
2022年7月吉日
株式会社イクス

ラスカボヘミア　　価格改定一覧表

カタログ掲載ページ順に表示 価格改定時期：2022年9月1日出荷分より

カタログ
掲載ページ

商品 商品名1 商品名2
現行

本体価格
（税抜）

改定後
本体価格
（税抜）

値上げ
対象商品

備考

1 437/500/7  一輪挿し  500PK ¥15,000 ¥20,000 ※

1 51683/500/10  花瓶 25cm  500PK ¥50,000 ¥75,000 ※

1 51683/500/8  花瓶 20cm  500PK ¥30,000 ¥45,000 ※

1 58210/500/12  花瓶 30cm  500PK ¥100,000 ¥150,000 ※

1 6/6/500/10  花瓶 25cm  500PK ¥70,000 ¥100,000 ※

1 6/6/500/12  花瓶 30cm  500PK ¥120,000 ¥180,000 ※

1 SVV-600 花瓶22㎝ 500PK ¥10,000 ¥10,000 廃盤/在庫限り

2 58/691/500  ﾃﾞｶﾝﾀ  500PK ¥55,000 ¥80,000 ※

2 61603/500/250  ｵｰﾙﾄﾞ2P  500PK ¥20,000 ¥20,000

2 691/500/100/2  ﾜｲﾝ2P(S)  500PK ¥15,000 ¥20,000 ※

2 PD-305  ﾃﾞｻﾞｰﾄ 2P  500PK ¥12,500 ¥20,000 ※

2 PK/130/2  ﾜｲﾝ ﾍﾟｱ  500PK ¥10,000 ¥15,000 ※

2 PK/260/2  ｵｰﾙﾄﾞ ﾍﾟｱ  500PK ¥10,000 ¥15,000 ※

2 PK/330/2 ¥10,000 ¥10,000 廃盤/在庫無し

3 MA-801  花瓶 25.5cm  ﾏｲｱ ¥35,000 ¥60,000 ※

3 MA-802  花瓶 30.5cm  ﾏｲｱ ¥50,000 ¥80,000 ※

3 MA-803  花瓶 20.5cm  ﾏｲｱ ¥20,000 ¥30,000 ※

3 MA-804  花瓶 25.5cm  ﾏｲｱ ¥30,000 ¥50,000 ※

3 MA-807  一輪挿し 20.5cm  ﾏｲｱ ¥20,000 ¥30,000 ※

3 MA-840  花瓶 20cm  ﾏｲｱ ¥15,000 ¥20,000 ※

4 MA-808  ﾜｲﾝ2P  ﾏｲｱ ¥10,000 ¥15,000 ※

4 MA-835 灰皿  ﾏｲｱ ¥10,000 ¥15,000 ※

4 MA-842  ﾀﾝﾌﾞﾗｰ(M)2P  ﾏｲｱ ¥10,000 ¥15,000 ※

4 MA-844  ｵｰﾙﾄﾞ2P  ﾏｲｱ ¥10,000 ¥15,000 ※

5 EGL-560 花瓶20㎝ ﾌﾞﾙｰﾗｽﾀｰﾛｰｽﾞ ¥30,000 ¥40,000 ※

5 EGL-561 花瓶25㎝ ﾌﾞﾙｰﾗｽﾀｰﾛｰｽﾞ ¥50,000 ¥50,000

5 EGL-572 ボックス ﾌﾞﾙｰﾗｽﾀｰﾛｰｽﾞ ¥20,000 ¥25,000 ※

5 EGL-590 ﾜｲﾝ1P ﾌﾞﾙｰﾗｽﾀｰﾛｰｽﾞ ¥20,000 ¥25,000 ※

5 EGL-591 ｵｰﾙﾄﾞ1P ﾌﾞﾙｰﾗｽﾀｰﾛｰｽﾞ ¥15,000 ¥20,000 ※

5 EGL-592 ｼｮｯﾄ1P ﾌﾞﾙｰﾗｽﾀｰﾛｰｽﾞ ¥10,000 ¥15,000 ※

6 SVL-900/2  ﾜｲﾝ 2P  ﾊﾞｯｶｽ ¥10,000 ¥12,000 ※

6 SVL-902/5 ﾀﾝﾌﾞﾗｰ 5P  ﾊﾞｯｶｽ ¥15,000 ¥18,000 ※

6 SVL-903/2  ｵ-ﾙﾄﾞ 2P  ﾊﾞｯｶｽ ¥10,000 ¥12,000 ※

6 SVL-910  ﾃﾞｶﾝﾀ  ﾊﾞｯｶｽ ¥15,000 ¥20,000 ※

7 KA808/230/5 ﾀﾝﾌﾞﾗｰ 5P ﾎﾞﾍﾐｱﾝﾄﾞﾘｰﾑ ¥8,000 ¥8,000

7 KA809/500D ﾃﾞｶﾝﾀ ﾎﾞﾍﾐｱﾝﾄﾞﾘｰﾑ ¥8,000 ¥8,000

7 KA815/280/2 ｵｰﾙﾄﾞ 2P ﾎﾞﾍﾐｱﾝﾄﾞﾘｰﾑ ¥5,000 ¥5,000

7 KA820/200 ﾜｲﾝ 2P ﾎﾞﾍﾐｱﾝﾄﾞﾘｰﾑ ¥5,000 ¥5,000

7 KA822/220 ﾌﾙｰﾄ 2P ﾎﾞﾍﾐｱﾝﾄﾞﾘｰﾑ ¥5,000 ¥5,000

7 KA825/60 ｻｹﾍﾟｱ ﾎﾞﾍﾐｱﾝﾄﾞﾘｰﾑ ¥3,000 ¥3,000 廃盤/在庫限り

8 RN-350  ﾜｲﾝ 2P  ﾌﾟﾗｳﾀﾞ ¥3,500 ¥3,500

8 RN-353  ﾀﾝﾌﾞﾗｰ 2P  ﾌﾟﾗｳﾀﾞ ¥3,000 ¥3,000

8 SVL-950/2  ﾜｲﾝ 2P  ｸﾞﾚｰｽ ¥3,000 ¥4,000 ※

8 SVL-951/2  ﾌﾙｰﾄ 2P  ｸﾞﾚｰｽ ¥3,000 ¥4,000 ※

9 CX-355/2 ﾜｲﾝ2P ｵｰﾋﾞｯﾄ ¥3,000 ¥4,000 ※

9 CX-356/2 ﾀﾝﾌﾞﾗｰ2P ｵｰﾋﾞｯﾄ ¥3,000 ¥4,000 ※

9 KVL-270/2R ﾜｲﾝ2P ボヘミアンレース ¥13,000 ¥13,000 廃盤/在庫無し

9 KVL-272/2R ｵｰﾙﾄﾞ 2P ボヘミアンレース ¥8,000 ¥8,000 廃盤/在庫限り

10 KAL-480/2 ﾜｲﾝ2P ﾉｸﾀｰﾝ ¥4,000 ¥4,000 廃盤/在庫限り

10 KAL-481/2 ﾌﾙｰﾄ 2P ﾉｸﾀｰﾝ ¥4,000 ¥4,000 廃盤/在庫限り

10 KAL-483/2 ｵｰﾙﾄﾞ2P ﾉｸﾀｰﾝ ¥4,000 ¥4,000 廃盤/在庫限り

11 27480/40159/6  ｶﾘｸﾘｽﾀﾙ ｻｹｸﾞﾗｽ2P ¥4,000 ¥4,000

11 RN-1000/N  ｻｹ5P(ﾌﾘｰｶｯﾌﾟ)NEW  ﾛｰｼﾞｰ ¥5,000 ¥6,300 ※
4色セット5,000円
新セットとして販売予定

RN-1000B ｻｹ(ﾌﾘｰｶｯﾌﾟ)ﾌﾞﾙｰ ﾛｰｼﾞｰ ¥1,000 ¥1,250 ※

RN-1000G ｻｹ(ﾌﾘｰｶｯﾌﾟ)ｸﾞﾘｰﾝ ﾛｰｼﾞｰ ¥1,000 ¥1,250 ※

RN-1000O ｻｹ(ﾌﾘｰｶｯﾌﾟ)ｵﾚﾝｼﾞ ﾛｰｼﾞｰ ¥1,000 ¥1,250 ※

RN-1000P ｻｹ(ﾌﾘｰｶｯﾌﾟ)ﾊﾟｰﾌﾟﾙ ﾛｰｼﾞｰ ¥1,000 ¥1,250 ※
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株式会社イクス

ラスカボヘミア　　価格改定一覧表

カタログ掲載ページ順に表示 価格改定時期：2022年9月1日出荷分より
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商品 商品名1 商品名2
現行

本体価格
（税抜）

改定後
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値上げ
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RN-1000R ｻｹ(ﾌﾘｰｶｯﾌﾟ)ﾚｯﾄﾞ ﾛｰｼﾞｰ ¥1,000 ¥1,250 ※ 廃盤/在庫無し

11 SG-100 サケグラス 蛍 ¥4,000 ¥4,000 廃盤/在庫無し

11 SG-101  ｻｹｸﾞﾗｽ  若葉 ¥4,300 ¥4,300 廃盤/在庫限り

11 SG-102  ｻｹｸﾞﾗｽ  夢浮橋 ¥4,500 ¥4,500 廃盤/在庫限り

11 SG-103  ｻｹｸﾞﾗｽ  須磨 ¥4,500 ¥4,500 廃盤/在庫限り

11 SG-104  ｻｹｸﾞﾗｽ  花散里 ¥5,500 ¥5,500 廃盤/在庫限り

12 OF-100  ｵｰﾙﾄﾞﾌｧｯｼｮﾝ  JERRYS GARDEN ¥8,000 ¥10,000 ※

12 OF-102  ｵｰﾙﾄﾞﾌｧｯｼｮﾝ  GLORIA ¥8,000 ¥10,000 ※ 廃盤/在庫無し

12 OF-104  ｵｰﾙﾄﾞﾌｧｯｼｮﾝ EMPEROR ¥10,000 ¥15,000 ※ 廃盤/在庫無し

12 PDL-200  ｵｰﾙﾄﾞﾌｧｯｼｮﾝ COMET ¥3,000 ¥5,000 ※ 廃盤/在庫無し

12 PDL-201  ﾌﾟﾗﾈｯﾄ ｵ-ﾙﾄﾞ  KUIPER ¥3,500 ¥6,500 ※ 廃盤/在庫無し

12 PDL-202  ｵｰﾙﾄﾞﾌｧｯｼｮﾝ PLUTE ¥3,500 ¥6,500 ※ 廃盤/在庫無し

12 PDL-203  ｵｰﾙﾄﾞﾌｧｯｼｮﾝ HAUMEA ¥4,000 ¥7,000 ※ 廃盤/在庫無し

13 PDV-200 一輪挿し18㎝ ¥5,000 ¥8,000 ※

13 PDV-211  花瓶 25.5cm  ﾌﾞﾙｰﾑ ¥10,000 ¥15,000 ※

13 PDV-212  花瓶30.5cm  ﾌﾞﾙｰﾑ ¥15,000 ¥20,000 ※

13 SVL-1000  花瓶  ﾌｧﾝﾄﾑ ¥10,000 ¥15,000 ※

13 SVL-500  花瓶  ﾌｧﾝﾄﾑ ¥8,000 ¥12,000 ※

13 SVV-500 花瓶22㎝ シフロフ ¥5,000 ¥5,000 廃盤/在庫無し

13 SVV-501 花瓶28㎝ シフロフ ¥8,000 ¥8,000 廃盤/在庫限り

14 88989/86638/1  花瓶 25cm  ﾘﾍﾞﾚﾂ ¥20,000 ¥30,000 ※

14 88994/86181/1  花瓶 28cm  ﾓｽﾄ ¥25,000 ¥35,000 ※

14 PDV-220  花瓶 25cm  ｼﾞｪﾈｼｽ ¥10,000 ¥15,000 ※

14 PDV-221  花瓶 30cm  ｼﾞｪﾈｼｽ ¥15,000 ¥20,000 ※

14 SVLF-401 花瓶 ボヘミアフラワー ¥10,000 ¥10,000 廃盤/在庫限り

14 SVV-513  花瓶 25cm  ｺﾒｯﾄ ¥10,000 ¥12,000 ※

非掲載品 CX-1001  ﾎﾞﾙﾄﾞｰ 600ml  Siesta ¥950 ¥1,100 ※

非掲載品 CX-1002  ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ 580ml  Siesta ¥950 ¥1,100 ※

非掲載品 CX-1003  ｼｬﾝﾊﾟｰﾆｭ 230ml  Siesta ¥950 ¥1,100 ※

非掲載品 CX-1101  ﾎﾜｲﾄﾜｲﾝ 340ml  Harmony ¥700 ¥900 ※

非掲載品 CX-1102 ﾚｯﾄﾞﾜｲﾝ 520ml  Harmony ¥750 ¥950 ※

非掲載品 CX-1103  ﾎﾞﾙﾄﾞｰ 650ml  Harmony ¥850 ¥1,000 ※

非掲載品 CX-1104  ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ 710ml  Harmony ¥850 ¥1,000 ※

非掲載品 CX-1105 ｼｬﾝﾊﾟｰﾆｭ 220ml Harmony ¥700 ¥900 ※

非掲載品 CX-2001  ｳｫｰﾀｰ 260ml  Swing ¥600 ¥1,000 ※

非掲載品 CX-2002  ﾀﾝﾌﾞﾗｰ 350ml  Swing ¥600 ¥1,000 ※

非掲載品 CX-2003  ﾀﾝﾌﾞﾗｰ 340ml  Swing ¥650 ¥1,000 ※

非掲載品 17115/500/10  花瓶 25cm  500PK ¥50,000 ¥50,000 廃盤/在庫限り

非掲載品 437/500/8  一輪挿し  500PK ¥20,000 ¥20,000 廃盤/在庫限り

非掲載品 6/6/10550/14  ｸﾘｽﾀﾙ 花瓶 35cm  500PK ¥200,000 ¥300,000 ※

非掲載品 691/500/180/2  ﾜｲﾝ2P(L)  500PK ¥20,000 ¥30,000 ※

非掲載品 691/500/250/2  ﾀﾝﾌﾞﾗｰ2P  500PK ¥15,000 ¥20,000 ※

非掲載品 RN-352  ﾌﾙｰﾄ ﾍﾟｱ  ﾌﾟﾗｳﾀﾞ ¥3,500 ¥3,500

非掲載品 SVL-901/2  ﾌﾙｰﾄ 2P  ﾊﾞｯｶｽ ¥5,000 ¥12,000 ※

非掲載品 SVV-514  花瓶 22cm  ｼｯｼ ¥5,000 ¥8,000 ※

非掲載品 SVV-515  花瓶 20㎝  ｸﾗﾘｵﾝ ¥3,000 ¥4,000 ※

非掲載品 VR-3302  ﾋﾞｱ5P  ﾒﾛﾃﾞｨｰ ¥5,000 ¥5,000
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