
※すべて税込価格

商品コード 商品名 改定前 改定後

500114-3014 ダブルガーゼ　スリーパー　ホワイト / 10mois(ディモワ) ¥3,850 ¥3,960

500113-3015 ダブルガーゼ　スリーパー　グレー / 10mois(ディモワ) ¥3,850 ¥3,960

200157-4343 モン・ヌヌース　スリーパー　ベビーサイズ　ブラウン 　ふくふくガーゼ(6重ガーゼ)　/ SOULEIADO ¥4,180 ¥4,400

200158-4344 モン・ヌヌース　スリーパー　ベビーサイズ　ブルー　ふくふくガーゼ(6重ガーゼ)　/ SOULEIADO ¥4,180 ¥4,400

200156-4533 モン・ヌヌース　スリーパー　ベビーサイズ　ピンク　ふくふくガーゼ(6重ガーゼ)　/ SOULEIADO ¥4,180 ¥4,400

100177-5260 スカイブルー スリーパー　ベビーサイズ　ふくふくガーゼ(6重ガーゼ)　/ Hoppetta ¥3,850 ¥3,960

100176-5261 サーモンピンク　スリーパー ベビーサイズ　ふくふくガーゼ(6重ガーゼ)　/ Hoppetta ¥3,850 ¥3,960

100206-5403 ラパンラパン　スリーパー　ベビーサイズ　ふくふくガーゼ(6重ガーゼ)　/ Hoppetta ¥4,180 ¥4,400

100146-7225 シャンピニオン　スリーパー ベビーサイズ　ふくふくガーゼ(6重ガーゼ)　/ Hoppetta ¥4,180 ¥4,400

100106-7226 merry merry! スリーパー ベビーサイズ　ふくふくガーゼ(6重ガーゼ)　/ Hoppetta ¥3,850 ¥3,960

400130-8247 スリーパー ふくふくガーゼ(6重ガーゼ)　/ BOBO ¥4,180 ¥4,400

400162-8501 トーテム　スリーパー　ベビーサイズ 　ふくふくガーゼ(6重ガーゼ)　/ BOBO ¥4,620 ¥4,730

300264-18131036 アメザイク　スリーパー　ベビーサイズ　ふくふくガーゼ(6重ガーゼ)　/ NAOMI ITO ¥5,060 ¥5,170

300249-18231003 UNRYU　スリーパー　ベビーサイズ　ふくふくガーゼ(6重ガーゼ)　/ NAOMI ITO ¥5,060 ¥5,170

300248-18231004 ibuki　スリーパー　ベビーサイズ　ふくふくガーゼ(6重ガーゼ)　/ NAOMI ITO ¥5,060 ¥5,170

100571-20211004 guri　スリーパー　ベビーサイズ 　ふくふくガーゼ(6重ガーゼ)　/ Hoppetta ¥5,060 ¥5,170

100600-20211013 LOVEシャンピ　スリーパー　ベビーサイズ　ふくふくガーゼ(6重ガーゼ)　 / Hoppetta ¥5,170 ¥5,280

500115-3017 ダブルガーゼ　トドラー・キッズスリーパー　グレー / 10mois(ディモワ) ¥4,180 ¥4,290

100208-5404 ラパンラパン　スリーパー　トドラー・キッズサイズ　ふくふくガーゼ(6重ガーゼ)　/ Hoppetta ¥4,730 ¥4,840

100148-7240 シャンピニオン　スリーパー トドラー・キッズサイズ　ふくふくガーゼ(6重ガーゼ)/ Hoppetta ¥4,730 ¥4,840

100180-7241 スカイブルー　スリーパー　トドラー・キッズサイズ　ふくふくガーゼ(6重ガーゼ)　/ Hoppetta ¥4,290 ¥4,400

100179-7242 サーモンピンク　スリーパー　トドラー・キッズサイズ　ふくふくガーゼ(6重ガーゼ)　/ Hoppetta 4290 ¥4,400

400131-8385 スリーパー　トドラー・キッズサイズ ふくふくガーゼ(6重ガーゼ)　/ BOBO ¥4,730 ¥4,840

400164-8502 トーテム　スリーパー　トドラー・キッズサイズ　ふくふくガーゼ(6重ガーゼ) / BOBO ¥4,950 ¥5,060

500388-20151056 スリーパー トドラー・キッズサイズ　ふくふくガーゼ(6重ガーゼ)　/ 10mois(ディモワ) ¥4,730 ¥5,060

100601-20211014 LOVEシャンピ　トドラー・キッズスリーパー　ふくふくガーゼ(6重ガーゼ)　 / Hoppetta ¥6,050 ¥6,160

500069-3021 2wayスリーパー　袖付き ふくふくガーゼ(6重ガーゼ)　/ 10mois(ディモワ) ¥4,950 ¥5,060

100362-5508 サーモンピンク　2wayスリーパー　袖付き　ふくふくガーゼ(6重ガーゼ) / Hoppetta ¥4,620 ¥4,730

100363-5509 スカイブルー 2wayスリーパー　袖付き　ふくふくガーゼ(6重ガーゼ)　/ Hoppetta ¥4,620 ¥4,730

500393-20151053 エクリュ　2wayスリーパー　袖付き ふくふくガーゼ(6重ガーゼ)　/ 10mois(ディモワ) ¥4,950 ¥5,060

100143-5465 シャンピニオン　3wayスリーパー ふくふくガーゼ(6重ガーゼ)　/ Hoppetta ¥6,380 ¥6,490

100143-5465 シャンピニオン　3wayスリーパー ふくふくガーゼ(6重ガーゼ)　/ Hoppetta ¥6,380 ¥6,490

500350-20151037 グレー　6wayスリーパー　ふくふくガーゼ(6重ガーゼ)　 / 10mois(ディモワ) ¥7,590 ¥7,920

500648-22151020 シェルピンク　6wayスリーパー　ふくふくガーゼ(6重ガーゼ)　 / 10mois(ディモワ) ¥7,590 ¥7,920

500649-22151021 パウダーブルー　6wayスリーパー　ふくふくガーゼ(6重ガーゼ)　 / 10mois(ディモワ) ¥7,590 ¥7,920

100602-20211015 LOVEシャンピ　6wayスリーパー ふくふくガーゼ(6重ガーゼ)　/ Hoppetta ¥9,350 ¥9,460

400361-21141014 トーテム　ジュニアスリーパー　ふくふくガーゼ(6重ガーゼ)　 / BOBO ¥6,380 ¥6,600

500568-21151054 Amelie(アメリ)　ジュニアスリーパー　ふくふくガーゼ(6重ガーゼ)　/ 10mois(ディモワ) ¥6,380 ¥6,600

ジュニアスリーパー

価格改定対象商品リスト

スリーパー（ベビーサイズ）

スリーパー（トドラーキッズサイズ）

2wayスリーパー

3wayスリーパー

6wayスリーパー
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500082-3033 ガーゼケット（ベビーサイズ） ふくふくガーゼ(6重ガーゼ)　/ 10mois ¥5,280 ¥5,500

100705-5235 シャンピニオン　ガーゼケット(ベビーサイズ)　ふくふくガーゼ(6重ガーゼ)　/ Hoppetta ¥5,280 ¥5,500

100205-5419 ラパンラパン　ガーゼケット（ベビーサイズ）　ふくふくガーゼ(6重ガーゼ) / Hoppetta ¥5,280 ¥5,500

400129-8110 ガーゼケット(ベビーサイズ) ふくふくガーゼ(6重ガーゼ)　/ BOBO ¥6,050 ¥6,160

400160-8499 トーテム　ガーゼケット(ベビーサイズ) ふくふくガーゼ(6重ガーゼ)　/ BOBO ¥6,600 ¥6,820

300104-18131035 アメザイク　ガーゼケット(ベビーサイズ)　ふくふくガーゼ(6重ガーゼ)　/ NAOMI ITO ¥5,720 ¥6,270

300103-18231001 UNRYU　ガーゼケット(ベビーサイズ)　ふくふくガーゼ(6重ガーゼ) / NAOMI ITO ¥5,720 ¥6,270

500390-20151050 エクリュ ガーゼケット（ベビーサイズ） ふくふくガーゼ(6重ガーゼ)/ 10mois ¥5,280 ¥5,500

100569-20211002 guri　ガーゼケット(ベビーサイズ) ふくふくガーゼ(6重ガーゼ)　/ Hoppetta ¥6,050 ¥6,270

500499-21151011 Amelie(アメリ)　ガーゼケット（ベビーサイズ） ふくふくガーゼ(6重ガーゼ)　/ 10mois ¥5,720 ¥5,830

100709-21211001 スカイブルー　ガーゼケット(ベビーサイズ)　ふくふくガーゼ(6重ガーゼ)　/ Hoppetta ¥4,950 ¥5,170

100708-21211002 サーモンピンク　ガーゼケット(ベビーサイズ)　ふくふくガーゼ(6重ガーゼ)　/ Hoppetta ¥4,950 ¥5,170

500584-21251006 シェルピンク　ガーゼケット（ベビーサイズ）  ふくふくガーゼ(6重ガーゼ)　/ 10mois ¥6,380 ¥6,490

500574-21251007 パウダーブルー　ガーゼケット（ベビーサイズ） ふくふくガーゼ(6重ガーゼ) / 10mois ¥6,380 ¥6,490

100151-5242 シャンピニオン　ガーゼケット(ミニサイズ) ふくふくガーゼ(6重ガーゼ)　/ Hoppetta ¥2,090 ¥2,420

500498-21151010 Amelie(アメリ)　ガーゼケット(ミニサイズ) 　ふくふくガーゼ(6重ガーゼ)　/ 10mois ¥3,300 ¥3,520

100149-5241 シャンピニオン　ガーゼケット(トドラーサイズ) ふくふくガーゼ(6重ガーゼ)　/ Hoppetta ¥6,600 ¥6,820

500571-21251028 Amelie(アメリ)　ガーゼケット（トドラーサイズ) ふくふくガーゼ(6重ガーゼ)　/ 10mois ¥7,150 ¥7,370

500083-3075 ガーゼケット(大人サイズ)　ふくふくガーゼ(6重ガーゼ)　/ 10mois ¥9,680 ¥9,900

400128-8146 ガーゼケット(大人サイズ)  ふくふくガーゼ(6重ガーゼ)　/ BOBO ¥10,780 ¥11,110

400161-8563 トーテム　ガーゼケット(大人サイズ)  ふくふくガーゼ(6重ガーゼ) / BOBO ¥10,780 ¥11,110

300267-21231007 トイ　mini me ベビートイ ふくふくガーゼ(6重ガーゼ)/ NAOMI ITO ¥2,750 ¥2,860

500594-21251012 シェルピンク mini me ベビートイ ふくふくガーゼ(6重ガーゼ)/ 10mois ¥2,750 ¥2,860

500595-21251013 パウダーブルー mini me ベビートイ ふくふくガーゼ(6重ガーゼ) / 10mois ¥2,750 ¥2,860

500070-21251032 グレー　mini me ベビートイ ふくふくガーゼ(6重ガーゼ) / 10mois ¥2,750 ¥2,860

500392-21251033 エクリュ mini me ベビートイ ふくふくガーゼ(6重ガーゼ)  / 10mois ¥2,750 ¥2,860

200124-4535 ふくふくガーゼ(6重ガーゼ)　クリップ&ハンカチスタイ　ピンクセット / SOULEIADO ¥2,200 ¥2,530

200125-4536 ふくふくガーゼ(6重ガーゼ)　クリップ&ハンカチスタイ　ブラウンセット / SOULEIADO ¥2,200 ¥2,530

100706-7212 ふくふくガーゼ(6重ガーゼ)　ハンカチ&クリップセット / Hoppetta ¥2,200 ¥2,530

200126-20221018 ふくふくガーゼ(6重ガーゼ)　クリップ&ハンカチスタイ　ブルーセット / SOULEIADO ¥2,200 ¥2,530

100021-7243 シャンピニオン　ふくふくガーゼ(6重ガーゼ)　アフガン / Hoppetta ¥5,940 ¥6,160

400053-8111 ふくふくガーゼ(6重ガーゼ)　アフガン / BOBO ¥5,500 ¥5,720

500379-20151039 ふくふくガーゼ(6重ガーゼ)　アフガン / 10mois ¥5,940 ¥6,160

100078-18211005 シャンピニオン　ふくふくガーゼ(6重ガーゼ)　ベビーカーシート / Hoppetta ¥3,080 ¥3,300

500583-18251000 ふくふくガーゼ(6重ガーゼ)　ベビーカーシート / 10mois ¥3,080 ¥3,300

アフガン

ベビーカーシート

ガーゼケット（ベビーサイズ）

ガーゼケット（ミニサイズ）

ガーゼケット（トドラーキッズサイズ）

ガーゼケット（大人サイズ）

mini me ベビートイ

クリップ＆ハンカチスタイセット
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500097-3022 ママ&ベビー授乳クッション　グレー / 10mois(ディモワ) ¥4,620 ¥4,950

200023-4103 ラ・プティット・ムーシュ　ママ&ベビー授乳クッション / SOULEIADO ¥3,300 ¥3,630

100331-7209 シャンピニオン　ママ&ベビー授乳クッション / Hoppetta ¥4,950 ¥5,280

100399-7314 ママ&ベビー授乳クッション / Hoppetta ¥3,300 ¥3,630

400148-8113 ママ&ベビー授乳クッション / BOBO ¥4,180 ¥4,950

400262-8363 コーラム　ママ&ベビー授乳クッション　ホワイト / BOBO ¥3,520 ¥3,850

200008-19121022 ラ・プティット・ムーシュ　ママ&ベビー授乳クッション　ワイド(足しわた付き) / SOULEIADO ¥5,280 ¥5,830

300242-19131015 ママ&ベビー授乳クッション　ワイド(足しわた付き)　アメザイク / NAOMI ITO ¥5,830 ¥6,270

500141-20151035 ママ&ベビー授乳クッション　ワイド(足しわた付き)　グレー / 10mois(ディモワ) ¥6,380 ¥6,600

700023-3207 ママ&ベビー授乳クッション　中しん ¥1,650 ¥1,980

700049-3231 ママ&ベビー授乳クッション　ワイド　中しん ¥2,750 ¥3,190

500066-3020 たまごマットおくるみCLOUD / 10mois(ディモワ) ¥6,490 ¥6,930

300321-18231011 わたガーゼ たまごマットおくるみCLOUD　UNRYU / NAOMI ITO ¥6,490 ¥6,930

500030-3045 アニバーサリータオル / 10mois(ディモワ) ¥4,180 ¥4,400

100004-7259 pollo(ポッロ)オーガニックコットン　バスエプロン / Hoppetta ¥5,280 ¥5,500

100006-7260 poski(ポスキィ)オーガニックコットン　バスポンチョ / Hoppetta ¥4,620 ¥4,840

400091-8306 ベビーからキッズまで使えるバスポンチョ / BOBO ¥4,400 ¥4,620

500310-20151030 バスポンチョ / 10mois(ディモワ) ¥4,620 ¥4,840

500400-20151058 バスエプロン / 10mois(ディモワ) ¥5,280 ¥5,500

500591-21251017 アニバーサリータオル　シェルピンク / 10mois(ディモワ) ¥4,180 ¥4,400

500592-21251018 アニバーサリータオル　パウダーブルー / 10mois(ディモワ) ¥4,180 ¥4,400

500029-19151000 mamamanma(マママンマ)　お食事シリコンマット / 10mois(ディモワ) ¥2,420 ¥2,750

400362-20241000 シリコンビブ　ライトカーキ / BOBO ¥2,200 ¥2,420

400333-20241001 シリコンビブ　テラコッタ / BOBO ¥2,200 ¥2,420

500439-20251003 シリコンビブ　ピンク / 10mois(ディモワ) ¥2,200 ¥2,420

500440-20251004 mamamanma(マママンマ）シリコンビブ　ブルー / 10mois(ディモワ) ¥2,200 ¥2,420

500441-20251031 mamamanma(マママンマ）シリコンビブ　フレンチバニラ / 10mois(ディモワ) ¥2,200 ¥2,420

100022-5368 シャンピニオン　ナイトローブ ふくふくガーゼ(6重ガーゼ)　/ Hoppetta ¥4,400 ¥4,510

200014-4039 プティット・フルール・デ・シャン　バッグ de クーファン　ブルー / SOULEIADO ¥18,480 ¥18,700

100080-7210 シャンピニオン　授乳&うたたねクッション / Hoppetta ¥2,420 ¥2,530

300057-7750 バッグ de クーファン　アメザイク / NAOMI ITO ¥18,480 ¥18,700

300083-7789 ファンファーレ　バッグ de クーファン / NAOMI ITO ¥18,480 ¥18,700

500119-19151017 ナルノアピロー　くま / 10mois(ディモワ) ¥3,080 ¥3,190

500117-19151018 ナルノアピロー　うさぎ / 10mois(ディモワ) ¥3,080 ¥3,190

500118-19151019 ナルノアピロー　きつね / 10mois(ディモワ) ¥3,080 ¥3,190

700045-19171062 撥水シーツ　通常サイズ用 ¥1,650 ¥1,870

300450-19232280 オーガニックコットン　セレモニードレス　3点セット / Hommage de NAOMI ITO ¥18,700 ¥19,800

700055-20271047 かごのクーファン+バンパーセット ¥9,900 ¥10,450

500566-21251019 nennecoco(ネンネココ)　ピンク / 10mois(ディモワ) ¥17,820 ¥18,920

500567-21251020 nennecoco(ネンネココ)　グレー / 10mois(ディモワ) ¥17,820 ¥18,920

たまごマットおくるみ CLOUD

タオル

お食事

その他

授乳ノーマルクッション

授乳ワイドクッション

授乳クッション中しん
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