
料金改定の対象商品一覧

値上げ商品

商品名
通常料金 贅沢手仕上げコース こども服 こども服（贅沢手仕上げコース）

見直し前 見直し後 差額 見直し前 見直し後 差額 見直し前 見直し後 差額 見直し前 見直し後 差額

ワイシャツ  (つるし)
290円 440円 +150円

ー ー ー
200円 310円 +110円

ー ー ー
（税込319円） （税込484円） （税込+165円） （税込220円） （税込341円） （税込+121円）

シャツ (ネルシャツ  / オープンなど ) (つるし)
290円 440円 +150円 640円 940円 +300円 200円 310円 +110円 550円 810円 +260円

（税込319円） （税込484円） （税込+165円） （税込704円） （税込1,034円） （税込+330円） （税込220円） （税込341円） （税込+121円） （税込605円） （税込891円） （税込+286円）

ハンカチ
400円 500円 +100円

ー ー ー
280円 350円 +70円

ー ー ー
（税込440円） （税込550円） （税込+110円） （税込308円） （税込385円） （税込+77円）

バンダナ  / ナフキン  / はちまき  / 三角巾
400円 500円 +100円 1,100円 1,000円 ▲100円 280円 350円 +70円 980円 850円 ▲130円

（税込440円） （税込550円） （税込+110円） （税込1,210円） （税込1,100円） （税込▲110円） （税込308円） （税込385円） （税込+77円） （税込1,078円） （税込935円） （税込▲143円）

ワイシャツ  (タタミ)
390円 540円 +150円 740円 1,040円 +300円 270円 380円 +110円 620円 880円 +260円

（税込429円） （税込594円） （税込+165円） （税込814円） （税込1,144円） （税込+330円） （税込297円） （税込418円） （税込+121円） （税込682円） （税込968円） （税込+286円）

シャツ (タタミ)
390円 540円 +150円 740円 1,040円 +300円 270円 380円 +110円 620円 880円 +260円

（税込429円） （税込594円） （税込+165円） （税込814円） （税込1,144円） （税込+330円） （税込297円） （税込418円） （税込+121円） （税込682円） （税込968円） （税込+286円）

ネクタイ  / リボン
550円 600円 +50円 1,250円 1,100円 ▲150円 380円 420円 +40円 1,080円 920円 ▲160円

（税込605円） （税込660円） （税込+55円） （税込1,375円） （税込1,210円） （税込▲165円） （税込418円） （税込462円） （税込+44円） （税込1,188円） （税込1,012円） （税込▲176円）

タオル / フェイスタオル
550円 600円 +50円

ー ー ー
380円 420円 +40円

ー ー ー
（税込605円） （税込660円） （税込+55円） （税込418円） （税込462円） （税込+44円）

ブラウス  (つるし)
550円 650円 +100円 1,250円 1,150円 ▲100円 380円 460円 +80円 1,080円 960円 ▲120円

（税込605円） （税込715円） （税込+110円） （税込1,375円） （税込1,265円） （税込▲110円） （税込418円） （税込506円） （税込+88円） （税込1,188円） （税込1,056円） （税込▲132円）

Tシャツ (つるし)
410円 650円 +240円 1,110円 1,150円 +40円 280円 460円 +180円 980円 960円 ▲20円

（税込451円） （税込715円） （税込+264円） （税込1,221円） （税込1,265円） （税込+44円） （税込308円） （税込506円） （税込+198円） （税込1,078円） （税込1,056円） （税込▲22円）

ポロシャツ  (つるし)
520円 650円 +130円 1,220円 1,150円 ▲70円 360円 460円 +100円 1,060円 960円 ▲100円

（税込572円） （税込715円） （税込+143円） （税込1,342円） （税込1,265円） （税込▲77円） （税込396円） （税込506円） （税込+110円） （税込1,166円） （税込1,056円） （税込▲110円）

セーター  / カットソー
590円 700円 +110円 1,290円 1,200円 ▲90円 410円 490円 +80円 1,110円 990円 ▲120円

（税込649円） （税込770円） （税込+121円） （税込1,419円） （税込1,320円） （税込▲99円） （税込451円） （税込539円） （税込+88円） （税込1,221円） （税込1,089円） （税込▲132円）

パンツ / スーツ下
660円 750円 +90円 1,360円 1,250円 ▲110円 460円 530円 +70円 1,160円 1,030円 ▲130円

（税込726円） （税込825円） （税込+99円） （税込1,496円） （税込1,375円） （税込▲121円） （税込506円） （税込583円） （税込+77円） （税込1,276円） （税込1,133円） （税込▲143円）

礼服 下 (スラックス  / パンツ)
660円 750円 +90円 1,360円 1,250円 ▲110円 460円 530円 +70円 1,160円 1,030円 ▲130円

（税込726円） （税込825円） （税込+99円） （税込1,496円） （税込1,375円） （税込▲121円） （税込506円） （税込583円） （税込+77円） （税込1,276円） （税込1,133円） （税込▲143円）

男子学生服  下
670円 750円 +80円 1,370円 1,250円 ▲120円 460円 530円 +70円 1,160円 1,030円 ▲130円

（税込737円） （税込825円） （税込+88円） （税込1,507円） （税込1,375円） （税込▲132円） （税込506円） （税込583円） （税込+77円） （税込1,276円） （税込1,133円） （税込▲143円）

スカート  / スーツ下
660円 750円 +90円 1,360円 1,250円 ▲110円 460円 530円 +70円 1,160円 1,030円 ▲130円

（税込726円） （税込825円） （税込+99円） （税込1,496円） （税込1,375円） （税込▲121円） （税込506円） （税込583円） （税込+77円） （税込1,276円） （税込1,133円） （税込▲143円）

礼服 下 (スカート)
660円 750円 +90円 1,360円 1,250円 ▲110円 460円 530円 +70円 1,160円 1,030円 ▲130円

（税込726円） （税込825円） （税込+99円） （税込1,496円） （税込1,375円） （税込▲121円） （税込506円） （税込583円） （税込+77円） （税込1,276円） （税込1,133円） （税込▲143円）

女子学生服  下 スカート
670円 750円 +80円 1,370円 1,250円 ▲120円 460円 530円 +70円 1,160円 1,030円 ▲130円

（税込737円） （税込825円） （税込+88円） （税込1,507円） （税込1,375円） （税込▲132円） （税込506円） （税込583円） （税込+77円） （税込1,276円） （税込1,133円） （税込▲143円）



ブラウス  (タタミ)
550円 750円 +200円 1,250円 1,250円 0円 380円 530円 +150円 1,080円 1,030円 ▲50円

（税込605円） （税込825円） （税込+220円） （税込1,375円） （税込1,375円） （税込0円） （税込418円） （税込583円） （税込+165円） （税込1,188円） （税込1,133円） （税込▲55円）

Tシャツ (タタミ)
410円 750円 +340円 1,110円 1,250円 +140円 280円 530円 +250円 980円 1,030円 +50円

（税込451円） （税込825円） （税込+374円） （税込1,221円） （税込1,375円） （税込+154円） （税込308円） （税込583円） （税込+275円） （税込1,078円） （税込1,133円） （税込+55円）

ポロシャツ  (タタミ)
520円 750円 +230円 1,220円 1,250円 +30円 360円 530円 +170円 1,060円 1,030円 ▲30円

（税込572円） （税込825円） （税込+253円） （税込1,342円） （税込1,375円） （税込+33円） （税込396円） （税込583円） （税込+187円） （税込1,166円） （税込1,133円） （税込▲33円）

カーディガン
780円 800円 +20円 1,480円 1,300円 ▲180円 540円 560円 +20円 1,240円 1,060円 ▲180円

（税込858円） （税込880円） （税込+22円） （税込1,628円） （税込1,430円） （税込▲198円） （税込594円） （税込616円） （税込+22円） （税込1,364円） （税込1,166円） （税込▲198円）

ジャケット  / スーツ上
950円 1,050円 +100円 1,650円 1,550円 ▲100円 660円 740円 +80円 1,360円 1,240円 ▲120円

（税込1,045円） （税込1,155円） （税込+110円） （税込1,815円） （税込1,705円） （税込▲110円） （税込726円） （税込814円） （税込+88円） （税込1,496円） （税込1,364円） （税込▲132円）

礼服 上 (略式礼服ジャケット )
950円 1,050円 +100円 1,650円 1,550円 ▲100円 660円 740円 +80円 1,360円 1,240円 ▲120円

（税込1,045円） （税込1,155円） （税込+110円） （税込1,815円） （税込1,705円） （税込▲110円） （税込726円） （税込814円） （税込+88円） （税込1,496円） （税込1,364円） （税込▲132円）

女子学生服  上 セーラー服  / ブレザー
1,010円 1,050円 +40円 1,710円 1,550円 ▲160円 700円 740円 +40円 1,400円 1,240円 ▲160円

（税込1,111円） （税込1,155円） （税込+44円） （税込1,881円） （税込1,705円） （税込▲176円） （税込770円） （税込814円） （税込+44円） （税込1,540円） （税込1,364円） （税込▲176円）

男子学生服  上 学ラン / ブレザー
1,010円 1,050円 +40円 1,710円 1,550円 ▲160円 700円 740円 +40円 1,400円 1,240円 ▲160円

（税込1,111円） （税込1,155円） （税込+44円） （税込1,881円） （税込1,705円） （税込▲176円） （税込770円） （税込814円） （税込+44円） （税込1,540円） （税込1,364円） （税込▲176円）

ニットジャケット
1,030円 1,050円 +20円 1,730円 1,550円 ▲180円 720円 740円 +20円 1,420円 1,240円 ▲180円

（税込1,133円） （税込1,155円） （税込+22円） （税込1,903円） （税込1,705円） （税込▲198円） （税込792円） （税込814円） （税込+22円） （税込1,562円） （税込1,364円） （税込▲198円）

ウィンドブレーカー
1,030円 1,050円 +20円 1,730円 1,550円 ▲180円 720円 740円 +20円 1,420円 1,240円 ▲180円

（税込1,133円） （税込1,155円） （税込+22円） （税込1,903円） （税込1,705円） （税込▲198円） （税込792円） （税込814円） （税込+22円） （税込1,562円） （税込1,364円） （税込▲198円）

スウェット
1,030円 1,050円 +20円 1,730円 1,550円 ▲180円 720円 740円 +20円 1,420円 1,240円 ▲180円

（税込1,133円） （税込1,155円） （税込+22円） （税込1,903円） （税込1,705円） （税込▲198円） （税込792円） （税込814円） （税込+22円） （税込1,562円） （税込1,364円） （税込▲198円）

ジャージ上
1,030円 1,050円 +20円 1,730円 1,550円 ▲180円 720円 740円 +20円 1,420円 1,240円 ▲180円

（税込1,133円） （税込1,155円） （税込+22円） （税込1,903円） （税込1,705円） （税込▲198円） （税込792円） （税込814円） （税込+22円） （税込1,562円） （税込1,364円） （税込▲198円）

ジャージ下
1,030円 1,050円 +20円 1,730円 1,550円 ▲180円 720円 740円 +20円 1,420円 1,240円 ▲180円

（税込1,133円） （税込1,155円） （税込+22円） （税込1,903円） （税込1,705円） （税込▲198円） （税込792円） （税込814円） （税込+22円） （税込1,562円） （税込1,364円） （税込▲198円）

ストール  / ショール
1,030円 1,050円 +20円 1,730円 1,550円 ▲180円 720円 740円 +20円 1,420円 1,240円 ▲180円

（税込1,133円） （税込1,155円） （税込+22円） （税込1,903円） （税込1,705円） （税込▲198円） （税込792円） （税込814円） （税込+22円） （税込1,562円） （税込1,364円） （税込▲198円）

プリーツ  / フレアスカート
1,030円 1,200円 +170円 1,730円 1,700円 ▲30円 720円 840円 +120円 1,420円 1,340円 ▲80円

（税込1,133円） （税込1,320円） （税込+187円） （税込1,903円） （税込1,870円） （税込▲33円） （税込792円） （税込924円） （税込+132円） （税込1,562円） （税込1,474円） （税込▲88円）

ワンピース  / チュニック
1,230円 1,250円 +20円 1,930円 1,750円 ▲180円 860円 880円 +20円 1,560円 1,380円 ▲180円

（税込1,353円） （税込1,375円） （税込+22円） （税込2,123円） （税込1,925円） （税込▲198円） （税込946円） （税込968円） （税込+22円） （税込1,716円） （税込1,518円） （税込▲198円）

礼服 (ワンピース )
1,230円 1,250円 +20円 1,930円 1,750円 ▲180円 860円 880円 +20円 1,560円 1,380円 ▲180円

（税込1,353円） （税込1,375円） （税込+22円） （税込2,123円） （税込1,925円） （税込▲198円） （税込946円） （税込968円） （税込+22円） （税込1,716円） （税込1,518円） （税込▲198円）

ジャンパー
1,720円 1,800円 +80円 2,420円 2,300円 ▲120円 1,200円 1,260円 +60円 1,900円 1,760円 ▲140円

（税込1,892円） （税込1,980円） （税込+88円） （税込2,662円） （税込2,530円） （税込▲132円） （税込1,320円） （税込1,386円） （税込+66円） （税込2,090円） （税込1,936円） （税込▲154円）

コート / ハーフコート
1,900円 2,000円 +100円 2,600円 2,500円 ▲100円 1,330円 1,400円 +70円 2,030円 1,900円 ▲130円

（税込2,090円） （税込2,200円） （税込+110円） （税込2,860円） （税込2,750円） （税込▲110円） （税込1,463円） （税込1,540円） （税込+77円） （税込2,233円） （税込2,090円） （税込▲143円）

ダウンベスト
2,280円 2,300円 +20円 2,980円 2,800円 ▲180円 1,590円 1,610円 +20円 2,290円 2,110円 ▲180円

（税込2,508円） （税込2,530円） （税込+22円） （税込3,278円） （税込3,080円） （税込▲198円） （税込1,749円） （税込1,771円） （税込+22円） （税込2,519円） （税込2,321円） （税込▲198円）

ベンチコート
2,630円 2,700円 +70円 3,330円 3,200円 ▲130円 1,840円 1,890円 +50円 2,540円 2,390円 ▲150円

（税込2,893円） （税込2,970円） （税込+77円） （税込3,663円） （税込3,520円） （税込▲143円） （税込2,024円） （税込2,079円） （税込+55円） （税込2,794円） （税込2,629円） （税込▲165円）



紐（着物類）
130円 300円 +170円

ー ー ー ー ー ー ー ー ー
（税込143円） （税込330円） （税込+187円）

クリーンスーツ上
650円 800円 +150円

ー ー ー ー ー ー ー ー ー
（税込715円） （税込880円） （税込+165円）

値下げ商品

商品名
通常料金 贅沢手仕上げコース こども服 こども服（贅沢手仕上げコース）

見直し前 見直し後 差額 見直し前 見直し後 差額 見直し前 見直し後 差額 見直し前 見直し後 差額

礼服 (ボレロ)
980円 700円 ▲280円 1,680円 1,200円 ▲480円 680円 490円 ▲190円 1,380円 990円 ▲390円

（税込1,078円） （税込770円） （税込▲308円） （税込1,848円） （税込1,320円） （税込▲528円） （税込748円） （税込539円） （税込▲209円） （税込1,518円） （税込1,089円） （税込▲429円）

手袋 / ニット手袋
980円 700円 ▲280円 1,680円 1,200円 ▲480円 680円 490円 ▲190円 1,380円 990円 ▲390円

（税込1,078円） （税込770円） （税込▲308円） （税込1,848円） （税込1,320円） （税込▲528円） （税込748円） （税込539円） （税込▲209円） （税込1,518円） （税込1,089円） （税込▲429円）

ネックウォーマー
980円 700円 ▲280円 1,680円 1,200円 ▲480円 680円 490円 ▲190円 1,380円 990円 ▲390円

（税込1,078円） （税込770円） （税込▲308円） （税込1,848円） （税込1,320円） （税込▲528円） （税込748円） （税込539円） （税込▲209円） （税込1,518円） （税込1,089円） （税込▲429円）

スカーフ
980円 800円 ▲180円 1,680円 1,300円 ▲380円 680円 560円 ▲120円 1,380円 1,060円 ▲320円

（税込1,078円） （税込880円） （税込▲198円） （税込1,848円） （税込1,430円） （税込▲418円） （税込748円） （税込616円） （税込▲132円） （税込1,518円） （税込1,166円） （税込▲352円）

バスタオル
980円 900円 ▲80円

ー ー ー
680円 630円 ▲50円

ー ー ー
（税込1,078円） （税込990円） （税込▲88円） （税込748円） （税込693円） （税込▲55円）

キャップ
1,370円 1,050円 ▲320円 2,070円 1,550円 ▲520円 950円 740円 ▲210円 1,650円 1,240円 ▲410円

（税込1,507円） （税込1,155円） （税込▲352円） （税込2,277円） （税込1,705円） （税込▲572円） （税込1,045円） （税込814円） （税込▲231円） （税込1,815円） （税込1,364円） （税込▲451円）

ニット帽
1,370円 1,050円 ▲320円 2,070円 1,550円 ▲520円 950円 740円 ▲210円 1,650円 1,240円 ▲410円

（税込1,507円） （税込1,155円） （税込▲352円） （税込2,277円） （税込1,705円） （税込▲572円） （税込1,045円） （税込814円） （税込▲231円） （税込1,815円） （税込1,364円） （税込▲451円）

ポンチョ  / ケープ
1,370円 1,050円 ▲320円 2,070円 1,550円 ▲520円 950円 740円 ▲210円 1,650円 1,240円 ▲410円

（税込1,507円） （税込1,155円） （税込▲352円） （税込2,277円） （税込1,705円） （税込▲572円） （税込1,045円） （税込814円） （税込▲231円） （税込1,815円） （税込1,364円） （税込▲451円）

ジャンパースカート
1,370円 1,200円 ▲170円 2,070円 1,700円 ▲370円 950円 840円 ▲110円 1,650円 1,340円 ▲310円

（税込1,507円） （税込1,320円） （税込▲187円） （税込2,277円） （税込1,870円） （税込▲407円） （税込1,045円） （税込924円） （税込▲121円） （税込1,815円） （税込1,474円） （税込▲341円）

スキー手袋
2,280円 1,200円 ▲1,080円 2,980円 1,700円 ▲1,280円 1,590円 840円 ▲750円 2,290円 1,340円 ▲950円

（税込2,508円） （税込1,320円） （税込▲1,188円） （税込3,278円） （税込1,870円） （税込▲1,408円） （税込1,749円） （税込924円） （税込▲825円） （税込2,519円） （税込1,474円） （税込▲1,045円）

スキー / スノボウェア下
1,960円 1,500円 ▲460円 2,660円 2,000円 ▲660円 1,370円 1,050円 ▲320円 2,070円 1,550円 ▲520円

（税込2,156円） （税込1,650円） （税込▲506円） （税込2,926円） （税込2,200円） （税込▲726円） （税込1,507円） （税込1,155円） （税込▲352円） （税込2,277円） （税込1,705円） （税込▲572円）

キルトジャケット
1,840円 1,800円 ▲40円 2,540円 2,300円 ▲240円 1,280円 1,260円 ▲20円 1,980円 1,760円 ▲220円

（税込2,024円） （税込1,980円） （税込▲44円） （税込2,794円） （税込2,530円） （税込▲264円） （税込1,408円） （税込1,386円） （税込▲22円） （税込2,178円） （税込1,936円） （税込▲242円）

キルティングベスト
1,840円 1,800円 ▲40円 2,540円 2,300円 ▲240円 1,280円 1,260円 ▲20円 1,980円 1,760円 ▲220円

（税込2,024円） （税込1,980円） （税込▲44円） （税込2,794円） （税込2,530円） （税込▲264円） （税込1,408円） （税込1,386円） （税込▲22円） （税込2,178円） （税込1,936円） （税込▲242円）

ニットコート
1,840円 1,800円 ▲40円 2,540円 2,300円 ▲240円 1,280円 1,260円 ▲20円 1,980円 1,760円 ▲220円

（税込2,024円） （税込1,980円） （税込▲44円） （税込2,794円） （税込2,530円） （税込▲264円） （税込1,408円） （税込1,386円） （税込▲22円） （税込2,178円） （税込1,936円） （税込▲242円）

スキー / スノボウェア上
2,970円 2,200円 ▲770円 3,670円 2,700円 ▲970円 2,070円 1,540円 ▲530円 2,770円 2,040円 ▲730円

（税込3,267円） （税込2,420円） （税込▲847円） （税込4,037円） （税込2,970円） （税込▲1,067円） （税込2,277円） （税込1,694円） （税込▲583円） （税込3,047円） （税込2,244円） （税込▲803円）

礼服 上 (タキシード  / モーニング )
2,630円 2,200円 ▲430円 3,330円 2,700円 ▲630円 1,840円 1,540円 ▲300円 2,540円 2,040円 ▲500円

（税込2,893円） （税込2,420円） （税込▲473円） （税込3,663円） （税込2,970円） （税込▲693円） （税込2,024円） （税込1,694円） （税込▲330円） （税込2,794円） （税込2,244円） （税込▲550円）



ダウンジャケット
2,850円 2,700円 ▲150円 3,550円 3,200円 ▲350円 1,990円 1,890円 ▲100円 2,690円 2,390円 ▲300円

（税込3,135円） （税込2,970円） （税込▲165円） （税込3,905円） （税込3,520円） （税込▲385円） （税込2,189円） （税込2,079円） （税込▲110円） （税込2,959円） （税込2,629円） （税込▲330円）

ダウンコート
3,150円 2,700円 ▲450円 3,850円 3,200円 ▲650円 2,200円 1,890円 ▲310円 2,900円 2,390円 ▲510円

（税込3,465円） （税込2,970円） （税込▲495円） （税込4,235円） （税込3,520円） （税込▲715円） （税込2,420円） （税込2,079円） （税込▲341円） （税込3,190円） （税込2,629円） （税込▲561円）

キルティングコート
2,850円 2,700円 ▲150円 3,550円 3,200円 ▲350円 1,990円 1,890円 ▲100円 2,690円 2,390円 ▲300円

（税込3,135円） （税込2,970円） （税込▲165円） （税込3,905円） （税込3,520円） （税込▲385円） （税込2,189円） （税込2,079円） （税込▲110円） （税込2,959円） （税込2,629円） （税込▲330円）

パーティドレス
3,600円 2,700円 ▲900円 4,300円 3,200円 ▲1,100円 2,520円 1,890円 ▲630円 3,220円 2,390円 ▲830円

（税込3,960円） （税込2,970円） （税込▲990円） （税込4,730円） （税込3,520円） （税込▲1,210円） （税込2,772円） （税込2,079円） （税込▲693円） （税込3,542円） （税込2,629円） （税込▲913円）

スキー / スノボウェア  (つなぎ)
4,800円 2,700円 ▲2,100円 5,500円 3,200円 ▲2,300円 3,360円 1,890円 ▲1,470円 4,060円 2,390円 ▲1,670円

（税込5,280円） （税込2,970円） （税込▲2,310円） （税込6,050円） （税込3,520円） （税込▲2,530円） （税込3,696円） （税込2,079円） （税込▲1,617円） （税込4,466円） （税込2,629円） （税込▲1,837円）

浴衣
3,100円 2,700円 ▲400円

ー ー ー ー ー ー ー ー ー
（税込3,410円） （税込2,970円） （税込▲440円）

浴衣帯
3,100円 2,700円 ▲400円

ー ー ー ー ー ー ー ー ー
（税込3,410円） （税込2,970円） （税込▲440円）

袢天
2,760円 2,700円 ▲60円

ー ー ー ー ー ー ー ー ー
（税込3,036円） （税込2,970円） （税込▲66円）

作業ズボン
1,370円 1,050円 ▲320円

ー ー ー ー ー ー ー ー ー
（税込1,507円） （税込1,155円） （税込▲352円）

白衣 下 / コックズボン
1,290円 1,050円 ▲240円

ー ー ー ー ー ー ー ー ー
（税込1,419円） （税込1,155円） （税込▲264円）

ナース服
1,720円 1,500円 ▲220円

ー ー ー ー ー ー ー ー ー
（税込1,892円） （税込1,650円） （税込▲242円）

トートバッグ
3,190円 2,700円 ▲490円

ー ー ー ー ー ー ー ー ー
（税込3,509円） （税込2,970円） （税込▲539円）

贅沢手仕上げコースを値下げする商品（通常料金は据え置き）

商品名
通常料金 贅沢手仕上げコース こども服 こども服（贅沢手仕上げコース）

見直し前 見直し後 差額 見直し前 見直し後 差額 見直し前 見直し後 差額 見直し前 見直し後 差額

トレーナー  / パーカー  / フリース
700円 700円 0円 1,400円 1,200円 ▲200円 490円 490円 0円 1,190円 990円 ▲200円

（税込770円） （税込770円） （税込0円） （税込1,540円） （税込1,320円） （税込▲220円） （税込539円） （税込539円） （税込0円） （税込1,309円） （税込1,089円） （税込▲220円）

ベスト
700円 700円 0円 1,400円 1,200円 ▲200円 490円 490円 0円 1,190円 990円 ▲200円

（税込770円） （税込770円） （税込0円） （税込1,540円） （税込1,320円） （税込▲220円） （税込539円） （税込539円） （税込0円） （税込1,309円） （税込1,089円） （税込▲220円）

マフラー
700円 700円 0円 1,400円 1,200円 ▲200円 490円 490円 0円 1,190円 990円 ▲200円

（税込770円） （税込770円） （税込0円） （税込1,540円） （税込1,320円） （税込▲220円） （税込539円） （税込539円） （税込0円） （税込1,309円） （税込1,089円） （税込▲220円）

ノースリーブ  / キャミソール
700円 700円 0円 1,400円 1,200円 ▲200円 490円 490円 0円 1,190円 990円 ▲200円

（税込770円） （税込770円） （税込0円） （税込1,540円） （税込1,320円） （税込▲220円） （税込539円） （税込539円） （税込0円） （税込1,309円） （税込1,089円） （税込▲220円）

ショートパンツ  / ホットパンツ
700円 700円 0円 1,400円 1,200円 ▲200円 490円 490円 0円 1,190円 990円 ▲200円

（税込770円） （税込770円） （税込0円） （税込1,540円） （税込1,320円） （税込▲220円） （税込539円） （税込539円） （税込0円） （税込1,309円） （税込1,089円） （税込▲220円）

ボレロ
700円 700円 0円 1,400円 1,200円 ▲200円 490円 490円 0円 1,190円 990円 ▲200円

（税込770円） （税込770円） （税込0円） （税込1,540円） （税込1,320円） （税込▲220円） （税込539円） （税込539円） （税込0円） （税込1,309円） （税込1,089円） （税込▲220円）



カマーベルト
860円 860円 0円 1,560円 1,360円 ▲200円 600円 600円 0円 1,300円 1,100円 ▲200円

（税込946円） （税込946円） （税込0円） （税込1,716円） （税込1,496円） （税込▲220円） （税込660円） （税込660円） （税込0円） （税込1,430円） （税込1,210円） （税込▲220円）

ロンパース
2,050円 2,050円 0円 2,750円 2,550円 ▲200円 1,430円 1,430円 0円 2,130円 1,930円 ▲200円

（税込2,255円） （税込2,255円） （税込0円） （税込3,025円） （税込2,805円） （税込▲220円） （税込1,573円） （税込1,573円） （税込0円） （税込2,343円） （税込2,123円） （税込▲220円）

※贅沢手仕上げコースとして通常料金に上乗せされる料金は、これまで商品ごとに異なる設定でしたが、分かりやすい体系に見直し、通常料金プラス　500円（税抜）に統一します。
　その結果、値上げをする商品であっても、贅沢手仕上げコースの場合は値下げとなる商品があります。

※サイズ表示が140cm以下のこども服は、通常料金を7掛けした料金に設定しています（ただし1円単位は切り上げ）。


