
ブロックタイプとスティック

タイプはこれまで同じ価格

でしたが、 ブロックの方が

実際は 1 本の量が 25% 程

多く、 輸入価格も高いため、

今後はスティックよりも価格

が高くなります。

生産や輸送コストの事情で値上がりします。

主な商品のみ抜粋してお知らせいたします。
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カタログ『おもちゃ箱の仲間たち vol.9』 より　　

　　　　　　　＊輸入元(株)おもちゃ箱

頁 品番 品名
現行価格 新価格 (7/1～)

税込価格 （本体価格） 税込価格 （本体価格）

　　＊創作 ・ 画材

53 ST34002 みつろうブロッククレヨン  8色缶 \1,815 (\1,650) ⇒ \2,200 (\2,000)

53 ST34202 みつろうブロッククレヨン  12色紙箱 \2,365 (\2,150) ⇒ \2,805 (\2,550)

53 ST35002 みつろうブロッククレヨン  16色缶 \3,410 (\3,100) ⇒ \4,015 (\3,650)

53 ST35102 みつろうブロッククレヨン  8色缶（中間色） \1,815 (\1,650) ⇒ \2,200 (\2,000)

53 ST35502 みつろうブロッククレヨン  16色木箱 \5,720 (\5,200) ⇒ \6,820 (\6,200)

53 ST35602 みつろうブロッククレヨン  24色木箱 \7,150 (\6,500) ⇒ \8,580 (\7,800)

53 ST360** みつろうブロッククレヨン単色 12本  各色 \1,980 (\1,800) ⇒ \2,178 (\1,980)

53 ST360** みつろうブロッククレヨン単色 1本 各色 \165 (\150) ⇒ \181 (\165)

53 ST89340 缶ケース  ブロッククレヨン8色用 \605 (\550) ⇒ \770 (\700)

53 ST89350 缶ケース  ブロッククレヨン16色用 \1,540 (\1,400) ⇒ \1,870 (\1,700)

54 ST31002 みつろうスティッククレヨン  8色缶 \1,815 (\1,650) ⇒ \2,090 (\1,900)

54 ST31202 みつろうスティッククレヨン  12色紙箱 \2,365 (\2,150) ⇒ \2,640 (\2,400)

54 ST32002 みつろうスティッククレヨン  16色缶 \3,410 (\3,100) ⇒ \3,740 (\3,400)

54 ST32102 みつろうスティッククレヨン  8色缶（中間色） \1,815 (\1,650) ⇒ \2,090 (\1,900)

54 ST32122 みつろうスティッククレヨン  8色缶  アートカラー \1,815 (\1,650) ⇒ \2,090 (\1,900)

54 ST32502 みつろうスティッククレヨン  16色木箱 \5,720 (\5,200) ⇒ \6,820 (\6,200)

54 ST32582 みつろうブロック8色  スティック8色木箱 \5,720 (\5,200) ⇒ \6,820 (\6,200)

54 ST32602 みつろうスティッククレヨン  24色木箱 \7,150 (\6,500) ⇒ \8,580 (\7,800)

54 ST330** みつろうスティッククレヨン単色 12本  各色 \1,980 (\1,800) ⇒ \2,046 (\1,860)

54 ST330** みつろうスティッククレヨン単色 1本  各色 \165 (\150) ⇒ \170 (\155)

54 ST89310 缶ケース  スティッククレヨン8色用 \605 (\550) ⇒ \770 (\700)

54 ST89320 缶ケース  スティッククレヨン16色用 \1,540 (\1,400) ⇒ \1,870 (\1,700)

56 ST410** 水彩絵の具  単色250ｍｌ入り  各色 \8,800 (\8,000) ⇒ \9,900 (\9,000)

56 ST420** 水彩絵の具  単色50ｍｌ入り 各色 \2,090 (\1,900) ⇒ \2,310 (\2,100)

56 ST42019 水彩絵の具  単色50ｍｌ入り  19コバルトブルー \3,630 (\3,300) ⇒ \4,400 (\4,000)

56 ST430** 水彩絵の具  単色20ｍｌ入り 各色 \990 (\900) ⇒ \1,210 (\1,100)

56 ST43019 水彩絵の具  単色20ｍｌ入り  19コバルトブルー \1,870 (\1,700) ⇒ \2,310 (\2,100)

56 ST43041 水彩絵の具  三原色  20ｍｌ  6本セット \5,720 (\5,200) ⇒ \6,600 (\6,000)

56 ST46102 水彩絵の具13色缶 \3,740 (\3,400) ⇒ \3,960 (\3,600)

58 ST51002 みつろう粘土  6色6枚  125ｇ \1,980 (\1,800) ⇒ \2,310 (\2,100)

58 ST51202 みつろう粘土  12色12枚  250ｇ \3,520 (\3,200) ⇒ \4,510 (\4,100)

58 ST517** みつろう粘土  単色 15枚  各色 \4,290 (\3,900) ⇒ \4,950 (\4,500)

58 ST517** みつろう粘土  単色 1枚  各色 \286 (\260) ⇒ \330 (\300)

＊詳しくは、 おもちゃ箱公式オンラインショップで確認ください。 　https://www.omochabako-webstore.jp/
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生産や輸送コストの事情で値上がりします。

主な商品のみ抜粋してお知らせいたします。
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頁 品番 品名
現行価格 新価格 (7/1～)

税込価格 （本体価格） 税込価格 （本体価格）

60 FO810 トランスパレント  10色10枚 \385 (\350) ⇒ \495 (\450)

60 FO87400 トランスパレント  ホワイト10枚（厚） \1,045 (\950) ⇒ \1,320 (\1,200)

60 FO87409 トランスパレント  10色10枚（厚） \1,155 (\1,050) ⇒ \1,430 (\1,300)

60 FO785 トランスパレント  レインボー色10枚（厚） \770 (\700) ⇒ \990 (\900)

61 MC10140915 ローズウィンドウペーパー 廃番 \990 (\900)

61 MC10141815 ローズウィンドウペーパー 色構成/生産国変更 ⇒ \1,430 (\1,300)

63 MC45611005 スポンジ（ビスコース） \385 (\350) ⇒ \418 (\380)

62 WM0911 円形織機 \2,640 (\2,400) ⇒ \2,750 (\2,500)

63 WM972 羊毛針  細 \275 (\250) ⇒ \297 (\270)

46 OM020 水筆 ＊8/1～価格改定 \550 (\500) ⇒ \660 (\600)

56 KY001 平筆  小 ＊8/1～価格改定 \704 (\640) ⇒ \770 (\700)

56 KY002 平筆  中 ＊8/1～価格改定 \968 (\880) ⇒ \990 (\900)

56 KY003 平筆  大 ＊8/1～価格改定 \1,144 (\1,040) ⇒ \1,210 (\1,100)

　＊木のおもちゃ（ 歯がため、 北欧の車、 つみ木、 モビールなど）

12 DB4021AM 歯がため  はと \1,650 (\1,500) ⇒ \1,980 (\1,800)

12 DB4021BM 歯がため  かたつむり \1,650 (\1,500) ⇒ \1,980 (\1,800)

12 DB4021CM 歯がため  さかな \1,650 (\1,500) ⇒ \1,980 (\1,800)

16 DC14 北欧の郵便車・大 \6,050 (\5,500) ⇒ \7,700 (\6,500)

16 DC15 北欧のリムジン \3,960 (\3,600) ⇒ \5,170 (\4,700)

16 DC24 北欧の郵便車・小 \2,860 (\2,600) ⇒ \3,520 (\3,200)

16 DC25 北欧のクーペ \1,320 (\1,200) ⇒ \1,650 (\1,500)

16 DC28 北欧の乗用車 \1,210 (\1,100) ⇒ \1,430 (\1,300)

16 DC29 北欧のオープンカー \1,760 (\1,600) ⇒ \2,200 (\2,000)

17 DC11 北欧のトラック・大 \6,050 (\5,500) ⇒ \7,700 (\7,000)

17 DC17 北欧のバス \6,050 (\5,500) ⇒ \7,700 (\7,000)

17 DC18 北欧の汽車 \14,300 (\13,000) ⇒ \22,000 (\20,000)

17 DC21 北欧のトラック・小 \2,860 (\2,600) ⇒ \3,520 (\3,200)

17 DC22 北欧のレッカー車・小 \3,300 (\3,000) ⇒ \4,620 (\4,200)

17 DC23 北欧の消防車・小 \2,530 (\2,300) ⇒ \3,520 (\3,200)

20 DB2030 お山のつみ木 \3,520 (\3,200) ⇒ \4,180 (\3,800)

28 DB5015 人形の家 ２階建 \33,000 (\30,000) ⇒ \35,750 (\32,500)

33 DB7012 レジスター \8,030 (\7,300) ⇒ \11,000 (\10,000)

33 DB7012A 替え用レシート \165 (\150) ⇒ \220 (\200)

21 DE5454 ツリーブロックス \12,100 (\11,000) ⇒ \13,750 (\12,500)

＊詳しくは、 おもちゃ箱公式オンラインショップで確認ください。 　https://www.omochabako-webstore.jp/
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頁 品番 品名
現行価格 新価格 (7/1～)

税込価格 （本体価格） 税込価格 （本体価格）

76 WF4293 クリスタルモビール  ツイスト \3,850 (\3,500) ⇒ \4,400 (\4,000)

76 WF5190 ウッドモビール  ツイスト 3連 \2,695 (\2,450) ⇒ \2,860 (\2,600)

76 WF4221 クリスタルモビール  スパイラル  シンメトリー \3,300 (\3,000) ⇒ \3,960 (\3,600)

76 WF4228 クリスタルモビール  スパイラル  ダブル \3,300 (\3,000) ⇒ \3,960 (\3,600)

36 MIMCCN0-001 コネクティング  キューブス \2,750 (\2,500) ⇒ \3,520 (\3,200)

38 MIMKMK0-001 巻け巻け巻きずし \5,500 (\5,000) ⇒ \7,150 (\6,500)

　＊楽器 ・ ウィンドチャイム

11 AURTK アウリストロムメール  クラシック \3,850 (\3,500) ⇒ \4,180 (\3,800)

11 AURTS アウリストロムメール  ミュージックボックス \3,850 (\3,500) ⇒ \4,180 (\3,800)

11 AURTV アウリストロムメール  ウェーブ \3,850 (\3,500) ⇒ \4,180 (\3,800)

67 AUKDH008 アウリスグロッケン  ダイヤトニック8音 \15,950 (\14,500) ⇒ \19,250 (\17,500)

67 AUKDH012 アウリスグロッケン  ダイヤトニック12音 \24,750 (\22,500) ⇒ \29,700 (\27,000)

67 AUKKH アウリスグロッケン  クロマティック20音 \52,360 (\47,600) ⇒ \59,400 (\54,000)

67 AUKPH アウリスグロッケン  ペンタトニック7音 \14,850 (\13,500) ⇒ \17,600 (\16,000)

67 AUKPQ アウリスグロッケン  クインタ7音 432Hz \15,950 (\14,500) ⇒ \19,250 (\17,500)

68 AUKAD008 シェルズグロッケン  ダイヤトニック8音 \12,100 (\11,000) ⇒ \13,200 (\12,000)

68 AUKAD012 シェルズグロッケン  ダイヤトニック12音 \18,150 (\16,500) ⇒ \20,350 (\18,500)

68 AUKAH008 シェルズグロッケン  ハーフトーン \18,150 (\16,500) ⇒ \19,800 (\18,000)

68 AUKAP007 シェルズグロッケン  ペンタトニック7音 \10,450 (\9,500) ⇒ \12,100 (\11,000)

68 AUXRD008 アウリスシロホン ダイヤトニック8音 \19,800 (\18,000) ⇒ \23,100 (\21,000)

68 AUXRD012 アウリスシロホン ダイヤトニック１2音 \25,850 (\23,500) ⇒ \29,700 (\27,000)

68 AUXRP007 アウリスシロホン ペンタトニック7音 \17,600 (\16,000) ⇒ \20,900 (\19,000)

69 AULBP マイリトルライヤー \36,300 (\33,000) ⇒ \40,700 (\37,000)

69 AULDD アウリスライヤー  ダイヤトニック \59,400 (\54,000) ⇒ \69,300 (\63,000)

69 AULNP アウリスライヤー  ペンタトニック \47,300 (\43,000) ⇒ \55,000 (\50,000)

69 AULOP アウリスライヤー  キンダーハープ \37,400 (\34,000) ⇒ \42,900 (\39,000)

69 NKOW120MR マラカス ＊8/1～価格改定 \770 (\700) ⇒ \1,100 (\1,000)

69 NKOW90EM シェイカー ＊8/1～価格改定 \605 (\550) ⇒ \880 (\800)

69 NKRP-100/C カスタネット ＊8/1～価格改定 \1,210 (\1,100) ⇒ \1,760 (\1,600)

77 DE1313S ウインドチャイム・クリスタル  マーキュリー \11,000 (\10,000) ⇒ \14,850 (\13,500)

77 DE1321S ウインドチャイム・クリスタル  ヴィーナス \12,100 (\11,000) ⇒ \14,850 (\13,500)

77 DE1331S ウインドチャイム・クリスタル  テラ \20,350 (\18,500) ⇒ \27,500 (\25,000)

＊詳しくは、 おもちゃ箱公式オンラインショップで確認ください。 　https://www.omochabako-webstore.jp/
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