
改定日時：2022年７月１日（金）13時

対象商品・変更価格：同PDFをご確認ください。

※単品商品の価格改定に伴い、セット商品の価格も変更となります。

実施店舗：くらしきぬオンラインショップ・くらしきぬ倉敷本店・その他取り扱い店舗

※メンテナンス日時：2022年７月１日(金)９時～13時

※価格改定によるメンテナンスのため、くらしきぬオンラインショップは上記の時間、ご利用頂けません。

ご迷惑をおかけしますが、ご了承のほどよろしくお願いいたします。

このたびの価格改定に関して、ご不明な点や気になる点がございましたらお問い合せくださいませ。

くらしきぬ お問い合わせ先

メール：info@kurashikisilk.jp

電話：086-424-8686

品番
旧販売価格

(税抜)

旧販売価格

(税込)

新販売価格

(税抜)

新販売価格

(税込)

1132 冷えとり靴下 基本4足セット〈すっきりタイプ〉(こむぎ) ¥4,570 ¥5,027 ¥5,500 ¥6,050

1030 冷えとり靴下 基本4足セット〈すっきりタイプ〉(白樺) ¥4,570 ¥5,027 ¥5,500 ¥6,050

1031 冷えとり靴下 基本4足セット〈すっきりタイプ〉(かすみ) ¥4,570 ¥5,027 ¥5,500 ¥6,050

1029 冷えとり靴下 基本4足セット〈すっきりタイプ〉(ぼたん) ¥4,570 ¥5,027 ¥5,500 ¥6,050

1032 冷えとり靴下 基本4足セット〈すっきりタイプ〉(藍色) ¥4,570 ¥5,027 ¥5,500 ¥6,050

1033 冷えとり靴下 基本4足セット〈すっきりタイプ〉(黒蜜) ¥4,570 ¥5,027 ¥5,500 ¥6,050

575 冷えとり靴下 基本4足セット〈しっかりタイプ〉(ライトグレー)  ¥4,570 ¥5,027 ¥5,500 ¥6,050

576 冷えとり靴下 基本4足セット〈しっかりタイプ〉(マルベリー) ¥4,570 ¥5,027 ¥5,500 ¥6,050

品名

冷えとり靴下 基本4足セット〈すっきりタイプ〉

冷えとり靴下 基本4足セット〈しっかりタイプ〉

【重要なお知らせ】商品価格改定のご案内

くらしきぬは「一人でも多くの方に天然素材の温もりを届けたい」という想いで

約10年間、度重なる原価上昇の中、どうにか販売価格を守ってまいりました。

しかし、昨今稀に見るシルクの原価高騰、その他原料価格の上昇を受け

私たちの企業努力だけでは従来の価格を維持することが難しい状況です。

価格改定商品一覧

これからも製品の質は落とさず、お客様に喜ばれる製品をお届けするため

2022年７月１日（金）より価格改定を行います。

今後とも変わらぬご愛顧賜りますようお願いいたします。

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

mailto:info@kurashikisilk.jp
mailto:info@kurashikisilk.jp


品番
旧販売価格

(税抜)

旧販売価格

(税込)

新販売価格

(税抜)

新販売価格

(税込)
品名

578 冷えとり靴下 基本4足セット〈しっかりタイプ〉(黒豆)　 ¥4,570 ¥5,027 ¥5,500 ¥6,050

579 冷えとり靴下 基本4足セット〈しっかりタイプ〉(ミモザ) ¥4,570 ¥5,027 ¥5,500 ¥6,050

889 冷えとり靴下 基本4足セット〈しっかりタイプ〉(うさぎ)　 ¥4,570 ¥5,027 ¥5,500 ¥6,050

1043 冷えとり靴下 基本4足セット〈しっかりタイプ〉(きなこ) ¥4,570 ¥5,027 ¥5,500 ¥6,050

1044 冷えとり靴下 基本4足セット〈しっかりタイプ〉(あんこ) ¥4,570 ¥5,027 ¥5,500 ¥6,050

1131 冷えとり靴下 ウールカバーソックス〈すっきりタイプ〉(こむぎ) ¥1,600 ¥1,760 ¥1,800 ¥1,980

943 冷えとり靴下 ウールカバーソックス〈すっきりタイプ〉(白樺) ¥1,600 ¥1,760 ¥1,800 ¥1,980

944 冷えとり靴下 ウールカバーソックス〈すっきりタイプ〉(かすみ) ¥1,600 ¥1,760 ¥1,800 ¥1,980

942 冷えとり靴下 ウールカバーソックス〈すっきりタイプ〉(ぼたん) ¥1,600 ¥1,760 ¥1,800 ¥1,980

1034 冷えとり靴下 ウールカバーソックス〈すっきりタイプ〉(藍色) ¥1,600 ¥1,760 ¥1,800 ¥1,980

1035 冷えとり靴下 ウールカバーソックス〈すっきりタイプ〉(黒蜜) ¥1,600 ¥1,760 ¥1,800 ¥1,980

569 冷えとり靴下 ウールカバーソックス〈しっかりタイプ〉(ライトグレー) ¥1,600 ¥1,760 ¥1,800 ¥1,980

570 冷えとり靴下 ウールカバーソックス〈しっかりタイプ〉 (マルベリー) ¥1,600 ¥1,760 ¥1,800 ¥1,980

572 冷えとり靴下 ウールカバーソックス〈しっかりタイプ〉 (黒豆) ¥1,600 ¥1,760 ¥1,800 ¥1,980

573 冷えとり靴下 ウールカバーソックス〈しっかりタイプ〉(ミモザ) ¥1,600 ¥1,760 ¥1,800 ¥1,980

880 冷えとり靴下 ウールカバーソックス〈しっかりタイプ〉(うさぎ) ¥1,600 ¥1,760 ¥1,800 ¥1,980

1045 冷えとり靴下 ウールカバーソックス〈しっかりタイプ〉(きなこ) ¥1,600 ¥1,760 ¥1,800 ¥1,980

1046 冷えとり靴下 ウールカバーソックス〈しっかりタイプ〉(あんこ) ¥1,600 ¥1,760 ¥1,800 ¥1,980

ウールカバーソックス〈すっきりタイプ〉

 ウールカバーソックス〈しっかりタイプ〉



品番
旧販売価格

(税抜)

旧販売価格

(税込)

新販売価格

(税抜)

新販売価格

(税込)
品名

5 冷えとり靴下 シルク5本指靴下(キナリ) ¥1,200 ¥1,320 ¥1,500 ¥1,650

90 冷えとり靴下 シルク5本指靴下(ブラック) ¥1,350 ¥1,485 ¥1,500 ¥1,650

311 冷えとり靴下 シルク5本指靴下Sサイズ ¥1,200 ¥1,320 ¥1,500 ¥1,650

297 冷えとり靴下 シルク5本指靴下ショート丈 ¥1,100 ¥1,210 ¥1,300 ¥1,430

6 冷えとり靴下 ウール5本指靴下 ¥1,000 ¥1,100 ¥1,100 ¥1,210

7 冷えとり靴下 シルク先丸靴下 ¥1,000 ¥1,100 ¥1,300 ¥1,430

15 冷えとり靴下 ウール先丸靴下 ¥900 ¥990 ¥1,000 ¥1,100

330 冷えとり靴下 インナー3足セット ¥2,970 ¥3,267 ¥3,700 ¥4,070

134

164
冷えとり靴下 内絹外ウールインナー靴下重ね履きセット| M・Lサイズ ¥4,500 ¥4,950 ¥4,900 ¥5,390

135

165
冷えとり靴下 内絹外ウールインナー5本指靴下 | M・Lサイズ ¥2,300 ¥2,530 ¥2,500 ¥2,750

136

166
冷えとり靴下 内絹外ウールインナー先丸靴下 | M・Lサイズ ¥2,300 ¥2,530 ¥2,500 ¥2,750

979 リネン＆シルクアームカバー(キナリ) ¥3,200 ¥3,520 ¥3,300 ¥3,630

980 リネン＆シルクアームカバー(グレー) ¥3,200 ¥3,520 ¥3,300 ¥3,630

947 シルク&ウール マルチウォーマー(グレージュ)　 ¥3,200 ¥3,520 ¥3,500 ¥3,850

946 シルク&ウール マルチウォーマー(チャコール) ¥3,200 ¥3,520 ¥3,500 ¥3,850

408 レッグウォーマー薄手ロング丈(グレー×アカ) ¥3,600 ¥3,960 ¥3,800 ¥4,180

409 レッグウォーマー薄手ロング丈(チャコール) ¥3,600 ¥3,960 ¥3,800 ¥4,180

インナー靴下 単品

内絹外ウール靴下

レッグウォーマー・アームカバー



品番
旧販売価格

(税抜)

旧販売価格

(税込)

新販売価格

(税抜)

新販売価格

(税込)
品名

895 レッグウォーマー薄手ロング丈(ネイビー×イエロー) ¥3,600 ¥3,960 ¥3,800 ¥4,180

896 レッグウォーマー薄手ロング丈(グレージュ×ブラウン) ¥3,600 ¥3,960 ¥3,800 ¥4,180

641 レッグウォーマー薄手ショート丈(チャコール) ¥2,200 ¥2,420 ¥2,400 ¥2,640

950 レッグウォーマー厚手ロング丈(ミックスグレー) ¥3,600 ¥3,960 ¥3,900 ¥4,290

951 レッグウォーマー厚手ロング丈(ダークグレー) ¥3,600 ¥3,960 ¥3,900 ¥4,290

952 レッグウォーマー厚手ロング丈(グレージュ) ¥3,600 ¥3,960 ¥3,900 ¥4,290

1078 レッグウォーマー厚手ショート丈(ミックスグレー) ¥2,200 ¥2,420 ¥2,500 ¥2,750

1079 レッグウォーマー厚手ショート丈(ダークグレー) ¥2,200 ¥2,420 ¥2,500 ¥2,750

1080 レッグウォーマー厚手ショート丈(グレージュ) ¥2,200 ¥2,420 ¥2,500 ¥2,750

782 麻シルク5本指ショートソックス(白梅) ¥1,400 ¥1,540 ¥1,500 ¥1,650

783 麻シルク5本指ショートソックス(朱) ¥1,400 ¥1,540 ¥1,500 ¥1,650

784 麻シルク5本指ショートソックス(紺) ¥1,400 ¥1,540 ¥1,500 ¥1,650

785 麻シルク5本指ショートソックス(墨黒) ¥1,400 ¥1,540 ¥1,500 ¥1,650

945 麻シルク5本指ショートソックス(からし) ¥1,400 ¥1,540 ¥1,500 ¥1,650

1036 リネン＆シルク 先丸ショートソックス(サックス) ¥1,500 ¥1,650 ¥1,550 ¥1,705

1037 リネン＆シルク 先丸ショートソックス(ホワイト) ¥1,500 ¥1,650 ¥1,550 ¥1,705

1038 リネン＆シルク 先丸ショートソックス(キナリ) ¥1,500 ¥1,650 ¥1,550 ¥1,705

麻シルク靴下



品番
旧販売価格

(税抜)

旧販売価格

(税込)

新販売価格

(税抜)

新販売価格

(税込)
品名

218 お手軽冷えとり靴下かかとなし(杢グレー) ¥1,600 ¥1,760 ¥1,800 ¥1,980

327 お手軽冷えとり靴下かかとなし(白茶) ¥1,600 ¥1,760 ¥1,800 ¥1,980

328 お手軽冷えとり靴下かかとなし(薄藍) ¥1,600 ¥1,760 ¥1,800 ¥1,980

897 お手軽冷えとり靴下かかとなし(クランベリー) ¥1,600 ¥1,760 ¥1,800 ¥1,980

898 お手軽冷えとり靴下かかとなし(オリーブ) ¥1,600 ¥1,760 ¥1,800 ¥1,980

965 お手軽冷えとり靴下 重ね履き2足セット(杢グレー) ¥2,600 ¥2,860 ¥3,000 ¥3,300

964 お手軽冷えとり靴下 重ね履き2足セット(白茶) ¥2,600 ¥2,860 ¥3,000 ¥3,300

966 お手軽冷えとり靴下 重ね履き2足セット(薄藍) ¥2,600 ¥2,860 ¥3,000 ¥3,300

967 お手軽冷えとり靴下 重ね履き2足セット(クランベリー) ¥2,600 ¥2,860 ¥3,000 ¥3,300

968 お手軽冷えとり靴下 重ね履き2足セット(オリーブ) ¥2,600 ¥2,860 ¥3,000 ¥3,300

290 お手軽冷えとり靴下かかとつき(サンドベージュ) ¥2,200 ¥2,420 ¥2,250 ¥2,475

291 お手軽冷えとり靴下かかとつき(すもも) ¥2,200 ¥2,420 ¥2,250 ¥2,475

506 お手軽冷えとり靴下かかとつき(杢グレー) ¥2,200 ¥2,420 ¥2,250 ¥2,475

1012

1013
お手軽冷えとり靴下バイカラー(ベージュ×ブラウン) | M・Lサイズ ¥2,450 ¥2,695 ¥2,530 ¥2,783

1014

1015
お手軽冷えとり靴下バイカラー(グレー×レッド) | M・Lサイズ ¥2,450 ¥2,695 ¥2,530 ¥2,783

1016

1017
お手軽冷えとり靴下バイカラー(ネイビー×マスタード) | M・Lサイズ ¥2,450 ¥2,695 ¥2,530 ¥2,783

1018

1019
お手軽冷えとり靴下バイカラー(ブラック×グレー) | M・Lサイズ ¥2,450 ¥2,695 ¥2,530 ¥2,783

881

882
シルク&ウール ルーズソックス(グレー) | M・Lサイズ ¥3,200 ¥3,520 ¥3,200 ¥3,520

お手軽冷えとり靴下



品番
旧販売価格

(税抜)

旧販売価格

(税込)

新販売価格

(税抜)

新販売価格

(税込)
品名

883

884
シルク&ウール ルーズソックス(ライトブラウン)  | M・Lサイズ ¥3,200 ¥3,520 ¥3,200 ¥3,520

351 シルク&ウール ニーハイカバーソックス(黒ごま) ¥3,200 ¥3,520 ¥3,350 ¥3,685

407 シルク&ウール ニーハイカバーソックス(すずいろ) ¥3,200 ¥3,520 ¥3,350 ¥3,685

941 シルク&ウール ニーハイカバーソックス(どんぐり) ¥3,200 ¥3,520 ¥3,350 ¥3,685

885 ウール ルームソックス(グレー)　 ¥2,800 ¥3,080 ¥2,900 ¥3,190

886 ウール ルームソックス(ネイビー) ¥2,800 ¥3,080 ¥2,900 ¥3,190

887 ウール ルームソックス(ブラウン) ¥2,800 ¥3,080 ¥2,900 ¥3,190

934 ウール ルームソックス(ベージュ) ¥2,800 ¥3,080 ¥2,900 ¥3,190

615 シルク&ウール パイル5本指靴下(ブラックセサミ) ¥2,200 ¥2,420 ¥2,360 ¥2,596

616 シルク&ウール パイル5本指靴下(シラス)　 ¥2,200 ¥2,420 ¥2,360 ¥2,596

617 シルク&ウール パイル5本指靴下(オートミール)　 ¥2,200 ¥2,420 ¥2,360 ¥2,596

618  シルク&ウール パイル5本指靴下(トマト)　 ¥2,200 ¥2,420 ¥2,360 ¥2,596

619 シルク&ウール パイル5本指靴下(マスタード) ¥2,200 ¥2,420 ¥2,360 ¥2,596

770 シルク&ウール パイル5本指靴下(ブラック) ¥2,200 ¥2,420 ¥2,360 ¥2,596

771 シルク&ウール パイル5本指靴下(デニム) ¥2,200 ¥2,420 ¥2,360 ¥2,596

620

625
シルク&ウール パイル先丸靴下(ブラックセサミ) | M・Lサイズ ¥2,200 ¥2,420 ¥2,300 ¥2,530

621

626
シルク&ウール パイル先丸靴下(シラス) | M・Lサイズ ¥2,200 ¥2,420 ¥2,300 ¥2,530

622

627
シルク&ウール パイル先丸靴下(オートミール) | M・Lサイズ ¥2,200 ¥2,420 ¥2,300 ¥2,530

シルク&ウール パイル靴下



品番
旧販売価格

(税抜)

旧販売価格

(税込)

新販売価格

(税抜)

新販売価格

(税込)
品名

623

628
シルク&ウール パイル先丸靴下(トマト) | M・Lサイズ ¥2,200 ¥2,420 ¥2,300 ¥2,530

624

629
シルク&ウール パイル先丸靴下(マスタード) | M・Lサイズ　 ¥2,200 ¥2,420 ¥2,300 ¥2,530

773

774
シルク&ウール パイル先丸靴下(ブラック) | M・Lサイズ　 ¥2,200 ¥2,420 ¥2,300 ¥2,530

1081 シルク&ウール プレミアムパイル靴下(オフホワイト) ¥2,900 ¥3,190 ¥3,000 ¥3,300

1082 シルク&ウール プレミアムパイル靴下(ベージュ) ¥2,900 ¥3,190 ¥3,000 ¥3,300

1083 シルク&ウール プレミアムパイル靴下(ブラック) ¥2,900 ¥3,190 ¥3,000 ¥3,300

779 シルク手袋 ¥2,100 ¥2,310 ¥2,300 ¥2,530

948 シルク&ウール 指あきハンドウォーマー(チャコール) ¥2,500 ¥2,750 ¥2,700 ¥2,970

949 シルク&ウール 指あきハンドウォーマー(グレージュ) ¥2,500 ¥2,750 ¥2,700 ¥2,970

935 シルクはらまき(ホワイト) ¥3,500 ¥3,850 ¥3,700 ¥4,070

936 シルクはらまき(グレー) ¥3,500 ¥3,850 ¥3,700 ¥4,070

937 シルクはらまき(ネイビー) ¥3,500 ¥3,850 ¥3,700 ¥4,070

161 はらぱんショートタイプ(オフホワイト) ¥6,450 ¥7,095 ¥6,700 ¥7,370

315 はらぱんショートタイプ(ダークグレー) ¥6,450 ¥7,095 ¥6,700 ¥7,370

890 はらぱんショートタイプ(ブラック) ¥6,450 ¥7,095 ¥6,700 ¥7,370

891 はらぱんハーフタイプ(オフホワイト) ¥8,750 ¥9,625 ¥9,150 ¥10,065

892 はらぱんハーフタイプ(ダークグレー) ¥8,750 ¥9,625 ¥9,150 ¥10,065

はらぱん

ハンドアイテム

はらまき



品番
旧販売価格

(税抜)

旧販売価格

(税込)

新販売価格

(税抜)

新販売価格

(税込)
品名

393 はらぱんハーフタイプ(ブラック) ¥8,750 ¥9,625 ¥9,150 ¥10,065

205 はらぱんロングタイプ(オフホワイト) ¥14,000 ¥15,400 ¥15,000 ¥16,500

894 はらぱんロングタイプ(ダークグレー) ¥14,000 ¥15,400 ¥15,000 ¥16,500

206 はらぱんロングタイプ(ブラック) ¥14,000 ¥15,400 ¥15,000 ¥16,500

504 ゆったりはらぱんショートタイプ(ダークグレー) ¥6,900 ¥7,590 ¥7,300 ¥8,030

940 彩りはらぱんショートタイプ(たんぽぽ) ¥6,450 ¥7,095 ¥6,700 ¥7,370

938 彩りはらぱんショートタイプ(つばめ) ¥6,450 ¥7,095 ¥6,700 ¥7,370

939 彩りはらぱんショートタイプ(風薫る) ¥6,450 ¥7,095 ¥6,700 ¥7,370

1105 彩りはらぱんショートタイプ(花曇り) ¥6,450 ¥7,095 ¥6,700 ¥7,370

1106 彩りはらぱんショートタイプ(木苺) ¥6,450 ¥7,095 ¥6,700 ¥7,370

492 夏はらぱんショートタイプ(インディゴ) ¥6,450 ¥7,095 ¥6,600 ¥7,260

493 夏はらぱんショートタイプ(ベージュ) ¥6,450 ¥7,095 ¥6,600 ¥7,260

775 夏はらぱんショートタイプ(チャコールグレー) ¥6,450 ¥7,095 ¥6,600 ¥7,260

776 夏はらぱんロングタイプ(チャコールグレー) ¥12,000 ¥13,200 ¥12,900 ¥14,190

961 シルクはらぱんショートタイプ(ライトグレー) ¥9,000 ¥9,900 ¥11,500 ¥12,650

1109 シルクはらぱんショートタイプ(チャコール) ¥9,000 ¥9,900 ¥11,500 ¥12,650

1110 シルクはらぱんショートタイプ(グレー) ¥9,000 ¥9,900 ¥11,500 ¥12,650

1062 シルクはらぱんロングタイプ(チャコール) ¥18,000 ¥19,800 ¥19,500 ¥21,450

シルクはらぱん

夏はらぱん



品番
旧販売価格

(税抜)

旧販売価格

(税込)

新販売価格

(税抜)

新販売価格

(税込)
品名

1063 シルクはらぱんロングタイプ(グレー) ¥18,000 ¥19,800 ¥19,500 ¥21,450

1069 シルクブラトップ ¥13,000 ¥14,300 ¥13,600 ¥14,960

387

388
[淡雪]シルクソフトブラ(茜染め) | M・Lサイズ ¥6,200 ¥6,820 ¥7,000 ¥7,700

425

426
[淡雪]シルクソフトブラ(ライトグレー) | M・Lサイズ ¥6,200 ¥6,820 ¥7,000 ¥7,700

839

840
[淡雪]シルクソフトブラ(ホワイト) | M・Lサイズ ¥6,200 ¥6,820 ¥7,000 ¥7,700

389

390
[淡雪]シルクショーツ〈ふんどしタイプ〉(茜染め) | M・Lサイズ ¥2,800 ¥3,080 ¥3,400 ¥3,740

427

428
[淡雪]シルクショーツ〈ふんどしタイプ〉(ライトグレー)  | M・Lサイズ ¥2,800 ¥3,080 ¥3,400 ¥3,740

841

842
[淡雪]シルクショーツ〈ふんどしタイプ〉(ホワイト)  | M・Lサイズ ¥2,800 ¥3,080 ¥3,400 ¥3,740

901

902
[淡雪]シルクショーツ〈レギュラータイプ〉(茜染め) | M・Lサイズ ¥3,200 ¥3,520 ¥4,000 ¥4,400

903

904
[淡雪]シルクショーツ〈レギュラータイプ〉(ライトグレー)  | M・Lサイズ ¥3,200 ¥3,520 ¥4,000 ¥4,400

905

906
[淡雪]シルクショーツ〈レギュラータイプ〉(ホワイト)  | M・Lサイズ ¥3,200 ¥3,520 ¥4,000 ¥4,400

1093

1094
[粉雪]カップ付きシルクキャミソール (ホワイト)  | M・Lサイズ ¥9,800 ¥10,780 ¥12,500 ¥13,750

1091

1092
[粉雪]カップ付きシルクキャミソール (ライトグレー)  | M・Lサイズ ¥9,800 ¥10,780 ¥12,500 ¥13,750

1095

1096
[粉雪]カップ付きシルクキャミソール (ピンク)  | M・Lサイズ ¥9,800 ¥10,780 ¥12,500 ¥13,750

1099

1100
[粉雪]シルクボクサーショーツ (ホワイト)  | M・Lサイズ ¥3,700 ¥4,070 ¥4,000 ¥4,400

1097

1098
[粉雪]シルクボクサーショーツ (ライトグレー)  | M・Lサイズ ¥3,700 ¥4,070 ¥4,000 ¥4,400

1101

1102
[粉雪]シルクボクサーショーツ (ピンク)  | M・Lサイズ ¥3,700 ¥4,070 ¥4,000 ¥4,400

ブラ・ショーツ
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(税抜)

旧販売価格
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新販売価格

(税抜)

新販売価格

(税込)
品名

526 [絹がさね]八分袖インナー(キナリ) ¥9,200 ¥10,120 ¥9,750 ¥10,725

529 [絹がさね]八分袖インナー(グレー) ¥9,200 ¥10,120 ¥9,750 ¥10,725

527 [絹がさね]レギンス(キナリ) ¥9,800 ¥10,780 ¥10,400 ¥11,440

530 [絹がさね]レギンス(グレー) ¥9,800 ¥10,780 ¥10,400 ¥11,440

498 [絹がさね]タンクトップ(キナリ) ¥7,200 ¥7,920 ¥7,650 ¥8,415

534 [絹がさね]タンクトップ(グレー) ¥7,200 ¥7,920 ¥7,650 ¥8,415

499 [絹がさね]一分丈ショーツ(キナリ) ¥4,800 ¥5,280 ¥5,100 ¥5,610

535 [絹がさね]一分丈ショーツ(グレー) ¥4,800 ¥5,280 ¥5,100 ¥5,610

871 [絹がさね]七分丈レギンス(キナリ) ¥8,600 ¥9,460 ¥9,100 ¥10,010

872 [絹がさね]七分丈レギンス(グレー) ¥8,600 ¥9,460 ¥9,100 ¥10,010

603 [絹ひとえ]タンクトップ(ホワイト) ¥4,800 ¥5,280 ¥5,200 ¥5,720

953 [絹ひとえ]タンクトップ(グレー) ¥4,800 ¥5,280 ¥5,200 ¥5,720

604 [絹ひとえ]フレンチスリーブ(ホワイト) ¥5,200 ¥5,720 ¥5,500 ¥6,050

954 [絹ひとえ]フレンチスリーブ(グレー) ¥5,200 ¥5,720 ¥5,500 ¥6,050

957 [羽衣]シルク100%フレンチスリーブ(ホワイト) ¥10,000 ¥11,000 ¥10,500 ¥11,550

958 [羽衣]シルク100%フレンチスリーブ(ダークネイビー) ¥10,000 ¥11,000 ¥10,500 ¥11,550

959 [羽衣]]シルク100%レギンス(ホワイト) ¥11,500 ¥12,650 ¥12,000 ¥13,200

960 [羽衣]]シルク100%レギンス(ダークネイビー) ¥11,500 ¥12,650 ¥12,000 ¥13,200

肌着



品番
旧販売価格

(税抜)

旧販売価格

(税込)

新販売価格

(税抜)

新販売価格

(税込)
品名

955 洗えるシルク100%フレンチスリーブ(ホワイト) ¥9,000 ¥9,900 ¥9,800 ¥10,780

956 洗えるシルク100%フレンチスリーブ(グレー) ¥9,000 ¥9,900 ¥9,800 ¥10,780

306 マタニティはらぱん ショートタイプ ¥7,400 ¥8,140 ¥7,650 ¥8,415

316 マタニティはらぱん ロングタイプ ¥18,000 ¥19,800 ¥19,000 ¥20,900

1064 シルクマタニティはらぱん ショートタイプ(ライトグレー) ¥13,000 ¥14,300 ¥13,500 ¥14,850

1065 シルクマタニティはらぱん ショートタイプ(ブルーグレー) ¥13,000 ¥14,300 ¥13,500 ¥14,850

515 [絹がさね]マタニティはらまき(キナリ) ¥3,700 ¥4,070 ¥3,900 ¥4,290

963 [絹がさね]マタニティはらまき(グレー) ¥3,700 ¥4,070 ¥3,900 ¥4,290

837

838
[淡雪]シルクマタニティショーツ(茜染め)  | M・Lサイズ ¥3,500 ¥3,850 ¥4,100 ¥4,510

830

835
[淡雪]シルクマタニティショーツ(ホワイト)  | M・Lサイズ ¥3,500 ¥3,850 ¥4,100 ¥4,510

1020 すべり止めつきシルク靴下〈ベビー〉(ばなな) ¥1,700 ¥1,870 ¥1,750 ¥1,925

1021 すべり止めつきシルク靴下〈ベビー〉(ラムネ) ¥1,700 ¥1,870 ¥1,750 ¥1,925

1022 すべり止めつきシルク靴下〈ベビー〉(もも) ¥1,700 ¥1,870 ¥1,750 ¥1,925

207 子どもはらぱん〈ベビー〉(オフホワイト)　 ¥5,800 ¥6,380 ¥6,100 ¥6,710

208 子どもはらぱん〈ベビー〉(ブラック) ¥5,800 ¥6,380 ¥6,100 ¥6,710

1024 いろどり子どもはらぱん〈ベビー〉(たんぽぽ) ¥5,800 ¥6,380 ¥6,100 ¥6,710

1023 いろどり子どもはらぱん〈ベビー〉(つばめ) ¥5,800 ¥6,380 ¥6,100 ¥6,710

マタニティ

ベビー
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505 子どもはらぱん〈ジュニア〉 ¥6,200 ¥6,820 ¥6,400 ¥7,040

1026 いろどり子どもはらぱん〈ジュニア〉(たんぽぽ) ¥6,200 ¥6,820 ¥6,400 ¥7,040

1025 いろどり子どもはらぱん〈ジュニア〉(つばめ) ¥6,200 ¥6,820 ¥6,400 ¥7,040

キッズ


