
株式会社山加商店　2021.12.16

※税抜の価格を表記しています。

商品名 現上代 新上代 JAN

MM3501-813 ガラスタンブラー(ムーミン) ¥900 ¥1,000 4979855344170

MM3502-813 ガラスタンブラー(リトルミイ) ¥900 ¥1,000 4979855344187

MM3503-813 ガラスタンブラー(スナフキン) ¥900 ¥1,000 4979855344194

MM3504-813 ガラスタンブラー(ニョロニョロ) ¥900 ¥1,000 4979855344200

SN871-813 ガラスタンブラー(スヌーピー) ¥900 ¥1,000 4979855218044

SN872-813 ガラスタンブラー(ジョー・クール) ¥900 ¥1,000 4979855218051

MM3701-11H 木箱入マグ（クリーム） ¥1,500 ¥1,700 4979855178782

MM3702-11H 木箱入マグ（ピンク） ¥1,500 ¥1,700 4979855178799

MM3703-11H 木箱入マグ（ビリジアン） ¥1,500 ¥1,700 4979855178805

MM951-11H 木箱入マグ（ムーミン） ¥1,500 ¥1,700 4979855141212

MM952-11H 木箱入マグ（リトルミイ） ¥1,500 ¥1,700 4979855141229

MM953-11H 木箱入マグ（スナフキン） ¥1,500 ¥1,700 4979855141236

価格改定表



商品名 現上代 新上代 JAN

SN451-11H 木箱入マグ（happy holiday） ¥1,500 ¥1,700 4979855206478

SN452-11H 木箱入マグ（follow　me） ¥1,500 ¥1,700 4979855206485

SN453-11H 木箱入マグ（best friends） ¥1,500 ¥1,700 4979855206492

SN454-11H 木箱入マグ（Good Vibes） ¥1,500 ¥1,700 4979855211281

SN455-11H 木箱入マグ（Bond） ¥1,500 ¥1,700 4979855211298

MM3201-35 ビッグマグ（丘） ¥1,800 ¥1,900 4979855124413

MM3202-35 ビッグマグ（夕日） ¥1,800 ¥1,900 4979855124420

MM3203-35 ビッグマグ（パーティ） ¥1,800 ¥1,900 4979855124437

MM3204-35 ビッグマグ（ムーミンハウス） ¥1,800 ¥1,900 4979855124444

MM791-11 マグ（ムーミン） ¥1,000 ¥1,200 4979855342886

MM791-11C 木製コースター付マグ（ムーミン） ¥1,500 ¥1,700 4979855342824

MM791-346 木製コースター（ムーミン） ¥600 ¥700 4979855342855

MM792-11 マグ（リトルミイ） ¥1,000 ¥1,200 4979855342893



商品名 現上代 新上代 JAN

MM792-11C 木製コースター付マグ（リトルミイ） ¥1,500 ¥1,700 4979855342831

MM792-346 木製コースター（リトルミイ） ¥600 ¥700 4979855342862

MM793-11 マグ（スナフキン） ¥1,000 ¥1,200 4979855342909

MM793-11C 木製コースター付マグ（スナフキン） ¥1,500 ¥1,700 4979855342848

MM793-346 木製コースター（スナフキン） ¥600 ¥700 4979855342879

SN611-11C コースター付マグ（レッド） ¥1,500 ¥1,700 4979855210543

SN612-11C コースター付マグ（グリーン） ¥1,500 ¥1,700 4979855210550

SN613-11C コースター付マグ（イエロー） ¥1,500 ¥1,700 4979855210567

SN614-11C コースター付マグ（ホワイト） ¥1,500 ¥1,700 4979855210574

AM20-1-T210 スープマグ（ベイリーフ） ¥1,500 ¥1,600 4979855275375

AM20-2-T210 スープマグ（ラベンダー） ¥1,500 ¥1,600 4979855275382

AM20-3-T210 スープマグ（パセリ） ¥1,500 ¥1,600 4979855275399

MM321-36 スープマグ（モノクロ） ¥1,500 ¥1,600 4979855282779



商品名 現上代 新上代 JAN

MM322-36 スープマグ（マップ） ¥1,500 ¥1,600 4979855282786

MM323-36 スープマグ（スイサイ） ¥1,500 ¥1,600 4979855282793

MM324-36 スープマグ（ステンシル） ¥1,500 ¥1,600 4979855282809

PR321-36 スープマグ（ストライプ） ¥1,500 ¥1,600 4979855265550

PR322-36 スープマグ（ローズ） ¥1,500 ¥1,600 4979855265567

PR323-36 スープマグ（ハウス） ¥1,500 ¥1,600 4979855265574

PR324-36 スープマグ（シルエット） ¥1,500 ¥1,600 4979855265581

MM2100-842H 木箱入ペア箸セット ¥3,500 ¥4,000 4979855178591

SN80-842Ｈ 木箱入ペア染付箸セット ¥3,000 ¥3,500 4979855210178

CS21-840 箸（パジャマ） ¥800 ¥900 4979855178676

CS21-850 スプーン（パジャマ） ¥600 ¥650 4979855178638

CS21-851 フォーク（パジャマ） ¥600 ¥650 4979855178652

CS22-840 箸（丸紋） ¥800 ¥900 4979855178683



商品名 現上代 新上代 JAN

CS22-850 スプーン（丸紋） ¥600 ¥650 4979855178645

CS22-851 フォーク（丸紋） ¥600 ¥650 4979855178669

MM031-840 箸(ムーミン) ¥800 ¥900 4979855124819

MM032-840 箸(リトルミイ) ¥800 ¥900 4979855124826

MM033-840 箸(スナフキン) ¥800 ¥900 4979855124833

MM034-840 箸(スノークのおじょうさん) ¥800 ¥900 4979855124840

MM1201-850 子供スプーン ¥600 ¥650 4979855344118

MM1202-851 子供フォーク ¥600 ¥650 4979855344125

MM1401-850 スプーン（リース） ¥600 ¥650 4979855270417

MM1401-851 フォーク（リース） ¥600 ¥650 4979855270448

MM1402-850 スプーン（ベリー） ¥600 ¥650 4979855270424

MM1402-851 フォーク（ベリー） ¥600 ¥650 4979855270455

MM1403-850 スプーン（ツリー） ¥600 ¥650 4979855270431



商品名 現上代 新上代 JAN

MM1403-851 フォーク（ツリー） ¥600 ¥650 4979855270462

MM2701-840 箸（ムーミン） ¥800 ¥900 4979855262139

MM2702-840 箸（トゥーティッキ） ¥800 ¥900 4979855262146

MM2703-840 箸（リトルミイ） ¥800 ¥900 4979855262153

MM4501-840 箸(ムーミン) ¥800 ¥900 4979855404188

MM4502-840 箸(リトルミイ) ¥800 ¥900 4979855404195

MM4503-840 箸(スナフキン) ¥800 ¥900 4979855404201

MMA11-840 箸(ムーミン) ¥800 ¥900 4979855125496

MMA11-850 子供スプーン(ムーミン) ¥600 ¥650 4979855125519

MMA12-840 箸(リトルミイ) ¥800 ¥900 4979855125502

MMA12-851 子供フォーク(リトルミイ) ¥600 ¥650 4979855125526

PG11-840 箸（フェイス） ¥800 ¥900 4979855301036

PG12-840 箸（ブルー） ¥800 ¥900 4979855301043



商品名 現上代 新上代 JAN

PM211-840 箸(ピカチュウ) ¥800 ¥900 4979855179635

PM211-850 スプーン(ピカチュウ) ¥600 ¥650 4979855179659

PM211-851 フォーク(ピカチュウ) ¥600 ¥650 4979855179673

PM212-840 箸(ゲンガー) ¥800 ¥900 4979855179642

PM212-850 スプーン(ゲンガー) ¥600 ¥650 4979855179666

PM212-851 フォーク(ゲンガー) ¥600 ¥650 4979855179680

PM221-840 箸（ピカチュウ） ¥800 ¥900 4979855179710

PM222-840 箸（カビゴン） ¥800 ¥900 4979855179727

SN501-840 箸（スヌーピー） ¥800 ¥900 4979855206423

SN502-840 箸（ウッドストック） ¥800 ¥900 4979855206430

SN611-840 箸（レッド） ¥800 ¥900 4979855210741

SN611-850 スプーン（レッド） ¥600 ¥650 4979855210703

SN612-840 箸（グリーン） ¥800 ¥900 4979855210758



商品名 現上代 新上代 JAN

SN612-850 スプーン（グリーン） ¥600 ¥650 4979855210710

SN613-840 箸（イエロー） ¥800 ¥900 4979855210765

SN613-851 フォーク（イエロー） ¥600 ¥650 4979855210727

SN614-840 箸（ホワイト） ¥800 ¥900 4979855210772

SN614-851 フォーク（ホワイト） ¥600 ¥650 4979855210734

SN82-840 箸(市松） ¥800 ¥900 4979855210109

SN83-840 箸(波） ¥800 ¥900 4979855210116

SN84-840 箸（瓢箪） ¥800 ¥900 4979855210123

SN891-840 箸(桃) ¥800 ¥900 4979855218921

SN892-840 箸(蜜柑) ¥800 ¥900 4979855218938

SN893-840 箸(梅) ¥800 ¥900 4979855218945

TMP11-840 箸(リース) ¥800 ¥900 4979855406304

TMP12-840 箸(こばな) ¥800 ¥900 4979855406311



商品名 現上代 新上代 JAN

MM3801-854 真空ボトル(ファミリー) ¥2,700 ¥3,000 4979855180013

MM4601-857 真空ミニスープボトル(ムーミン) ¥2,400 ¥2,600 4979855124710

MM4603-854 真空ボトル(テント) ¥2,700 ¥3,000 4979855124703

FIN91-858 真空ミニボトル(コロナ) ¥1,900 ¥2,100 4979855123935

MM4603-858 真空ミニボトル(テント) ¥1,900 ¥2,100 4979855124727

MMA11-858 真空ミニボトル（ムーミン） ¥1,900 ¥2,100 4979855125410

MMA12-858 真空ミニボトル（リトルミイ） ¥1,900 ¥2,100 4979855125427

MM3800-911 ペアアイスキューブセット ¥1,500 ¥1,600 4979855180136

SN800-911 ペアアイスキューブセット ¥1,500 ¥1,600 4979855212905

FIN91-856 二重マグ(コロナ) ¥2,000 ¥2,200 4979855123928

FIN92-855 二重タンブラー(エレファンティ) ¥2,000 ¥2,200 4979855123911

MM3801-855 二重タンブラー(ムーミン) ¥2,000 ¥2,200 4979855180020

MM3801-856 二重マグ(ムーミン) ¥1,800 ¥2,000 4979855180082



商品名 現上代 新上代 JAN

MM3801-857 二重タンブラー&キューブ2P(ムーミン) ¥3,500 ¥3,800 4979855180112

MM3802-855 二重タンブラー(リトルミイ) ¥2,000 ¥2,200 4979855180037

MM3802-856 二重マグ(リトルミイ) ¥1,800 ¥2,000 4979855180099

MM3802-857 二重ﾀﾝﾌﾞﾗｰ&キューブ2P(リトルミイ) ¥3,500 ¥3,800 4979855180129

MM3803-855 二重タンブラー(スナフキン) ¥2,000 ¥2,200 4979855180044

MM3803-856 二重マグ(スナフキン) ¥1,800 ¥2,000 4979855180105

MM3804-856 二重マグ(スイム) ¥2,000 ¥2,200 4979855180051

MM3805-856 二重マグ(アニマル) ¥2,000 ¥2,200 4979855180068

MM3806-856 二重マグ(ピクニック) ¥2,000 ¥2,200 4979855180075

MM4603-856 二重マグ(テント) ¥1,800 ¥2,000 4979855124734

MM4604-856 二重マグ(山登り) ¥1,800 ¥2,000 4979855124741

PM231-856 二重マグ(ピカチュウ) ¥2,000 ¥2,200 4979855179789

PM232-856 二重マグ(ゲンガー) ¥2,000 ¥2,200 4979855179796



商品名 現上代 新上代 JAN

PM233-856 二重マグ(ポッチャマ) ¥2,000 ¥2,200 4979855179802

C-GAM-58 ガラスマグカップ(クリアー) ¥900 ¥1,000 4906171815862

C-GCY-84T ガラスティーメイトフタ(クリアー) ¥700 ¥800

C-GCY-84T ガラスマグ(フローリスト) ¥1,200 ¥1,300

C-GCY-84T ガラスマグカップ(クリアー) ¥1,000 ¥1,100 4906171802374

C-GCY-84T チャミエルティーメイト(クリアー) ¥1,700 ¥1,900 4906171802381

C-GCY-84T チャミエルティーメイト(フローリスト) ¥2,000 ¥2,200 4906171819242

C-GCY-84T チャミエルティーメイト(ロマンチックストロベリー) ¥2,000 ¥2,200 4906171812007

C-GTM-57 ガラスマグ(クリアー) ¥800 ¥1,000

C-GTM-57 チャミエルティーメイト(クリアー) ¥1,600 ¥1,800 4906171815848

C-GV-2 チャミエルＶポット(クリアー) ¥3,000 ¥3,300 4906171286198

C-GV-2 チャミエルＶポット(カモマイル) ¥3,400 ¥3,600 4906171286501

セレックガラス製品



商品名 現上代 新上代 JAN

C-GV-2 チャミエルＶポット(ラベンダー) ¥3,400 ¥3,600 4906171286563

C-GVP-27A チャミエルＶポット(クリアー) ¥3,200 ¥3,600 4906171865416

C-R型 ガラスティーメイト フタ(クリアー) ¥650 ¥750

C-R型 ガラスマグ(クリアー) ¥1,100 ¥1,200

C-R型 チャミエルティーメイト(クリアー) ¥1,800 ¥2,000 4906171125190

C-R型 チャミエルティーメイト(カモマイル) ¥2,200 ¥2,500 4906171125503

C-R型 チャミエルティーメイト(ラベンダー) ¥2,200 ¥2,500 4906171125565

CY11-GP27 ガラスポット(ポピー) ¥3,600 ¥4,000 4979855301715

CY11-GT57 チャミエルティーメイト(ポピー) ¥2,000 ¥2,200 4979855301661

CY12-GT57 チャミエルティーメイト(パンジー) ¥2,000 ¥2,200 4979855301678

CY13-GT57 チャミエルティーメイト(ローズ) ¥2,000 ¥2,200 4979855301685

CY14-GT57 チャミエルティーメイト(サフラン) ¥2,000 ¥2,200 4979855301692

CY15-GT57 チャミエルティーメイト(ベルガモット) ¥2,000 ¥2,200 4979855301708



商品名 現上代 新上代 JAN

AM20-2-GV2 チャミエルVポット(ラベンダー） ¥3,500 ¥4,000 4979855271018

AM20-3-GCY チャミエルティ－メイト（パセリ） ¥2,200 ¥2,500 4979855271025

AM20-7-GCY チャミエルティ－メイト（チャイブ） ¥2,200 ¥2,500 4979855271032

LA10-14 ペアガラスマグ ¥3,000 ¥3,400 4979855139141

LA10-815 ガラスマグ ¥1,500 ¥1,700 4979855217016

LA10-GP27 ガラスポット ¥4,000 ¥4,500 4979855139103

MM3601-815 耐熱ガラスマグ（ムーミン） ¥1,500 ¥1,700 4979855344217

MM3602-815 耐熱ガラスマグ（リトルミイ） ¥1,500 ¥1,700 4979855344224

MM3603-815 耐熱ガラスマグ（スナフキン） ¥1,500 ¥1,700 4979855344231

MM5201-GV2 耐熱ガラスポット（リトルミイ） ¥4,000 ¥4,500 4979855125663

MM5201-815 耐熱ガラスマグ（リトルミイ） ¥1,500 ¥1,700 4979855125649

MM5202-815 耐熱ガラスマグ（ミムラ） ¥1,500 ¥1,700 4979855125656

SN521-815 耐熱マグ（ハウス） ¥1,500 ¥1,700 4979855204139



商品名 現上代 新上代 JAN

SN522-815 耐熱マグ（チャーリーブラウン） ¥1,500 ¥1,700 4979855204146

SN771-815 耐熱ガラスマグ（ウッドストック） ¥1,500 ¥1,700 4979855235416

SN772-815 耐熱ガラスマグ（チャーリー・ブラウン） ¥1,500 ¥1,700 4979855235423

TMP13-815 耐熱ガラスマグ（つむぎ） ¥1,800 ¥2,000 4979855406281

TMP14-815 耐熱ガラスマグ（ファミリー） ¥1,800 ¥2,000 4979855406298

C-SV-2 ポット（クールホワイト）　　　 ¥2,600 ¥2,700 4906171252193

C-SV-2 ポット（新カモミール）　　　 ¥3,200 ¥3,400 4906171803555

C-SV-2 ポット（新ラベンダー） ¥3,200 ¥3,400 4906171803548

C-SV-2 ポット（フローリスト）　　　　 ¥3,200 ¥3,400 4906171843483

C-SV-3 ポット（クールホワイト）　　  ¥3,500 ¥3,600 4906171253190

C-SV-3 ポット（新カモミール）　　　　 ¥4,200 ¥4,400 4906171803586

C-SV-3 ポット（新ラベンダー）　　 ¥4,200 ¥4,400 4906171803579

ティーメイト



商品名 現上代 新上代 JAN

CY11-12 ティーメイト（ポピー）　　　　        ¥1,800 ¥1,900 4979855301616

CY12-12 ティーメイト（パンジー）           ¥1,800 ¥1,900 4979855301623

CY13-12 ティーメイト（ローズ）　　　          ¥1,800 ¥1,900 4979855301630

CY14-12 ティーメイト（サフラン）　　　          ¥1,800 ¥1,900 4979855301647

CY15-12 ティーメイト（ベルガモット）　　　　　　　　　 ¥1,800 ¥1,900 4979855301654

AM20-1-12 ティーメイト（ベイリーフ） ¥1,800 ¥2,000 4979855271056

AM20-2-12 ティーメイト（ラベンダー） ¥1,800 ¥2,000 4979855271087

AM20-3-12 ティーメイト（パセリ） ¥1,800 ¥2,000 4979855271094

AM20-6-12 ティーメイト（カモミール） ¥1,800 ¥2,000 4979855271063

AM20-7-12 ティーメイト（チャイブ） ¥1,800 ¥2,000 4979855271070

AM20-7-SV2 ポット（チャイブ） ¥3,200 ¥3,400 4979855271049

MM2701-12 ティ－メイト（ムーミン）　　 ¥2,000 ¥2,100 4979855262252

MM2702-12 ティ－メイト（リトルミイ）　　 ¥2,000 ¥2,100 4979855262269



商品名 現上代 新上代 JAN

MM2703-12 ティ－メイト（スナフキン） ¥2,000 ¥2,100 4979855262276

MM4901-12 ティーメイト（ブルー）　　 ¥2,000 ¥2,100 4979855125700

MM4902-12 ティーメイト（ピンク）　　 ¥2,000 ¥2,100 4979855125717

MM4903-12 ティーメイト（ブラック） ¥2,000 ¥2,100 4979855125724

SN82-12 ティーメイト（市松） ¥2,000 ¥2,100 4979855211144

SN83-12 ティーメイト（波） ¥2,000 ¥2,100 4979855211151

SN84-12 ティーメイト（瓢箪） ¥2,000 ¥2,100 4979855211168

C-V-2 万能Vフィルター　　　　　　　 ¥400 ¥500 4906171002194

C-V-2WM 万能Vフィルター　　　　　　　 ¥400 ¥500 4906171005195

C-V-3 万能Vフィルター　　　　　　　 ¥650 ¥750 4906171003108

C-V-78T 万能Vフィルター　　　　　　　 ¥450 ¥550 4906171050102

C-V-84T 万能Vフィルター　　　　　　　 ¥450 ¥550 4906171051109

フィルター


	セレック商品

