
別紙　価格改定・廃版のお知らせ

品名 材種 品番 JAN 現状
（税抜き）

改定後
（税抜き）

酒器 純 ビーチ MOSC-60-BE 4522685012346 ¥909 ¥1,000

酒器 削 ビーチ MOSC-60-D-BE 4522685012353 ¥909 ¥1,000

酒器 絣 ビーチ MOSC-60-FS-BE 4522685012360 ¥909 ¥1,000

MUTEプレートディッシュ LL ビーチ MDP290BE 4522685012377 ¥2,700 ¥3,200

MUTEラウンドディッシュ LL ビーチ MRB280BE 4522685012384 ¥3,800 ¥4,500 ※

GRANDek SUNSHINE ビーチ GD09-SSH 4522685011417 ¥8,500 ¥9,800

GRANDek SKY ビーチ GD05-SKY 4522685011424 ¥5,200 ¥5,800

GRANDek EARTH ビーチ GD03-ETH 4522685011431 ¥3,700 ¥4,500

GRANDek　プレート Ｌ ビーチ MBPR180BE-GRK 4522685012452 ¥2,000 ¥2,400

GRANDek　プレート S ビーチ MBPR150BE-GRK 4522685012445 ¥1,600 ¥1,900

GRANDek　ボウル L ビーチ MBSB120BE-GRK 4522685012476 ¥1,520 ¥1,800

GRANDek　ボウル S ビーチ MBSB100BE-GRK 4522685012469 ¥1,300 ¥1,600

木のお椀L メープル MTWB120HM 4522685007335 ¥2,000 ¥2,300

木のお椀M メープル MTWB110HM 4522685007342 ¥1,500 ¥1,800

木のお椀S メープル MTWB95HM 4522685007359 ¥1,200 ¥1,400

カフェオレボウル メープル MTCB120HM 4522685007458 ¥2,000 廃版

木のお椀L ビーチ MTWB120BE 4522685007366 ¥2,000 ¥2,300

木のお椀M ビーチ MTWB110BE 4522685007373 ¥1,500 ¥1,800

木のお椀S ビーチ MTWB95BE 4522685007380 ¥1,200 ¥1,400

カフェオレボウル ビーチ MTCB120BE 4522685007496 ¥2,000 ¥2,300

MUTE サラダボウルＬ メープル MSB230HM 4522685007830 ¥3,500 廃版

MUTE サラダボウルS メープル MSB130HM 4522685007847 ¥2,000 廃版

MUTE まめざら メープル MMZ80HM 4522685007939 ¥300 ¥400

MUTE ライスボウルL メープル MRIB140HM 4522685007854 ¥2,500 廃版

MUTE ライスボウルS メープル MRIB130HM 4522685007861 ¥2,000 廃版

MUTE サラダボウルＬ ビーチ MSB230BE 4522685007724 ¥3,500 ¥4,300 ※

MUTE サラダボウルS ビーチ MSB130BE 4522685007731 ¥2,000 ¥2,300

MUTE まめざら ビーチ MMZ80BE 4522685007823 ¥300 ¥400

MUTE ライスボウルL ビーチ MRIB140BE 4522685007748 ¥2,500 ¥2,800

MUTE ライスボウルS ビーチ MRIB130BE 4522685007755 ¥2,000 ¥2,300

MUTE ラウンドディッシュL メープル MRB230HM 4522685007878 ¥2,500 廃版

MUTE ラウンドディッシュM メープル MRB210HM 4522685007885 ¥2,000 廃版

MUTE ラウンドディッシュS メープル MRB180HM 4522685007892 ¥1,500 廃版

MUTE プレートディッシュL メープル MDP240HM 4522685007908 ¥2,000 廃版

MUTE プレートディッシュM メープル MDP210HM 4522685007915 ¥1,500 廃版

MUTE プレートディッシュS メープル MDP180HM 4522685007922 ¥1,200 廃版

MUTE ラウンドディッシュL ビーチ MRB230BE 4522685007762 ¥2,500 ¥3,000 ※

MUTE ラウンドディッシュM ビーチ MRB210BE 4522685007779 ¥2,000 ¥2,500 ※

MUTE ラウンドディッシュS ビーチ MRB180BE 4522685007786 ¥1,500 ¥2,000 ※

MUTE ラウンドディッシュSS ビーチ MRB150BE 4522685013275 ¥1,200 ¥1,700

MUTE プレートディッシュL ビーチ MDP240BE 4522685007793 ¥2,000 ¥2,500

MUTE プレートディッシュM ビーチ MDP210BE 4522685007809 ¥1,500 ¥2,000

MUTE プレートディッシュS ビーチ MDP180BE 4522685007816 ¥1,200 ¥1,500

MUTE プレートディッシュSS ビーチ MDP150BE 4522685013268 ¥1,000 ¥1,200
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ソルトキャニスター メープル MTCA90HMST 4522685007557 ¥2,500 廃版

シュガーキャニスター メープル MTCA90HMSG 4522685007564 ¥2,500 廃版

コーヒーキャニスター メープル MTCA90HMCF 4522685007571 ¥2,500 廃版

キャニスター(無地) メープル MTCA90HM 4522685011721 ¥2,500 廃版

ティキャニスター メープル MTCA90HM-TE 4522685011738 ¥2,500 廃版

ソルトキャニスター ビーチ MTCA90BEST 4522685007595 ¥2,500 ¥2,800

シュガーキャニスター ビーチ MTCA90BESG 4522685007601 ¥2,500 ¥2,800

コーヒーキャニスター ビーチ MTCA90BECF 4522685007618 ¥2,500 ¥2,800

キャニスター(無地) ビーチ MTCA90BE 4522685011707 ¥2,500 ¥2,800

ティキャニスター ビーチ MTCA90BE-TE 4522685011714 ¥2,500 ¥2,800

ストレートコップL メープル MTSC95HM 4522685007427 ¥1,500 ¥1,800

ストレートコップS メープル MTSC65HM 4522685007434 ¥1,200 ¥1,500

ラウンドコップ メープル MTRC65HM 4522685007441 ¥1,200 ¥1,500

木のｺｰｽﾀｰ　ﾗｳﾝﾄﾞ　 メープル MNCCO-91-HM 4522685011332 ¥400 ¥500

ストレートコップL ビーチ MTSC95BE 4522685007465 ¥1,500 ¥1,800

ストレートコップS ビーチ MTSC65BE 4522685007472 ¥1,200 ¥1,500

ラウンドコップ ビーチ MTRC65BE 4522685007489 ¥1,200 ¥1,500

木のｺｰｽﾀｰ　ﾗｳﾝﾄﾞ　 ビーチ MNCCO-91-BE 4522685011325 ¥400 ¥500

カッティングボード 角　L ビーチ CBN420MBE 4522685010236 ¥2,500 ¥2,800

カッティングボード 角　M ビーチ CBN350MBE 4522685010205 ¥1,900 ¥2,300

カッティングボード 角　S ビーチ CBN245MBE 4522685010175 ¥1,200 ¥1,400

カッティングボード 丸　L ビーチ CBSR420MBE 4522685010328 ¥2,800 ¥3,200

カッティングボード 丸　M ビーチ CBSR350MBE 4522685010298 ¥2,100 ¥2,400

カッティングボード 丸　S ビーチ CBSR245MBE 4522685010267 ¥1,300 ¥1,500

※印の商品は卸価格が制限されることがあります。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
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