
スタンダードカトラリー
品名 品番／サオ 品番／シタン 旧価格 新価格

スプーンS SS30SW SS30SK ¥350 ¥370

スプーンM SS35SW SS35SK ¥380 ¥400

スプーンL SS42SW SS42SK ¥520 ¥550

フォークS SF23SW SF23SK ¥350 ¥370

フォークM SF25SW SF25SK ¥380 ¥400

フォークL SF29SW SF29SK ¥520 ¥550

ネオスプーンS NSS30SW NSS30SK ¥360 ¥380

ネオスプーンM NSS35SW NSS35SK ¥400 ¥420

ネオスプーンL NSS42SW NSS42SK ¥550 ¥580

ネオフォークS NSF23SW NSF23SK ¥360 ¥380

ネオフォークM NSF25SW NSF25SK ¥400 ¥420

ネオフォークL NSF29SW NSF29SK ¥550 ¥580

デミタススプーン SS22SW SS22SK ¥300 ¥320

茶碗蒸しスプーン SE22SW SE22SK ¥350 ¥370

アイスクリームスプーン SI27SW SI27SK ¥350 ¥370

バターナイフ（細） BN25SW BN25SK ¥350 ¥370

バターナイフ（太） BN20SW BN-20-SK ¥350 ¥370

ジャムヘラ SJ20SW SJ20SK ¥350 ¥370

マドラースプーン MD15SW MD15SK ¥350 ¥370

茶さじ なす ST37SW ST37SK ¥350 ¥370

ティースクープ 卵 ST41SW ST41SK ¥350 ¥370

和風フォーク JF13SW JF13SK ¥220 ¥230

和風ナイフ JN11SW JN11SK ¥220 ¥230

フルーツフォーク JF14SW JF14SK ¥300 ¥320

子供スプーン CS30SW CS30SK ¥380 ¥400

子供フォーク CF26SW CF26SK ¥380 ¥400

子供スプーン大 CS40SW CS40SK ¥500 ¥530

子供フォーク大 CF29SW CF29SK ¥500 ¥530

ス･フォーク NSF35SW NSF35SK ¥380 ¥400

　　お客様各位

2016年2月以降 新本体価格表　（税抜き価格）

製品価格改訂のご通知

記

2015年12月18日
有限会社　籐芸

三重県桑名市和泉555-1

拝啓

師走の候、皆様におかれましては、ますますご壮健のこととお慶び申し上げます。日頃より弊社製品

をご愛顧いただき誠にありがとうございます。さて、弊社海外工場のありますインドネシアでは、政府

による最低賃金の大幅な上昇、また現地での木材価格の高騰が相次いでる状態が続いております。

弊社と致しましても今まで何とか値上げをせずに努力してまいりましたが、これ以上は従来のお取引価

格を維持することは不可能と判断せざるえない状況になっております。

つきましては、インドネシア木材を使用している下記製品においては2016年2月1日より新価格にて設

定させていただくことと相成りました。誠に心苦しいのですが、何卒価格改定の事情をご賢察のうえご

了承いただけますよう、衷心よりお願い申し上げます。

敬具
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品名 品番／サオ 品番／シタン 旧価格 新価格

パフェスプーン MSS26SW SS26SK ¥380 ¥400

ちびっこレンゲ SC30SW SC30SK ¥380 ¥400

中華レンゲ SC40SW SC40SK ¥500 ¥530

リゾットスプーン NSC40SW NSC40SK ¥500 ¥530

取り分けお玉　穴なし NSC44SW NSC44SK ¥750 ¥790

取り分けお玉　穴あり NSC44ASW NSC44ASK ¥750 ¥790

サーバースプーン SVS23SW SVS23SK ¥850 ¥890

サーバーフォーク SVF23SW SVF23SK ¥850 ¥890

シンプルしゃもじ MCS68SW CS68SK ¥650 ¥680

プチデザートスプーン PSS30SW PSS30SK ¥350 ¥370

プチデザートフォーク PSF26SW PSF26SK ¥350 ¥370

プチバターナイフ PBN18SW PBN18SK ¥350 ¥370

キッチン メジャースプーン KS-SET-SW ¥1,500 ¥1,580

スパイススプーン　先丸S MRSS80SW RSS80SK ¥250 ¥260

スパイススプーン 　先丸L MRSS110SW RSS110SK ¥300 ¥320

スパイススプーン　先角S MPSS80SW PSS80SK ¥250 ¥260

スパイススプーン 　先角L MPSS110SW PSS110SK ¥300 ¥320

WOOD'Nシリーズカトラリー
品名 品番／サオ 品番／シタン 旧価格 新価格

WOOD’N　スプーンS MSS30SW ¥360 ¥380

WOOD’N　スプーンM MSS35SW ¥430 ¥450

WOOD’N　スプーンL MSS42SW ¥580 ¥610

WOOD’N　フォークS MSF23SW ¥360 ¥380

WOOD’N　フォークM MSF25SW ¥430 ¥450

WOOD’N　フォークL MSF29SW ¥580 ¥610

WOOD’N　デミタススプーン MSS22SW ¥300 ¥320

WOOD’N　コーヒースプーン MSE22SW ¥360 ¥380

WOOD’N　アイスクリームスプーン MSI27SW ¥360 ¥380

WOOD’N　マドラースプーン MMD15SW ¥360 ¥380

WOOD’N　パフェスプーン MSS26SW SS-26-SK ¥380 ¥400

WOOD’N　バターナイフ MBN25SW ¥360 ¥380

WOOD’N　ジャムヘラ MSJ20SW ¥360 ¥380

WOOD’N　コーヒーメジャースプーン MKS40SW ¥400 ¥420

WOOD’N　ティースクープ 卵 MST41SW ¥360 ¥380

WOOD’N　茶さじ なす MST37SW ¥360 ¥380

WOOD’N　和風フォーク MJF13SW ¥220 ¥230

WOOD’N　和風ナイフ MJN11SW ¥220 ¥230

WOOD’N　ちびっこレンゲ MSC30SW ¥430 ¥450

WOOD’N　スープスプーン MSC40SW ¥550 ¥580

WOOD’N　リゾットスプーン MNSC40SW ¥550 ¥580

WOOD’N　取り分けお玉　穴なし MNSC44SW ¥750 ¥790

WOOD’N　取り分けお玉　穴あり MNSC44ASW ¥750 ¥790

WOOD’N　サーバーフォーク MSVF23SW ¥930 ¥980

WOOD’N　サーバースプーン MSVS23SW ¥930 ¥980

WOOD’N　スパイススプーン　丸S MRSS80SW RSS-80-SK ¥250 ¥260

WOOD’N　スパイススプーン　丸L MRSS110SW RSS-110-SK ¥300 ¥320

WOOD’N　スパイススプーン　角S MPSS80SW PSS-80-SK ¥250 ¥260

WOOD’N　スパイススプーン　角L MPSS110SW PSS-110-SK ¥300 ¥320
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ベビー用カトラリー
品名 品番／サオ 品番／シタン 旧価格 新価格

【個別包装】にぎにぎスプーン 先丸 MBS23SW-PP ¥380 ¥400

【個別包装】にぎにぎスプーン 四角 MBS25SW-PP ¥380 ¥400

【個別包装】にぎにぎフォーク MBF23SW-PP ¥380 ¥400

【個別包装】モコモコ幼児スプーン MCS28SW-PP ¥380 ¥400

【個別包装】モコモコ幼児フォーク MCF24SW-PP ¥380 ¥400

【個別包装】モコモコ幼児ナイフ MCK18SW-PP ¥380 ¥400
【個別包装】フィーディングスプーン ペースト用 MFS19SW-PP ¥400 ¥420
【個別包装】フィーディングスプーン マッシュ用 MFS23SW-PP ¥400 ¥420

にぎにぎスプーン 先丸 MBS23SW ¥350 ¥370

にぎにぎスプーン 四角 MBS25SW ¥350 ¥370

にぎにぎフォーク MBF23SW ¥350 ¥370

モコモコ幼児スプーン MCS28SW ¥350 ¥370

モコモコ幼児フォーク MCF24SW ¥350 ¥370

モコモコ幼児ナイフ MCK18SW ¥350 ¥370

フィーディングスプーン ペースト用 MFS19SW ¥380 ¥400

フィーディングスプーン マッシュ用 MFS23SW ¥380 ¥400

動物カトラリー
品名 品番／サオ 品番／シタン 旧価格 新価格

キリンのおやつフォーク MAGF30SW-GF ¥380 ¥400

アヒルのおやつスプーン MADS30SW-DK ¥380 ¥400

ネコのおやつスプーン MACA30SW-CA ¥380 ¥400

クジラのおやつスプーン MAWS29SW-WH ¥380 ¥400

カバのおやつスプーン MAHS25SW-HP ¥380 ¥400

ワニのバターナイフ MACB25SW-CD ¥380 ¥400

ラッコのおやつスプーン MARA29SW-RA ¥380 ¥400

テディベアのおやつスプーン MABE29SW-BE ¥380 ¥400

ゴリラのおやつスプーン MAGSG29SW-GL ¥380 ¥400

アルパカのおやつフォーク MAAF27SW-AP ¥380 ¥400

ペンギンのおやつスプーン MAPE29SW-PE ¥380 ¥400

ペンギン・シュガースプーン MAPE25SW-PE ¥360 ¥380

ペンギン・スパイススプーン MAPE20SW-PE ¥330 ¥350

アヒル･スパイススプーン MADS20SW-DK ¥330 ¥350

クジラのスパイススプーン MAWS19SW-WH ¥330 ¥350

キリン･ミニフォーク MAGF19SW-GF ¥330 ¥350

カバ･スパイススプーン MAHS19SW-HP ¥330 ¥350

ラッコ･スパイススプーン MARA18SW-RA ¥330 ¥350

ワニ･プチスパチュラ MACB17SW-CD ¥330 ¥350

ニコニコ＆ウインクカトラリー
品名 品番／サオ 品番／シタン 旧価格 新価格

キッズスプーン　ニコニコ CS30SW-NK ¥400 ¥420

キッズスプーン　ウインク CS30SW-WK ¥400 ¥420

キッズフォーク　ニコニコ CF26SW-NK ¥400 ¥420

キッズフォーク　ウインク CF26SW-WK ¥400 ¥420

スープスプーン　ニコニコ SC40SW-NK ¥550 ¥580

スープスプーン　ウインク SC40SW-WK ¥550 ¥580

※メープル材の動物カトラリーに価格変更はありません
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品名 品番／サオ 品番／シタン 旧価格 新価格

デザートスプーン　ニコニコ SS30SW-NK ¥380 ¥400

デザートスプーン　ウインク SS30SW-WK ¥380 ¥400

デザートフォーク　ニコニコ SF23SW-NK ¥380 ¥400

デザートフォーク　ウインク SF23SW-WK ¥380 ¥400

デミタススプーン　ニコニコ SS22SW-NK ¥330 ¥350

デミタススプーン　ウインク SS22SW-WK ¥330 ¥350

コーヒースプーン　ニコニコ SE22SW-NK ¥380 ¥400

コーヒースプーン　ウインク SE22SW-WK ¥380 ¥400

マドラースプーン　ニコニコ MD15SW-NK ¥380 ¥400

マドラースプーン　ウインク MD15SW-WK ¥380 ¥400

スパイススプーン　ニコニコ MCS17SW-NK ¥330 ¥350

スパイススプーン　ウィンク MCS17SW-WK ¥330 ¥350

ミニスプーン　ニコニコ MCS20SW-NK ¥360 ¥380

ミニスプーン　ウィンク MCS20SW-WK ¥360 ¥380

箸
品名 品番／サオ 品番／シタン 旧価格 新価格

暴れん棒将軍　　四角箸 MC4K-SW C4K-SK ¥600 ¥630

暴れん棒将軍　　五角箸 MC5K-SW C5K-SK ¥600 ¥630

暴れん棒将軍　　八角箸 MC8K-SW C8K-SK ¥600 ¥630

鬼に金棒　削り箸 MC8K-KZR-SW C8K-KZR-SK ¥700 ¥740

鬼に金棒　かすり箸 MC8K-SBR-SW C8K-SBR-SK ¥650 ¥680

WOOD'N　八角サオ箸　男 MC8-L-SW ¥500 ¥530

WOOD'N　八角サオ箸　女 MC8-M-SW ¥500 ¥530

WOOD'N　八角サオ箸　子供 MC8-S-SW ¥450 ¥470

WOOD'N　五角サオ箸　男 MC5-L-SW ¥500 ¥530

WOOD'N　五角サオ箸　女 MC5-M-SW ¥500 ¥530

WOOD'N　五角サオ箸　子供 MC5-S-SW ¥450 ¥470

WOOD'N　四角サオ箸　男 MC4-L-SW ¥500 ¥530

WOOD'N　四角サオ箸　女 MC4-M-SW ¥500 ¥530

WOOD'N　四角サオ箸　子供 MC4-S-SW ¥450 ¥470

箸置き
品名 品番／サオ 品番／シタン 旧価格 新価格

スクエア箸置き MCR50SW CR50SK ¥250 ¥260

動物はしおき TS13SW TS13SK ¥250 ¥260

橋型はしおき TS16SW TS16SK ¥250 ¥260

枕箸置き CR25SW CR25SK ¥250 ¥260

五角の箸置き CR5-60-SW CR5-60-SK ¥250 ¥260

三角スプーン＆フォークレスト SP3-75-SW SP3-75-SK ¥250 ¥260

葉形はしおき CR20SW CR20SK ¥250 ¥260

ウインク　箸置き MCR50SW-WK ¥300 ¥320

   ニコニコ　箸置き MCR50SW-NK ¥300 ¥320

女の子　箸置き MCR50SW-C ¥300 ¥320

幸せ　箸置き MCR50SW-W ¥300 ¥320

がっかり　箸置き MCR50SW-G ¥300 ¥320

※アイアンウッド材の箸に価格変更はありません。
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和柄アニマルカトラリー
モコモコデザートスプーン　和柄ネコ CS30SW-JC ¥400 ¥420

モコモコデザートスプーン　和柄フクロウ CS30SW-OL ¥400 ¥420

モコモコデザートスプーン　和柄ウサギ CS30SW-RB ¥400 ¥420

モコモコデザートフォーク　和柄ネコ CF26SW-JC ¥400 ¥420

モコモコデザートフォーク　和柄フクロウ CF26SW-OL ¥400 ¥420

モコモコデザートフォーク　和柄ウサギ CF26SW-RB ¥400 ¥420

モコモコマルチスプーン　和柄ネコ 508 CS40SW ¥550 ¥580

モコモコマルチスプーン　和柄フクロウ 509 CS40SW ¥550 ¥580

モコモコマルチスプーン　和柄ウサギ 510 CS40SW ¥550 ¥580

バターナイフ　和柄ネコ 508 BN20SW ¥380 ¥400

バターナイフ　和柄フクロウ 509 BN20SW ¥380 ¥400

バターナイフ　和柄ウサギ 510 BN20SW ¥380 ¥400

茶さじ　和柄ネコ 508 ST37SW ¥380 ¥400

茶さじ　和柄フクロウ 509 ST37SW ¥380 ¥400

茶さじ　和柄ウサギ 510 ST37SW ¥380 ¥400

スクアエ箸置き　和柄ネコ 508 MCR50SW ¥300 ¥320

スクアエ箸置き　和柄フクロウ 509 MCR50SW ¥300 ¥320

スクアエ箸置き　和柄ウサギ 510 MCR50SW ¥300 ¥320

北欧モチーフカトラリー
品名 品番／サオ 品番／シタン 旧価格 新価格

デザートスプーン　ハリネズミ MSS30SW-HH ¥400 ¥420

デザートスプーン　シロクマ MSS30SW-PB ¥400 ¥420

デザートスプーン　トナカイ MSS30SW-RD ¥400 ¥420

デザートフォーク　ハリネズミ MSF23SW-HH ¥400 ¥420

デザートフォーク　シロクマ MSF23SW-PB ¥400 ¥420

デザートフォーク　トナカイ MSF23SW-RD ¥400 ¥420

スープスプーン　ハリネズミ MSC40SW-HH ¥600 ¥630

スープスプーン　シロクマ MSC40SW-PB ¥600 ¥630

スープスプーン　トナカイ MSC40SW-RD ¥600 ¥630

バターナイフ　ハリネズミ MBN25SW-HH ¥400 ¥420

バターナイフ　シロクマ MBN25SW-PB ¥400 ¥420

バターナイフ　トナカイ MBN25SW-RD ¥400 ¥420

コーヒーメジャー　ハリネズミ MKS40SW-HH ¥450 ¥470

コーヒーメジャー　シロクマ MKS40SW-PB ¥450 ¥470

コーヒーメジャー　トナカイ MKS40SW-RD ¥450 ¥470

スクエア箸置き　ハリネズミ MCR50SW-HH ¥300 ¥320

スクエア箸置き　シロクマ MSS30SW-PB ¥300 ¥320

スクエア箸置き　トナカイ MSS30SW-RD ¥300 ¥320

ダーラナホースカトラリー
品名 品番／サオ 品番／シタン 旧価格 新価格

デザートスプーン　ダーラナホース MSS30SW-DH ¥400 ¥420

デザートフォーク　ダーラナホース MSF23SW-DH ¥400 ¥420

スープスプーン　ダーラナホース MSC40SW-DH ¥600 ¥630

バターナイフ　ダーラナホース MBN25SW-DHR ¥400 ¥420

ティースクープ　ダーラナホース MST41SW-DH ¥400 ¥420

コーヒーメジャー　ダーラナホース MKS40SW-DH ¥450 ¥470

スクエア箸置き　ダーラナホースホワイト MCR50SW-DHW ¥300 ¥320

スクエア箸置き　ダーラナホースブラック MCR50SW-DHB ¥300 ¥320
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キャットカトラリー
品名 品番／サオ 品番／シタン 旧価格 新価格

振りむきキャット　スプーン CS30SW-CF ¥400 ¥420

おすわりキャット　スプーン CS30SW-CO ¥400 ¥420

振りむきキャット　フォーク CF26SW-CF ¥400 ¥420

おすわりキャット　フォーク CF26SW-CO ¥400 ¥420

振りむきキャット　バターナイフ SJ20SW-CF ¥380 ¥400

おすわりキャット　バターナイフ SJ20SW-CO ¥380 ¥400

振りむきキャット　ティーサーバー ST41SW-CF ¥380 ¥400

おすわりキャット　ティーサーバー ST41SW-CO ¥380 ¥400

振りむきキャット　箸置き MCR50SW-CF ¥300 ¥320

おすわりキャット　箸置き MCR50SW-CO ¥300 ¥320

※価格変更の無い商品はリストに記載しておりません。

以上
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