００ 袢天　　　Ｓ－９３２４　　　　　￥９，８００

袢天（子供用）　３号
　　　　　　　　Ｓ－９６２３　　　￥２，４００

袢天（子供用）　５号
　　　　　　Ｓ－９６２８　　　　　￥４，５００

袢天（子供用）　４号
　　　　　　　　Ｓ－９６２３　　　￥４，０００

袢天（子供用）　５号
　　　　　　　　Ｓ－９６２３　　　￥３，６００

袢天（子供用）　５号
　　　　　　　　Ｓ－９６２３　　　￥４，５００

袢天（子供用）　７号
　　　　　　　　Ｓ－９６２３　　　￥４，２００



2023/05/16
 

変更改定部：赤文字

Ｖｏｌ．１９２１（表紙：オレンジ）　旗幕幟袢天カタログ

※表示価格はすべて税別です。

備　考登録日
改定・廃番

適用日
商品名等　変更前 商品名等　変更後

表記訂正及び価格の改定・廃番のお知らせ（ページ順）

掲載頁

63 頁 →
なくなり次第

廃番
2020/03/30

63 頁 → 2020/05/01 2020/04/17 価格改定

63 頁 → 2020/05/01 2020/04/17 価格改定

63 頁 →
在庫なくなり次

第変更
2022/10/27

素材変更
(在庫なくなり次第変更）

63 頁

63 頁

63 頁

64 頁 → 次回受注より 2023/05/01
価格改定
(次回受注より)

64 頁 → 次回受注より 2023/05/01
価格改定
(次回受注より)

64 頁 → 次回受注より 2023/05/01
価格改定２
(次回受注より)

65 頁 →
なくなり次第

廃番
2023/05/01

65 頁 → 次回受注より 2023/05/01
価格改定２
(次回受注より)

65 頁 →
なくなり次第

廃番
2023/05/01

65 頁 → 次回受注より 2023/05/01
価格改定
(次回受注より)

65 頁 → 2020/07/01 2020/03/30 価格改定

65 頁 → 次回受注より 2023/05/01
価格改定２
(次回受注より)

65 頁 → 次回受注より 2023/05/01
価格改定
(次回受注より)

65 頁 → 廃番 2023/05/01

65 頁 → 次回受注より 2023/05/01
価格改定
(次回受注より)

65 頁 → 次回受注より 2023/05/01
価格改定２
(次回受注より)

65 頁 → 廃番 2023/05/01

65 頁 → 2020/07/01 2020/03/30 価格改定

65 頁 →
なくなり次第

廃番
2023/05/01

65 頁 → 廃番 2023/05/01

65 頁 →
なくなり次第

廃番
2020/03/30

65 頁 →
なくなり次第

廃番
2020/03/30

65 頁 → 2020/07/01 2020/03/30 価格改定

65 頁 →
なくなり次第

廃番
2023/05/01

→

よさこい衣装　パンツ（白）　Ｍ／Ｌ
　　　　　　　 Ｓ－５１１　　　　　　￥８，２００

よさこい衣装　パンツ（白）　Ｍ／Ｌ
　　　　　　　 Ｓ－５１１　　　　　　￥９，０００

よさこい衣装　パンツ（白）　Ｍ／Ｌ
　　　　　　　 Ｓ－５１１　　　　　　￥９，０００

よさこい衣装　パンツ（黒）　Ｍ／Ｌ
　　　　　　　 Ｓ－５１２　　　　　　￥８，２００

よさこい衣装　パンツ（黒）　Ｍ／Ｌ
　　　　　　　 Ｓ－５１２　　　　　　￥９，０００

よさこい衣装　パンツ（黒）　Ｍ／Ｌ
　　　　　　　 Ｓ－５１２　　　　　　￥９，０００

鉢巻　赤　　Ｓ－７５　　　　　　￥１，３００

よさこい衣装（レディース）
　　　　　　 　Ｓ－８５１７　  　　　￥１７，４００

よさこい衣装　前掛鳴子入れ
　　　　　　　 Ｓ－７２７７　　　　　￥４，０００

よさこい衣装　前掛鳴子入れ
　　　　　　　 Ｓ－７２８２　　　　　￥４，５００

イベント袢天　黒　龍
　　　　　ＤＭ－６４８１　　　　　　￥４，３００

大人子供共通柄袢天

よさこい衣装　帯
　　　　　　　 Ｓ－１９８　　　　　　￥３，８００

よさこい衣装（レディース）
　　　　　　 　Ｓ－８５１７　  　　　￥１８，５００

　　　子供用　DM-5999　特大　　　　￥４，３００

よさこい衣装（レディース）
　　　　　　　 Ｓ－８５８１　　　　　￥１１，０００

よさこい衣装　パンツ　Ｍ／Ｌ
　　　　　　　 Ｓ－５０９　　　　　　￥５，６００

よさこい衣装　パンツ　Ｍ／Ｌ
　　　　　　　 Ｓ－５０９　　　　　　￥６，５００

よさこい衣装（レディース）
　　　　　　 　Ｓ－８５４７　  　　　￥１５，４００

よさこい衣装（レディース）
　　　　　　 　Ｓ－８５４７　  　　　￥１６，８００

よさこい衣装　手甲
　　　　　　 　Ｓ－６５５６　  　　　￥３，５００

よさこい衣装　パンツ　Ｍ／Ｌ
　　　　　　　 Ｓ－５４３　　　　　　￥８，４００

よさこい衣装（レディース）
　　　　　　　 Ｓ－４５４　　　　　　￥１４，０００

よさこい衣装（レディース）
　　　　　　 　Ｓ－８５２７　  　　　￥１７，８００

2022/10/28

2022/10/28

大人子供共通柄袢天

長袢天　　　Ｓ－８５２２　　　　　￥１２，０００

鉢巻　赤　　Ｓ－７５　　　　　　￥１，３５０

価格改定

　　　子供用　DM-5999　特大　　　　￥４，６００

2022/10/27

よさこい衣装（子供用）
　　　　　　　 Ｓ－４５７　　　　　　￥９，７００

よさこい衣装　鉢巻
　　　　　　　 Ｓ－６２２８　　　　　￥２，８００

2022/10/28 2022/10/27 価格改定

価格改定

イベント袢天　黒　龍
　　　　　ＤＭ－６４８１　　　　　　￥４，４００

2022/10/27

　　　子供用　DM-5999　中　　　　　￥３，０００

→

よさこい衣装　パンツ　Ｍ／Ｌ
　　　　　　　 Ｓ－５４３　　　　　　￥８，７００

　　　子供用　DM-5999　ジュニア　　￥４，５００

大人子供共通柄袢天

　　　子供用　DM-5999　中　　　　　￥３，３００

大人子供共通柄袢天

→

　　　子供用　DM-5999　ジュニア　　￥４，８００

イベント袢天　グリーン・オレンジ　隈取
　　　　　ＤＭ－６４８３　　　　　　￥４，４００

大人子供共通柄袢天

袢天　　　　　Ｓ－９３９４　　　　　￥９，０００

長袢天　　　Ｓ－８５２２　　　　　￥１３，８００

よさこい衣装　前掛鳴子入れ
　　　　　　　 Ｓ－７２７７　　　　　￥４，５００

大人子供共通柄袢天

祭り袢天　ＤＭ－６３６３（黒・ピンク）（大人用）
　素材：オックスフォード

よさこい衣装　前掛鳴子入れ
　　　　　　　 Ｓ－７２８２　　　　　￥４，０００

長袢天　　　Ｓ－９０１２　　　　　￥６，２００ 長袢天　　　Ｓ－９０１２　　　　　￥８，７００

長袢天　　　Ｓ－９０１３　　　　　￥６，２００ 長袢天　　　Ｓ－９０１３　　　　　￥８，７００

イベント袢天　グリーン・オレンジ　隈取
　　　　　ＤＭ－６４８３　　　　　　￥４，３００

祭り袢天　ＤＭ－６３６３（黒・ピンク）（大人用）
　素材：天竺



2023/05/16
 

変更改定部：赤文字

Ｖｏｌ．１９２１（表紙：オレンジ）　旗幕幟袢天カタログ

※表示価格はすべて税別です。

備　考登録日
改定・廃番

適用日
商品名等　変更前 商品名等　変更後

表記訂正及び価格の改定・廃番のお知らせ（ページ順）

掲載頁

66 頁 →
なくなり次第

廃番
2023/05/01

66 頁 → 次回受注より 2023/05/01
価格改定２
(次回受注より)

66 頁 → 次回受注より 2023/05/01
価格改定２
(次回受注より)

65 頁 → 次回受注より 2023/05/01
価格改定
(次回受注より)

66 頁 → 廃番 2023/05/01

65 頁 → 次回受注より 2023/05/01
価格改定２
(次回受注より)

66 頁 → 廃番 2023/05/01

65 頁 → 次回受注より 2023/05/01
価格改定２
(次回受注より)

66 頁 → 2020/07/01 2020/03/30 価格改定

66 頁 →
なくなり次第

廃番
2023/05/01

66 頁 → 次回受注より 2023/05/01
価格改定２
(次回受注より)

66 頁 → 次回受注より 2023/05/01
価格改定
(次回受注より)

66 頁 → 次回受注より 2023/05/01
価格改定
(次回受注より)

67 頁 → 2020/05/01 2020/04/17 価格改定

67 頁 →
なくなり次第

廃番
2020/10/27

68 頁 → 2023/06/01 2023/04/10
価格改定
(2023/06/01受注分より)

68 頁 → 2023/06/01 2023/04/10
価格改定
(2023/06/01受注分より)

68 頁 → 2023/06/01 2023/04/10
価格改定
(2023/06/01受注分より)

68 頁 → 2023/06/01 2023/04/10
価格改定
(2023/06/01受注分より)

68 頁 → 2023/06/01 2023/04/10
価格改定
(2023/06/01受注分より)

68 頁 → 2023/06/01 2023/04/10
価格改定
(2023/06/01受注分より)

68 頁 → 2023/06/01 2023/04/10
価格改定
(2023/06/01受注分より)

68 頁 → 2023/06/01 2023/04/10
価格改定
(2023/06/01受注分より)

68 頁 → 2023/06/01 2023/04/10
価格改定
(2023/06/01受注分より)

68 頁 → 2023/06/01 2023/04/10
価格改定
(2023/06/01受注分より)

68 頁 → 2023/06/01 2023/04/10
価格改定
(2023/06/01受注分より)

68 頁 → 2023/06/01 2023/04/10
価格改定
(2023/06/01受注分より)

68 頁 → 2023/06/01 2023/04/10
価格改定
(2023/06/01受注分より)

68 頁 → 2023/06/01 2023/04/10
価格改定
(2023/06/01受注分より)

68 頁 → 2023/06/01 2023/04/10
価格改定
(2023/06/01受注分より)

68 頁 → 2023/06/01 2023/04/10
価格改定
(2023/06/01受注分より)

よさこい衣装　パンツ（白）　Ｍ／Ｌ
　　　　　　　 Ｓ－５０６　　　　　　￥５，６００

よさこい衣装　パンツ（白）　Ｍ／Ｌ
　　　　　　　 Ｓ－５０６　　　　　　￥６，５００

よさこい衣装　パンツ（白／黒）　Ｍ／Ｌ
　　　　　　　 Ｓ－５１１／５１２　 ￥８，２００

よさこい衣装　パンツ（白／黒）　Ｍ／Ｌ
　　　　　　　 Ｓ－５１１／５１２　 ￥９，０００

よさこい衣装　パンツ（白／黒）　Ｍ／Ｌ
　　　　　　　 Ｓ－５１１／５１２　 ￥９，０００

よさこい衣装　スリット入パンツ（白／黒）
　　 Ｍ／Ｌ  Ｓ－５０９／５１０　 ￥５，６００

よさこい衣装　スリット入パンツ（白／黒）
　　 Ｍ／Ｌ  Ｓ－５０９／５１０　 ￥６，５００

Ｅ－１２８７　黒腹掛　Ｓ～Ｌ　　　￥２，６００

よさこい衣装　パンツ（赤／黒／白）　Ｍ／Ｌ
　　  Ｓ－５４１／５４２／５４３　 ￥８，７００

よさこい衣装　帯
　　　　　　　 Ｓ－４３６６　　　　　￥４，２００

よさこい衣装（メンズ）
　　　　　　 　Ｓ－８５０４　  　　　￥１８，０００

白鯉口シャツ　Ｓ～３Ｌ
　　　　　　　ＤＭ－５８４７　　　　　￥２，７５０

よさこい衣装　袴風パンツ
　　　　　　　 Ｓ－５１５　　　　　　￥１９，６００

よさこい衣装　帯
　　　　　　　 Ｓ－４３６６　　　　　￥３，７００

よさこい衣装　振り袖衣装
　　　　　　　Ｓ－８５０７　　　　　 ￥２６，０００

白半袖シャツ（子ども用）　ＤＭ－５２８０
　1号～3号 ￥２，５５０／4号～7号 ￥２，９５０

よさこい衣装（メンズ）
　　　　　　 　Ｓ－８５１８　  　　　￥１２，０００

白鯉口シャツ　Ｓ～３Ｌ
　　　　　　　ＤＭ－５８４７　　　　　￥２，５５０

Ｅ－１２７５　紺腹掛　ＬＬ　　　　　￥２，６００ Ｅ－１２７５　紺腹掛　ＬＬ　　　　　￥４，１７０

Ｅ－１２７６　紺股引　３Ｌ　　　　　￥２，６００

Ｅ－１２７５　紺腹掛　３Ｌ　　　　　￥２，６００ Ｅ－１２７５　紺腹掛　３Ｌ　　　　　￥４，３２０

よさこい衣装　スリット入パンツ（白／銀）
　Ｍ／Ｌ  Ｓ－５４１／５４２／５４３　 ￥６，５００

よさこい衣装　バンダナ
　　　　　　　 Ｓ－６２１１　　　　　￥２，５００

よさこい衣装　パンツ（赤／黒／白）　Ｍ／Ｌ
　　  Ｓ－５４１／５４２／５４３　 ￥８，４００

Ｅ－１２７６　紺股引　３Ｌ　　　　　￥４，５００

Ｅ－１２７８　白股引　Ｓ～Ｌ　　　￥２，６００ Ｅ－１２７８　白股引　Ｓ～Ｌ　　　￥４，２００

Ｅ－１２７８　白股引　ＬＬ　　　　　￥２，６００ Ｅ－１２７８　白股引　ＬＬ　　　　　￥４，３５０

Ｅ－１２７８　白股引　３Ｌ　　　　　￥２，６００

よさこい衣装　袴風パンツ
　　　　　　　 Ｓ－５１５　　　　　　￥１６，８００

よさこい衣装　バンダナ
　　　　　　　 Ｓ－６２１１　　　　　￥２，０００

よさこい衣装　メタル手甲
　　　　　　　 Ｓ－６５４４　　　　　￥３，４００

Ｅ－１２７７　白腹掛　ＬＬ　　　　　￥２，６００ Ｅ－１２７７　白腹掛　ＬＬ　　　　　￥４，１７０

よさこい衣装　メタル手甲
　　　　　　　 Ｓ－６５４４　　　　　￥３，８００

Ｅ－１２７８　白股引　３Ｌ　　　　　￥４，５００

Ｅ－１２７７　白腹掛　Ｓ～Ｌ　　　￥４，０２０

Ｅ－１２７７　白腹掛　３Ｌ　　　　　￥２，６００ Ｅ－１２７７　白腹掛　３Ｌ　　　　　￥４，３２０

Ｅ－１２８８　黒股引　Ｓ～Ｌ　　　￥２，６００ Ｅ－１２８８　黒股引　Ｓ～Ｌ　　　￥４，２００

Ｅ－１２７７　白腹掛　Ｓ～Ｌ　　　￥２，６００

Ｅ－１２８７　黒腹掛　Ｓ～Ｌ　　　￥４，０２０

Ｅ－１２８７　黒腹掛　ＬＬ　　　　　￥２，６００ Ｅ－１２８７　黒腹掛　ＬＬ　　　　　￥４，１７０

Ｅ－１２８７　黒腹掛　３Ｌ　　　　　￥２，６００ Ｅ－１２８７　黒腹掛　３Ｌ　　　　　￥４，３２０

Ｅ－１２７６　紺股引　Ｓ～Ｌ　　　￥２，６００ Ｅ－１２７６　紺股引　Ｓ～Ｌ　　　￥４，２００

Ｅ－１２７６　紺股引　ＬＬ　　　　　￥２，６００ Ｅ－１２７６　紺股引　ＬＬ　　　　　￥４，３５０

よさこい衣装　スリット入パンツ（白／銀）
　Ｍ／Ｌ  Ｓ－５４１／５４２／５４３　 ￥５，６００

Ｅ－１２７５　紺腹掛　Ｓ～Ｌ　　　￥２，６００ Ｅ－１２７５　紺腹掛　Ｓ～Ｌ　　　￥４，０２０



2023/05/16
 

変更改定部：赤文字

Ｖｏｌ．１９２１（表紙：オレンジ）　旗幕幟袢天カタログ

※表示価格はすべて税別です。

備　考登録日
改定・廃番

適用日
商品名等　変更前 商品名等　変更後

表記訂正及び価格の改定・廃番のお知らせ（ページ順）

掲載頁

68 頁 → 2023/06/01 2023/04/10
価格改定
(2023/06/01受注分より)

68 頁 → 2023/06/01 2023/04/10
価格改定
(2023/06/01受注分より)

68 頁 → 2023/06/01 2023/04/10
価格改定
(2023/06/01受注分より)

68 頁 → 2023/06/01 2023/04/10
価格改定
(2023/06/01受注分より)

68 頁 → 2023/06/01 2023/04/10
価格改定
(2023/06/01受注分より)

68 頁 → 2023/06/01 2023/04/10
価格改定
(2023/06/01受注分より)

68 頁 → 廃番 2020/04/17

69 頁 → 廃番 2020/03/12
代替商品については
お問い合わせ下さい

69 頁 → 廃番 2020/03/12
代替商品については
お問い合わせ下さい

69 頁 → 廃番 2020/03/12
代替商品については
お問い合わせ下さい

69 頁 → 廃番 2020/03/12
代替商品については
お問い合わせ下さい

69 頁 → 廃番 2020/03/12
代替商品については
お問い合わせ下さい

69 頁 → 廃番 2020/03/12
代替商品については
お問い合わせ下さい

69 頁 → 廃番 2020/03/12
代替商品については
お問い合わせ下さい

69 頁 → 廃番 2020/03/12
代替商品については
お問い合わせ下さい

69 頁 → 廃番 2020/03/12
代替商品については
お問い合わせ下さい

69 頁 → 2020/03/23 2020/03/12
価格改定
色表記・品名変更

69 頁 → 2020/03/23 2020/03/12
価格改定
色表記・品名変更

69 頁 → 2020/03/23 2020/03/12
価格改定
色表記・品名変更

69 頁 → 2020/03/23 2020/03/12
価格改定
色表記・品名変更

69 頁 → 2020/03/23 2020/03/12
価格改定
色表記・品名変更

69 頁 → 2020/03/23 2020/03/12
価格改定
色表記・品名変更

69 頁 → 2020/03/23 2020/03/12
価格改定
色表記・品名変更

69 頁 → 2020/03/23 2020/03/12
価格改定
色表記・品名変更

69 頁 → 廃番 2020/07/10
代替商品については
お問い合わせ下さい

69 頁 → 廃番 2020/07/10
代替商品については
お問い合わせ下さい

69 頁 → 廃番 2020/07/10
代替商品については
お問い合わせ下さい

69 頁 → 廃番 2020/07/10
代替商品については
お問い合わせ下さい

69 頁 → 廃番 2020/07/10
代替商品については
お問い合わせ下さい

69 頁 → 廃番 2020/07/10
代替商品については
お問い合わせ下さい

【ご注意ください】カラー手甲のピンク・紫・紺の３色は、なくなり次第廃盤といたします。代替品のご用意はできません。ご容赦ください。

カラー手甲　Ｅ－１１６０（ﾌﾞﾙｰ)　　　￥１，４００

Ｅ－１３１６　鯉口シャツ白
　　　　　　　　　　　 　Ｓ～ＬＬ　　　￥４，６００

中太棒はち巻　　　　Ｅ－１２４５　　　￥１，８５０

袢天帯　ＤＭ－５３８５(茶）　　　　　￥２，５５０

中太棒はち巻　　　　Ｅ－１２５０　　　￥１，８５０

中太棒はち巻　　　　Ｅ－１２４６　　　￥１，８５０

Ｅ－１３１９　鯉口シャツ黒
　　　　　　　　　　　 　　　 ３Ｌ　　　￥２，７００

カラーマジック手甲(№9012)紫　　￥１，８００

カラーマジック手甲(№9012)青　　￥１，８００

カラー手甲　Ｅ－１１６４（紫)　　　　￥１，４００

カラー手甲　Ｅ－１１６１（紺)　　　　￥１，４００

中太棒はち巻　　　　Ｅ－１２４９　　　￥１，８５０

中太棒はち巻　　　　Ｅ－１２４８　　　￥１，８５０

Ｅ－１３１９　鯉口シャツ黒
　　　　　　　　　　　 　　　 ３Ｌ　　　￥４，７５０

Ｅ－１３１６　鯉口シャツ白
　　　　　　　　　　　 　Ｓ～ＬＬ　　　￥２，７００

中太棒はち巻　　　　Ｅ－１２４７　　　￥１，８５０

カラー手甲　Ｅ－１１６２（白)　　　　￥１，４００ カラーマジック手甲(№9012)白　　￥１，８００

中太棒はち巻　　　　Ｅ－１２５３　　　￥１，８５０

カラー手甲　Ｅ－１１５７（赤)　　　　￥１，４００

中太棒はち巻　　　　Ｅ－１２５１　　　￥１，８５０

カラーマジック手甲(№9012)ﾋﾟﾝｸ　￥１，８００

カラーマジック手甲(№9012)紫　　￥１，８００

カラーマジック手甲(№9012)黄　　￥１，８００

カラーマジック手甲(№9012)赤　　￥１，８００

Ｅ－１３１６　鯉口シャツ白
　　　　　　　　　　　 　　　 ３Ｌ　　　￥２，７００

Ｅ－１３１６　鯉口シャツ白
　　　　　　　　　　　 　　　 ３Ｌ　　　￥４，７５０

カラー手甲　Ｅ－１１５８（黒)　　　　￥１，４００ カラーマジック手甲(№9012)黒　　￥１，８００

カラーマジック手甲(№9012)赤　　￥１，８００

カラーマジック手甲(№9012)黄　　￥１，８００

カラーマジック手甲(№9012)青　　￥１，８００

カラーマジック手甲(№9012)紺　　￥１，８００

カラー手甲　Ｅ－１１６３（黄)　　　　￥１，４００

中太棒はち巻　　　　Ｅ－１２５２　　　￥１，８５０

Ｅ－１２８８　黒股引　ＬＬ　　　　　￥２，６００ Ｅ－１２８８　黒股引　ＬＬ　　　　　￥４，３５０

Ｅ－１２８８　黒股引　３Ｌ　　　　　￥２，６００ Ｅ－１２８８　黒股引　３Ｌ　　　　　￥４，５００

カラーマジック手甲(№9012)ﾋﾟﾝｸ　￥１，８００

カラーマジック手甲(№9012)白　　￥１，８００

カラー手甲　Ｅ－１１５９（ﾋﾟﾝｸ)　　　￥１，４００

Ｅ－１３１９　鯉口シャツ黒
　　　　　　　　　　　 　Ｓ～ＬＬ　　　￥２，７００

Ｅ－１３１９　鯉口シャツ黒
　　　　　　　　　　　 　Ｓ～ＬＬ　　　￥４，６００



2023/05/16
 

変更改定部：赤文字

Ｖｏｌ．１９２１（表紙：オレンジ）　旗幕幟袢天カタログ

※表示価格はすべて税別です。

備　考登録日
改定・廃番

適用日
商品名等　変更前 商品名等　変更後

表記訂正及び価格の改定・廃番のお知らせ（ページ順）

掲載頁

69 頁 → 次回受注より 2023/05/01
価格改定
(次回受注より)

70 頁 → 2019/06/03 2019/06/03 品番の訂正

70 頁 → 2019/06/03 2019/06/03 品番の訂正

70 頁 → 2020/05/01 2020/04/17 価格改定

70 頁 → 2020/05/01 2020/04/17 価格改定

70 頁 → 2020/05/01 2020/04/17 価格改定

70 頁 → 2020/05/01 2020/04/17 価格改定

70 頁 → 2020/05/01 2020/04/17 価格改定

70 頁 → 2020/05/01 2020/04/17 価格改定

70 頁 → 2020/05/01 2020/04/17 価格改定

70 頁 → 廃番 2023/05/01

70 頁 → 次回受注より 2023/05/01
価格改定
(次回受注より)

70 頁 → 次回受注より 2023/05/01
価格改定
(次回受注より)

70 頁 →
なくなり次第

廃番
2020/03/13

代替商品については
お問い合わせ下さい

70 頁 →
なくなり次第

廃番
2020/03/13

代替商品については
お問い合わせ下さい

70 頁 →
なくなり次第

廃番
2020/03/13

代替商品については
お問い合わせ下さい

70 頁 →
なくなり次第

廃番
2020/03/13

代替商品については
お問い合わせ下さい

70 頁 →
なくなり次第

廃番
2020/03/13

代替商品については
お問い合わせ下さい

70 頁 → 2020/07/01 2020/03/30 価格訂正

70 頁 → 2020/07/01 2020/03/30 価格訂正

71 頁 → 2023/02/01 2023/01/12
価格改定
(2023/02/01出荷分より)

71 頁 → 2023/02/01 2023/01/12
価格改定
(2023/02/01出荷分より)

71 頁 → 2023/02/01 2023/01/12
価格改定
(2023/02/01出荷分より)

71 頁 → 2023/02/01 2023/01/12
価格改定
(2023/02/01出荷分より)

71 頁 → 2023/02/01 2023/01/12
価格改定
(2023/02/01出荷分より)

72 頁 →
なくなり次第

廃番
2022/05/09

72 頁 →
なくなり次第

廃番
2019/12/19

72 頁 → 2023/02/01 2023/01/12
価格改定
(2023/02/01出荷分より)

72 頁 → 2023/02/01 2023/01/12
価格改定
(2023/02/01出荷分より)

72 頁 →
なくなり次第

廃番
2022/05/09

72 頁 →
なくなり次第

廃番
2022/05/09

よさこい衣装　銀糸手甲
　　 Ｓ－６５４５～６５４８　　　　　　￥２，７００

扇子　ぼかし全７色
　　　Ｓ－３５９１～３５９７　　　 ￥３，１００

扇子　金扇
　　　　　　　　Ｓ－３５２２　　　 ￥５，８００

草履　ＤＭ－５０５１　黒色鼻緒
　　　　　　　　（スポンジ底・ビニール表）

男物草履　（スポンジ底・ビニール表）
　　　DM-５０５１・５０５０　Ｌ　　　￥１，６５０

扇子　S-３５９１・３５９２・３５９３・３５９６・３５９７
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥２，７００

男物草履　（スポンジ底・ビニール表）
　　　DM-５０５１・５０５０　Ｍ　　　￥１，５５０

祭びと　６枚　黒・白　　　　　　　　￥５，０００
　　　　　２２．５～２８㎝、２９㎝、３０㎝

男物草履　（スポンジ底・ビニール表）
　　　DM-５０５１・５０５０　ＬＬ　　￥２，１００

エアージョグＶ６枚　黒・白・藍　　￥１０，２００
　　　　　２２．５～２８㎝、２９㎝、３０～３２㎝

エアージョグＶ１２枚　黒・白　　　 ￥８，２００
　　　　　２２．５～２８㎝、２９㎝、３０～３２㎝

女物草履　（スポンジ底・ビニール表）
　　　ＤＭ－５０５２　　　ＬＬ　　　￥１，６００

扇子　金扇：Ｓ－３５２２・銀扇：Ｓ－３５２３
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥５，２００

祭りのあと　黒・白　　　　　　　￥４，３００
　　　　　２３～２８㎝

祭走ファスナー　黒・白　　　 　　 ￥８，２００
　　　　　２２．５～２８㎝、２９㎝

祭走ファスナー　黒・白　　　 　　 ￥１２，５００
　　　　　　２２．５～２８㎝、２９㎝

スポーツジョグⅡ　黒・白・赤　　 ￥７，１００
　　　　　２２．５～２７㎝、２８㎝、２９㎝、３０㎝

スポーツジョグⅡ　黒・白・赤　　 ￥１０，５００
　　　　　２２．５～２７㎝、２８㎝、２９㎝、３０㎝

女物草履　（スポンジ底・ビニール表）
　　　ＤＭ－５０５２　　　Ｍ　　　　￥１，４００

女物草履　（スポンジ底・ビニール表）
　　　ＤＭ－５０５２　　　ＬＬ　　　￥２，０００

扇子　銀扇
　　　　　　　　Ｓ－３５２３　　　 ￥５，８００

草履　ＤＭ－５０５０　黒色鼻緒
　　　　　　　　（スポンジ底・ビニール表）

草履　ＤＭ－５０５０　白色鼻緒
　　　　　　　　（スポンジ底・ビニール表）

草履　ＤＭ－５０５１　白色鼻緒
　　　　　　　　（スポンジ底・ビニール表）

男物草履　（スポンジ底・ビニール表）
　　　DM-５０５１・５０５０　３Ｌ　　￥３，４００

祭びと　１２枚　黒・白　　　　　　　￥５，４００
　　　　　２２．５～２８㎝、２９㎝、３０㎝

祭りジョグ１２枚　黒・白　　　 　　 ￥５，４００
　　　　　　２４～２８㎝、２９㎝、３０㎝

祭りジョグ１２枚　黒・白　　　 　　 ￥７，７００
　　　　　　２４～２８㎝、２９㎝、３０㎝

男物草履　（スポンジ底・ビニール表）
　　　DM-５０５１・５０５０　ＬＬ　　￥２，２００

女物草履　（スポンジ底・ビニール表）
　　　ＤＭ－５０５２　　　Ｌ　　　　￥１，６５０

よさこい衣装　銀糸手甲
　　 Ｓ－６５４５～６５４８　　　　　　￥１，９００

男物草履　（スポンジ底・ビニール表）
　　　DM-５０５１・５０５０　Ｌ　　　￥１，５００

祭りジョグ６枚　黒・白・藍　　　 　￥６，８００
　　　　　　２２．５～２８㎝、２９㎝、３０㎝

先丸　５枚　黒　　　　　　　　　￥４，４００
　　　　　２２．５～２６㎝、２７㎝、２８㎝

扇子　金扇
　　　　　　　　Ｓ－３５２２　　　 ￥６，６００

ポシェット（ﾌｧｽﾅｰ付）　ＤＭ－５７２４（紺）

ポシェット（ﾌｧｽﾅｰ付）　ＤＭ－５１０６（赤）

扇子　S-３５９１・３５９２・３５９３・３５９６・３５９７
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥３，１００

祭りたび縫付５枚　黒・白　　　 　 ￥６，０００
　　　　　２２．５～２７㎝、２８㎝

祭りジョグ６枚　黒・白・藍　　　 　￥４，７００
　　　　　　２２．５～２８㎝、２９㎝、３０㎝

扇子　金扇
　　　　　　　　Ｓ－３５２２　　　 ￥６，６００

ポシェット（ﾌｧｽﾅｰ付）　ＤＭ－５１０７（ﾋﾟﾝｸ）

男物草履　（スポンジ底・ビニール表）
　　　DM-５０５１・５０５０　Ｍ　　　￥１，４００

祭りたび縫付５枚　黒・白　　　 　￥３，７００
　　　　　２２．５～２７㎝、２８㎝

扇子　金扇：Ｓ－３５２２・銀扇：Ｓ－３５２３
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥５，８００

ポシェット（ﾌｧｽﾅｰ付）
　　　　　ＤＭ－５１０４（ﾋﾟﾝｸ）　　　￥１，６００

女物草履　（スポンジ底・ビニール表）
　　　ＤＭ－５０５２　　　Ｌ　　　　￥１，５００

女物草履　（スポンジ底・ビニール表）
　　　ＤＭ－５０５２　　　Ｍ　　　　￥１，５５０

男物草履　（スポンジ底・ビニール表）
　　　DM-５０５１・５０５０　３Ｌ　　￥４，０００

エアージョグＶ１２枚　黒・白　　　 ￥１１，０００
　　　　　２２．５～２８㎝、２９㎝、３０～３２㎝

ポシェット（ﾌｧｽﾅｰ付）　ＤＭ－５０９９（紺）

エアージョグＶ６枚　黒・白・藍　　￥７，５００
　　　　　２２．５～２８㎝、２９㎝、３０～３２㎝



2023/05/16
 

変更改定部：赤文字

Ｖｏｌ．１９２１（表紙：オレンジ）　旗幕幟袢天カタログ

※表示価格はすべて税別です。

備　考登録日
改定・廃番

適用日
商品名等　変更前 商品名等　変更後

表記訂正及び価格の改定・廃番のお知らせ（ページ順）

掲載頁

73 頁

73 頁 →
なくなり次第

廃番
2020/11/17

代替商品については
お問い合わせ下さい

73 頁 → 2023/02/01 2023/01/12
価格改定
(2023/02/01出荷分より)

73 頁 → 2023/02/01 2023/01/12
価格改定
(2023/02/01出荷分より)

73 頁 → 2023/02/01 2023/01/12
価格改定
(2023/02/01出荷分より)

73 頁 → 2023/02/01 2023/01/12
価格改定
(2023/02/01出荷分より)

73 頁 → 2023/02/01 2023/01/12
価格改定
(2023/02/01出荷分より)

73 頁 → 2023/02/01 2023/01/12
価格改定
(2023/02/01出荷分より)

74 頁 → 2022/04/01 2022/03/10 掛け率改定

74 頁 → 2022/01/21 2022/01/21 価格改正

74 頁 → 2022/01/21 2022/01/21 価格改正

74 頁 → 2022/01/21 2022/01/21 価格改正

74 頁 → 2022/01/21 2022/01/21 価格改正

74 頁 → 2022/01/21 2022/01/21 価格改正

74 頁 → 2022/01/21 2022/01/21 価格改正

74 頁 → 2022/01/21 2022/01/21 価格改正

75 頁 → 2021/07/01 2021/04/23 価格改定

75 頁 → 2022/03/01 2022/02/22 価格改定

75 頁 → 2022/03/01 2022/02/22 価格改定

75 頁 → 2022/03/01 2022/02/22 価格改定

75 頁 → 2022/03/01 2022/02/22 価格改定

75 頁 → 2022/03/01 2022/02/22 価格改定

75 頁 → 2022/03/01 2022/02/22 価格改定

75 頁 → 2022/03/01 2022/02/22 価格改定

75 頁 → 廃番 2023/03/09
完全別注でのご対応
別途お見積

76 頁 → 2023/04/01 2023/03/10 掛率改定

76 頁 → 2023/04/01 2023/03/10 価格改定

77・
78

頁 → 2022/10/01 2022/09/08
価格改定
(2022/10/01受注分より)

77・
78

頁 → 2022/10/01 2022/09/08
価格改定
(2022/10/01受注分より)

79 頁 → 現在庫なくなり次第 2022/02/22 素材変更

国旗　140×210㎝　エクスラン　　　 ￥４２，５００

各種卓上旗　15×22.5㎝　　　　　 　ＴＣブロード

国旗　180×270㎝　エクスラン　　￥６４，６４０

国旗　90×135㎝　エクスラン　　￥１６，９２０

国旗　100×150㎝　エクスラン   ￥２３，２８０

はせプラス　４枚　黒・白・藍　　　　　￥１，３８０

弓張提灯Ⓔ 弓張提灯　Ⓕ

こどもエアージョグ（Ｂ）　黒・白・藍　 ￥６，８００
　　　　　２２．５～２５㎝

民芸うちわ　両面赤無地　№１１０
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥２２，０００

　こどもｴｱｰｼﾞｮｸﾞ(A)(B)　上代価格\5,120(税別）

国旗　70×100㎝　金巾　　　　　￥１，５００

こども祭りジョグ（Ａ）　黒・白・藍　 ￥３，５６０
　　　　　１３～１８㎝

こども祭りジョグ（Ａ）　黒・白・藍　 ￥５，１００
　　　　　１３～１８㎝

民芸うちわ　両面赤無地　№１１０
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥３７，０００

はせプラス　４枚　黒・白・藍　  　　￥１，０００

こども祭りジョグ（Ｂ）　黒・白・藍　 ￥５，１００
　　　　　１９～２４．５㎝

こどもエアージョグ（Ａ）　黒・白・藍　 ￥５，１２０
　　　　　１６～２２㎝

こどもエアージョグ（Ａ）　黒・白・藍　 ￥６，８００
　　　　　１６～２２㎝

こどもエアージョグ（Ｂ）　黒・白・藍　 ￥５，１２０
　　　　　２２．５～２５㎝

国旗　100×150㎝　エクスラン　　　 ￥２５，４００

国旗　120×180㎝　エクスラン　　 　￥３５，４００

2019/05/01 商品名訂正2019/05/01

民芸うちわ　祭　巴柄（片面）　№１１２
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥３４，０００

はせプラス　７枚　黒・白・藍　　　　￥１，１４０

こども祭りジョグ（Ｂ）　黒・白・藍　 ￥３，５６０
　　　　　１９～２４．５㎝

　　　　NINTABI　上代価格\5,120(税別）

民芸うちわ　１尺６寸祭禮巴柄（片面）　№１１４
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥２０，０００

民芸うちわ　１尺６寸祭禮巴柄（片面）　№１１４
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥３４，０００

こどもエアージョグ（3段目掲載品）の
サイズ表の見出し

安全旗　180×270㎝　エクスラン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥７３，０００

民芸うちわ　１尺元黒赤渋（両面赤）　№１０３
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥２２，０００

ＭＦ２０００　ミニフラッガー　　　￥１５，０００

民芸うちわ　祭　巴柄（片面）　№１１２
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥３４，０００

ミニフラッガー　Ⓗ

民芸うちわ　１尺６寸　白貼（両面）　№１１３
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥３３，０００

都道府県旗　エクスラン　１４０×２１０㎝
　　　　　　　　　　　　　　　　￥３０，０００

民芸うちわ　祭（片面）　両面赤　№111
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥２９，０００

国旗　90×135㎝　エクスラン　　　　￥１８，８００

都道府県旗　エクスラン　１００×１５０㎝
　　　　　　　　　　　　　　　　￥３６，０００

ＭＦ２０００　ミニフラッガー　　　￥２３，７００

国旗　120×180㎝　エクスラン　　￥３２，７６０

民芸うちわ　祭　巴柄（片面）　№１１２
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥２０，０００

祭たびＮＩＮＴＡＢＩ（子供用たび）　　全５色
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥６，８００

国旗　70×105㎝　エクスラン　　￥１２，９２０

→

民芸うちわ　１尺元黒赤渋（両面赤）　№１０３
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥１１，０００

はせプラス　７枚　黒・白・藍　　　　　￥１，７００

こどもエアージョグ（3段目掲載品）の
サイズ表の見出し

都道府県旗　エクスラン　１００×１５０㎝
　　　　　　　　　　　　　　　　￥２６，０００

ミニフラッガー　Ⓖ

国旗　70×105㎝　エクスラン　　　　￥１４，９００

国旗　200×300㎝　エクスラン　　￥８５，０００

国旗　140×210㎝　エクスラン　  ￥３９，６４０

都道府県旗　エクスラン　１００×１５０㎝
　　　　　　　　　　　　　　　　￥２２，０００

国旗　200×300㎝　エクスラン　　 　￥９２，０００

国旗　70×100㎝　金巾　　　　　￥１，７００

民芸うちわ　祭（片面）　両面赤　№１１１
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥１６，０００

民芸うちわ　祭　巴柄（片面）　№１１２
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥２０，０００

各種卓上旗　15×22.5㎝　　　　　 　羽二重

国旗　180×270㎝　エクスラン　　　 ￥７０，５００

民芸うちわ　１尺６寸　白貼（両面）　№１１３
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥１９，０００
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変更改定部：赤文字

Ｖｏｌ．１９２１（表紙：オレンジ）　旗幕幟袢天カタログ

※表示価格はすべて税別です。

備　考登録日
改定・廃番

適用日
商品名等　変更前 商品名等　変更後

表記訂正及び価格の改定・廃番のお知らせ（ページ順）

掲載頁

79 頁 → 2022/03/01 2022/02/22 価格改定

79 頁 → 2022/03/01 2022/02/22 価格改定

79 頁 → 2022/03/01 2022/02/22 価格改定

79 頁 → 2022/03/01 2022/02/22 価格改定

79 頁 → 2022/03/01 2022/02/22 価格改定

80 頁 → 2019/11/06 2019/11/06 デザイン間違い

80 頁 → 2022/04/06 2022/04/06 価格改定

80 頁 → 2022/04/06 2022/04/06 価格改定

80 頁 →
なくなり次第

廃番
2020/11/02

代替商品については
お問い合わせ下さい

82 頁 → 2022/08/22 2022/08/03
価格改定
(2022/08/22出荷分より)

82 頁 → 2022/08/22 2022/08/03
価格改定
(2022/08/22出荷分より)

82 頁 → 2022/08/22 2022/08/03
価格改定
(2022/08/22出荷分より)

82 頁 → 2022/08/22 2022/08/03
価格改定
(2022/08/22出荷分より)

82 頁 → 2022/06/01 2022/05/18
価格改定
(2022/06/01受注分より)

82 頁 → 2022/06/01 2022/05/18
価格改定
(2022/06/01受注分より)

82 頁 → 2022/08/22 2022/08/03
価格改定
(2022/08/22出荷分より)

82 頁 → 2022/08/22 2022/08/03
価格改定
(2022/08/22出荷分より)

82 頁 → 2022/08/22 2022/08/03
価格改定
(2022/08/22出荷分より)

82 頁 → 2022/08/22 2022/08/03
価格改定
(2022/08/22出荷分より)

82 頁 → 2022/08/22 2022/08/03
価格改定
(2022/08/22出荷分より)

83 頁 → 2022/06/01 2022/05/18
価格改定
(2022/06/01受注分より)

83 頁 → 2022/06/01 2022/05/18
価格改定
(2022/06/01受注分より)

83 頁 → 2022/06/01 2022/05/18
価格改定
(2022/06/01受注分より)

83 頁 → 2022/06/01 2022/05/18
価格改定
(2022/06/01受注分より)

83 頁 → 2022/06/01 2022/05/18
価格改定
(2022/06/01受注分より)

83 頁 → 2022/06/01 2022/05/18
価格改定
(2022/06/01受注分より)

83 頁 → 2022/06/01 2022/05/18
価格改定
(2022/06/01受注分より)

83 頁 → 2021/09/01 2021/07/19 価格改定

83 頁 → 2021/09/01 2021/07/19 価格改定

83 頁 → 2021/09/01 2021/07/19 価格改定

ｴｸｽﾗﾝ万国旗　70×105㎝　日本
　　　　　　　￥１４，９００（一覧表最上部）

旗ポール（アルミ製）
　　　　　ＳＫＡ－２型　　　　　￥６，９５０

ｴｸｽﾗﾝ万国旗　140×210㎝　日本
　　　　　　　￥３９，６４０（一覧表最上部）

卓上万国旗台　金　１本立　　ＴＰ－１型
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥３，３００

旗立台（サック付）　三脚台　鉄製９㎜
　　　　　＜１０－０９＞　　　　　￥３４，６００

旗立台（収納用袋無し）　鉄製三脚
　　　　　ＳＫＳ－１２型　　　　￥２６，５００

旗ポール（アルミ製）
　　　　　ＳＫＡ－４型　　　　　￥１１，２００

旗立台（収納用袋無し）　鉄製三脚
　　　　　ＳＫＳ－９型　　　　　￥１５，０００

卓上万国旗台　金　３本立　　ＴＰ－３型
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥５，８００

冠頭　菱剣(アルミダイキャスト製)
　　　　　　　　　　　　　　　 ￥４，８５０

冠頭（金球）　　７㎝玉　ネジ式
　　　　　　　　　　　　　　　　　￥４，８５０

旗ポール（アルミ製）
　　　　　ＳＫＡ－６型　　　　　￥３８，５００

旗ポール（アルミ製）
　　　　　ＳＫＡ－６型　　　　　￥５２，０００

ｴｸｽﾗﾝ万国旗　各サイズ　ミャンマー

冠頭（金球）　１２㎝玉　ネジ式
　　　　　　　　　　　　　　　　￥１２，７５０

冠頭　弔旗用黒玉（プラスチック製） φ７０㎜
　　　　　　　　　　　　　　　　　￥４，1００

卓上万国旗台　金　２本立　　ＴＰ－２型
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥５，２００

冠頭　菱剣(アルミダイキャスト製)
　　　　　　　　　　　　　　　　　￥４，４００

冠頭（金球）　　７㎝玉　ネジ式
　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥４，２００

冠頭（金球）　　９㎝玉　ネジ式
　　　　　　　　　　　　　　　　　￥７，７００

ｴｸｽﾗﾝ万国旗　140×210㎝　日本
　　　　　　　￥４２，５００（一覧表最上部）

卓上旗　15×22.5㎝　日本
　　　　　　　￥４，０００（一覧表最上部）

卓上旗　15×22.5㎝　日本
　　　　　　　￥４，７００（一覧表最上部）

冠頭　三方剣(アルミダイキャスト製)
　　　　　　　　　　　　　　　　　￥５，７２０

ｴｸｽﾗﾝ万国旗　90×135㎝　日本
　　　　　　　￥１８，８００（一覧表最上部）

冠頭　三方剣(アルミダイキャスト製)
　　　　　　　　　　　　　　　 ￥６，２００

冠頭（金球）　１２㎝玉　ネジ式
　　　　　　　　　　　　　　　　　￥１１，８５０

冠頭　９㎝扁平玉（金色）　ネジ式
　　　　　　　　　　　　　　　　　￥２，０００

ｴｸｽﾗﾝ万国旗　120×180㎝　日本
　　　　　　　￥３５，４００（一覧表最上部）

旗立台（収納用袋無し）　鉄製三脚
　　　　　ＳＫＳ－９型　　　　　￥１６，７００

旗立台（サック付）　三脚台　鉄製９㎜
　　　　　＜１０－０９＞　　　　　￥２１，０００

旗立台（サック付）　三脚台　鉄製１２㎜
　　　　　＜１０－１０＞　　　　　￥３３，０００

旗立台（サック付）　三脚台　鉄製１６㎜
　　　　　＜１０－３５＞　　　　　￥５３，０００

旗立台（収納用袋無し）　鉄製三脚
　　　　　ＳＫＳ－１２型　　　　￥２８，５００

旗ポール（アルミ製）
　　　　　ＳＫＡ－５型　　　　　￥１６，０００

冠頭　消防分団三方正面（プラスチック製）
　　　　　　　　　　　　　　　　　￥１０，０００

旗立台（サック付）　三脚台　鉄製１６㎜
　　　　　＜１０－３５＞　　　　　￥７７，０００

冠頭　弔旗用黒玉（プラスチック製） φ７０㎜
　　　　　　　　　　　　　　　　　￥４，５５０

旗ポール（アルミ製）
　　　　　ＳＫＡ－２型　　　　　￥５，８００

卓上万国旗台　金　１本立　　ＴＰ－１型
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥３，９００

ｴｸｽﾗﾝ万国旗　120×180㎝　日本
　　　　　　　￥３２，７６０（一覧表最上部）

ｴｸｽﾗﾝ万国旗　70×105㎝　日本
　　　　　　　￥１２，９２０（一覧表最上部）

旗ポール（アルミ製）
　　　　　ＳＫＡ－４型　　　　　￥１３，５００

卓上万国旗台　金　２本立　　ＴＰ－２型
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥５，２００

冠頭（金球）　１３㎝玉　ネジ式
　　　　　　　　　　　　　　　　￥１５，４５０

冠頭　弔旗用黒玉（プラスチック製） φ９０㎜
　　　　　　　　　　　　　　　　　￥６，２００

冠頭　菱剣(アルミダイキャスト製)
　　　　　　　　　　　　　　　 ￥１０，６００

冠頭　三角槍　ネジ式
　　　　　　　　　　　　　　　　　￥３，４００

冠頭　三角槍　ネジ式
　　　　　　　　　　　　　　　　　￥３，７５０

旗ポール（アルミ製）
　　　　　ＳＫＡ－３型　　　　　￥９，８００

冠頭（金球）　　９㎝玉　ネジ式
　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥７，０００

旗ポール（アルミ製）
　　　　　ＳＫＡ－５型　　　　　￥１３，４００

冠頭　弔旗用黒玉（プラスチック製） φ９０㎜
　　　　　　　　　　　　　　　　　￥６，８００

冠頭（金球）　１３㎝玉　ネジ式
　　　　　　　　　　　　　　　　　￥１４，６００

旗ポール（アルミ製）
　　　　　ＳＫＡ－３型　　　　　￥８，２００

冠頭　９㎝扁平玉（金色）　ネジ式
　　　　　　　　　　　　　　　　　￥２，２００

旗立台（サック付）　三脚台　鉄製１２㎜
　　　　　＜１０－１０＞　　　　　￥５４，０００

ｴｸｽﾗﾝ万国旗　90×135㎝　日本
　　　　　　　￥１６，９２０（一覧表最上部）

（誤） （正）
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変更改定部：赤文字

Ｖｏｌ．１９２１（表紙：オレンジ）　旗幕幟袢天カタログ

※表示価格はすべて税別です。

備　考登録日
改定・廃番

適用日
商品名等　変更前 商品名等　変更後

表記訂正及び価格の改定・廃番のお知らせ（ページ順）

掲載頁

83 頁 → 2021/09/01 2021/07/19 価格改定

83 頁 → 2021/09/01 2021/07/19 価格改定

84 頁 → 2021/09/01 2021/07/19 価格改定

84 頁 → 2021/09/01 2021/07/19 価格改定

84 頁 → 2021/09/01 2021/07/19 価格改定

84 頁 → 2021/09/01 2021/07/19 価格改定

84 頁 → 2021/09/01 2021/07/19 価格改定

84 頁 → 2021/09/01 2021/07/19 価格改定

84 頁 → 2021/09/01 2021/07/19 価格改定

84 頁 → 2021/09/01 2021/07/19 価格改定

84 頁 → 2021/09/01 2021/07/19 価格改定

84 頁 → 2021/09/01 2021/07/19 価格改定

84 頁 → 2021/09/01 2021/07/19 価格改定

84 頁 → 2021/09/01 2021/07/19 価格改定

84 頁 → 2022/08/22 2022/08/03
価格改定
(2022/08/22出荷分より)

在庫なくなり次
第

2023/04/17

84 頁 → 2023/04/17 2023/04/17
後継品に変更
価格改定

84 頁 → 2022/08/22 2022/08/03
価格改定
(2022/08/22出荷分より)

在庫なくなり次
第

2023/04/17

84 頁 → 2022/08/22 2022/08/03
価格改定
(2022/08/22出荷分より)

在庫なくなり次
第

2023/04/17

85･
86

頁 → 2023/04/01 2023/03/10 掛率改定

87･
88

頁 → 2022/04/01 2022/03/30 掛率改定

89･
90

頁 → 2022/04/01 2022/03/30 掛率改定

91 頁 → 2022/04/01 2022/03/30 掛率改定

91 頁 → 廃番 2023/03/10

91 頁 → 廃番 2023/03/10

92 頁 → 2022/06/01 2022/05/18
価格改定
(2022/06/01受注分より)

92 頁 → 2022/06/01 2022/05/18
価格改定
(2022/06/01受注分より)

92 頁 → 2022/06/01 2022/05/18
価格改定
(2022/06/01受注分より)

スカイポール　金色扁平玉１５ｃｍ付
　　　　　　　Ｓ１０型　　　　　　￥１４２，０００

ナイロンケース　６ｍ用
　　　　　　　＜１１－２５＞　　　　￥１４，０００

ビニール張小型トランク
　　　　　　　＜１０－１５＞　　　　　別途見積

ビニール張　大型親子式トランク
　　　　　　　＜１０－３８＞　　　　￥２２４，０００

ＲＰ－９０
　フラッグポール（水平型）　￥２９，８００

優勝リボン　７．５㎝×９０㎝
　　　　　　　＜１０－２２＞　　　　　　　　￥８４０

ナイロンケース　６ｍ用
　　　　　　　＜１１－２５＞　　　　￥１５，０００

ポリエステル製揚巻房（幕用）　２４㎝
　　　　　　　＜２９－７８＞　　　　　　￥９，６００

ナイロンケース　５ｍ用
　　　　　　　＜１１－２４＞　　　　　￥８，５００

ナイロンケース　２ｍ用
　　　　　　　＜１１－２２＞　　　　　￥７，０００

ソフトバッグ　１２０㎝
　　　　　　　＜１０－１４＞　　　　￥２３，８００

スカイポール　金色扁平玉１５ｃｍ付
　　　　　　　Ｓ６型　　　　　　　￥８２，５００

フラッグポール　Ⓗ

ソフトバッグ　１２０㎝
　　　　　　　＜１０－１４＞　　　　￥２５，２００

フラッグポール　Ⓗ

手旗用伸縮棒 房無し（ステンレス製）１２０㎝
　　　　　　　　　　　　　　　　￥５，２５０

スカイポール　金色扁平玉１５ｃｍ付
　　　　　　　Ｓ１０型　　　　　　￥１７５，０００

ビニール張小型トランク
　　　　　　　＜１０－１５＞　　　　　￥３８，０００

スカイポール　金色扁平玉１５ｃｍ付
　　　　　　　Ｓ６型　　　　　　　￥１０３，０００

ポリエステル製揚巻房（幕用）　２１㎝
　　　　　　　＜２９－７７＞　　　　　　￥６，９００

ビニール張　大型親子式トランク
　　　　　　　＜１０－３８＞　　　　　別途見積

旗立台（サック付）　五脚台　真鍮製１６㎜
　　　　　＜１０－１１＞　　　　￥１０４，０００

ソフトバッグ　　９０㎝
　　　　　　　＜１０－１３＞　　　　￥１４，２００

➡　在庫がなくなり次第
　　 後継品（房取付不可）に変更・価格改定

ナイロンケース　３ｍ・４ｍ用
　　　　　　　＜１１－２３＞　　　　　￥７，６００

のぼりポール　Ⓗ

スカイポール　金色扁平玉１５ｃｍ付
　　　　　　　Ｓ８型　　　　　　　￥１１０，０００

ナイロンケース　５ｍ用
　　　　　　　＜１１－２４＞　　　　　￥９，０００

➡　在庫がなくなり次第
　　 後継品（房取付不可）に変更・価格改定

バナーポール　Ⓖ

旗立台（サック付）　五脚台　鉄製１６㎜
　　　　　＜１０－１１＞　　　　　￥９８，０００

旗立台（サック付）　五脚台　ｽﾃﾝﾚｽ製１６㎜
　　　　　＜１０－１２＞　　　　￥１８３，０００

手旗用伸縮棒 房無し（ステンレス製）１５０㎝
　　　　　　　　　　　　　　　　￥７，５００

手旗用伸縮棒 房無し（ステンレス製）１５０㎝
　　　　　　　　　　　　　　　　￥７，５００

スカイポール　金色扁平玉１５ｃｍ付
　　　　　　　Ｓ８型　　　　　　　￥１３６，０００

フラッグポール　Ⓘ（アイ）

ポリエステル製揚巻房（幕用）　２４㎝
　　　　　　　＜２９－７８＞　　　　　￥１０，２００

旗立台（サック付）　五脚台　ｽﾃﾝﾚｽ製１６㎜
　　　　　＜１０－１２＞　　　　￥２１６，０００

ナイロンケース　２ｍ用
　　　　　　　＜１１－２２＞　　　　　￥７，６００

手旗用伸縮棒 房無し（ステンレス製）１２０㎝
　　　　　　　　　　　　　　　　￥５，８００

➡　在庫がなくなり次第
　　 後継品（房取付不可）に変更・価格改定

バナーポール　Ⓘ（アイ）

のぼりポール　Ⓘ（アイ）

手旗用伸縮棒 房無し（ステンレス製）６５㎝
　　　　　　　　　　　　　　　　￥３，７５０

手旗用伸縮棒 房無し（ステンレス製）６５㎝
　　　　　　　　　　　　　　　　￥４，３００

優勝リボン　７．５㎝×９０㎝
　　　　　　　＜１０－２２＞　　　　　　　　￥８００

ソフトバッグ　　９０㎝
　　　　　　　＜１０－１３＞　　　　￥１５，４００

ポリエステル製揚巻房（幕用）　２１㎝
　　　　　　　＜２９－７７＞　　　　　　￥７，５００

敬弔リボン　７．５㎝×９０㎝
　　　　　　　＜１０－２３＞　　　　　　￥１，４８０

フラッグポール　Ⓘ（アイ）

敬弔リボン　７．５㎝×９０㎝
　　　　　　　＜１０－２３＞　　　　　　￥１，７００

【後継品】
手旗用伸縮棒 房無し（ステンレス製）９０㎝
※房取付不可　　　　　　　　　　　￥６，２００

ＲＰ－１５
　フラッグポール（水平型）　￥４２，２００

ナイロンケース　３ｍ・４ｍ用
　　　　　　　＜１１－２３＞　　　　　￥８，２００

手旗用伸縮棒 房無し（ステンレス製）９０㎝
　　　　　　　　　　　　　　　　￥５，４５０



2023/05/16
 

変更改定部：赤文字

Ｖｏｌ．１９２１（表紙：オレンジ）　旗幕幟袢天カタログ

※表示価格はすべて税別です。

備　考登録日
改定・廃番

適用日
商品名等　変更前 商品名等　変更後

表記訂正及び価格の改定・廃番のお知らせ（ページ順）

掲載頁

92 頁 → 2022/06/01 2022/05/18
価格改定
(2022/06/01受注分より)

92 頁 → 2022/06/01 2022/05/18
価格改定
(2022/06/01受注分より)

92 頁 → 2022/06/01 2022/05/18
価格改定
(2022/06/01受注分より)

92 頁 → 2022/06/01 2022/05/18
価格改定
(2022/06/01受注分より)

92 頁 → 2022/06/01 2022/05/18
価格改定
(2022/06/01受注分より)

93･
94

頁 → 2022/09/01 新色

93･
94

頁 → 2023/03/01 2023/02/02
価格改定
(2023/03/01受注分より)

93･
94

頁 → 2023/03/01 2023/02/02
価格改定
(2023/03/01受注分より)

93･
94

頁 → 2023/03/01 2023/02/02
価格改定
(2023/03/01受注分より)

93･
94

頁 → 2023/03/01 2023/02/02
価格改定
(2023/03/01受注分より)

93･
94

頁 → 2023/03/01 2023/02/02
価格改定
(2023/03/01受注分より)

93･
94

頁 → 2023/03/01 2023/02/02
価格改定
(2023/03/01受注分より)

93･
94

頁 → 2023/03/01 2023/02/02
価格改定
(2023/03/01受注分より)

93･
94

頁 → 2023/03/01 2023/02/02
価格改定
(2023/03/01受注分より)

94 頁 → 2023/03/01 2023/02/02
価格改定
(2023/03/01受注分より)

94 頁 → 2023/03/01 2023/02/02
価格改定
(2023/03/01受注分より)

94 頁 → 2023/03/01 2023/02/02
価格改定
(2023/03/01受注分より)

95 頁 →
なくなり次第

廃番
2019/08/20 カラー廃番

→
なくなり次第

廃番
2022/06/23 カラー廃番

95 頁 → 2022/09/01 新色

００３００－ＡＣＴ ４．４オンス ドライＴシャツ
　　ミックスカラー
　　ＳＳ～ＬＬ　　　 　　　　　　   ￥１，１６０

０００８５－CVT　ヘビーウェイトTシャツ
　　　廃番色があります。

００３００－ＡＣＴ ４．４オンス ドライＴシャツ
　　ミックスカラー
　　３Ｌ～５Ｌ　　　 　　　　　　   ￥１，２１０

０００８５－CVT　ヘビーウェイトTシャツ
　　　廃番色の追加があります。

スカイポール　金色扁平玉１５ｃｍ付
　　　　　　　Ｓ１２型　　　　　　￥２１４，０００

００３００－ＡＣＴ ４．４オンス ドライＴシャツ
　　ミックスカラー
　　１００～１５０　　　　　　　　 ￥９８０

００３５０－ＡＩＴ ３．５オンス
　　インターロック　ドライＴシャツ
　　ＳＳ～ＬＬ　　　 　　　　　　   ￥８４０

００３５０－ＡＩＴ ３．５オンス
　　インターロック　ドライＴシャツ
　　１２０～１５０　 　　　　　　   ￥７７０

００３００－ＡＣＴ ４．４オンス ドライＴシャツ
　　ホワイト・カラー・蛍光カラー
　　ＷＭ～ＷＬ　　　　　　　　   ￥８４０

００３００－ＡＣＴ ４．４オンス ドライＴシャツ
　　新色があります。

００３００－ＡＣＴ ４．４オンス ドライＴシャツ
　　ホワイト・カラー・蛍光カラー
　　３Ｌ～５Ｌ　　　 　　　　　　   ￥９２０

ストロングハイポール　掲揚装置付
　　　　　　　ＳＨ１４型　　　　　￥１８８，０００

００３００－ＡＣＴ ４．４オンス ドライＴシャツ
　　ホワイト・カラー・蛍光カラー
　　１００～１５０　　　　　　　　 ￥７５０

００３００－ＡＣＴ ４．４オンス ドライＴシャツ
　　ミックスカラー
　　３Ｌ～５Ｌ　　　 　　　　　　   ￥１，１５０

００３００－ＡＣＴ ４．４オンス ドライＴシャツ
　　ミックスカラー
　　１００～１５０　　　　　　　　 ￥１，０３０

０００８５－CVT　ヘビーウェイトTシャツ
　【廃番色】
　　ﾁｮｺﾚｰﾄ(168)・ﾃﾞｨｰﾌﾟｸﾞﾘｰﾝ(193)
　　ﾋﾟｰｺｯｸｸﾞﾘｰﾝ(197)

００３００－ＡＣＴ ４．４オンス ドライＴシャツ
　　ミックスカラー
　　ＷＭ～ＷＬ　　　　　　　　   ￥１，１６０

００３５０－ＡＩＴ ３．５オンス
　　インターロック　ドライＴシャツ
　　ＳＳ～ＬＬ　　　 　　　　　　   ￥７８０

００３５０－ＡＩＴ ３．５オンス
　　インターロック　ドライＴシャツ
　　１２０～１５０　 　　　　　　   ￥７２０

スカイポール　金色扁平玉１５ｃｍ付
　　　　　　　Ｓ１２型　　　　　　￥１７６，０００

００３００－ＡＣＴ ４．４オンス ドライＴシャツ
　　ホワイト・カラー・蛍光カラー
　　１００～１５０　　　　　　　　 ￥７９０

ストロングハイポール　掲揚装置付
　　　　　　　ＳＨ１２型　　　　　￥１５２，０００

００３００－ＡＣＴ ４．４オンス ドライＴシャツ
　　ミックスカラー
　　ＳＳ～ＬＬ　　　 　　　　　　   ￥１，１００

ストロングハイポール　掲揚装置付
　　　　　　　ＳＨ１０型　　　　　￥１２５，０００

ストロングハイポール　掲揚装置付
　　　　　　　ＳＨ８型　　　　　　￥１２１，０００

００３５０－ＡＩＴ ３．５オンス
　　インターロック　ドライＴシャツ
　　３Ｌ　　　　 　　 　　　　　　   ￥９００

００３００－ＡＣＴ ４．４オンス ドライＴシャツ
　　ホワイト・カラー・蛍光カラー
　　ＳＳ～ＬＬ　　　 　　　　　　   ￥８００

００３００－ＡＣＴ ４．４オンス ドライＴシャツ
　　ミックスカラー
　　ＷＭ～ＷＬ　　　　　　　　   ￥１，１００

００３００－ＡＣＴ ４．４オンス ドライＴシャツ
　【新色】
・ｲﾝﾃﾞｨｺﾞ(097)・ｱｲﾋﾞｰｸﾞﾘｰﾝ（138)
・ﾒﾄﾛﾌﾞﾙｰ(167)・ﾐﾃﾞｨｱﾑﾌﾞﾙｰ(198)

ストロングハイポール　掲揚装置付
　　　　　　　ＳＨ８型　　　　　　￥１０３，０００

ストロングハイポール　掲揚装置付
　　　　　　　ＳＨ１２型　　　　　￥１７８，０００

００３００－ＡＣＴ ４．４オンス ドライＴシャツ
　　ホワイト・カラー・蛍光カラー
　　３Ｌ～５Ｌ　　　 　　　　　　   ￥９７０

０００８５－CVT　ヘビーウェイトTシャツ
　【追加廃番色】
・ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ（019）・ﾐﾝﾄｸﾞﾘｰﾝ（026）
・ｻｯｸｽ（033）・ｺﾞｰﾙﾄﾞｲｴﾛｰ（077）
・ｱｸｱ（095）・ﾌｫﾚｽﾄ（131）･ﾗｲﾑ（155）
・ｲﾀﾘｱﾝﾚｯﾄﾞ（169）・ｺｰﾗﾙｵﾚﾝｼﾞ（170）
・ﾋﾟｰﾁ（191）・ﾌﾞﾗｲﾄｸﾞﾘｰﾝ（194）・ﾐﾝﾄ（196）
・ｼｰﾌﾞﾙｰ（199）・ﾎﾜｲﾄ×ﾌﾞﾗｯｸ（705）
・ﾎﾜｲﾄ×ﾚｯﾄﾞ（710）・/ﾎﾜｲﾄ×ﾈｲﾋﾞｰ（731）

００３００－ＡＣＴ ４．４オンス ドライＴシャツ
　　ホワイト・カラー・蛍光カラー
　　ＳＳ～ＬＬ　　　 　　　　　　   ￥８４０

００３００－ＡＣＴ ４．４オンス ドライＴシャツ
　　ホワイト・カラー・蛍光カラー
　　ＷＭ～ＷＬ　　　　　　　　   ￥８００

ストロングハイポール　掲揚装置付
　　　　　　　ＳＨ１０型　　　　　￥１４７，０００

００３５０－ＡＩＴ ３．５オンス
　　インターロック　ドライＴシャツ
　　３Ｌ　　　　 　　 　　　　　　   ￥８４０

０００８５－CVT　ヘビーウェイトTシャツ
　　　新色があります。

０００８５－CVT　ヘビーウェイトTシャツ
　【新色】
・ｻﾝｾｯﾄｵﾚﾝｼﾞ（038)・ｲﾝﾃﾞｨｺﾞ(097)

ストロングハイポール　掲揚装置付
　　　　　　　ＳＨ１４型　　　　　￥２２２，０００
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変更改定部：赤文字

Ｖｏｌ．１９２１（表紙：オレンジ）　旗幕幟袢天カタログ

※表示価格はすべて税別です。

備　考登録日
改定・廃番

適用日
商品名等　変更前 商品名等　変更後

表記訂正及び価格の改定・廃番のお知らせ（ページ順）

掲載頁

95 頁 → 2023/03/01 2023/02/02
価格改定
(2023/03/01受注分より)

95 頁 → 2023/03/01 2023/02/02
価格改定
(2023/03/01受注分より)

95 頁 → 2023/03/01 2023/02/02
価格改定
(2023/03/01受注分より)

95 頁 → 2023/03/01 2023/02/02
価格改定
(2023/03/01受注分より)

95 頁 → 2023/03/01 2023/02/02
価格改定
(2023/03/01受注分より)

95 頁 → 2023/03/01 2023/02/02
価格改定
(2023/03/01受注分より)

95 頁 → 2023/03/01 2023/02/02
価格改定
(2023/03/01受注分より)

95 頁 → 2023/03/01 2023/02/02
価格改定
(2023/03/01受注分より)

96・
168

頁 →
なくなり次第

廃番
2021/08/18

代替商品については
お問い合わせ下さい

96・
168

頁 → 2023/03/01 2023/02/02
価格改定
(2023/03/01受注分より)

96・
168

頁 → 2023/03/01 2023/02/02
価格改定
(2023/03/01受注分より)

96・
168

頁 → 2023/03/01 2023/02/02
価格改定
(2023/03/01受注分より)

96・
168

頁 → 2023/03/01 2023/02/02
価格改定
(2023/03/01受注分より)

96・
168

頁 → 2023/03/01 2023/02/02
価格改定
(2023/03/01受注分より)

96・
168

頁 → 2023/03/01 2023/02/02
価格改定
(2023/03/01受注分より)

98 頁 → 2022/09/01 新色

97 頁 → 2023/03/01 2023/02/02
価格改定
(2023/03/01受注分より)

97 頁 → 2023/03/01 2023/02/02
価格改定
(2023/03/01受注分より)

０００８５－ＣＶＴ ５．６オンス
　　ヘビーウェイトＴシャツ
　　ホワイト　ＸＸＬ～ＸＸＸＬ　　　　 ￥１，４００

０００８５－ＣＶＴ ５．６オンス
　　ヘビーウェイトＴシャツ
　　カラー　Ｓ～ＸＬ　　　　　　　　　 ￥１，１９０

０００８５－ＣＶＴ ５．６オンス
　　ヘビーウェイトＴシャツ
　　ホワイト　Ｓ～ＸＬ　　　　　　　　￥１，０５０

０００８５－ＣＶＴ ５．６オンス
　　ヘビーウェイトＴシャツ
　　カラー　ＸＸＬ～ＸＸＸＬ　　　　　 ￥１，４５０

０００８５－ＣＶＴ ５．６オンス
　　ヘビーウェイトＴシャツ
　　ホワイト　Ｓ～ＸＬ　　　　　　　　￥１，０９０

０００８５－ＣＶＴ ５．６オンス
　　ヘビーウェイトＴシャツ
　　カラー　１００～１６０　　　　　　　￥１，０９０

０００８３－BBT　ライトウェイトTシャツ
　【廃番色】
・ｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｰ(153)・ﾗｲﾄｲｴﾛｰ(134)
・ﾗｲﾄﾋﾟﾝｸ(132)･ｼｰﾌﾞﾙｰ(199)･ﾐﾝﾄ(196)
・ﾗｲﾄｸﾞﾘｰﾝ(024)･ﾁｬｺｰﾙ(129)
･ｺﾞｰﾙﾄﾞｲｴﾛｰ(077)･ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ(019)
･ﾐﾃﾞｨｱﾑﾌﾞﾙｰ(198)・ｱｲｽｸﾞﾘｰﾝ(195)
･ﾗｲﾑ(155)･ﾃﾞﾆﾑ(109)・ﾁｮｺﾚｰﾄ(168)
･ﾒﾄﾛﾌﾞﾙｰ(167)･ｼﾞｬﾊﾟﾝﾌﾞﾙｰ(171)
・ｱｸｱ(095)･ﾌｫﾚｽﾄ(131)

０００８５－ＣＶＴ ５．６オンス
　　ヘビーウェイトＴシャツ
　　カラー　ＷＭ～ＷＬ 　　　　　　　￥１，１５０

０００８５－ＣＶＴ ５．６オンス
　　ヘビーウェイトＴシャツ
　　カラー　ＷＭ～ＷＬ 　　　　　　　￥１，１９０

０００８３－ＢＢＴ ４．０オンス
　　ライトウェイトＴシャツ
　　ホワイト　１５０～１６０　　　　　￥７００

００３０２－ＡＤＰ ４．４オンス
　　ドライポロシャツ（ポケット無し）
　　ホワイト・カラー・蛍光カラー
　　１２０～１５０　　　　　　　　　　 ￥１，３４０

０００８３－BBT　ライトウェイトTシャツ
　　　廃番色があります。

０００８３－ＢＢＴ ４．０オンス
　　ライトウェイトＴシャツ
　　カラー　１５０～１６０　　　　　　￥８５０

０００８５－ＣＶＴ ５．６オンス
　　ヘビーウェイトＴシャツ
　　ホワイト　ＷＭ～ＷＬ 　　　　　￥１，０５０

０００８３－ＢＢＴ ４．０オンス
　　ライトウェイトＴシャツ
　　カラー　ＸＸＬ　　　 　　　　　　　￥１，２１０

０００８３－ＢＢＴ ４．０オンス
　　ライトウェイトＴシャツ
　　カラー　Ｓ～ＸＬ　　　　　　　　　￥９５０

０００８３－ＢＢＴ ４．０オンス
　　ライトウェイトＴシャツ
　　ホワイト　Ｓ～ＸＬ　　　　　　　　￥７５０

００３０２－ＡＤＰ ４．４オンス
　　ドライポロシャツ（ポケット無し）
　　ホワイト・カラー・蛍光カラー
　　１２０～１５０　　　　　　　　　　 ￥１，２７０

０００８３－ＢＢＴ ４．０オンス
　　ライトウェイトＴシャツ
　　ホワイト　ＸＸＬ　　　 　　　　　　￥１，０００

０００８５－ＣＶＴ ５．６オンス
　　ヘビーウェイトＴシャツ
　　ホワイト　１００～１６０　　　　　￥９５０

０００８５－ＣＶＴ ５．６オンス
　　ヘビーウェイトＴシャツ
　　ホワイト　１００～１６０　　　　　￥９８０

０００８５－ＣＶＴ ５．６オンス
　　ヘビーウェイトＴシャツ
　　カラー　Ｓ～ＸＬ　　　　　　　　　 ￥１，１５０

０００８５－ＣＶＴ ５．６オンス
　　ヘビーウェイトＴシャツ
　　カラー　１００～１６０　　　　　　　￥１，０５０

０００８３－ＢＢＴ ４．０オンス
　　ライトウェイトＴシャツ
　　ホワイト　１５０～１６０　　　　　￥７４０

０００８３－ＢＢＴ ４．０オンス
　　ライトウェイトＴシャツ
　　カラー　Ｓ～ＸＬ　　　　　　　　　￥１，０５０

００３０２－ＡＤＰ ４．４オンス
　　ドライポロシャツ（ポケット無し）
　　　新色があります。

０００８３－ＢＢＴ ４．０オンス
　　ライトウェイトＴシャツ
　　カラー　ＸＸＬ　　　 　　　　　　　￥１，１５０

０００８３－ＢＢＴ ４．０オンス
　　ライトウェイトＴシャツ
　　ホワイト　ＸＸＬ　　　 　　　　　　￥１，０５０

０００８３－ＢＢＴ ４．０オンス
　　ライトウェイトＴシャツ
　　ホワイト　Ｓ～ＸＬ　　　　　　　　￥７９０

０００８３－ＢＢＴ ４．０オンス
　　ライトウェイトＴシャツ
　　カラー　１５０～１６０　　　　　　￥８９０

０００８５－ＣＶＴ ５．６オンス
　　ヘビーウェイトＴシャツ
　　ホワイト　ＷＭ～ＷＬ 　　　　　￥１，０９０

００３０２－ＡＤＰ ４．４オンス
　　ドライポロシャツ（ポケット無し）
　　ホワイト・カラー・蛍光カラー
　　ＳＳ～ＬＬ　　　　　　　　　　 　　￥１，３８０

００３０２－ＡＤＰ ４．４オンス
　　ドライポロシャツ（ポケット無し）
　　ホワイト・カラー・蛍光カラー
　　ＳＳ～ＬＬ　　　　　　　　　　 　　￥１，４５０

０００８５－ＣＶＴ ５．６オンス
　　ヘビーウェイトＴシャツ
　　ホワイト　ＸＸＬ～ＸＸＸＬ　　　　 ￥１，３５０

０００８５－ＣＶＴ ５．６オンス
　　ヘビーウェイトＴシャツ
　　カラー　ＸＸＬ～ＸＸＸＬ　　　　　 ￥１，５００

００３０２－ＡＤＰ ４．４オンス
　　ドライポロシャツ（ポケット無し）
　【新色】
・ｶﾞｰﾈｯﾄﾚｯﾄﾞ（035）･ｱｰﾐｰｸﾞﾘｰﾝ（037）
･ｻﾝｾｯﾄｵﾚﾝｼﾞ（038)･ﾐﾝﾄﾌﾞﾙｰ（096）
・ﾒﾄﾛﾌﾞﾙｰ（167）･ｼﾞｬﾊﾟﾝﾌﾞﾙｰ（171）
･ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ（187）
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変更改定部：赤文字

Ｖｏｌ．１９２１（表紙：オレンジ）　旗幕幟袢天カタログ

※表示価格はすべて税別です。

備　考登録日
改定・廃番

適用日
商品名等　変更前 商品名等　変更後

表記訂正及び価格の改定・廃番のお知らせ（ページ順）

掲載頁

97 頁 → 2023/03/01 2023/02/02
価格改定
(2023/03/01受注分より)

97 頁 → 2023/03/01 2023/02/02
価格改定
(2023/03/01受注分より)

97 頁 → 2023/03/01 2023/02/02
価格改定
(2023/03/01受注分より)

97 頁 → 2023/03/01 2023/02/02
価格改定
(2023/03/01受注分より)

97 頁 → 2022/09/01 新色

97 頁 → 2023/03/01 2023/02/02
価格改定
(2023/03/01受注分より)

97 頁 → 2023/03/01 2023/02/02
価格改定
(2023/03/01受注分より)

97 頁 → 2023/03/01 2023/02/02
価格改定
(2023/03/01受注分より)

97 頁 → 2023/03/01 2023/02/02
価格改定
(2023/03/01受注分より)

98 頁 → 廃番 2020/02/13
代替商品については
お問い合わせ下さい

98 頁 →
なくなり次第

廃番
2020/08/25

代替商品については
お問い合わせ下さい

98 頁 → 2023/03/01 2023/02/02
価格改定
(2023/03/01受注分より)

98 頁 → 2023/03/01 2023/02/02
価格改定
(2023/03/01受注分より)

98 頁 →
なくなり次第

廃番
2020/08/25

代替商品については
お問い合わせ下さい

98 頁 → 2023/03/01 2023/02/02
価格改定
(2023/03/01受注分より)

98 頁 → 2023/03/01 2023/02/02
価格改定
(2023/03/01受注分より)

99・
168

頁 → 2022/09/01

99・
168

頁 → 2023/03/01 2023/02/02
価格改定
(2023/03/01受注分より)

99・
168

頁 → 2023/03/01 2023/02/02
価格改定
(2023/03/01受注分より)

99 頁 →
なくなり次第

廃番
2020/08/25

代替商品については
お問い合わせ下さい

００３３０－ＡＶＰ ４．４オンス
　　ドライポロシャツ（ポケット付）
　　ミックスカラー
　　３Ｌ～５Ｌ　　　　　　　　　　　　 ￥２，３００

００３３０－ＡＶＰ ４．４オンス
　　ドライポロシャツ（ポケット付）
　　ホワイト・カラー・蛍光カラー
　　３Ｌ～５Ｌ　　　　　　　　　　　　 ￥１，６７０

Ｔ／Ｃポロシャツ　００１４１－ＮＶＰ
　　　廃番色があります。

０００５１－ＥＴ　イベントブルゾン
　　商品名が変更になります。

Ｔ／Ｃポロシャツ　００１４１－ＮＶＰ
　【廃番サイズ】　ＪＳ－ＪＬ

００３３０－ＡＶＰ ４．４オンス
　　ドライポロシャツ（ポケット付）
　　ホワイト・カラー・蛍光カラー
　　ＳＳ～ＬＬ　　　　　　　　　　 　　￥１，４５０

０００５１－ＥＴ　ベーシックカラーブルゾン

００３３０－ＡＶＰ ４．４オンス
　　ドライポロシャツ（ポケット付）
　【新色】
・ｶﾞｰﾈｯﾄﾚｯﾄﾞ（035）･ｱｰﾐｰｸﾞﾘｰﾝ（037）
･ｻﾝｾｯﾄｵﾚﾝｼﾞ（038)･ﾐﾝﾄﾌﾞﾙｰ（096）
・ﾒﾄﾛﾌﾞﾙｰ（167）･ｼﾞｬﾊﾟﾝﾌﾞﾙｰ（171）
･ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ（187）

００３０２－ＡＤＰ ４．４オンス
　　ドライポロシャツ（ポケット無し）
　　ミックスカラー
　　１２０～１５０　　　　　　　　　　 ￥１，８８０

００３０２－ＡＤＰ ４．４オンス
　　ドライポロシャツ（ポケット無し）
　　ホワイト・カラー・蛍光カラー
　　３Ｌ～５Ｌ　　　　　　　　　　　　 ￥１，６７０

００３０２－ＡＤＰ ４．４オンス
　　ドライポロシャツ（ポケット無し）
　　ホワイト・カラー・蛍光カラー
　　３Ｌ～５Ｌ　　　　　　　　　　　　 ￥１，７６０

００３０２－ＡＤＰ ４．４オンス
　　ドライポロシャツ（ポケット無し）
　　ミックスカラー
　　１２０～１５０　　　　　　　　　　 ￥１，７９０

００３３０－ＡＶＰ ４．４オンス
　　ドライポロシャツ（ポケット付）
　　　新色があります。

００１００－ＶＰ ５．８オンス
　　T/Cポロシャツ（ポケット付）
　　３Ｌ～５Ｌ　　　　　　　　　　　　 ￥２，２４０

００１４１－ＮＶＰ ５．８オンス
　　T/Cポロシャツ（ポケット無し）
　　３Ｌ～５Ｌ　　　　　　　　　　　　 ￥２，１３０

０００５１－ＥＴ　ベーシックカラーブルゾン
　　３ＸＬ～４ＸＬ　　　　　　　 　　￥２，６００

０００５１－ＥＴ　ベーシックカラーブルゾン
　　３ＸＬ～４ＸＬ　　　　　　　 　　￥４，０００

０００５１－ＥＴ　ベーシックカラーブルゾン
　　ＸＳ～２ＸＬ（旧ＸＸＬ）　　 　　￥２，２００

０００５１－ＥＴ　ベーシックカラーブルゾン
　　ＸＳ～２ＸＬ（旧ＸＸＬ）　　 　　￥３，６００

００１００－ＶＰ ５．８オンス
　　T/Cポロシャツ（ポケット付）
　　ＳＳ～ＬＬ　　　　　　　　　　 　　￥２，０５０

００３０２－ＡＤＰ ４．４オンス
　　ドライポロシャツ（ポケット無し）
　　ミックスカラー
　　３Ｌ～５Ｌ　　　　　　　　　　　　 ￥２，３００

００３０２－ＡＤＰ ４．４オンス
　　ドライポロシャツ（ポケット無し）
　　ミックスカラー
　　３Ｌ～５Ｌ　　　　　　　　　　　　 ￥２，４２０

００３３０－ＡＶＰ ４．４オンス
　　ドライポロシャツ（ポケット付）
　　ホワイト・カラー・蛍光カラー
　　ＳＳ～ＬＬ　　　　　　　　　　 　 ￥１，３８０

００１００－ＶＰ　Ｔ／Ｃポロシャツ
　　　廃番色があります。

００１４１－ＮＶＰ ５．８オンス
　　T/Cポロシャツ（ポケット無し）
　　３Ｌ～５Ｌ　　　　　　　　　　　　 ￥２，２４０

Ｔ／Ｃポロシャツ　００１４１－ＮＶＰ
　【廃番色】
・ｺｰﾗﾙﾋﾟﾝｸ(181)・ﾎｯﾄﾋﾟﾝｸ(146)
・ﾊﾞｰｶﾞﾝﾃﾞｨ(112)･ﾊﾟｰﾌﾟﾙ(014)･ﾗｲﾑ(155)
・ﾃﾞｲｼﾞｰ(165)･ﾐﾝﾄｸﾞﾘｰﾝ(026)･ｸﾞﾘｰﾝ(025)
・ﾌｫﾚｽﾄ(131)･ﾌﾞﾗｲﾄﾚｯﾄﾞ(172)

００１４１－ＮＶＰ ５．８オンス
　　T/Cポロシャツ（ポケット無し）
　　ＳＳ～ＬＬ　　　　　　　　　　 　　￥１，９５０

００３３０－ＡＶＰ ４．４オンス
　　ドライポロシャツ（ポケット付）
　　ミックスカラー
　　ＳＳ～ＬＬ　　　　　　　　　　 　　￥１，９６０

００３３０－ＡＶＰ ４．４オンス
　　ドライポロシャツ（ポケット付）
　　ミックスカラー
　　ＳＳ～ＬＬ　　　　　　　　　　 　　￥２，０６０

００３３０－ＡＶＰ ４．４オンス
　　ドライポロシャツ（ポケット付）
　　ホワイト・カラー・蛍光カラー
　　３Ｌ～５Ｌ　　　　　　　　　　　　 ￥１，７６０

００１００－ＶＰ　Ｔ／Ｃポロシャツ
　【廃番色】
・ｺｰﾗﾙﾋﾟﾝｸ(181)・ﾎｯﾄﾋﾟﾝｸ(146)
・ﾊﾞｰｶﾞﾝﾃﾞｨ(112)･ﾃﾞｲｼﾞｰ(165)
・ﾊﾟｰﾌﾟﾙ(014)･ﾐﾝﾄｸﾞﾘｰﾝ(026)･ﾗｲﾑ(155)
・ｸﾞﾘｰﾝ(025)･ﾌｫﾚｽﾄ(131)

Ｔ／Ｃポロシャツ　００１４１－ＮＶＰ
　　　廃番サイズがあります。

００１４１－ＮＶＰ ５．８オンス
　　T/Cポロシャツ（ポケット無し）
　　ＳＳ～ＬＬ　　　　　　　　　　 　　￥２，０５０

００３０２－ＡＤＰ ４．４オンス
　　ドライポロシャツ（ポケット無し）
　　ミックスカラー
　　ＳＳ～ＬＬ　　　　　　　　　　 　　￥２，０６０

００００６－ＥＶ　イベントベスト　　全色
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥１，８００

００１００－ＶＰ ５．８オンス
　　T/Cポロシャツ（ポケット付）
　　３Ｌ～５Ｌ　　　　　　　　　　　　 ￥２，１３０

００３３０－ＡＶＰ ４．４オンス
　　ドライポロシャツ（ポケット付）
　　ミックスカラー
　　３Ｌ～５Ｌ　　　　　　　　　　　　 ￥２，４２０

００３０２－ＡＤＰ ４．４オンス
　　ドライポロシャツ（ポケット無し）
　　ミックスカラー
　　ＳＳ～ＬＬ　　　　　　　　　　 　　￥１，９６０

００１００－ＶＰ ５．８オンス
　　T/Cポロシャツ（ポケット付）
　　ＳＳ～ＬＬ　　　　　　　　　　 　　￥１，９５０
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変更改定部：赤文字

Ｖｏｌ．１９２１（表紙：オレンジ）　旗幕幟袢天カタログ

※表示価格はすべて税別です。

備　考登録日
改定・廃番

適用日
商品名等　変更前 商品名等　変更後

表記訂正及び価格の改定・廃番のお知らせ（ページ順）

掲載頁

100 頁 →
なくなり次第

廃番
2022/09/01

代替商品については
お問い合わせ下さい

100 頁 → 2022/09/01 新色

100 頁 → 2023/03/01 2023/02/02
価格改定
(2023/03/01受注分より)

100 頁 → 2023/03/01 2023/02/02
価格改定
(2023/03/01受注分より)

100 頁 → 2022/09/01 新色

100 頁 → 2022/10/01 2022/09/01
価格改定
(2022/10/01受注分より)

100 頁 → 2022/10/01 2022/09/01
価格改定
(2022/10/01受注分より)

101 頁 → 2022/10/01 2022/09/01
価格改定
(2022/10/01受注分より)

101 頁 → 廃番 2020/02/13
代替商品については
お問い合わせ下さい

101 頁 → 廃番 2020/02/13
代替商品については
お問い合わせ下さい

101 頁 → 2022/10/01 2022/09/01
価格改定
(2022/10/01受注分より)

103 頁 →
なくなり次第廃

盤
2022/08/29

代替商品については
お問い合わせ下さい

103 頁 → 2023/03/20 2023/03/02
価格改定
(2023/03/20受注分より)

103 頁 → 2023/03/20 2023/03/02
価格改定
(2023/03/20受注分より)

103 頁 → 2023/03/20 2023/03/02
価格改定
(2023/03/20受注分より)

103 頁 → 2023/03/20 2023/03/02
価格改定
(2023/03/20受注分より)

103 頁 → 2023/03/20 2023/03/02
価格改定
(2023/03/20受注分より)

103 頁 → 2023/03/20 2023/03/02
価格改定
(2023/03/20受注分より)

104 頁 → 廃番 2021/08/30
代替商品については
お問い合わせ下さい

→ 廃番 2022/02/22
代替商品については
お問い合わせ下さい

104 頁 → 2023/03/20 2023/03/02
価格改定
(2023/03/20受注分より)

５９００－０２　４．１オンス
ドライアスレチック　Ｔシャツ
１２０～１６０　ヘザーカラー　　 ￥１，０５０

５０８８－０１・０２　ドライシルキータッチＴシャツ
　【追加廃番色】
・ｶﾅﾘｱｲｴﾛｰ(190)・ｸﾞﾘｰﾝ(029)

５９００－０２　４．１オンス
ドライアスレチック　Ｔシャツ
Ｓ～ＸＬ　ヘザーカラー　　　　　 ￥１，１７０

０００６１－ＲＳＪ　リフレクスポーツジャケット
　　ＸＳ～２ＸＬ（旧ＸＸＬ）　　 　　￥３，３００

０００６１－ＲＳＪ　リフレクスポーツジャケット
　　ＸＳ～２ＸＬ（旧ＸＸＬ）　　 　　￥３，９００

５９００－０２　４．１オンス
ドライアスレチック　Ｔシャツ
ＸＸＬ～ＸＸＸＸＬ　ヘザーカラー　　￥１，２２０

００２３５－ＬＳＣ　ライトストレッチジャケット
　【新色】
・ﾋﾟﾝｸ（011）･ｻｯｸｽ（033）
･ﾀｰｺｲｽﾞ（034）･ﾎｯﾄﾋﾟﾝｸ（146)

５９００－０２　４．１オンス
ドライアスレチック　Ｔシャツ
ＸＸＬ～ＸＸＸＸＬ　ホワイト・カラー　￥９００

５９００－０１・０２　４．１オンス
　ドライアスレチック　Ｔシャツ
　　廃番色があります。

５９００－０１・０２　４．１オンス
　ドライアスレチック　Ｔシャツ
　【廃番色】
・ﾗｲﾄｲｴﾛｰ(487)

０００６１－ＲＳＪ　リフレクスポーツジャケット
　【新色】
・ﾐﾝﾄｸﾞﾘｰﾝ（026）･ﾀｰｺｲｽﾞ（034）
･ﾊﾞｰｶﾞﾝﾃﾞｨ（112）･ﾎｯﾄﾋﾟﾝｸ（146)
・ﾗｲﾑ（155）

０００６１－ＲＳＪ　リフレクスポーツジャケット
　　３Ｌ～５Ｌ　　 　　　　　　　　￥５，２００

００２３５－ＬＳＣ　ライトストレッチジャケット
　　３Ｌ～５Ｌ　　 　　　　　　　　￥４，２００

０００６１－ＲＳＪ　リフレクスポーツジャケット
　　　廃番色があります。

０００６１－ＲＳＪ　リフレクスポーツジャケット
　【廃番色】
・ｸﾞﾘｰﾝ（025）

００７７６－ＮＬＢ　ナイロンランドリーバッグ
　　廃番色があります。

５０８８－０１・０２　ドライシルキータッチＴシャツ
　　廃番色の追加があります。

５９００－０２　４．１オンス
ドライアスレチック　Ｔシャツ
１２０～１６０　ホワイト・カラー　￥７８０

５９００－０２　４．１オンス
ドライアスレチック　Ｔシャツ
Ｓ～ＸＬ　ホワイト・カラー　　　　￥７９０

０００６１－ＲＳＪ　リフレクスポーツジャケット
　　３ＸＬ～４ＸＬ　　　　　　　 　　￥４，３００

００３３６－ＤＢＳ ４．４オンス
　　ドライメッシュビブス
　　ＪＬ～ＸＸＬ　　 　　　　　　　￥１，２５０

００７７６－ＮＬＢ　ナイロンランドリーバッグ
　　新色があります。

００７７６－ＮＬＢ　ナイロンランドリーバッグ
　【新色】
・ﾎｯﾄﾋﾟﾝｸ(146)

０００６１－ＲＳＪ　リフレクスポーツジャケット
　　３ＸＬ～４ＸＬ　　　　　　　 　　￥３，７００

００３３６－ＤＢＳ ４．４オンス
　　ドライメッシュビブス
　　ＪＬ～ＸＸＬ　　 　　　　　　　￥１，５７０

００２３５－ＬＳＣ　ライトストレッチジャケット
　　ＳＳ～ＬＬ　　 　　　　　　　　￥４，２００

００２３５－ＬＳＣ　ライトストレッチジャケット
　　ＳＳ～ＬＬ　　 　　　　　　　　￥４，８００

５０８８－０１・０２　ドライシルキータッチＴシャツ
　　廃番色があります。

５９００－０２　４．１オンス
ドライアスレチック　Ｔシャツ
ＸＸＬ～ＸＸＸＸＬ　ヘザーカラー　　￥１，１３０

５０８８－０１・０２　ドライシルキータッチＴシャツ
　【廃番色】
・ﾗｲﾄﾌﾞﾙｰ(488)・蛍光ｲｴﾛｰ(111)
・ｱｸｱﾌﾞﾙｰ(083)

５９００－０２　４．１オンス
ドライアスレチック　Ｔシャツ
１２０～１６０　ホワイト・カラー　￥７４０

５０８８－０２　４．７オンス
ドライシルキータッチTシャツ
（ローブリード）　１３０～１６０　　￥１，０３０

５９００－０２　４．１オンス
ドライアスレチック　Ｔシャツ
Ｓ～ＸＬ　ホワイト・カラー　　　　￥８４０

５９００－０２　４．１オンス
ドライアスレチック　Ｔシャツ
Ｓ～ＸＬ　ヘザーカラー　　　　　 ￥１，０８０

００２３５－ＬＳＣ　ライトストレッチジャケット
　　　新色があります。

０００６１－ＲＳＪ　リフレクスポーツジャケット
　　　新色があります。

５０８８－０２　４．７オンス
ドライシルキータッチTシャツ
（ローブリード）　１３０～１６０　　￥９５０

５９００－０２　４．１オンス
ドライアスレチック　Ｔシャツ
１２０～１６０　ヘザーカラー　　 ￥９７０

００７７６－ＮＬＢ　ナイロンランドリーバッグ
　　Ｆ　　　　　　　 　　　　　　　￥６９０

５９００－０２　４．１オンス
ドライアスレチック　Ｔシャツ
ＸＸＬ～ＸＸＸＸＬ　ホワイト・カラー　￥９５０

００７７６－ＮＬＢ　ナイロンランドリーバッグ
　　Ｆ　　　　　　　 　　　　　　　￥５５０

００７７６－ＮＬＢ　ナイロンランドリーバッグ
　【廃番色】
・ﾎﾜｲﾄ(001)・ｲｴﾛｰ(020)
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変更改定部：赤文字

Ｖｏｌ．１９２１（表紙：オレンジ）　旗幕幟袢天カタログ

※表示価格はすべて税別です。

備　考登録日
改定・廃番

適用日
商品名等　変更前 商品名等　変更後

表記訂正及び価格の改定・廃番のお知らせ（ページ順）

掲載頁

104 頁 → 2023/03/20 2023/03/02
価格改定
(2023/03/20受注分より)

104 頁 → 2023/03/20 2023/03/02
価格改定
(2023/03/20受注分より)

104 頁 → 2023/03/20 2023/03/02
価格改定
(2023/03/20受注分より)

105 頁 → 廃番 2020/09/28
代替商品については
お問い合わせ下さい

→
なくなり次第

廃番
2021/02/24

代替商品については
お問い合わせ下さい

→
なくなり次第

廃番
2021/08/30

代替商品については
お問い合わせ下さい

→
なくなり次第

廃番
2022/02/22

代替商品については
お問い合わせ下さい

105 頁 → 2023/03/20 2023/03/02
価格改定
(2023/03/20受注分より)

105 頁 → 2023/03/20 2023/03/02
価格改定
(2023/03/20受注分より)

105 頁 → 2023/03/20 2023/03/02
価格改定
(2023/03/20受注分より)

105 頁 → 2023/03/20 2023/03/02
価格改定
(2023/03/20受注分より)

106 頁 →
なくなり次第

廃番
2021/08/30

代替商品については
お問い合わせ下さい

→
なくなり次第

廃番
2022/08/29

代替商品については
お問い合わせ下さい

106 頁 → 2023/03/20 2023/03/02
価格改定
(2023/03/20受注分より)

106 頁 → 2023/03/20 2023/03/02
価格改定
(2023/03/20受注分より)

107･
168

頁 → 2023/04/01 2023/02/21
価格改定
(2023/04/01受注分より)

107･
168

頁 → 2023/04/01 2023/02/21
価格改定
(2023/04/01受注分より)

107 頁 → 2023/04/01 2023/02/21
価格改定
(2023/04/01受注分より)

108 頁 → 2023/04/01 2023/02/21
価格改定
(2023/04/01受注分より)

108 頁 → 2023/04/01 2023/02/21
価格改定
(2023/04/01受注分より)

５０５０－０１ ５．３オンス
ドライカノコ　ユーティリティポロシャツ
ＸＸＸＬ　　　　　　　　　　　　　　　￥２，７００

ドライアスレチックポロシャツ　５９１０－０１
　【廃番色】
・ﾗｲﾄｲｴﾛｰ(487)・ﾍﾞﾋﾞｰﾋﾟﾝｸ(576)

ＡＭ　アメリカンＣＡＰ　コンビタイプ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥７００

ＡＭ　アメリカンＣＡＰ　モノトーンタイプ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥６００

ＡＭ　アメリカンＣＡＰ　モノトーンタイプ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥７００

５０８８－０１　４．７オンス
ドライシルキータッチTシャツ
（ローブリード） ＸＸＬ　　　　　　　￥１，４２０

５０５０－０１ ５．３オンス
ドライカノコ　ユーティリティポロシャツ
ＸＳ～ＸＬ　　　　　　　　　　　　　￥２，２８０

５０５０－０１ ５．３オンス
ドライカノコ　ユーティリティポロシャツ
ＸＳ～ＸＬ　　　　　　　　　　　　　￥２，０９０

５０５０－０１　ユーティリティーポロシャツ
　【追加廃番色】
・ﾌﾞﾗｯｸ/ﾄﾛﾋﾟｶﾙﾋﾟﾝｸ（2065）
・ﾌﾞﾗｯｸ/ﾀｰｺｲｽﾞﾌﾞﾙｰ(2072)

５０８８－０１　４．７オンス
ドライシルキータッチTシャツ
（ローブリード） ＸＸＸＬ　　　　　　￥１，８００

５０５０－０１ ５．３オンス
　ドライカノコ　ユーティリティポロシャツ
　　廃番色の追加があります。

５０８８－０１　４．７オンス
ドライシルキータッチTシャツ
（ローブリード）　S～XL 　　　　　￥１，０７０

５０５０－０１ ５．３オンス
　ドライカノコ　ユーティリティポロシャツ
　　廃番色の追加があります。

５０８８－０１　４．７オンス
ドライシルキータッチTシャツ
（ローブリード） ＸＸＸＬ　　　　　　￥１，６６０

５０５０－０１ ５．３オンス
　ドライカノコ　ユーティリティポロシャツ
　　廃番色の追加があります。

５０５０－０１ ５．３オンス
　ドライカノコ　ユーティリティポロシャツ
　　廃番色があります。

５０８８－０１　４．７オンス
ドライシルキータッチTシャツ
（ローブリード）　S～XL 　　　　　￥１，１６０

５９１０－０１ ４．１オンス
ドライアスレチック　ポロシャツ
ＸＳ～ＸＬ　　　　　　　　　　　　　￥１，５２０

ＡＭ　アメリカンＣＡＰ　コンビタイプ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥６００

５９１０－０１ ４．１オンス
ドライアスレチック　ポロシャツ
ＸＸＬ～ＸＸＸＸＬ　　　　　 　　　　￥１，７２０

ＡＭＭ　エアーメッシュＣＡＰ　　￥１，３００

５０５０－０１　ユーティリティーポロシャツ
　【廃番色】
・ｲｴﾛｰ(021)・ﾋﾟﾝｸ(066)･ｸﾞﾘｰﾝ(025)
・ﾊｲﾚｯﾄﾞ(232)･ﾌﾞﾗｲﾄｸﾞﾘｰﾝ(025)
・ﾚｯﾄﾞ/ﾌﾞﾗｯｸ(5602)･ﾈｲﾋﾞｰ/ﾌﾞﾗｯｸ(4002)

５９１０－０１ ４．１オンス
ドライアスレチック　ポロシャツ
ＸＳ～ＸＬ　　　　　　　　　　　　　￥１，４３０

５９１０－０１　ドライアスレチックポロシャツ
　　廃番色の追加があります。

ＣＡＭ　チノエアーメッシュＣＡＰ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥１，３００

ＣＡＭ　チノエアーメッシュＣＡＰ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥１，６００

ＬＭ　ライトメッシュＣＡＰ　　　　￥１，０００

ＡＭＭ　エアーメッシュＣＡＰ　　￥１，６００

５０５０－０１　ユーティリティーポロシャツ
　【追加廃番色】
・ｶﾅﾘｱｲｴﾛｰ(190)・OXﾋﾟﾝｸ(580)
・ｱｸｱﾌﾞﾙｰ(061)

５０５０－０１ ５．３オンス
ドライカノコ　ユーティリティポロシャツ
ＸＸＸＸＬ　　　　　　　　　　　　　　￥３，３６０

５９１０－０１ ４．１オンス
ドライアスレチック　ポロシャツ
ＸＸＬ～ＸＸＸＸＬ　　　　　 　　　　￥１，８２０

ＬＭ　ライトメッシュＣＡＰ　　　　￥１，３００

５０５０－０１ ５．３オンス
ドライカノコ　ユーティリティポロシャツ
ＸＸＬ　　　　　　　　　　　　　　　　￥２，５５０

５０５０－０１　ユーティリティーポロシャツ
　【追加廃番色】
・ﾌﾗﾐﾝｺﾞﾋﾟﾝｸ(195)・ﾐﾝﾄｸﾞﾘｰﾝ(024)
・ﾗｲﾗｯｸ(061)

５９１０－０１　ドライアスレチックポロシャツ
　【追加廃番色】
・ｱｸｱﾌﾞﾙｰ（083）・ﾌﾞﾗｯｸ/ﾄﾛﾋﾟｶﾙﾋﾟﾝｸ（2065）
・ﾌﾞﾗｯｸ/ﾀｰｺｲｽﾞﾌﾞﾙｰ(2072)

５０５０－０１ ５．３オンス
ドライカノコ　ユーティリティポロシャツ
ＸＸＸＬ　　　　　　　　　　　　　　　￥２，９４０

５９１０－０１　ドライアスレチックポロシャツ
　　廃番色があります。

５０５０－０１ ５．３オンス
ドライカノコ　ユーティリティポロシャツ
ＸＸＬ　　　　　　　　　　　　　　　　￥２，３４０

５０８８－０１　４．７オンス
ドライシルキータッチTシャツ
（ローブリード） ＸＸＬ　　　　　　　￥１，５４０

５０５０－０１ ５．３オンス
ドライカノコ　ユーティリティポロシャツ
ＸＸＸＸＬ　　　　　　　　　　　　　　￥３，０８０
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変更改定部：赤文字

Ｖｏｌ．１９２１（表紙：オレンジ）　旗幕幟袢天カタログ

※表示価格はすべて税別です。

備　考登録日
改定・廃番

適用日
商品名等　変更前 商品名等　変更後

表記訂正及び価格の改定・廃番のお知らせ（ページ順）

掲載頁

108 頁 → 2023/04/01 2023/02/21
価格改定
(2023/04/01受注分より)

109 頁 → 2023/04/01 2023/02/21
価格改定
(2023/04/01受注分より)

109 頁 → 廃番
代替商品については
お問い合わせ下さい

109 頁 → 2023/04/01 2023/02/21
価格改定
(2023/04/01受注分より)

110 頁 → 2023/04/01 2023/02/21
価格改定
(2023/04/01受注分より)

110 頁 → 2019/05/01 2019/05/01 商品掛率修正

110 頁 →
なくなり次第

廃番
2022/06/23

110 頁 →
なくなり次第

廃番
2022/06/23

111･
167

頁 → 2023/02/21 2022/12/01
価格改定
(2023/02/21受注分より)

111･
167

頁 → 2023/02/21 2022/12/01
価格改定
(2023/02/21受注分より)

111 頁 → 2023/02/21 2022/12/01
価格改定
(2023/02/21受注分より)

111 頁 → 2023/02/21 2022/12/01
価格改定
(2023/02/21受注分より)

111 頁 →
なくなり次第廃

番
2022/11/02

111 頁 → 2023/02/21 2022/12/01
価格改定
(2023/02/21受注分より)

111･
167

頁 → 2023/02/21 2022/12/01
価格改定
(2023/02/21受注分より)

111 頁 → 2023/02/21 2022/12/01
価格改定
(2023/02/21受注分より)

111 頁 → 2023/02/21 2022/12/01
価格改定
(2023/02/21受注分より)

111 頁 → 2023/02/21 2022/12/01
価格改定
(2023/02/21受注分より)

111 頁 → 2023/02/21 2022/12/01
価格改定
(2023/02/21受注分より)

111 頁 → 2023/02/21 2022/12/01
価格改定
(2023/02/21受注分より)

112 頁 → 2023/02/21 2022/12/01
価格改定
(2023/02/21受注分より)

112 頁 → 2023/02/21 2022/12/01
価格改定
(2023/02/21受注分より)

112 頁 → 2023/02/21 2022/12/01
価格改定
(2023/02/21受注分より)

112 頁 → 2023/02/21 2022/12/01
価格改定
(2023/02/21受注分より)

112 頁 → 2023/02/21 2022/12/01
価格改定
(2023/02/21受注分より)

112 頁 → 2023/02/21 2022/12/01
価格改定
(2023/02/21受注分より)

112 頁 → 2023/02/21 2022/12/01
価格改定
(2023/02/21受注分より)

112 頁 → 2023/02/21 2022/12/01
価格改定
(2023/02/21受注分より)

112 頁 → 2023/02/21 2022/12/01
価格改定
(2023/02/21受注分より)

ＣＭＭ　コマンダーＣＡＰ　　　　￥１，１００ ＣＭＭ　コマンダーＣＡＰ　　　　￥１，３００

ＳＴ　サンドイッチトリムチノＣＡＰ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥１，３００

ＳＴ　サンドイッチトリムチノＣＡＰ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥１，６００

ＲＸ　リフレックスＣＡＰ　　　　　￥１，８００ ＲＸ　リフレックスＣＡＰ　　　　　￥２，２００

2019/05/01 発注単位追記2019/05/01

Ｓ－１３０　無地カラーゼッケン　　￥１，１４０

Ｓ－２０７　ジュニア用無地メッシュ
　　　　　　　カラーランニングゼッケン　全８色
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥２，２００

Ｓ－２０７　ジュニア用無地メッシュ
　　　　　　　カラーランニングゼッケン　全８色
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥２，６００

Ｓ－１１４　番号入メッシュカラーランニング
　　　　　　　ゼッケン　全８色　　￥２，７００

Ｓ－１１４　番号入メッシュカラーランニング
　　　　　　　ゼッケン　全８色　　￥３，２５０

111 頁 Ｓ－２１０　必勝手拭　　発注単位の標記無し

Ｓ－２０８　ジュニア用番号入メッシュ
　　　　　　　カラーランニングゼッケン　全８色
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥２，７００

Ｓ－２０８　ジュニア用番号入メッシュ
　　　　　　　カラーランニングゼッケン　全８色
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥３，２５０

Ｓ－１３２　無地カラーランニングゼッケン
　　　　　　　　　　　　　　　￥２，２００

Ｓ－１３２　無地カラーランニングゼッケン
　　　　　　　　　　　　　　　￥２，６００

Ｓ－１１３　無地メッシュカラーランニング
　　　　　　　ゼッケン　全８色　　￥２，６００

Ｓ－３３４　夜光反射板付タスキ　全１５色
　　　　　　　　　　　　　　　￥２，３００

Ｓ－１４０　差し込み腕章
　　　　　　　　　　　　　　　￥４４０

Ｓ－３３１ ゴムバンド式差し込み腕章 全５色
　　　　　　　　　　　　　　　￥７３０

Ｓ－１３１　カラー腕章　全１１色
　　　　　　　　　　　　　　　￥７３０

Ｓ－３３１ ゴムバンド式差し込み腕章 全５色
　　　　　　　　　　　　　　　￥６００

Ｓ－４６０　差込み式カラーランニングゼッケン
　　　　　　　全４色　　　　￥３，９００

Ｓ－１３０　無地カラーゼッケン　　￥９６０

Ｓ－１６０　差込み式ランニングゼッケン（白）
　　　　　　　　　　　　　　　￥３，１６０

Ｓ－１６０　差込み式ランニングゼッケン（白）
　　　　　　　　　　　　　　　￥３，７５０

エプロン　Ⓔエプロン　Ⓖ

エプロン　００８７１－TBA　￥２，０００

Ｓ－４６０　差込み式カラーランニングゼッケン
　　　　　　　全４色　　　　￥３，３００

Ｓ－２　紅白ハチマキ（長）
　　　　　　　　　　　　　　　￥２５０

Ｓ－２　紅白ハチマキ（長）
　　　　　　　　　　　　　　　￥２８０

Ｓ－５　色タスキ　全１５色
　　　　　　　　　　　　　　　￥６００

Ｓ－３３４　夜光反射板付タスキ　全１５色
　　　　　　　　　　　　　　　￥１，９００

Ｓ－１２９　白無地ゼッケン　　　　￥９８０

Ｓ－４　色ハチマキ（長）　全１５色
　　　　　　　　　　　　　　　￥２２０

Ｓ－４　色ハチマキ（長）　全１５色
　　　　　　　　　　　　　　　￥２５０

カラーエプロン　０００１８－ＣＡＰ　￥１，８００

Ｓ－５　色タスキ　全１５色
　　　　　　　　　　　　　　　￥５００

Ｓ－２１０　必勝手拭　　　￥３５０

※下部表組み内③も同様です

Ｓ－２１０　必勝手拭　　発注単位：１０枚

Ｓ－１２９　白無地ゼッケン　　　　￥８２０

→

Ｓ－２６５　必勝ハチマキ（日の丸なし）
　　　　　　　　　　　　　　　￥７４０

Ｓ－１　紅白ハチマキ（短）
　　　　　　　　　　　　　　　￥２２０

Ｓ－１　紅白ハチマキ（短）
　　　　　　　　　　　　　　　￥２５０

コットンＣＡＰ　　　　　　　  　　￥１，２００

Ｓ－１１９　必勝ハチマキ（日の丸入）
　　　　　　　　　　　　　　　￥６００

Ｓ－１１９　必勝ハチマキ（日の丸入）
　　　　　　　　　　　　　　　￥７４０

Ｓ－２６５　必勝ハチマキ（日の丸なし）
　　　　　　　　　　　　　　　￥６００

Ｓ－１１３　無地メッシュカラーランニング
　　　　　　　ゼッケン　全８色　　￥２，２００

ＤＦ　デフレＣＡＰ　　　　　　　　　￥９００
ＣＡＭ　チノエアーメッシュＣＡＰ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥１，０５０

Ｓ－１４０　差し込み腕章
　　　　　　　　　　　　　　　￥５３０

Ｓ－１３１　カラー腕章　全１１色
　　　　　　　　　　　　　　　￥６００

Ｓ－３　色ハチマキ（短）　全１５色
　　　　　　　　　　　　　　　￥１９０

Ｓ－３　色ハチマキ（短）　全１５色
　　　　　　　　　　　　　　　￥２２０



2023/05/16
 

変更改定部：赤文字

Ｖｏｌ．１９２１（表紙：オレンジ）　旗幕幟袢天カタログ

※表示価格はすべて税別です。

備　考登録日
改定・廃番

適用日
商品名等　変更前 商品名等　変更後

表記訂正及び価格の改定・廃番のお知らせ（ページ順）

掲載頁

112 頁 → 2023/02/21 2022/12/01
価格改定
(2023/02/21受注分より)

113･
167

頁 → 2023/02/21 2022/12/01
価格改定
(2023/02/21受注分より)

113 頁 → 2023/02/21 2022/12/01
価格改定
(2023/02/21受注分より)

113 頁 → 2023/02/21 2022/12/01
価格改定
(2023/02/21受注分より)

113 頁 →
なくなり次第廃

番
2022/11/02

113 頁 →
なくなり次第廃

番
2022/11/02

113 頁 →
なくなり次第廃

番
2022/11/14

113 頁 → 2023/02/21 2022/12/01
価格改定
(2023/02/21受注分より)

113 頁 → 2023/02/21 2022/12/01
価格改定
(2023/02/21受注分より)

113 頁 → 2023/02/21 2021/01/21
価格改定
(2023/02/21受注分より)

113 頁 → 2023/02/21 2021/01/21
価格改定
(2023/02/21受注分より)

114 頁 → 2023/03/07 2023/03/06
価格改定
(2023/03/07受注分より)

114 頁 → 2023/03/07 2023/03/06
価格改定
(2023/03/07受注分より)

114 頁 → 2023/03/07 2023/03/06
価格改定
(2023/03/07受注分より)

114 頁 → 2023/03/07 2023/03/06
価格改定
(2023/03/07受注分より)

114 頁 → 2023/03/07 2023/03/06
価格改定
(2023/03/07受注分より)

114 頁 → 2023/03/07 2023/03/06
価格改定
(2023/03/07受注分より)

114 頁 → 2023/03/07 2023/03/06
価格改定
(2023/03/07受注分より)

114 頁 → 2023/03/07 2023/03/06
価格改定
(2023/03/07受注分より)

114 頁 → 2023/03/07 2023/03/06
価格改定
(2023/03/07受注分より)

114 頁 → 2023/03/07 2023/03/06
価格改定
(2023/03/07受注分より)

114 頁 → 2023/03/07 2023/03/06
価格改定
(2023/03/07受注分より)

115 頁 → 廃番 2021/11/08 商品廃番

115 頁 → 2023/03/07 2023/03/06
価格改定
(2023/03/07受注分より)

115 頁 → 2023/03/07 2023/03/06
価格改定
(2023/03/07受注分より)

115 頁 → 廃番 2021/11/05 商品廃番

115 頁 → 廃番 2023/03/06 商品廃番

115 頁 → 廃番 2022/09/16 商品廃番

115 頁 → 廃番 2022/09/16 代替品あり

115 頁 → 2022/09/16 2022/09/16 代替品

Ｓ－３１６　スリム成形型メガホン（小）
　　　　　　　　　　　　　　　￥６５０

Ｓ－１９５
手旗　白・赤セット　18φ×４５０㎜棒付
　　　　　　　　　　　　　　　￥２，３００

KS010018　デコバルーンアーチキット
　紅白（２色カラー）　　￥１１６，０００

KS010018　デコバルーンアーチキット
　紅白（２色カラー）　　￥１３０，０００

Ｓ－３１７　スリム成形型メガホン（大）
　　　　　　　　　　　　　　　￥１，６８０

Ｓ－２９５
手旗　白・黄セット　18φ×４５０㎜棒付
　　　　　　　　　　　　　　　￥１，９００

代替品　➡
SAG07021　バルーンタイム コンパクト
　２３０Ｌ（インフレーター付）　　　￥１９，０００

Ｓ－２４０　携帯用ミニＶメガホン　　￥６８０

Ｓ－２９０　カラー手旗　全５色　　　￥１，６８０ Ｓ－２９０　カラー手旗　全５色　　　￥２，０５０

レギュラーゴム風船　丸型　スタンダードカラー
　　　１２インチ　単品・アソート　　　￥２２

レギュラーゴム風船　丸型　スタンダードカラー
　　　１２インチ　単品・アソート　　　 ￥２４

レギュラーゴム風船　丸型　スタンダードカラー
　　　１０インチ　単品・アソート　　　　￥１８

レギュラーゴム風船　丸型　パールカラー
　　　１２インチ　単品・アソート　　　￥２６

Ｓ－１３３　番号入カラーゼッケン　￥１，３６０

Ｓ－２１７　大型立体式メガホン　　￥１，２００

レギュラーゴム風船　丸型　パールカラー
　　　１０インチ　単品・アソート　　　￥３０

HUG70051　バルーンタイム中
　２３０Ｌ（インフレーター付）　　　￥１５，０００

レギュラーゴム風船　丸型　スタンダードカラー
　　　９インチ　単品・アソート　　　　￥１８

Ｓ－７４０　チアスティック（２本１組）
　　　　　　　　　　　　　　　￥１，０２０

KS010051　デコバルーンコラムタワーキット
　シトラス ラージ（３色カラー）　￥５１，０００

KS010053　デコバルーンコラムタワーキット
　ラブピンク ラージ（３色カラー）　￥４８，０００

KS010053　デコバルーンコラムタワーキット
　ラブピンク ラージ（３色カラー）　￥５１，０００

KS010014　デコバルーンアーチキット
　パステルパール（４色カラー）￥１３０，０００

KS010050　デコバルーンコラムタワーキット
　スタンダード ラージ（５色カラー）￥５１，０００

Ｓ－２９５
手旗　白・黄セット　18φ×４５０㎜棒付
　　　　　　　　　　　　　　　￥２，３００

KS010010　デコバルーンアーチキット
　スタンダード（５色カラー）　　￥１３０，０００

KS010010　デコバルーンアーチキット
　スタンダード（５色カラー）　　￥１１６，０００

Ｓ－１１７　立体式メガホン　　￥７４０

Ｓ－２１６　ヴィクトリーメガホン
　　　　　　　　　　　　　　　￥１，０８０

Ｓ－３１７　スリム成形型メガホン（大）
　　　　　　　　　　　　　　　￥１，４００

KS010011　デコバルーンアーチキット
　シトラス（３色カラー）　　￥１１６，０００

レギュラーゴム風船　丸型　スタンダードカラー
　　　９インチ　単品・アソート　　　　￥１６

KS010011　デコバルーンアーチキット
　シトラス（３色カラー）　　￥１３０，０００

KS010012　デコバルーンアーチキット
　マリンブルー（３色カラー）　　￥１１６，０００

KS010012　デコバルーンアーチキット
　マリンブルー（３色カラー）　　￥１３０，０００

KS010013　デコバルーンアーチキット
　ラブピンク（３色カラー）　　￥１１６，０００

KS010013　デコバルーンアーチキット
　ラブピンク（３色カラー）　　￥１３０，０００

Ｓ－１３３　番号入カラーゼッケン　￥１，６２０

KS010051　デコバルーンコラムタワーキット
　シトラス ラージ（３色カラー）　￥４８，０００

KS010052　デコバルーンコラムタワーキット
　マリンブルー ラージ（３色カラー）￥４８，０００

KS010052　デコバルーンコラムタワーキット
　マリンブルー ラージ（３色カラー）￥５１，０００

KS010063　デコバルーンコラムタワーキット
　紅白 ラージ（２色カラー）　　￥４８，０００

KS010063　デコバルーンコラムタワーキット
　紅白 ラージ（２色カラー）　　￥５１，０００

Ｓ－３１６　スリム成形型メガホン（小）
　　　　　　　　　　　　　　　￥７８０

Ｓ－１９５
手旗　白・赤セット　18φ×４５０㎜棒付
　　　　　　　　　　　　　　　￥１，９００

Ｓ－２１６　ヴィクトリーメガホン
　　　　　　　　　　　　　　　￥１，２８０

Ｓ－７４０　チアスティック（２本１組）
　　　　　　　　　　　　　　　￥６４０

KS010014　デコバルーンアーチキット
　パステルパール（４色カラー）￥１１６，０００

HUG70121　バルーンタイム小
　１２０Ｌ（インフレーター付）　　　￥１１，３００

KS010050　デコバルーンコラムタワーキット
　スタンダード ラージ（５色カラー）￥４８，０００
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変更改定部：赤文字

Ｖｏｌ．１９２１（表紙：オレンジ）　旗幕幟袢天カタログ

※表示価格はすべて税別です。

備　考登録日
改定・廃番

適用日
商品名等　変更前 商品名等　変更後

表記訂正及び価格の改定・廃番のお知らせ（ページ順）

掲載頁

115 頁 → 2023/03/07 2023/03/06
価格改定
(2023/03/07受注分より)

115 頁 → 廃番 2022/09/16 代替品あり

115 頁 → 2022/09/16 2022/09/16 代替品

115 頁 → 2023/03/07 2023/03/06
価格改定
(2023/03/07受注分より)

116 頁 → 2021/11/20 2021/11/05 価格改定

116 頁 → 2023/03/07 2023/03/06
価格改定
(2023/03/07受注分より)

116 頁 → 2023/03/07 2023/03/06
価格改定
(2023/03/07受注分より)

116 頁 → 2023/03/07 2023/03/06
価格改定
(2023/03/07受注分より)

116 頁 → 2023/03/07 2023/03/06
価格改定
(2023/03/07受注分より)

116 頁 → 2023/03/07 2023/03/06
価格改定
(2023/03/07受注分より)

116 頁 → 2023/03/07 2023/03/06
価格改定
(2023/03/07受注分より)

116 頁 → 2023/03/07 2023/03/06
価格改定
(2023/03/07受注分より)

116 頁 → 廃番 2021/11/05

116 頁 → 2023/03/07 2023/03/06
価格改定
(2023/03/07受注分より)

117 頁 → 2022/10/01 2022/09/16
価格改定
(2022/10/01受注分より)

117 頁 → 2023/03/22 2023/03/20
価格改定
(2023/03/22受注分より)

117 頁 → 2023/03/22 2023/03/20
価格改定
(2023/03/22受注分より)

117 頁 → 2022/10/01 2022/09/16
価格改定
(2022/10/01受注分より)

117 頁 → 2022/10/01 2022/09/16
価格改定
(2022/10/01受注分より)

117 頁 → 2022/10/01 2022/09/16
価格改定
(2022/10/01受注分より)

117 頁 → 2023/03/22 2023/03/20
価格改定
(2023/03/22受注分より)

118 頁 → 2023/03/22 2023/03/20
価格改定
(2023/03/22受注分より)

119･
120

頁 → 2022/10/01 2022/09/16
価格改定
(2022/10/01受注分より)

119･
120

頁 → 2022/10/01 2022/09/16
価格改定
(2022/10/01受注分より)

119･
120

頁 → 2023/03/22 2023/03/20
価格改定
(2023/03/22受注分より)

119･
120

頁 → 2023/03/22 2023/03/20
価格改定
(2023/03/22受注分より)

119･
120

頁 → 2023/03/22 2023/03/20
価格改定
(2023/03/22受注分より)

119 頁

119 頁

120 頁 → 2023/04/01 2023/02/21
価格改定
(在庫なくなり次第改定）

商品表示番号訂正

2019/05/01→ 2019/05/01 商品掲載位置修正

2019/05/012019/05/01

　商品表示番号　③スポンジカバー付抽選ＢＯＸ　

レギュラー２WAYポンプ　　　　￥７６０

SAG07020　バルーンタイム コンパクト
　４００Ｌ（インフレーター付）　　　都度見積

抽選箱のスポンジカバー付の写真位置（頁左下)

20093　駄菓子つかみどりプレゼント
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥１５，５００

　商品表示番号　④窓付ドリームボックス

　商品表示番号　⑥募金箱

ラッキー抽選器５００球用（木製）
　　　　　　　　　　　　　￥３９，０００

15025　100名様用ヨーヨーつり大会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥８，８００

左：スピードクジ抽選箱・右：抽選ＢＯＸ

２１cm風船プラ棒　　　　　　　　 　￥１２

ACC30014　エコペーパー
　　　　　　　　　クリップ＆ウェイト　￥３６

20694　ﾁｮｰ!!BIGなお菓子抽選会
　　　　　100名様用　　　　　　　￥２６，５００

リングスティック　２４㎝
　　　５色アソート＋白　　　　￥１４

01585　窓付ドリームボックス
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥１，１００

15025　100名様用ヨーヨーつり大会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥１０，０００

抽選箱のスポンジカバー付の写真位置（頁左下)

　商品表示番号　⑦募金箱

ACC32000　糸付バルブ小
　　　　　　　　　（逆止弁付）　　　　￥３６

SAG07021　バルーンタイム コンパクト
　２３０Ｌ（インフレーター付）　　　￥１９，０００

MST10014　ピーコックバルーンアソート
               （羽衣パンチ）　　￥２６０

MST10014　ピーコックバルーンアソート
               （羽衣パンチ）　　￥２９０

プラ棒　１９㎝　白　　　　　　￥１０

SAG07020　バルーンタイム コンパクト
　４００Ｌ（インフレーター付）　　　￥１８，８００

ACC30014　エコペーパー
　　　　　　　　　クリップ＆ウェイト　￥４０

代替品　➡

MST10014　パンチングバルーン
　　　　　　　 無地７色アソート　　￥１０６

エレクトリックブロアー（B362）　　￥１２，０００ エレクトリックブロアー（B362）　　￥１３，２００

レギュラー２WAYポンプ　　　　￥５８０

20093　駄菓子つかみどりプレゼント
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥１６，４００

20646　うまい棒すくいどり＆
　　　　　つかみどりプレゼント　￥１７，０００

SAG07021　バルーンタイム コンパクト
　２３０Ｌ（インフレーター付）　　　都度見積

83810　すくい枠 グッピーちゃん6号
　　　　　(100入)　　　　　　　　  ￥２，８００

　商品表示番号　⑤窓付ドリームボックス

01596　応募箱　２０×１０×２２㎝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥３２０

20646　うまい棒すくいどり＆
　　　　　つかみどりプレゼント　￥１９，０００

01582　抽選箱　２０×２０×１４㎝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥１５０

01596　応募箱　２０×１０×２２㎝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥２４０

リングスティック　２４㎝
　　　５色アソート＋白　　　　￥１２

左：抽選ＢＯＸ・右：スピードクジ抽選箱

83810　すくい枠 グッピーちゃん6号
　　　　　(100入)　　　　　　　　  ￥２，７００

01582　抽選箱　２０×２０×１４㎝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥１４０

01356　スポンジカバー付　抽選箱（小）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥４５０

ACC22247　糸付クリップ　　　　　￥３６

20694　ﾁｮｰ!!BIGなお菓子抽選会
　　　　　100名様用　　　　　　　￥２７，５００

→

ACC32000　糸付バルブ小
　　　　　　　　　（逆止弁付）　　　　￥３８

２１cm風船プラ棒　　　　　　　　 　￥８

バルーンタイム　大（インフレーター付）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥１８，８００

01356　スポンジカバー付　抽選箱（小）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥４６０

01585　窓付ドリームボックス
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥７４０

　商品表示番号　⑥応募箱

　商品表示番号　④スポンジカバー付抽選ＢＯＸ

　商品表示番号　⑤応募箱

ACC22247　糸付クリップ　　　　　￥３４

21052　カラフルスーパーボール300個
　　　　　すくいどり大会　　　　　￥１１，８００

MST10014　パンチングバルーン
               無地７色アソート　　￥９０

83143　募金箱　２０×１０×２２㎝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥２４０

21052　カラフルスーパーボール300個
　　　　　すくいどり大会　　　　　￥１７，０００

SAG07020　バルーンタイム コンパクト
　４００Ｌ（インフレーター付）　　　￥２４，０００

ラッキー抽選器５００球用（木製）
　　　　　　　　　　　　　￥４３，０００

21309　パワーショベル　人気スナック菓子
いろいろすくいどりプレゼント　￥４６，０００

21309　パワーショベル　人気スナック菓子
いろいろすくいどりプレゼント　￥４８，０００

20675　福引千本つり大会セット
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥２３，８００

20675　福引千本つり大会セット
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥３１，５００

83143　募金箱　２０×１０×２２㎝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥３２０



2023/05/16
 

変更改定部：赤文字

Ｖｏｌ．１９２１（表紙：オレンジ）　旗幕幟袢天カタログ

※表示価格はすべて税別です。

備　考登録日
改定・廃番

適用日
商品名等　変更前 商品名等　変更後

表記訂正及び価格の改定・廃番のお知らせ（ページ順）

掲載頁

120 頁 → 2023/04/01 2023/02/21
価格改定
(在庫なくなり次第改定）

120 頁 → 2022/01/01 2021/12/06 価格改定

120 頁 → 即　　日 2021/03/16
製造中止に伴う
代替商品

120 頁 → 廃番 2021/05/07

120 頁 →
なくなり次第

廃番
2022/06/17

121 頁 → 廃番 2020/01/09 製造中止

121・
168

頁 → 廃番 2021/12/06 製造中止

121 頁 →
なくなり次第

廃番
2022/04/15

121・
168

頁 →
なくなり次第

廃番
2022/04/15

121・
168

頁 →
なくなり次第

廃番
2022/04/15

121・
168

頁 →
なくなり次第

廃番
2022/04/15

121 頁 → 2019/07/05 2019/07/05
商品名・仕様変更
※価格変更はありません

121 頁 →
次回

受注分より
2022/08/31 価格改定

121 頁 → 廃番 2020/04/08
代替商品については
お問い合わせ下さい

121 頁

121 頁 → 2023/01/01 2022/12/12
価格改正
(2023/01/01出荷分より)

121 頁 → 2023/01/01 2022/12/12
価格改正
(2023/01/01出荷分より)

121 頁 → 2023/01/01 2022/12/12
価格改正
(2023/01/01出荷分より)

121 頁 → 2023/01/01 2022/12/12
価格改正
(2023/01/01出荷分より)

121 頁 → 2023/03/21 2023/02/22
価格改正
(2023/03/21受注分より)

121 頁 → 2023/03/21 2023/02/22
価格改正
(2023/03/21受注分より)

121 頁 → 2023/03/21 2023/02/22
価格改正
(2023/03/21受注分より)

121 頁 → 2022/07/01 2022/06/17 価格改定

122 頁 → 2023/01/01 2022/10/12 出荷ロット変更

122 頁 →
なくなり次第

変更
2022/07/25 色合いの変更

122 頁 → 2023/01/01 2022/10/12
価格改正
(2023/01/01受注分より)

122 頁 → 2023/01/01 2022/10/12
価格改正
(2023/01/01受注分より)

122 頁 → 2023/01/01 2022/10/12
価格改正
(2023/01/01受注分より)

122 頁 → 2023/01/01 2022/10/12
価格改正
(2023/01/01受注分より)

122 頁 → 2023/01/01 2022/10/12
価格改正
(2023/01/01受注分より)

122 頁 → 2023/01/01 2022/10/12
価格改正
(2023/01/01受注分より)

黄色リボン各種　色合い変更
　　　　　　　　　　　淡いレモン系

2019/05/012019/05/01→
式典用品表組み

特々大リボンバラ　（全４色）
　４個／箱　　　　　　　　　￥１，７５０

テープカットリボン＜中＞　　 ￥３，０００ テープカットリボン＜中＞　　 ￥３，４００

テープカットリボン＜小＞　　 ￥２，０００ テープカットリボン＜小＞　　 ￥２，３００

テープカットリボン＜大＞　　 ￥４，３００ テープカットリボン＜大＞　　 ￥５，０００

商品名訂正
　　　　⑰プラスチック賞状盆　￥４，３００

ゴールドハサミ　ステンレス製・金メッキ
　L：２０㎝　刃渡り９㎝　　　　　￥５，９００

ゴールドハサミ　ステンレス製・金メッキ
　L：２０㎝　刃渡り９㎝　　　　　￥７，２００

紙ふぶき(500ｇ入)　和紙　　　￥３，９００

手袋　白　　￥６６０

ミニベル　長さ：１４㎝・ﾍﾞﾙ径：９㎝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥１，５６０

黄色リボン各種　色合い変更
　　　　　　　　　　　　　濃い黄色

式典用品表組み

モールくす玉ゴールド　大　￥４２，９００

手振鈴　３寸　長さ：20㎝・ﾍﾞﾙ径：8.8㎝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥１０，０００

　　　　⑰紫ふくさ　￥４，３００　サテン

特大リボンバラ　（全４色）
　６個／箱　　　　　　　　　￥１，５００

大リボンバラ　（全６色）
　８個／箱　　　　　　　　　￥１，０２０

くす玉ゴールド　小　タレ幕付　￥８，６００

中リボンバラ　（全６色）
　１２個／箱　　　　　　　　￥８５０

小リボンバラ　（全６色）
　２０個／箱　　　　　　　　￥６２５

特大リボンバラ　（全４色）
　６個／箱　　　　　　　　　￥１，３００

大リボンバラ　（全６色）
　８個／箱　　　　　　　　　￥１，２００

フラワーくす玉　　大　　　　￥３２，５００

特小リボンバラ　（全６色）
　２４個／箱　　　　　　　　￥３９５

特小リボンバラ　（全６色）
　２４個／箱　　　　　　　　￥４６０

ラッキー抽選器５００球用（木製）
　　　　　　　　　　　　　￥５２，０００

１．５インチ　リボンテープ　赤
　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥１，４３０

ゴールドハサミ　ステンレス製・金メッキ
　L：２０㎝　刃渡り９㎝

テープカットハサミ（並）　ステンレス・金メッキ
　L１８．５㎝　刃渡り８．９㎝

中リボンバラ　（全６色）
　１２個／箱　　　　　　　　￥７１０

くす玉用たれ幕付　小　　　　￥３，２５０

１．５インチ　リボンテープ　白
　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥１，４３０

１．５インチ　リボンテープ　白
　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥１，５６０

手振鈴　４．５寸　長さ：24㎝・ﾍﾞﾙ径：12.5㎝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥２０，６００

ブラスベル(小）　長さ：１７．５㎝・ﾍﾞﾙ径：８．３㎝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥６，２４０

紫ふくさ（サテン）　Ｈ４３×Ｗ４３㎝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥５，０００

紫ふくさ（サテン）　Ｈ４３×Ｗ４３㎝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥５，６００

手袋　白　　￥６３０

１．５インチ　リボンテープ　赤
　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥１，５６０

１．５インチ　赤耳リボン　　　 ￥１，８００ １．５インチ　赤耳リボン　　　 ￥１，９４０

ラッキー抽選器１０００球用（木製）
　　　　　　　　　　　　　￥４９，４００

小リボンバラ　（全６色）
　２０個／箱　　　　　　　　￥４６５

フラワーくす玉　小　タレ幕付　￥７，７００

手振鈴　４．５寸　長さ：24㎝・ﾍﾞﾙ径：12.5㎝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥１８，６００

リボン徽章各種
　　一部ロット割れ販売可能

リボン徽章各種
　　全種全色ロット割れ販売停止

特々大リボンバラ　（全４色）
　４個／箱　　　　　　　　　￥１，４５０

ブラスベル(小）　長さ：１７．５㎝・ﾍﾞﾙ径：８．３㎝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥６．２４０

桐箱入テープカットハサミ　ステンレス・金ﾒｯｷ
　L２２．５㎝　刃渡り１０．９㎝　　￥１２，２２０



2023/05/16
 

変更改定部：赤文字

Ｖｏｌ．１９２１（表紙：オレンジ）　旗幕幟袢天カタログ

※表示価格はすべて税別です。

備　考登録日
改定・廃番

適用日
商品名等　変更前 商品名等　変更後

表記訂正及び価格の改定・廃番のお知らせ（ページ順）

掲載頁

122 頁 → 2023/01/01 2022/10/12
価格改正
(2023/01/01受注分より)

122 頁 → 2023/01/01 2022/10/12
価格改正
(2023/01/01受注分より)

122 頁 → 2023/01/01 2022/10/12
価格改正
(2023/01/01受注分より)

122 頁 → 2023/01/01 2022/10/12
価格改正
(2023/01/01受注分より)

122 頁 → 2023/01/01 2022/10/12
価格改正
(2023/01/01受注分より)

122 頁 → 2023/01/01 2022/10/12
価格改正
(2023/01/01受注分より)

123 頁 → 2023/03/01 2023/01/30
価格改定２
(2023/03/01受注分より)

123 頁 → 2023/03/01 2023/01/30
価格改定２
(2023/03/01受注分より)

123 頁 → 2023/03/01 2023/01/30
価格改定２
(2023/03/01受注分より)

123 頁 → 2023/03/01 2023/01/30
価格改定２
(2023/03/01受注分より)

123 頁 → 2023/03/01 2023/01/30
価格改定２
(2023/03/01受注分より)

123 頁 → 2023/03/01 2023/01/30
価格改定２
(2023/03/01受注分より)

123 頁 → 2023/03/01 2023/01/30
価格改定２
(2023/03/01受注分より)

123 頁 → 2023/03/01 2023/01/30
価格改定２
(2023/03/01受注分より)

123 頁 → 廃番 2023/05/09

123 頁 → 廃番 2023/05/09

123 頁 → 廃番 2023/05/09

123 頁 → 廃番 2023/05/09

123 頁 → 廃番 2023/05/09

123 頁 → 廃番 2023/05/09

123 頁 → 廃番 2023/05/09

123 頁 → 廃番 2023/05/09

123 頁 → 廃番 2023/05/09

123 頁 → 廃番 2023/05/09

123 頁 → 廃番 2023/05/09

123 頁 → 廃番 2023/05/09

123 頁 → 廃番 2023/05/09

123 頁 → 廃番 2023/05/09

123 頁 → 2022/03/01 2022/02/10 商品名改定

123 頁 → 次回受注より 2023/05/09
価格改定３
(次回受注より)

124 頁 → 2023/03/01 2023/01/30
価格改定２
(2023/03/01受注分より)

ビラ　（全１１色）　２００枚／箱　　　 ￥３５ ビラ　（全１１色）　２００枚／箱　　　 ￥４５

タイタンテント　３．０間×５．０間用
　ＧＴ－５型　追加テント　　￥２２７，０００

防災テント　ＢＤＳ－３６５４Ｂ
　　　　２．０間×３．０間　　　￥５６８，０００

防災テント　ＢＤＳ－３６５４Ｂ
　　　　２．０間×３．０間　　　￥６０６，０００

ニューベストウェイト　　　　　　　￥１８，６００

ブルドックテント　２．０間×４．０間
　　　Ｋ－３　セーフティー　　　￥２６０，０００

タイタンテント　１．０間×１．５間用
　ＧＴ－１型　追加テント　　￥３７，２００

タイタンテント　１．０間×１．５間
GT-1型 テント＋パイプ一式 ￥１５２，０００

タイタンテント　１．５間×２．０間用
　ＧＴ－２型　追加テント　　￥５９，４００

ブルドックテント　１．０間×１．５間
　　　Ｋ－０　セーフティー　　　￥１０８，０００

タイタンテント　２．０間×４．０間用
　ＧＴ－４型　追加テント　　￥１２５，０００

カラーテント　２．０間×４．０間
　　　　　　　ＧＴ－４型　　　￥３４８，０００

ニューベストウェイト　　　　　　　　￥１９，７００

立ヒナ　（全１０色）　１５０個／箱　　￥９０

カラーテント　２．０間×３．０間
　　　　　　　ＧＴ－３型　　　￥２９６，０００

カラーテント　１．５間×２．０間
　　　　　　　ＧＴ－２型　　　￥１８８，０００

カラーテント　１．０間×１．５間
　　　　　　　ＧＴ－１型　　　￥１６０，０００

タイタンテント　２．０間×４．０間
GT-4型 テント＋パイプ一式 ￥３２６，０００

中旭光　（全５色）　８０個／箱　　　￥１４０

五方　（全１１色）　１００個／箱　　 ￥１１０

ブルドックテント　１．０間×１．５間　　Ｋ－０
　　　セーフティー用天幕　　　　￥３５，５００

タイタンテント　３．０間×５．０間
GT-5型 テント＋パイプ一式 ￥６２０，０００

ブルドックテント　２．０間×３．０間
　　　Ｋ－２　セーフティー　　　￥２３６，０００

ブルドックテント　２．０間×４．０間　　Ｋ－３
　　　セーフティー用天幕　　　￥１２７，０００

タイタンテント　２．０間×３．０間用
　ＧＴ－３型　追加テント　　￥９２，２００

タイタンテント　２．０間×３．０間
GT-3型 テント＋パイプ一式 ￥２７２，０００

ブルドックテント　１．０間×１．５間　　Ｋ－０
　　　セーフティー用天幕　　　　￥３５，０００

あけぼの　タレ付　（全５色）
　１２０個／箱　 　　　　　　￥１３５

中旭光　（全５色）　８０個／箱　　　￥１８０

五方　（全１１色）　１００個／箱　　 ￥１３５

あけぼの　（全５色）　１５０個／箱　 ￥８５

ブルドックテント　２．０間×４．０間
　　　Ｋ－３　セーフティー　　　￥２６８，０００

あけぼの　（全５色）　１５０個／箱　 ￥１１０

あけぼの　タレ付　（全５色）
　１２０個／箱　 　　　　　　￥１１０

ブルドックテント　２．０間×３．０間　　Ｋ－２
　　　セーフティー用天幕　　　　￥９９，０００

ブルドックテント　２．０間×３．０間
　　　Ｋ－２　セーフティー　　　￥２２７，０００

ブルドックテント　２．０間×４．０間　　Ｋ－３
　　　セーフティー用天幕　　　￥１２５，０００

ブルドックテント　１．０間×１．５間
　　　Ｋ－０　セーフティー　　　￥１０４，０００

立ヒナ　（全１０色）　１５０個／箱　　￥１１５

ブルドックテント　１．５間×２．０間　　Ｋ－１
　　　セーフティー用天幕　　　　￥５６，０００

ブルドックテント　１．５間×２．０間
　　　Ｋ－１　セーフティー　　　￥１４３，０００

ベストウェイト ニューベストウェイト

タイタンテント　１．５間×２．０間
GT-2型 テント＋パイプ一式 ￥１７８，０００

ブルドックテント　１．５間×２．０間
　　　Ｋ－１　セーフティー　　　￥１４０，０００

ブルドックテント　２．０間×３．０間　　Ｋ－２
　　　セーフティー用天幕　　　　￥１０２，０００

ブルドックテント　１．５間×２．０間　　Ｋ－１
　　　セーフティー用天幕　　　　￥５５，０００



2023/05/16
 

変更改定部：赤文字

Ｖｏｌ．１９２１（表紙：オレンジ）　旗幕幟袢天カタログ

※表示価格はすべて税別です。

備　考登録日
改定・廃番

適用日
商品名等　変更前 商品名等　変更後

表記訂正及び価格の改定・廃番のお知らせ（ページ順）

掲載頁

124 頁 → 2023/03/01 2023/01/30
価格改定２
(2023/03/01受注分より)

125・
126

頁 → 2021/03/11 2021/03/11 サイズ訂正

125・
126

頁 → 2022/07/01 2022/06/02 価格改正

125・
126

頁 → 2022/07/01 2022/06/02 価格改正

125・
126

頁 → 2022/07/01 2022/06/02 価格改正

125・
126

頁 → 2022/07/01 2022/06/02 価格改正

125・
126

頁 → 2022/07/01 2022/06/02 価格改正

125・
126

頁 → 2022/07/01 2022/06/02 価格改正

125・
126

頁 → 2022/07/01 2022/06/02 価格改正

125・
126

頁 → 2022/07/01 2022/06/02 価格改正

125・
126

頁 → 2022/07/01 2022/06/02 価格改正

125・
126

頁 → 2022/07/01 2022/06/02 価格改正

125・
126

頁 → 2022/07/01 2022/06/02 価格改正

125・
126

頁 → 2022/07/01 2022/06/02 価格改正

125・
126

頁 → 2022/07/01 2022/06/02 価格改正

125・
126

頁 → 2022/07/01 2022/06/02 価格改正

125・
126

頁 → 2022/07/01 2022/06/02 価格改正

125・
126

頁 → 2022/07/01 2022/06/02 価格改正

125・
126

頁 → 2022/07/01 2022/06/02 価格改正

125・
126

頁 → 2022/07/01 2022/06/02 価格改正

126 頁 → 2023/01/01 2022/11/21 価格改定

126 頁 → 2023/01/01 2022/11/21 価格改定

126 頁 → 2023/01/01 2022/11/21 価格改定

126 頁 → 2023/01/01 2022/11/21 価格改定

126 頁 → 2023/01/01 2022/11/21 価格改定

126 頁 → 2023/01/01 2022/11/21 価格改定

126 頁 → 2022/09/21 仕様変更

130 頁

131～ 2020/02/01 品番及び上代価格改定

139 頁 出荷分から お問い合わせ下さい。

132 頁 → 廃番 2023/04/17

かんたんてんと３　オールアルミ
　　ＫＡ／１．５ＷＡ　　　　　￥１０９，０００

かんたんてんと３　オールアルミ
　　ＫＡ／１．５ＷＡ　　　　　￥１２１，０００

かんたんてんと３　オールアルミ
　　ＫＡ／２ＷＡ　　　　　　　￥１４２，０００

首掛けリボン写真横表組み下の丸付き番号

かんたんてんと３　オールアルミ
　　ＫＡ／５ＷＡ　　　　　　　￥１８２，０００

カップ　CP-108　B　　　　　￥１，７００

かんたんてんと
　　ＫＡ／５Ｗ・ＫＡ／５ＷＡ　　２．４ｍ×４．８ｍ

かんたんてんと３　スチール・アルミ
　　ＫＡ／１Ｗ　　　　　　　￥７４，８００

かんたんてんと３　スチール・アルミ
　　ＫＡ／１Ｗ　　　　　　　￥８２，６００

かんたんてんと３　スチール・アルミ
　　ＫＡ／１．５Ｗ　　　　　￥１００，０００

かんたんてんと３　スチール・アルミ
　　ＫＡ／１．５Ｗ　　　　　￥１１０，０００

かんたんてんと３　スチール・アルミ
　　ＫＡ／２Ｗ　　　　　　　￥１２９，０００

かんたんてんと３　スチール・アルミ
　　ＫＡ／２Ｗ　　　　　　　￥１３７，６００

かんたんてんと３　スチール・アルミ
　　ＫＡ／７Ｗ　　　　　　　￥１６２，０００

かんたんてんと３　オールアルミ
　　ＫＡ／１ＷＡ　　　　　　　￥９０，３００

かんたんてんと３　オールアルミ
　　ＫＡ／６ＷＡ　　　　　　　￥１６８，５００

かんたんてんと３　オールアルミ
　　ＫＡ／７ＷＡ　　　　　　　￥１７９，５００

かんたんてんと３　オールアルミ
　　ＫＡ／７ＷＡ　　　　　　　￥１９７，０００

かんたんてんと３　スチール・アルミ
　　ＫＡ／３Ｗ　　　　　　　￥１０２，５００

2019/12/05

2019/05/01 2019/05/01

イージーアップテント　ＤＸアルミ
　　　　ＤＸＡ６０　３．０×６．０ｍ　￥２６６，０００

イージーアップテント　ＤＸアルミ
　　　　ＤＸＡ６０　３．０×６．０ｍ　￥２４１，０００

商品表示番号訂正

かんたんてんと３　スチール・アルミ
　　ＫＡ／８Ｗ　　　　　　　￥１９６，０００

　１９２１カタログの131頁～139頁掲載商品

イージーアップテント　ＤＸスチール
　　　　ＤＸ６０　３．０×６．０ｍ　　￥２１１，０００

かんたんてんと３　スチール・アルミ
　　ＫＡ／６Ｗ　　　　　　　￥１５３，０００

かんたんてんと３　オールアルミ
　　ＫＡ／１ＷＡ　　　　　　　￥８１，４００

かんたんてんと３　スチール・アルミ
　　ＫＡ／５Ｗ　　　　　　　￥１５１，０００

かんたんてんと３　スチール・アルミ
　　ＫＡ／５Ｗ　　　　　　　￥１６６，５００

かんたんてんと
　　ＫＡ／５Ｗ・ＫＡ／５ＷＡ　　２．４ｍ×５．４ｍ

かんたんウエイト　仕様変更
　水袋をウエイトバッグに入れ
　　　　　　➡　面ファスナーを通し止める

防災テント　ＢＤＳ－３６７２Ｂ
　　　　２．０間×４．０間　　　￥６７７，０００

首掛けリボン写真横表組み下の丸付き番号

⑨＝・・・、⑩＝・・・、⑪＝・・・　※上から

かんたんウエイト　仕様変更
　水袋をウエイトバッグに入れ
　　　　　➡　紐を通し結ぶ

かんたんてんと３　スチール・アルミ
　　ＫＡ／７Ｗ　　　　　　　￥１８０，０００

かんたんてんと３　スチール・アルミ
　　ＫＡ／６Ｗ　　　　　　　￥１３９，６００

かんたんてんと３　スチール・アルミ
　　ＫＡ／８Ｗ　　　　　　　￥２１７，０００

イージーアップテント　ＤＸスチール
　　　ＤＸ３０　３．０×３．０ｍ　　　￥１４７，０００

イージーアップテント　ＤＸアルミ
　　　ＤＸＡ３０　３．０×３．０ｍ　　￥１６４，０００

→

イージーアップテント　ＤＸアルミ
　　　ＤＸＡ３０　３．０×３．０ｍ　　￥１７５，０００

かんたんてんと３　オールアルミ
　　ＫＡ／８ＷＡ　　　　　　　￥２３９，０００

かんたんてんと３　オールアルミ
　　ＫＡ／８ＷＡ　　　　　　　￥２０６，０００

防災テント　ＢＤＳ－３６７２Ｂ
　　　　２．０間×４．０間　　　￥６３２，０００

①＝・・・、②＝・・・、③＝・・・　※上から

かんたんてんと３　スチール・アルミ
　　ＫＡ／４Ｗ　　　　　　　￥１５３，０００

イージーアップテント　ＤＸスチール
　　　ＤＸ３０　３．０×３．０ｍ　　　￥１４０，０００

かんたんてんと３　オールアルミ
　　ＫＡ／６ＷＡ　　　　　　　￥１５３，０００

かんたんてんと３　オールアルミ
　　ＫＡ／４ＷＡ　　　　　　　￥１５３，０００

かんたんてんと３　オールアルミ
　　ＫＡ／４ＷＡ　　　　　　　￥１６８，５００

型番・上代価格・商品廃番など

　※改訂一覧表をご用意しております。

イージーアップテント　ＤＸスチール
　　　ＤＸ４５　３．０×４．５ｍ　　　￥１７６，０００

イージーアップテント　ＤＸスチール
　　　　ＤＸ６０　３．０×６．０ｍ　　￥１９７，０００

イージーアップテント　ＤＸアルミ
　　　ＤＸＡ４５　３．０×４．５ｍ　　￥１９７，０００

→
トロフィー・カップ・楯・メダル・表彰楯・リボン

かんたんてんと３　スチール・アルミ
　　ＫＡ／３Ｗ　　　　　　　￥９２，４００

かんたんてんと３　オールアルミ
　　ＫＡ／３ＷＡ　　　　　　　￥１００，０００

かんたんてんと３　オールアルミ
　　ＫＡ／２ＷＡ　　　　　　　￥１５３，０００

かんたんてんと３　スチール・アルミ
　　ＫＡ／４Ｗ　　　　　　　￥１３９，６００

イージーアップテント　ＤＸスチール
　　　ＤＸ４５　３．０×４．５ｍ　　　￥１６７，０００

かんたんてんと３　オールアルミ
　　ＫＡ／５ＷＡ　　　　　　　￥１６３，０００

イージーアップテント　ＤＸアルミ
　　　ＤＸＡ４５　３．０×４．５ｍ　　￥２１０，０００

かんたんてんと３　オールアルミ
　　ＫＡ／３ＷＡ　　　　　　　￥１１０，０００



2023/05/16
 

変更改定部：赤文字

Ｖｏｌ．１９２１（表紙：オレンジ）　旗幕幟袢天カタログ

※表示価格はすべて税別です。

備　考登録日
改定・廃番

適用日
商品名等　変更前 商品名等　変更後

表記訂正及び価格の改定・廃番のお知らせ（ページ順）

掲載頁

132 頁 → 廃番 2023/04/17

133 頁 → 廃番 2023/04/17

133 頁 → 廃番 2023/04/17

133 頁 → 廃番 2023/04/17

133 頁 → 廃番 2023/04/17

133 頁 → 廃番 2023/04/17

133 頁 → 廃番 2023/04/17

140 頁 → 廃番 2020/04/13
代替商品については
お問い合わせ下さい

140 頁 → 廃番 2022/05/18
代替商品については
お問い合わせ下さい

140 頁 → 廃番 2022/05/18
代替商品については
お問い合わせ下さい

140 頁 → 2019/05/01 2019/05/01 商品サイズ訂正

140 頁 → 廃番 2022/03/29

→ 代替品 2022/03/29
桧 床机（古代色）
中　51444　代替品

140 頁 → 2022/04/01 2022/03/29 価格改定

140 頁 → 2022/04/01 2022/03/29 価格改定

140 頁 → 2022/04/01 2022/03/29 価格改定

140 頁 →
なくなり次第

廃番
2022/06/17

140 頁 → 2022/04/01 2022/03/29 価格改定

140 頁 → 2022/04/01 2022/03/29 価格改定

141 頁 → 2022/06/01 2022/05/09 掛け率改正

141 頁 → 2022/06/01 2022/05/09 掛け率改正

143 頁 → 2023/03/13 カラー廃番

143 頁 → 2019/06/20 2019/06/20 品番の訂正

144 頁 → 2023/03/01 2023/02/02
価格改定
(2023/03/01受注分より)

144 頁 → 2023/03/01 2023/02/02
価格改定
(2023/03/01受注分より)

144 頁 →
なくなり次第

廃番
2022/02/22

代替商品については
お問い合わせ下さい

146・
168

頁 → 2023/01/01 2022/12/14
価格改定
(2023/01/01受注分より)

146・
168

頁 → 2023/01/01 2022/12/14
価格改定
(2023/01/01受注分より)

146・
168

頁 → 2023/01/01 2022/12/14
価格改定
(2023/01/01受注分より)

146・
168

頁 → 2023/01/01 2022/12/14
価格改定
(2023/01/01受注分より)

146・
168

頁 → 2023/01/01 2022/12/14
価格改定
(2023/01/01受注分より)

多機能筆記具　MWB-1000C
　　　廃番色：#41グリーン・#68クールパイン

緋毛せん　１８４×９４㎝　　　￥３４，０００

００７６２－ＥＮＮ　ナチュラルファイルバッグ
　　Ｆ　　　　　　　 　　　　　　　￥１９０

００７６２－ＥＮＮ　ナチュラルファイルバッグ
　　Ｆ　　　　　　　 　　　　　　　￥２１０

００７６０－ＥＮＢ　ナチュラルコットンバッグ
　　Ｆ　　　　　　　 　　　　　　　￥２５０

００７６０－ＥＮＢ　ナチュラルコットンバッグ
　　Ｆ　　　　　　　 　　　　　　　￥２８０

２尺５寸野点傘(上)　品番：6065　中国製
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥８６，０００

ポケットティッシュ　Ⓔ ポケットティッシュ　Ⓕ

啓発用ポケットティッシュ（８Ｗ）　Ⓕ

必勝ダルマ・福ダルマ　１１号　　 ￥９，４００

カップ　CP-108　C　　　　　￥１，５００

必勝ダルマ・福ダルマ　１２号　 ￥１３，２００

必勝ダルマ・福ダルマ　１１号　　￥１０，６００

多機能筆記具　MWB-1000C
　　　廃番色があります。

トロフィー　TV-8918（TV-8908）
　　　　　　　　　　　B　　　　　￥４，０００

屋台販売台　ブレイ君　コンパクト
　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥９２，０００

スタンダード　キャンバストートバッグ

　➡　　代替品

トロフィー　TV-8918（TV-8908）
　　　　　　　　　　　D　　　　　￥３，１００

必勝ダルマ・福ダルマ　１３号　 ￥１７，４００

スチール傘立て　大　　　　　￥３３，５００

屋台販売台　ブレイ君　　　 ￥１１３，０００

木製傘立て（黒塗り）　　　　　￥７２，５００

床机(ｼｮｳｷﾞ)　寸法：約１５０×６０×Ｈ４０㎝

必勝ダルマ・福ダルマ　１０号　　　￥８，２００ 必勝ダルマ・福ダルマ　１０号　　￥９，２００

シャープペン
　　　ゼロシングラマーミニ　　ＭＧＭＱ－１００

必勝ダルマ・福ダルマ　１３号　　￥１５，２００

３尺野点傘(上)　品番：6066　中国製
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥９０，０００

床机(ｼｮｳｷﾞ)　寸法：約１５０×６０×Ｈ４０㎜

屋台販売台　ブレイ君　コンパクト
　　　　　　　　　　　　　　　　　￥１０２，０００

トロフィー　TV-8918（TV-8908）
　　　　　　　　　　　C　　　　　￥３，４００

緋毛せん　１８４×９４㎝　　　￥３５，０００

シャープペン
　　　ゼロシングラマーミニ　　ＭＧＭＱ－１０

メルトン生地　（紺）　９０㎝巾×１０ｍ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥１２，８００

啓発用ポケットティッシュ（８Ｗ）　Ⓔ

スチール傘立て　大　　　　　￥２０，６００

必勝ダルマ・福ダルマ　新規　　 ￥１０，６００

屋台販売台　ブレイ君　　　　￥１０８，０００

木製傘立て（黒塗り）　　　　　￥７０，０００

桧 床机（古代色）52031
　　　約150×60×H40㎝　￥９０，０００

３尺５寸野点傘(上)　品番：6067　中国製
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥９９，０００

必勝ダルマ・福ダルマ　１２号　　￥１１，８００

必勝ダルマ・福ダルマ　新規　　￥１２，０００

トロフィー　TV-8918（TV-8908）
　　　　　　　　　　　E　　　　　￥２，４００

桧 床机（古代色）中 51444
　　　約150X60XH40㎝　　　￥５９，６００

トロフィー　TV-8918（TV-8908）
　　　　　　　　　　　F　　　　　￥１，９００

トロフィー　TV-8918（TV-8908）
　　　　　　　　　　　G　　　　　￥１，７００
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変更改定部：赤文字

Ｖｏｌ．１９２１（表紙：オレンジ）　旗幕幟袢天カタログ

※表示価格はすべて税別です。

備　考登録日
改定・廃番

適用日
商品名等　変更前 商品名等　変更後

表記訂正及び価格の改定・廃番のお知らせ（ページ順）

掲載頁

146・
168

頁 → 2023/01/01 2022/12/14
価格改定
(2023/01/01受注分より)

146・
168

頁 → 2023/01/01 2022/12/14
価格改定
(2023/01/01受注分より)

146・
168

頁 → 2023/01/01 2022/12/14
価格改定
(2023/01/01受注分より)

146・
168

頁 → 2023/01/01 2022/12/14
価格改定
(2023/01/01受注分より)

146・
168

頁 → 2023/01/01 2022/12/14
価格改定
(2023/01/01受注分より)

149 頁 → 廃番 2021/12/01
代替商品については
お問い合わせ下さい

149 頁 → 廃番 2021/12/01
代替商品については
お問い合わせ下さい

151 頁 → 次回受注より 2023/01/11 価格改定

151 頁 → 次回受注より 2023/01/11 価格改定

151 頁 → 次回受注より 2023/01/11 価格改定

151 頁 → 次回受注より 2023/01/11 価格改定

151 頁 → 次回受注より 2023/01/11 価格改定

151 頁 → 次回受注より 2023/01/11 価格改定

152 頁 →
なくなり次第

廃番
2023/05/15

154 頁 → 廃番 2023/01/11 後継品あり

→ 2023/01/11

154 頁 → 次回受注より 2023/01/11 価格改定

154 頁 → 次回受注より 2023/01/11 価格改定

155 頁 → 2021/04/01 2021/02/03 価格改定

155 頁 → 次回受注より 2023/02/15
商品名変更
価格改定

155 頁 → 次回受注より 2023/02/15
商品名変更
価格改定

なくなり次第
廃番

商品名修正2019/05/012019/05/01

2022/07/07
なくなり次第

廃番

2022/07/07

ｻﾎﾟｰﾄｻｲﾝ 車いす(B2ﾎﾟｽﾀｰ＋ｶﾀﾛｸﾞｹｰｽ)
　　　　SPSS-ISU-ACKC　　　　　￥９２，０００

必勝ダルマ・福ダルマ　１８号　　￥６９，４００ 必勝ダルマ・福ダルマ　１８号 　￥７９，０００

必勝ダルマ・福ダルマ　１５号　　￥２３，２００

スタンド看板　ページ下段

　ポスタークリップスタンド看板（パンフレットケース付）

スタンド看板　ページ下段

　バリウススタンド看板（アクリルカバータイプ）

ｻﾎﾟｰﾄｻｲﾝ ｽﾛﾚｯﾁｪｰ(Aﾎﾟｽﾀｰ＋ｶﾀﾛｸﾞｹｰｽ)
　　　　SPSS-TANKA-ACKC　　￥１０７，５００

ガイドポール　GP-M　　￥７，０００

（後継品）
スマートガイドポール　２フック
　　　SMGP-2F　　￥７，０００

ガイドポール用チェーン
　　　　CPC-100　　　　　　　￥４４０

必勝ダルマ・福ダルマ　１５号　 ￥２６，４００

必勝ダルマ・福ダルマ　１６号　　￥３４，８００ 必勝ダルマ・福ダルマ　１６号 　￥３９，６００

（Ｂ１・Ｂ２・Ｂ３・Ｂ４・Ａ１・Ａ２・Ａ３・Ａ４判）

→

ガイドポール用チェーン
　　　　CPC-100　　　　　　　￥５００

必勝ダルマ・福ダルマ　１７号 　￥５３，０００

必勝ダルマ・福ダルマ　１４号　 ￥１９，８００

152 頁
アケパネ２０
（Ｂ１・Ｂ２・Ｂ３・Ｂ４・Ａ１・Ａ２・Ａ３・Ａ４判）
なくなり次第､廃番色があります。

→

アケパネ２０

151 頁

152 頁 →

【廃番色】

化研シルバー/クローム（ＫＳ・Ｃ）

【廃番色】

ポスターグリップスタンド看板
（パンフレットケース付）
　PGSKP-B2KS-G　　￥３３，９００

必勝ダルマ・福ダルマ　１７号　　￥４６，４００

ポスターグリップスタンド看板
（パンフレットケース付）
　PGSKP-A1KS-G　　￥３３，０００

７０cmコーン　赤　　　　　　￥１，２００

ポスターグリップスタンド看板
（パンフレットケース付）
　PGSKP-A2KB-G　　￥３１，１００

ポスターグリップスタンド看板
（パンフレットケース付）
　PGSKP-A1KB-G　　￥３４，０００

ポスターグリップスタンド看板
（パンフレットケース付）
　PGSKP-A1KB-G　　￥４０，８００

パネル吊り金具

スーパーコーン　７０cm　赤　　￥１，３４０

９０cmコーン　赤　　　　　　￥４，４００ ９０cmカラーコーン　赤　　　　　￥４，５５０

アケパネ３０

必勝ダルマ・福ダルマ　１４号　　￥１７，４００

ポスターグリップスタンド看板
（パンフレットケース付）
　PGSKP-A2KB-G　　￥２５，９００

立体表示カバー（カラーコーン用）
　　駐車禁止／作業中／立入禁止／駐輪禁止
　　／駐車ご遠慮ください　　　　　　　　￥２，４００

立体表示カバー（カラーコーン用）
　　駐車禁止／作業中／立入禁止／駐輪禁止
　　／駐車ご遠慮ください　　　　　　　￥２，０００

（Ｂ１・Ｂ２・Ｂ３・Ｂ４・Ａ１・Ａ２・Ａ３判）

ゴールド/ゴールド（Ｇ・Ｇ）

アケパネ３０
（Ｂ１・Ｂ２・Ｂ３・Ｂ４・Ａ１・Ａ２・Ａ３判）
なくなり次第､廃番色があります。 化研シルバー/クローム（ＫＳ・Ｃ）

ゴールド/ゴールド（Ｇ・Ｇ）

ガイドポール用チェーン
　　　　CPC-150　　　　　　　￥６６０

ガイドポール用チェーン
　　　　CPC-150　　　　　　　￥７５０

ポスターグリップスタンド看板
（パンフレットケース付）
　PGSKP-A2KS-G　　￥２４，９００

ポスターグリップスタンド看板
（パンフレットケース付）
　PGSKP-A2KS-G　　￥２９，９００

ポスターグリップスタンド看板
（パンフレットケース付）
　PGSKP-B2KS-G　　￥２８，２００

ポスターグリップスタンド看板
（パンフレットケース付）
　PGSKP-B2KB-G　　￥２９，２００

ポスターグリップスタンド看板
（パンフレットケース付）
　PGSKP-B2KB-G　　￥３５，１００

ポスターグリップスタンド看板
（パンフレットケース付）
　PGSKP-A1KS-G　　￥３９，６００
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変更改定部：赤文字

Ｖｏｌ．１９２１（表紙：オレンジ）　旗幕幟袢天カタログ

※表示価格はすべて税別です。

備　考登録日
改定・廃番

適用日
商品名等　変更前 商品名等　変更後

表記訂正及び価格の改定・廃番のお知らせ（ページ順）

掲載頁

155 頁 → 次回受注より 2023/02/15
商品名変更
価格改定

155 頁 → 次回受注より 2023/02/15
商品名変更
価格改定

155 頁 → 次回受注より 2023/02/15
商品名変更
価格改定

155 頁 → 次回受注より 2023/02/15
商品名変更
価格改定

155 頁 → 次回受注より 2023/02/15
商品名変更
価格改定

155 頁 → 次回受注より 2023/02/15
商品名変更
価格改定

155 頁 → 次回受注より 2023/02/15
商品名変更
価格改定

155 頁 → 次回受注より 2023/02/15
商品名変更
価格改定

156 頁 → 2023/02/01 2022/12/14
価格改定
(2023/02/01受注分より)

156 頁 → 2023/02/01 2022/12/14
価格改定
(2023/02/01受注分より)

156 頁 → 2022/04/01 2022/02/22 価格改定

156 頁 → 2023/02/01 2022/12/14
価格改定
(2023/02/01受注分より)

156 頁 → 2023/02/01 2022/12/14
価格改定
(2023/02/01受注分より)

156 頁 → 2023/02/01 2022/12/14
価格改定
(2023/02/01受注分より)

156 頁 → 2023/04/01 2023/01/30
価格改定２
(2023/04/01受注分より)

157･
　158

頁 → 2023/02/01 2022/12/14
価格改定
(2023/02/01受注分より)

157･
　158

頁 → 2023/02/01 2022/12/14
価格改定
(2023/02/01受注分より)

158 頁 → 2023/02/01 2022/12/14
価格改定
(2023/02/01受注分より)

158 頁 → 2023/02/01 2022/12/14
価格改定
(2023/02/01受注分より)

158 頁 → 2023/02/01 2022/12/14
価格改定
(2023/02/01受注分より)

158 頁 → 2023/02/01 2022/12/14
価格改定
(2023/02/01受注分より)

158 頁 → 2023/02/01 2022/12/14
価格改定
(2023/02/01受注分より)

158 頁 → 2022/04/01 2022/02/22 価格改定

159･
　160

頁 → 2022/12/05 2022/12/05

161･
　162

頁 → 2023/02/01 2022/12/14
価格改定
(2023/02/01受注分より)

８６７－２１Ｇ/Ｙ
フロアユニスタンド　Ａ３タイプ　本体のみ
　　　　　　　　　　　　　　　　　￥４，３００

８６７－７５～ＧＷ/ＹＷ
サインピラミッド　表示・ウエイト付
　　　　　　　　　　　　　　　　　￥１１，２００

８６８－～ＡＧ/ＡＹ
フロアユニスタンド　両面表示
　　　　　　　　　　　　　　　　　￥５，５６０

８６８－４９ＡＧ/ＡＹ
フロアユニスタンド　両面白無地
　　　　　　　　　　　　　　　　　￥３，８００

８６８－～ＡＧ/ＡＹ
フロアユニスタンド　両面表示
　　　　　　　　　　　　　　　　　￥４，５００

８３５－140Ａ　サインスティック　本体のみ
　　　　　　　　　　　　　　　　　￥４，２００

サインキュートⅡ
不具合が改修されましたので出荷を
再開させて頂きます。（緑12/5･黄12/7より）

８６８－３７２ＡＧ/ＡＹ
フロアユニスタンドB4透明ポケット式　両面
　　　　　　　　　　　　　　　　　￥４，６００

８６８－３７２ＡＧ/ＡＹ
フロアユニスタンドB4透明ポケット式　両面
　　　　　　　　　　　　　　　　　￥５，８００

８６８－５０ＡＧ/ＡＹ
フロアユニスタンド　B4タイプ　本体のみ
　　　　　　　　　　　　　　　　　￥３，０００

８６８－５０ＡＧ/ＡＹ
フロアユニスタンド　B4タイプ　本体のみ
　　　　　　　　　　　　　　　　　￥３，９００

８６７－７５Ｗ
サインピラミッド専用ゴムウェイト
　　　　　　　　　　　　　　　　　￥５，７００

８６７－７５～ＧＷ/ＹＷ
サインピラミッド　表示・ウエイト付
　　　　　　　　　　　　　　　　　￥９，８００

８６８－４９ＡＧ/ＡＹ
フロアユニスタンド　両面白無地
　　　　　　　　　　　　　　　　　￥４，８００

８６７－７５７ＧＷ/ＹＷ
サインピラミッド　白無地・ウエイト付
　　　　　　　　　　　　　　　　　￥９，２００

８３５－１９２Ａ　サインスティック　両面白無地
　　　　　　　　　　　　　　　　　￥４，７００

駐禁ポール　ＰＣ－１　　　￥４，７５０

８３５－～Ａ　サインスティック　両面表示
　　　　　　　　　　　　　　　　 ￥４，９８０

８６７－２１１Ｇ/Ｙ
フロアユニスタンドA3透明ポケット式　片面
　　　　　　　　　　　　　　　　　￥５，３００

８６７－２１１Ｇ/Ｙ
フロアユニスタンドA3透明ポケット式　片面
　　　　　　　　　　　　　　　　　￥５，５００

８６７－２１２Ｇ/Ｙ
フロアユニスタンドA3透明ポケット式　両面
　　　　　　　　　　　　　　　　　￥６，３００

８６７－２１２Ｇ/Ｙ
フロアユニスタンドA3透明ポケット式　両面
　　　　　　　　　　　　　　　　　￥６，７００

８７４－～１Ａ/ＡＧＹ
サインキューブ　片面表示　　￥１５，８００

８７４－～１Ａ/ＡＧＹ
サインキューブ　片面表示　　￥１７，０００

８６７－７５Ｗ
サインピラミッド専用ゴムウェイト
　　　　　　　　　　　　　　　　　￥４，６００

スーパースコッチコーン７０ｃｍ
　　　　赤／白　３段貼　　　　　　￥１，７５０

８６７－７５７ＧＷ/ＹＷ
サインピラミッド　白無地・ウエイト付
　　　　　　　　　　　　　　　　　￥１０，５００

８３５－～Ａ　サインスティック　両面表示
　　　　　　　　　　　　　　　　　￥４，９００

ゴムウェイト（７０cm用）２kg　　￥１，０００ コーンベット（７０cm用）２kg　　￥１，２６０

７０cmスコッチコーン　赤／白　段貼り
　　　　　　　　　　　　　　　　　￥１，６００

７０cmスコッチコーン　青／白　段貼り
　　　　　　　　　　　　　　　　　￥１，６００

８６８－３７１ＡＧ/ＡＹ
フロアユニスタンドB4透明ポケット式　片面
　　　　　　　　　　　　　　　　　￥４，８５０

スーパースコッチコーン７０ｃｍ
　　　　青／白　３段貼　　　　　　￥１，７５０

駐禁ポール　ＰＣ－１　　　￥３，７５０

８６７－２１Ｇ/Ｙ
フロアユニスタンド　Ａ３タイプ　本体のみ
　　　　　　　　　　　　　　　　　￥４，８００

８３５－140Ａ　サインスティック　本体のみ
　　　　　　　　　　　　　　　　　￥３，５００

８３５－１９２Ａ　サインスティック　両面白無地
　　　　　　　　　　　　　　　　　￥４，７６０

７０cmスコッチコーン　白／赤　段貼り
　　　　　　　　　　　　　　　　　￥１，６００

スーパースコッチコーン７０ｃｍ
　　　　白／赤　３段貼　　　　　　￥１，７５０

７０cmスコッチコーン　黄／白　段貼り
　　　　　　　　　　　　　　　　　￥１，６００

スーパースコッチコーン７０ｃｍ
　　　　黄／白　３段貼　　　　　　￥１，７５０

７０cmスコッチコーン　緑／白　段貼り
　　　　　　　　　　　　　　　　　￥１，６００

スーパースコッチコーン７０ｃｍ
　　　　緑／白　３段貼　　　　　　￥１，７５０

ゴムウェイト（９０cm用）１．８kg　　￥１，１００ コーンベット（９０cm用）１．８kg　　￥１，３７０

７０cmスコッチコーン　赤　山型４段貼
　　　　　　　　　　　　　　　　　￥２，２００

８６８－３７１ＡＧ/ＡＹ
フロアユニスタンドB4透明ポケット式　片面
　　　　　　　　　　　　　　　　　￥３，８００

スーパースコッチコーン７０ｃｍ
　　　　赤／白　山型４段貼　　　￥２，４６０
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変更改定部：赤文字

Ｖｏｌ．１９２１（表紙：オレンジ）　旗幕幟袢天カタログ

※表示価格はすべて税別です。

備　考登録日
改定・廃番

適用日
商品名等　変更前 商品名等　変更後

表記訂正及び価格の改定・廃番のお知らせ（ページ順）

掲載頁

161･
　162

頁 → 2023/02/01 2022/12/14
価格改定
(2023/02/01受注分より)

161･
　162

頁 → 2023/02/01 2022/12/14
価格改定
(2023/02/01受注分より)

161･
　162

頁 → 2023/02/01 2022/12/14
価格改定
(2023/02/01受注分より)

162 頁 → 2023/02/01 2022/12/14
価格改定
(2023/02/01受注分より)

163･
　164

頁 → 2023/02/01 2022/12/14
価格改定
(2023/02/01受注分より)

163･
　164

頁 → 2023/02/01 2022/12/14
価格改定
(2023/02/01受注分より)

163･
　164

頁 → 2023/02/01 2022/12/14
価格改定
(2023/02/01受注分より)

163･
　164

頁 → 2023/02/01 2022/12/14
価格改定
(2023/02/01受注分より)

164 頁 → 2023/02/01 2022/12/14
価格改定
(2023/02/01受注分より)

165･
　166

頁 → 2023/02/01 2022/12/14
価格改定
(2023/02/01受注分より)

165･
　166

頁 → 2023/02/01 2022/12/14
価格改定
(2023/02/01受注分より)

165･
　166

頁 → 2023/02/01 2022/12/14
価格改定
(2023/02/01受注分より)

165･
　166

頁 → 2023/02/01 2022/12/14
価格改定
(2023/02/01受注分より)

166 頁 → 2023/02/01 2022/12/14
価格改定
(2023/02/01受注分より)

167 頁 → 廃番 2021/12/23 別注のみ対応

169 頁 → 次回受注より 2022/12/23
価格改定
(次回受注分より)

169 頁 → 廃番 2022/12/23

169 頁 → 廃番 2020/07/28

169 頁 → 2019/05/01 2019/05/01 商品名修正

169 頁 → 次回受注より 2022/12/23
価格改定
(次回受注分より)

169 頁 → 次回受注より 2022/12/23
価格改定
(次回受注分より)

170 頁 → 次回受注より 2022/12/23
価格改定
(次回受注分より)

170 頁 → 次回受注より 2022/12/23
価格改定
(次回受注分より)

Ａ－００１０　High Visi ベスト　ＸＬ
　　　　　　　　　　　　　　　　￥２，３００

防犯・防災　頁３段目　　メッシュ反射ベスト 防犯・防災　頁３段目　　パドベストタイプⅡ

８６５－４７２
サインキューブトール　両面白無地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥３９，５００

８６５－～１
サインキューブトール　片面表示
　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥３７，３００

８６５－～２
サインキューブトール　両面表示
　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥３３，０００

８６５－～２
サインキューブトール　両面表示
　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥４０，６００

８６５－４７１
サインキューブトール　片面白無地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥２９，５００

メッシュ反射ベスト　Ｖ７００７
　　　サイズ：Ｆ・ＸＸＬ　全３色　　　￥３，０００

８６５－～１ＹＥ/ＧＹ
サインキューブスリム　片面表示
　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥２２，０００

８６５－～１ＹＥ/ＧＹ
サインキューブスリム　片面表示
　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥２８，４００

８６５－～２ＹＥ/ＧＹ
サインキューブスリム　両面表示
　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥２４，０００

８６５－７５ＹＥ/ＧＹ
サインキューブスリム　本体のみ　ウエイト付
　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥２０，０００

８７４－～２Ａ/ＡＧＹ
サインキューブ　両面表示　　￥１９，２００

８６５－７５ＹＥ/ＧＹ
サインキューブスリム　本体のみ　ウエイト付
　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥２６，２００

８６５－～２ＹＥ/ＧＹ
サインキューブスリム　両面表示
　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥３０，６００

８６５－６８１ＹＥ/ＧＹ
サインキューブスリム　片面白無地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥２１，５００

８６５－６８１ＹＥ/ＧＹ
サインキューブスリム　片面白無地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥２７，８５０

８７４－１５１Ａ/ＡＧＹ
サインキューブ　片面白無地　　￥１５，３００

８７４－１５１Ａ/ＡＧＹ
サインキューブ　片面白無地　　￥１６，４５０

８６５－６８２ＹＥ/ＧＹ
サインキューブスリム　両面白無地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥２３，０００

８６５－６８２ＹＥ/ＧＹ
サインキューブスリム　両面白無地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥２９，５００

８６７－７２ＡＢＧＹ/ＡＢＹ
サインキューブ　本体のみ　ウェイト無
　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥９，０００

８６５－５０
サインキューブトール　本体のみ　ウエイト付
　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥２７，０００

８６５－４７２
サインキューブトール　両面白無地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥３２，０００

別売　ビニールカバー（雨対策用）
　　　　０７４００１００２　　　￥１，０００

８６５－５０
サインキューブトール　本体のみ　ウエイト付
　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥３４，０００

８６５－４７１
サインキューブトール　片面白無地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥３６，７５０

８７４－１５２Ａ/ＡＧＹ
サインキューブ　両面白無地　　￥１８，１００

Ａ－００１０　High Visi ベスト　Ｆ
　　　　　　　　　　　　　　　　￥２，３００

Ａ－００１０　High Visi ベスト　Ｆ
　　　　　　　　　　　　　　　　￥３，３００

Ａ－０６０４　パトベスト　タイプⅡ
　　　　　　　　　　　　　　　　￥３，０００

Ａ－０６０４　パトベスト　タイプⅡ
　　　　　　　　　　都度御見積
（ロットにより製造できないことがあります。）

Ａ－００１９　メッシュゼッケンベスト
　　　　　　　　　　　　　　　　￥３，０００

Ａ－００１９　メッシュゼッケンベスト
　　　　　　　　　　　　　　　　￥３，６００

CA-072　高視認性パドベスト
　　　　　　　　　　　　　　　　￥４，８００

CA-072　高視認性パドベスト
　　　　　　　　　　都度御見積
（ロットにより製造できないことがあります。）

Ａ－０６０１　パトベストⅠ
　　　　　　　　　　　　　　　　￥３，０００

Ａ－０６０１　パトベストⅠ
　　　　　　　　　　　　　　　　￥３，２００

８６５－～１
サインキューブトール　片面表示
　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥３０，０００

８７４－１５２Ａ/ＡＧＹ
サインキューブ　両面白無地　　￥１６，８００

８６７－７２ＡＢＧＹ/ＡＢＹ
サインキューブ　本体のみ　ウェイト無
　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥１０，０００

８７４－～２Ａ/ＡＧＹ
サインキューブ　両面表示　　￥１７，８００
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掲載頁

170 頁 → 次回受注より 2022/12/23
価格改定
(次回受注分より)

170 頁 → 次回受注より 2022/12/23
価格改定
(次回受注分より)

170 頁 → 廃番 2021/03/23
代替商品については
お問い合わせ下さい

170 頁 → 次回受注より 2022/12/23
価格改定
(次回受注分より)

170 頁 → 次回受注より 2022/12/23
価格改定
(次回受注分より)

170 頁 → 次回受注より 2022/12/23
価格改定
(次回受注分より)

170 頁 → 次回受注より 2022/12/23
価格改定
(次回受注分より)

171 頁 → 2019/05/01 2019/05/01 商品掛率修正

171 頁 → 次回受注より 2022/12/23
価格改定
(次回受注分より)

171 頁 → 次回受注より 2022/12/23
価格改定
(次回受注分より)

171 頁 → 次回受注より 2022/12/23
価格改定
(次回受注分より)

171 頁 → 次回受注より 2022/12/23
価格改定
(次回受注分より)

171 頁 → 2023/04/01 2023/02/21
価格改定
(2023/04/01受注分より)

171 頁 → 2023/04/01 2023/02/21
価格改定
(2023/04/01受注分より)

174 頁 2019/05/01 2019/05/01 表示訂正

ＮＣ　アメリカンネオンＣＡＰ　　　￥６３０ ＮＣ　アメリカンネオンＣＡＰ　　　￥８５０

ＮＣ－ＲＸ　リフレックスアメリカンＣＡＰ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥９００

ＮＣ－ＲＸ　リフレックスアメリカンＣＡＰ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥１，１５０

部材指示位置が違う（右図）

防犯・防災　Ⓔ　・　Ⓖ 防犯・防災　Ⓔ

Ａ－０６２０　全面反射腕章
　　　　　　　　　　　　　　　　￥１，２００

Ａ－０６２０　全面反射腕章
　　　　　　　　　　都度御見積
（ロットにより製造できないことがあります。）

プリズムマジックタスキ　ＴＴＰ０２　　￥２３０

Ａ－０６１９　ピン無し全面反射腕章
　　　　　　　　　　　　　　　　￥１，５００

Ａ－０６１９　ピン無し全面反射腕章
　　　　　　　　　　都度御見積
（ロットにより製造できないことがあります。）

ＴＴＰ０９　高輝度タスキ
　　　　　　　　　　都度御見積
（ロットにより製造できないことがあります。）

ＴＴＰ０９　高輝度タスキ
　　　　　　　　　　　　　　　　￥１４０

ＴＴＫ０２ リーズナブルタックルバンド  ホワイト
　　　　　　　　　　都度御見積
（ロットにより製造できないことがあります。）

Ａ－０７９５　ソフトタックルバンド
　　　　　　　　　　　　　　　　￥１５０

Ａ－０６２２　レザー腕章（文字反射）
　　　　　　　　　　　　　　　　￥８００

Ａ－０６２２　レザー腕章（文字反射）
　　　　　　　　　　都度御見積
（ロットにより製造できないことがあります。）

ＴＴＫ０１ リーズナブルタックルバンド 蛍光ｲｴﾛｰ
　　　　　　　　　　都度御見積
（ロットにより製造できないことがあります。）

Ａ－０７９５　ソフトタックルバンド
　　　　　　　　　　都度御見積
（ロットにより製造できないことがあります。）

ＴＴＫ０１　リーズナブルタックルバンド
　　　　　　 蛍光ｲｴﾛｰ　　　￥１４０

Ａ－０７７９　ワンタッチクリップ
　　　　　　　　　　　　　　　　￥２２０

Ａ－０７７９　ワンタッチクリップ
　　　　　　　　　　都度御見積
（ロットにより製造できないことがあります。）

Ａ－０６１５　全面反射タスキ
　　　　　　　　　　　　　　　　￥１，９２０

Ａ－０６１５　全面反射タスキ
　　　　　　　　　　都度御見積
（ロットにより製造できないことがあります。）

ＴＴＰ０７　プリズム反射タスキ
　　　　　　　　　　　　　　　　￥２３０

ＴＴＰ０７　プリズム反射タスキ
　　　　　　　　　　都度御見積
（ロットにより製造できないことがあります。）

ＴＴＫ０２　リーズナブルタックルバンド
　　　　　　 ホワイト　　　   ￥１４０
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