
株式会社アイ・フェローズ　北欧雑貨ディット・ダット

価格改定のお知らせ（2014年9月3日受注分より実施） 2014/8/29

品番 品名 メーカー 新上代（税別）

241-00ＸＸ キッチンタオル　全柄 アルメダールス ¥2,000
224-00ＸＸ ブリキ/アルミ缶キャニスターＬ アルメダールス ¥2,100
224-00ＸＸ ブリキ/アルミ缶キャニスターS アルメダールス ¥1,500
226-0003 ボードトライアングル「フォックス」 アルメダールス ¥3,000

313-00ＸＸ キャンドルスペル　全柄 プルートプロダクト ¥1,700
312-0101、0102 ジュエリースタンド　『ツリー』ブラック、ホワイト プルートプロダクト ¥4,000
317-0011 温度計『ムーミン』 プルートプロダクト ¥2,500

213-0301から0304 ポットマット『ダーラへスト』　全色 ヘムスロイド ¥1,800
213-0304から0308 ポットマット「シンプルダーラ」全色 ヘムスロイド ¥1,500
216-0101から0104 エプロン『ダーラへスト』　全色 ヘムスロイド ¥4,000
2160105から0108 エプロン「シンプルダーラ」　全色 ヘムスロイド ¥5,000
315-0161から0163 木製マグネット　『ヘラジカ＆ツリー』　全色 ヘムスロイド ¥1,000
315-0164から0166 木製マグネット　『シープ』　全色 ヘムスロイド ¥1,000
315-0169 木製マグネット『ニルスのふしぎな冒険』 ヘムスロイド ¥1,000
711-0208から0210 カッティングボードハンドペイント　全柄 ヘムスロイド ¥4,200
711-0215 白樺ボード　S ヘムスロイド ¥3,000
711-0216 白樺ボード　M ヘムスロイド ¥4,000
711-03ＸＸ 木製ペーパースタンド　全柄 ヘムスロイド ¥1,900
711-04ＸＸ 木製ポットマット　モチーフ　全柄 ヘムスロイド ¥3,200
711-05ＸＸ 木製プレートナイフ付　全柄 ヘムスロイド ¥2,000
711-06ＸＸ 木製コースター4枚セット　全柄 ヘムスロイド ¥2,800
722-00ＸＸ 木製キーホルダーモチーフ　全柄 ヘムスロイド ¥800
731-0016 キッチンタオル　『ダーラヘスト＆クルビッツ』 ヘムスロイド ¥1,500
731-0017 キッチンタオル　『スウェーデンノスタルジー』 ヘムスロイド ¥1,500

215-ＸＸＸＸ キッチンワイプ　全品 複数 ¥580

751-0005 北欧サンタ『お座り』　9ｃｍ　トナカイの髭 クリスマス、トムテ人形 ¥3,000
751-0006 北欧サンタ『お座り』　14ｃｍ　トナカイの髭 クリスマス、トムテ人形 ¥4,000
751-0007 北欧サンタ『お座り』　20ｃｍ　トナカイの髭 クリスマス、トムテ人形 ¥7,000
751-0008 北欧サンタ『ふとっちょ』　12ｃｍ　トナカイの髭 クリスマス、トムテ人形 ¥3,000
751-0009 北欧サンタ『ふとっちょ』　17ｃｍ　トナカイの髭 クリスマス、トムテ人形 ¥4,800
751-0101 マフラーサンタ　5cm　レッド クリスマス、トムテ人形 ¥1,000
751-0102 マフラーサンタ　6.5cm　レッド クリスマス、トムテ人形 ¥1,500
751-0103 マフラーサンタ　8cm　レッド クリスマス、トムテ人形 ¥2,000
751-0104 マフラーサンタ　12cm　レッド クリスマス、トムテ人形 ¥2,000
751-0201 フェルトサンタ　10ｃｍ　フェルト／ウール　レッド クリスマス、トムテ人形 ¥1,400
751-0202 フェルトサンタ　15ｃｍ　フェルト／ウール　レッド クリスマス、トムテ人形 ¥1,900
751-0203 フェルトサンタ　24ｃｍ　フェルト／ウール　レッド クリスマス、トムテ人形 ¥2,900
751-0401 ミニサンタ　5cm レッド クリスマス、トムテ人形 ¥800
751-0402 ミニサンタ　8cm　レッド クリスマス、トムテ人形 ¥1,200
751-0403 サンタママ　8cm　レッド クリスマス、トムテ人形 ¥1,200
751-0404 ミニサンタ　5cm　グレー クリスマス、トムテ人形 ¥800
751-0405 ミニサンタ　8cm　グレー クリスマス、トムテ人形 ¥1,200
751-0406 サンタママ　8cm　グレー クリスマス、トムテ人形 ¥1,200
751-0501 髭サンタ　グレー 5cm クリスマス、トムテ人形 ¥900
751-0502 髭サンタ　レッド 5cm クリスマス、トムテ人形 ¥900
751-0503 髭サンタ　グレー 7cm クリスマス、トムテ人形 ¥1,200
751-0504 髭サンタ　レッド 7cm クリスマス、トムテ人形 ¥1,200
751-0505 髭サンタ　グレー 12cm クリスマス、トムテ人形 ¥2,300
751-0506 髭サンタ　レッド 12cm クリスマス、トムテ人形 ¥2,300
751-0507 髭サンタ　グレー 15cm クリスマス、トムテ人形 ¥3,300
751-0508 髭サンタ　レッド 15cm クリスマス、トムテ人形 ¥3,300
751-0601 お座り人形『トムテとツリー』 クリスマス、トムテ人形 ¥2,800
751-0701 トムテ人形「プレゼント」11cm クリスマス、トムテ人形 ¥3,500
751-0703 トムテ人形「リンゴンベリー」8ｃｍ クリスマス、トムテ人形 ¥2,000
751-0704 トムテ人形「ギター」8cm クリスマス、トムテ人形 ¥2,500
752-0003 バターナイフ「サンタクロース」 クリスマス、トムテ人形 ¥800
752-0004 カフェメジャー「サンタクロース」 クリスマス、トムテ人形 ¥900
752-0005 スプーン11CM「サンタクロース」 クリスマス、トムテ人形 ¥800
753-0006 トムテ「ラウンドサンタ」レッド クリスマス、トムテ人形 ¥4,000
753-0007 トムテ「ラウンドサンタ」グレー クリスマス、トムテ人形 ¥4,000
753-0008 トムテ「帽子サンタ」レッド クリスマス、トムテ人形 ¥2,500
753-0009 トムテ「帽子サンタ」グレー クリスマス、トムテ人形 ¥2,500
753-0010 トムテ「ビックノーズ」 クリスマス、トムテ人形 ¥3,300
753-0020 カゴ入りトムテ　ペア クリスマス、トムテ人形 ¥2,200
753-0021 ハートのカゴ入りトムテ クリスマス、トムテ人形 ¥2,800
753-0101 ミニトムテ　レッド クリスマス、トムテ人形 ¥600
753-0102 ミニトムテ　グレー クリスマス、トムテ人形 ¥600
753-0103 ミニトムテ　グリーン クリスマス、トムテ人形 ¥600
753-0104 ミニスノーマン クリスマス、トムテ人形 ¥800
753-0105 ミニトムテ「そりのトムテ｣ クリスマス、トムテ人形 ¥1,800
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