
頁 ステッキ 品名 税区分
現⾏定価(税込)

※2021年7⽉31⽇迄
改定定価(税込)

※2021年8⽉1⽇より
OT-32BR ２段階４点支柱杖 ブラウン 非課税 ¥6,800 ¥6,800
OT-31 ２段階４点支柱杖（ショートタイプ） 非課税 ¥6,800 ¥6,800
OT-37 ２段階４点支柱杖 軽量タイプ 非課税 ¥9,800 ¥9,800
AQ-30 アルミ製４点支柱杖３０シリーズ 非課税 ¥5,900 ¥6,500
OT-003 アルミ製４点支柱杖 つや消しシルバー 非課税 ¥5,900 ¥6,500
OT-500~502 アルミ製４点支柱杖５０シリーズ 非課税 ¥8,000 ¥8,000
ASC-01 クロスカット（伸縮） 課税 ¥11,000 ¥11,880
FSC-02 クロスカット（折りたたみ） 課税 ¥12,100 ¥13,090
ASL-01 レーシィ（伸縮） 課税 ¥12,100 ¥13,090
FSL-02 レーシィ（折りたたみ） 課税 ¥13,200 ¥14,300
AS-90 カモフラステッキ（伸縮） 課税 ¥7,480 ¥8,030
FS-90 カモフラステッキ（折りたたみ） 課税 ¥8,580 ¥9,240
AS-20 スマイルステッキ（伸縮・細身） 課税 ¥5,830 ¥6,270
FS-20 スマイルステッキ（折りたたみ・細身） 課税 ¥6,600 ¥7,150
AS-511・512 やわらかスリムネックステッキ（伸縮） 課税 ¥9,020 ¥9,790
FS-611・612 やわらかスリムネックステッキ（折りたたみ） 課税 ¥9,680 ¥10,450
AS-311・312 総柄ステッキ（伸縮） 課税 ¥8,690 ¥9,350
FS-411・412 総柄ステッキ（折りたたみ） 課税 ¥10,450 ¥11,330
FS-201 ドレスステッキ（折りたたみ・細身） 課税 ¥13,200 ¥14,256
FS-101 生地巻きステッキ（折りたたみ・細身） 課税 ¥13,200 ¥14,256
FS-120PF 生地巻きステッキ（折りたたみ・細身）ピンクフラワー 課税 ¥13,200 ¥14,256
AS-120PF 生地巻きステッキ（伸縮・細身）ピンクフラワー 課税 ¥11,000 ¥11,880
AS-700 エレガントステッキ（伸縮・細身） 課税 ¥9,020 ¥9,790
FS-700 エレガントステッキ（折りたたみ・細身） 課税 ¥9,680 ¥10,450
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OT-710~712 あなたの相棒Ⅱ 花柄ステッキ（伸縮） 課税 ¥7,150 ¥7,700
OT-810~812 あなたの相棒Ⅱ 花柄ステッキ（折りたたみ） 課税 ¥8,030 ¥8,690
ADOG-01BK 犬柄ステッキ（伸縮・細身）犬柄ブラック 課税 ¥8,690 ¥9,350
ACAT-01MG 猫柄ステッキ（伸縮・細身）猫柄パープル 課税 ¥8,690 ¥9,350
FDOG-01BK 犬柄ステッキ（折りたたみ・細身）犬柄ブラック 課税 ¥9,350 ¥10,120
FCAT-01MG 猫柄ステッキ（折りたたみ・細身）猫柄パープル 課税 ¥9,350 ¥10,120
AS-60 伸縮ステッキ（伸縮・細身） 課税 ¥6,380 ¥6,930
FS-60 折りたたみステッキ（折りたたみ・細身） 課税 ¥7,150 ¥7,700
AS-80 SKステッキ（伸縮・太身） 課税 ¥6,380 ¥6,930
FS-80 SKステッキ（折りたたみ・太身） 課税 ¥7,150 ¥7,700
AS-250 スリムネックツートンステッキ（伸縮・細身） 課税 ¥6,050 ¥6,490
FS-3 ショートタイプステッキ（折りたたみ） 課税 ¥4,400 ¥4,730
AS-10 充実ステッキ（伸縮・細身） 課税 ¥5,280 ¥5,720
FS-10 充実ステッキ（折りたたみ・細身） 課税 ¥5,940 ¥6,380
AS-22 頼れるステッキ（伸縮・太身） 課税 ¥9,350 ¥10,120
FS-50 エコノミーステッキ（折りたたみ・太身・ペンシル） 課税 ¥9,020 ¥9,790
OT-004 エコノミーステッキ（伸縮・太身）ブラウン 課税 ¥3,520 ¥3,850
OT-104 エコノミーステッキ（伸縮・太身）ブラック 課税 ¥3,520 ¥3,850
OT-002 エコノミーステッキ（伸縮・太身）つや消しシルバー 課税 ¥3,520 ¥3,850
OT-005 エコノミーステッキ（折りたたみ・太身）ブラウン 課税 ¥3,520 ¥3,850
OT-009 エコノミーステッキ（折りたたみ・太身）ブラック 課税 ¥3,520 ¥3,850
OT-001 エコノミーステッキ（折りたたみ・太身）つや消しシルバー 課税 ¥3,520 ¥3,850
122063-18 ピーターラビットステッキ（折りたたみ）クラシックIV 課税 ¥8,140 ¥8,140
122056-18 ピーターラビットステッキ（折りたたみ）ローズBK 課税 ¥8,140 ¥8,140
067449-14 スヌーピーステッキ（折りたたみ）ホワイト 課税 ¥8,140 ¥8,140
067456-14 スヌーピーステッキ（折りたたみ）レッド 課税 ¥8,140 ¥8,140
121714-18 スヌーピーステッキ（折りたたみ）仲間柄 課税 ¥8,140 ¥8,140
067197-14 スヌーピーステッキなつえぶくろ ストライプ 課税 ¥1,100 ¥1,100
067203-14 スヌーピーステッキなつえぶくろ パターン 課税 ¥1,100 ¥1,100
098191-16 スヌーピーおでかけポーチ スヌーピー白 課税 ¥1,760 ¥1,760
098207-16 スヌーピーおでかけポーチ スヌーピー赤 課税 ¥1,760 ¥1,760
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057143-13 おでかけマスコット（キャラクター）ハローキティ 赤 課税 ¥1,540 ¥1,540
057150-13 おでかけマスコット（キャラクター）ハローキティ ピンク 課税 ¥1,540 ¥1,540
057167-13 おでかけマスコット（キャラクター）スヌーピー 課税 ¥1,540 ¥1,540
057174-13 おでかけマスコット（キャラクター）スヌーピー モカ 課税 ¥1,540 ¥1,540
122049-18 おでかけマスコット（キャラクター）ピーターラビット 課税 ¥1,540 ¥1,540
OM-10 おでかけマスコット(動物) 課税 ¥1,540 ¥1,694
053459-13 おでかけマスコット ピクルスライム 課税 ¥1,320 ¥1,320
NC-10 キャットクリップ 課税 ¥1,320 ¥1,452
TP-03 アイスピック 1本爪 課税 ¥1,650 ¥1,815
TP-02 アイスピック 3本爪 課税 ¥1,650 ¥1,815
TP-01 アイスピック 5本爪 課税 ¥1,650 ¥1,815
TG-13BK 4点杖先替えゴム 13mm ブラック（003・30シリーズ用）2ヶ入り 課税 ¥473 ¥517
DD-13BK 4点杖先替えゴム 13mm ブラック 2ヶ入り 課税 ¥473 ¥517
DD-15BK 4点杖先替えゴム 15mm ブラック 2ヶ入り 課税 ¥473 ¥517
DDC-16BK 16φ杖先替えゴム ブラック 課税 ¥594 ¥649
DDC-19BK 19φ杖先替えゴム ブラック 課税 ¥594 ¥649
NNC-16BK 16φ杖先替えゴム ブラック 課税 ¥770 ¥847
NNC-19BK 19φ杖先替えゴム ブラック 課税 ¥770 ¥847
DDP-16BK 杖先替えゴム 16mm ブラック 1ヶ入り 課税 ¥594 ¥649
TGP-16BK 杖先替えゴム 16mm ブラック 1ヶ入り 課税 ¥594 ¥649
DD-16BK 杖先替えゴム 16mm ブラック 1ヶ入り 課税 ¥473 ¥517
DD-16BR 杖先替えゴム 16mm ブラウン 1ヶ入り 課税 ¥473 ¥517
DD-19BK 杖先替えゴム 19mm ブラック 1ヶ入り 課税 ¥473 ¥517
DD-19BR 杖先替えゴム 19mm ブラウン 1ヶ入り 課税 ¥473 ¥517
TG-22BK 杖先替えゴム 22mm ブラック 1ヶ入り 課税 ¥473 ¥517
TG-16BK 杖先替えゴム 16mm ブラック 1ヶ入り 課税 ¥473 ¥517
TG-16BR 杖先替えゴム 16mm ブラウン 1ヶ入り 課税 ¥473 ¥517
TG-19BK 杖先替えゴム 19mm ブラック 1ヶ入り 課税 ¥473 ¥517
AG-3016 杖先替えゴム 16mm ブラック 1ヶ入り 課税 ¥1,320 ¥1,452
AG-3019 杖先替えゴム 19mm ブラック 1ヶ入り 課税 ¥1,320 ¥1,452
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S-10BK 楽ストラップ（細身用）⿊ 課税 ¥880 ¥968
H-16 ステッキストラップ（細身・太身兼用） 課税 ¥440 ¥484
H-22BK AS-22用ストラップ 課税 ¥440 ¥484
OTJ-11A アクリルステッキスタンド（組⽴式11本用） 課税 ¥13,200 ¥14,520
OTJ-10A アクリルステッキスタンド（折りたたみ杖10本用） 課税 ¥13,750 ¥15,180
OTJ-01 ステッキスタンド（組⽴式15本用） 課税 ¥13,200 ¥14,520
TGC-11 杖グリップ やわらカバー 課税 ¥1,320 ¥1,452
KEY-10 おもいやりキーカバー 課税 ¥1,100 ¥1,210

頁 LEDオプション 品名 税区分
現⾏定価(税込)

※2021年7⽉31⽇迄
改定定価(税込)

※2021年8⽉1⽇より
OKL-01 おでかけライト 課税 ¥330 ¥363
OKL-02 おでかけライト 課税 ¥330 ¥363
OKL-03 おでかけライト 課税 ¥1,078 ¥1,210
DKL-01 どこでもライト 課税 ¥2,750 ¥3,025
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