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EB-PL872040BM 8935078024882 リガンデ キューブ ブラック 40cm ¥12,000 ¥15,000

EB-PL872040IV 8935078025056 リガンデ キューブ アイボリー 40cm ¥12,000 ¥15,000

EB-PL872050BM 8935078024875 リガンデ キューブ ブラック 50cm ¥19,000 ¥23,000

EB-PL872050IV 8935078025063 リガンデ キューブ アイボリー 50cm ¥19,000 ¥23,000

EB-PL872060BM 8935078025070 リガンデ キューブ ブラック 60cm ¥28,000 ¥34,000

EB-PL872060IV 8935078025087 リガンデ キューブ アイボリー 60cm ¥28,000 ¥34,000

EB-PL873031BM 8935078024929 リガンデ プランター ブラック 80cm ¥17,000 ¥21,000

EB-PL873031IV 8935078025131 リガンデ プランター アイボリー 80cm ¥17,000 ¥21,000

EB-PL873045BM 8935078024912 リガンデ プランター ブラック 100cm ¥29,000 ¥36,000

EB-PL873045IV 8935078025148 リガンデ プランター アイボリー 100cm ¥29,000 ¥36,000

EB-PL239031BM 8935078026657 ビアス アルトエッグ ブラック 31x36.5cm ¥6,800 ¥7,800

EB-PL239031IV 8935078026978 ビアス アルトエッグ アイボリー31x36.5cm ¥6,800 ¥7,800

EB-PL239043BM 8935078026664 ビアス アルトエッグ ブラック 43x50 ¥14,000 ¥15,000

EB-PL239043IV 8935078026985 ビアス アルトエッグ アイボリー 43x50cm ¥14,000 ¥15,000

EB-PL240031BM 8935078026671 ビアス ソリッド ブラック 31x29cm ¥5,800 ¥6,800

EB-PL240031IV 8935078026992 ビアス ソリッド アイボリー 31X29cm ¥5,800 ¥6,800

EB-PL240043BM 8935078026688 ビアス ソリッド ブラック 43x40cm ¥12,000 ¥13,000

EB-PL240043IV 8935078027005 ビアス ソリッド アイボリー 43x40cm ¥12,000 ¥13,000

EB-18045880 8935078088273 CLタブプランター 80cm ¥22,000 ¥24,000

EB-18045899 8935078088266 CLタブプランター 100cm ¥35,000 ¥38,000

EB-18061639 8935078088853 LLﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ Ｐｷｭｰﾌﾞ 39×39×H39 ¥13,000 ¥16,000

EB-18061647 8935078088846 LLﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ Ｐｷｭｰﾌﾞ 47×47×H47 ¥22,000 ¥25,000

EB-18061656 8935078088839 LLﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ Ｐｷｭｰﾌﾞ 56×56×H56 ¥32,000 ¥34,000

EB-18061780 8935078088877 LLﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ Ｐﾌﾟﾗﾝﾀｰ 80×33×H33 ¥20,000 ¥22,000

EB-18043550 8935078088587 LLｼﾝﾌﾟﾙｺｰﾝ深型 50×H41 ¥12,000 ¥13,000

EB-18043560 8935078088570 LLｼﾝﾌﾟﾙｺｰﾝ深型 60×H50 ¥16,000 ¥18,000

EB-18063160 8935078055800 BLチェルトンハム 60cm ¥34,000 ¥36,000

TP-TM35GR 8051560052659 ボルドー グレー 35cm ¥3,500 ¥4,200

TP-TM35TC 8051560052642 ボルドー テラコッタ 35cm ¥3,500 ¥4,200

TP-TM40GR 8051560052673 ボルドー グレー 40cm ¥4,900 ¥5,800

TP-TM40TC 8051560052666 ボルドー テラコッタ40cm ¥4,900 ¥5,800

EB-SL225018BLW 8935078026176 フォリオ エッグ ブラックウォシュ 18x14cm ¥1,500 ¥1,700

EB-SL225018CR 8935078025698 フォリオ エッグ クリーム 18x14cm ¥1,500 ¥1,700

EB-SL225023BLW 8935078026183 フォリオ エッグ ブラックウォシュ 23x22cm ¥2,500 ¥2,800

EB-SL225023CR 8935078025704 フォリオ エッグ クリーム 23x22cm ¥2,500 ¥2,800

EB-SL225030BLW 8935078026190 フォリオ エッグ ブラックウォシュ 30x28cm ¥4,000 ¥4,400

EB-SL225030CR 8935078025711 フォリオ エッグ クリーム 30x28cm ¥4,000 ¥4,400

EB-SL226031BLW 8935078026206 フォリオ アルトエッグ ブラックウォシュ 31x36.5cm ¥6,000 ¥6,500

EB-SL226031CR 8935078025728 フォリオ アルトエッグ クリーム 31x36.5cm ¥6,000 ¥6,500

EB-SL226043BLW 8935078026213 フォリオ アルトエッグ ブラックウォシュ 43x50cm ¥12,000 ¥13,000

EB-SL226043CR 8935078025735 フォリオ アルトエッグ クリーム 43x50cm ¥12,000 ¥13,000

EB-SL227031BLW 8935078026244 フォリオ ソリッド ブラックウォシュ 31X29cm ¥4,000 ¥4,800

2020年改定価格一覧表



EB-SL227031CR 8935078025766 フォリオ ソリッド クリーム 31X29cm ¥4,000 ¥4,800

EB-FR3934NT 8935078002583 フレーム ラウンド ナチュラル 39cm ¥6,500 ¥6,800

EB-FR3934TA 8935078004945 フレーム ラウンド トープ 39cm ¥6,500 ¥6,800

EB-FR5244NT 8935078002576 フレーム ラウンド ナチュラル 52cm ¥13,000 ¥14,000

EB-FR5244TA 8935078004938 フレーム ラウンド トープ 52cm ¥13,000 ¥14,000

EB-FR7060NT 8935078002569 フレーム ラウンド ナチュラル 70cm ¥29,000 ¥35,000

EB-FR7060TA 8935078004921 フレーム ラウンド トープ 70cm ¥29,000 ¥35,000

EB-T225018A 8935078025278 ルーガ アンティコ エッグ 18x15cm ¥1,200 ¥1,500

EB-T225023A 8935078025285 ルーガ アンティコ エッグ 23x22cm ¥2,000 ¥2,400

EB-T225030A 8935078025292 ルーガ アンティコ エッグ 30x28cm ¥3,500 ¥3,800

EB-T226031A 8935078025308 ルーガ アンティコ アルトエッグ 31x36cm ¥5,500 ¥5,800

EB-T226043A 8935078025315 ルーガ アンティコ アルトエッグ 43x50cm ¥12,000 ¥13,000

EB-T227031A 8935078025346 ルーガ アンティコ ソリッド 31x29cm ¥3,800 ¥4,200

EB-T227043A 8935078025353 ルーガ アンティコ ソリッド 43x40cm ¥8,500 ¥9,500

EB-T228023A 8935078025360 ルーガ アンティコ シャロー 23x14cm ¥1,600 ¥1,800

EB-T228030A 8935078025377 ルーガ アンティコ シャロー 30x19cm ¥2,400 ¥2,800

EB-T834034 8935078005034 ルーガ アンティコ ジャー 34cm ¥4,500 ¥5,000

EB-T834046 8935078005027 ルーガ アンティコ ジャー 46cm ¥11,000 ¥12,000

EB-T850031 8935078005058 ルーガ アンティコ スクエアー 31cm ¥5,900 ¥6,800

EB-T850043 8935078005041 ルーガ アンティコ スクエアー 43cm ¥11,000 ¥12,000

EB-14249525GI 8935078060712 モンテガロ アンティコ 25ｃｍ ¥2,500 ¥2,800

EB-14249535GI 8935078060705 モンテガロ アンティコ 35ｃｍ ¥5,000 ¥5,800

EB-14249545GI 8935078060699 モンテガロ アンティコ 45ｃｍ ¥9,000 ¥10,000

EB-34323837GI 8935078061368 メリッサ アンティコ 37cm ¥6,500 ¥7,000

EB-34323848GI 8935078061351 メリッサ アンティコ 48cm ¥14,000 ¥15,000

EB-MS4040DB 8935078016122 ミューズ スクエアー ダークブラウン 40cm ¥12,000 ¥13,500

EB-MS3232DB 8935078016092 ミューズ スクエアー ダークブラウン 32cm ¥6,800 ¥7,200

EB-MJ4753DB 8935078016153 ミューズ ジャー ダークブラウン 47cm ¥17,000 ¥18,000

EB-MS4040IV 8935078016139 ミューズ スクエアー アイボリー 40cm ¥12,000 ¥13,500

EB-MS3232IV 8935078016108 ミューズ スクエアー アイボリー 32cm ¥6,800 ¥7,200

EB-MJ4753IV 8935078016160 ミューズ ジャー アイボリー 47cm ¥17,000 ¥18,000

EB-MS4040MO 8935078016115 ミューズ スクエアー モカ 40cm ¥12,000 ¥13,500

EB-MS3232MO 8935078016085 ミューズ スクエアー モカ 32cm ¥6,800 ¥7,200

EB-MJ4753MO 8935078016146 ミューズ ジャー モカ 47cm ¥17,000 ¥18,000

EB-FB2318AB 8935078053004 フリット バルーン アンティークブラック　23cm ¥2,400 ¥2,700

EB-FB2318ACR 8935078053011 フリット バルーン アンティーククリーム　23cm ¥2,400 ¥2,700

EB-FB3224AB 8935078053028 フリット バルーン アンティークブラック　32cm ¥3,800 ¥4,400

EB-FB3224ACR 8935078053035 フリット バルーン アンティーククリーム　32cm ¥3,800 ¥4,400

EB-FE2322AB 8935078053042 フリット エッグ アンティークブラック　23cm ¥2,500 ¥2,800

EB-FE2322ACR 8935078053059 フリット エッグ アンティーククリーム　23cm ¥2,500 ¥2,800

EB-FE3028AB 8935078053066 フリット エッグ アンティークブラック　30cm ¥4,000 ¥4,400

EB-FE3028ACR 8935078053073 フリット エッグ アンティーククリーム　30cm ¥4,000 ¥4,400

DE-4K20JEZ 0726232347354 シリンドリコ カプチーノM 20cm ¥1,300 ¥1,500

DE-4K25JEZ 0726232346746 シリンドリコ カプチーノM 25cm ¥2,200 ¥2,500

DE-4M32JEZ 0726232346425 プレーンプランター カプチーノM 32cm ¥2,100 ¥2,400

DE-4M42JEZ 0726232346432 プレーンプランター カプチーノM 42cm ¥3,400 ¥3,700

DE-31370 0726232313007 リムポット ３７ｃｍ ¥3,500 ¥4,000



DE-31420 0726232313502 リムポット ４２ｃｍ ¥4,500 ¥5,000

DE-31470 0726232314004 リムポット ４７ｃｍ ¥7,500 ¥8,000

DE-31520 0726232314509 リムポット ５２ｃｍ ¥9,800 ¥11,000

DE-3142W 0726232145400 リムポット ホワイト 42cm ¥5,200 ¥5,800

DE-3152W 0726232042778 リムポット ホワイト 52cm ¥12,000 ¥13,000

VL-800043 8714763127813 モンデリック レクタングルプランター 60x21xH20 ¥4,000 ¥4,400

VL-800044 8714763127820 モンデリック レクタングルプランター 40x23xH20 ¥2,800 ¥3,200

VL-900388 8714763154222 モンデリック ハンドルバスケット 30xH23 ¥1,800 ¥2,000

VL-900562 8714763161282 モンデリック ハンギング Ф30 ¥2,800 ¥3,000

VL-901117 8714763193955 モンデリック ハンドルバスケット 25xH19 ¥1,500 ¥1,700

VL-901181 8714763198493 モンデリック ローハンドルバスケット 35xH15 ¥1,800 ¥2,200

VL-901325 8714763202787 モンデリック ラタン 34xH30 ¥4,800 ¥5,300

VL-901326 8714763202794 モンデリック ラタン 37xH36 ¥7,200 ¥7,800

VL-901328 8714763202817 モンデリック ラタン 45xH43 ¥10,000 ¥11,000

AS-102150 8711355063252 ｱｰﾄｽﾄｰﾝ ﾗｳﾝﾄﾞ ｸﾞﾚｰ 17cm ¥620 ¥680

AS-102151 8711355063269 ｱｰﾄｽﾄｰﾝ ﾗｳﾝﾄﾞ ｸﾞﾚｰ 22cm ¥1,200 ¥1,300

AS-102152 8711355063276 ｱｰﾄｽﾄｰﾝ ﾗｳﾝﾄﾞ ｸﾞﾚｰ 27cm ¥2,000 ¥2,100

AS-102153 8711355063283 ｱｰﾄｽﾄｰﾝ ﾗｳﾝﾄﾞ ｸﾞﾚｰ 32ｃm ¥2,800 ¥3,000

AS-102154 8711355063290 ｱｰﾄｽﾄｰﾝ ﾗｳﾝﾄﾞ ｸﾞﾚｰ 37cm ¥5,000 ¥5,200

AS-102155 8711355063306 ｱｰﾄｽﾄｰﾝ ﾗｳﾝﾄﾞ ｸﾞﾚｰ 43cm ¥8,000 ¥8,400

AS-102160 8711355063313 ｱｰﾄｽﾄｰﾝ ﾗｳﾝﾄﾞ ﾌﾞﾗｯｸ 17cm ¥620 ¥680

AS-102161 8711355063320 ｱｰﾄｽﾄｰﾝ ﾗｳﾝﾄﾞ ﾌﾞﾗｯｸ 22cm ¥1,200 ¥1,300

AS-102162 8711355063337 ｱｰﾄｽﾄｰﾝ ﾗｳﾝﾄﾞ ﾌﾞﾗｯｸ 27cm ¥2,000 ¥2,100

AS-102163 8711355063344 ｱｰﾄｽﾄｰﾝ ﾗｳﾝﾄﾞ ﾌﾞﾗｯｸ 32ｃm ¥2,800 ¥3,000

AS-102164 8711355063351 ｱｰﾄｽﾄｰﾝ ﾗｳﾝﾄﾞ ﾌﾞﾗｯｸ 37cm ¥5,000 ¥5,200

AS-102165 8711355063368 ｱｰﾄｽﾄｰﾝ ﾗｳﾝﾄﾞ ﾌﾞﾗｯｸ　43cm ¥8,000 ¥8,400

AS-110906 8711355395346 ｱｰﾄｽﾄｰﾝ ﾗｳﾝﾄﾞ ﾍﾞｰｼﾞｭ 17cm ¥620 ¥680

AS-110907 8711355395353 ｱｰﾄｽﾄｰﾝ ﾗｳﾝﾄﾞ ﾍﾞｰｼﾞｭ 22cm ¥1,200 ¥1,300

AS-110908 8711355395360 ｱｰﾄｽﾄｰﾝ ﾗｳﾝﾄﾞ ﾍﾞｰｼﾞｭ 27cm ¥2,000 ¥2,100

AS-110909 8711355395377 ｱｰﾄｽﾄｰﾝ ﾗｳﾝﾄﾞ ﾍﾞｰｼﾞｭ 32cm ¥2,800 ¥3,000

AS-110910 8711355395384 ｱｰﾄｽﾄｰﾝ ﾗｳﾝﾄﾞ ﾍﾞｰｼｭ 37cm ¥5,000 ¥5,200

AS-110911 8711355395391 ｱｰﾄｽﾄｰﾝ ﾗｳﾝﾄﾞ ﾍﾞｰｼｭ　43cm ¥8,000 ¥8,400

AS-120130 8711355398996 ｱｰﾄｽﾄｰﾝ ﾗｳﾝﾄﾞﾐﾆ 穴なし ｸﾞﾚｰ 10cm ¥270 ¥300

AS-120131 8711355399009 ｱｰﾄｽﾄｰﾝ ﾗｳﾝﾄ  ﾐﾆ 穴なし ﾍﾞｰｼﾞｭ 10cm ¥270 ¥300

AS-109259 8711355358686 ｱｰﾄｽﾄｰﾝ ﾗｳﾝﾄﾞﾐﾆ 穴なし ｸﾞﾚｰﾌﾟ 13cm ¥430 ¥480

AS-109260 8711355358693 ｱｰﾄｽﾄｰﾝ ﾗｳﾝﾄﾞﾐﾆ 穴なし ﾗｲﾑ 13cm ¥430 ¥480

AS-109261 8711355360849 ｱｰﾄｽﾄｰﾝ ﾗｳﾝﾄﾞﾐﾆ 穴なし ﾋﾟﾝｸ 13cm ¥430 ¥480

AS-109264 8711355367411 ｱｰﾄｽﾄｰﾝ ﾗｳﾝﾄﾞﾐﾆ 穴なし ｸﾞﾚｰ 13cm ¥430 ¥480

AS-110744 8711355391829 ｱｰﾄｽﾄｰﾝ ﾗｳﾝﾄﾞﾐﾆ 穴なし ﾋﾟﾝｸ 10cm ¥270 ¥300

AS-110753 8711355391881 ｱｰﾄｽﾄｰﾝ ﾗｳﾝﾄﾞﾐﾆ 穴なし ｸﾞﾚｰﾌﾟ 10cm ¥270 ¥300

AS-110759 8711355391928 ｱｰﾄｽﾄｰﾝ ﾗｳﾝﾄﾞﾐﾆ 穴なし ﾗｲﾑ 10cm ¥270 ¥300

AS-110905 8711355395339 ｱｰﾄｽﾄｰﾝ ﾗｳﾝﾄﾞﾐﾆ 穴なし ﾍﾞｰｼﾞｭ 13cm ¥430 ¥480

AS-190128DG 4573276839583 アートストーン ボーラカバー ダークグレー 28cm ¥2,100 ¥2,300

AS-190128GN 4573276839606 アートストーン ボーラカバー グリーン 28cm ¥2,100 ¥2,300

AS-190128SS 4573276839590 アートストーン ボーラカバー サンドストーン 28cm ¥2,100 ¥2,300

AS-190133DG 4573276839613 アートストーン ボーラカバー ダークグレー 33cm ¥2,900 ¥3,200

AS-190133GN 4573276839637 アートストーン ボーラカバー グリーン 33cm ¥2,900 ¥3,200



AS-190133SS 4573276839620 アートストーン ボーラカバー サンドストーン 33cm ¥2,900 ¥3,200

EB-VO3329MW 8935078053677 ボルカーノ ラウンド Mホワイト 33cm ¥5,800 ¥6,800

EB-VO3935MW 8935078053684 ボルカーノ ラウンド Mホワイト 39cm ¥8,200 ¥9,500

EB-VO4640MW 8935078053691 ボルカーノ ラウンド Mホワイト 46cm ¥15,000 ¥16,000
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