
【2022年6月　キャンディルデザイン商品価格改定一覧】
価格改定実施日：2022年6月1日(水)出荷・計上分より
　＜5月30日(月)正午12時以降のご注文およびご入金より改定後単価適用＞ ※税抜

商品ｺｰﾄﾞ 商品名 旧価格 新価格 商品ｺｰﾄﾞ 商品名 旧価格 新価格

11110000 ｱﾙﾐﾘﾍﾟｱｶﾗｰｽﾌﾟﾚｰ ﾌﾟﾗｻﾌ ¥945 ¥1,040 11040050 ｽﾎﾟｯﾄﾘﾍﾟｱ ｶｯﾄ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 1枚 (148mmx148mmx 9.5mm) ¥380 ¥420

11110010 ｱﾙﾐﾘﾍﾟｱｶﾗｰｽﾌﾟﾚｰ 仕上げ用ｸﾘﾔ ¥1,313 ¥1,440 11040051 ｽﾎﾟｯﾄﾘﾍﾟｱ ｶｯﾄ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 1枚 (148mmx148mmx12.5mm) ¥500 ¥550

1111005～ ｱﾙﾐﾘﾍﾟｱｶﾗｰｽﾌﾟﾚｰ ｽﾘｷｽﾞ用艶調整　各種 ¥1,596 ¥1,760 11062002 綿100％ウエス　500g ¥630 ¥690

111101～ ｱﾙﾐﾘﾍﾟｱｶﾗｰｽﾌﾟﾚｰ EB-1～EB-8 ¥1,680 ¥1,850 11160000 ｵﾙﾌｧｽｸﾚｰﾊﾟｰ S型 ¥200 ¥220

11110～ ｱﾙﾐﾘﾍﾟｱｶﾗｰｽﾌﾟﾚｰ EB-9RS～EB12 ¥1,890 ¥2,080 14098000 ﾀﾞｲﾉｯｸﾌﾟﾗｲﾏーDP-900N3 1ﾘｯﾄﾙ ¥3,600 ¥4,320

11110～ ｱﾙﾐﾘﾍﾟｱｶﾗｰｽﾌﾟﾚｰ EC・EG・EK ¥1,680 ¥1,850 16130000 ﾌﾟﾗｽ ｶｯﾀｰﾅｲﾌ S CU-103 ¥95 ¥100

111105～ ｱﾙﾐﾘﾍﾟｱｶﾗｰｽﾌﾟﾚｰ ES-0.5・ES-1 ¥1,869 ¥2,060 16130010 ﾌﾟﾗｽ ｶｯﾀｰﾅｲﾌ替刃(S用) CU-203 (10枚入) ¥200 ¥220

11110520 ｱﾙﾐﾘﾍﾟｱｶﾗｰｽﾌﾟﾚｰ ES-2RS ¥2,100 ¥2,310 16132010 ｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞ 265ml(150g) (1箱=10本) ¥473 ¥520

111106～ ｱﾙﾐﾘﾍﾟｱｶﾗｰｽﾌﾟﾚｰ EW-1～EW-5 ¥1,313 ¥1,440 312～ ﾓﾎｰｸ社製ｽﾌﾟﾚｰ　ﾉｽﾞﾙ各種 ¥100 ¥120

111106～ ｱﾙﾐﾘﾍﾟｱｶﾗｰｽﾌﾟﾚｰ EW-6～8 ¥1,470 ¥1,620 38110005 ｽｸﾗｯﾁ＆ﾏｰ ﾘｼｽﾀｰﾎﾟﾘｯｼｭ 473ml(16oz) ¥1,900 ¥2,090

111107～ ｱﾙﾐﾘﾍﾟｱｶﾗｰｽﾌﾟﾚｰ OE-S1・S3 ¥1,680 ¥1,850 70000030 ﾄﾚｰｽｸﾛｽ　綿布 ¥150 ¥170

11110720 ｱﾙﾐﾘﾍﾟｱｶﾗｰｽﾌﾟﾚｰ OE-S2 ¥1,785 ¥1,960 70803406 ﾀﾞｲﾉｯｸﾌﾟﾗｲﾏｰ DP-900N3 250ml ¥1,450 ¥1,600

111108～ ｱﾙﾐﾘﾍﾟｱｶﾗｰｽﾌﾟﾚｰ SS-0.5～SS-5 ¥1,785 ¥1,960 7400810～ フロアエイド　各種 75mmx500mm ¥400 ¥440

111108～ ｱﾙﾐﾘﾍﾟｱｶﾗｰｽﾌﾟﾚｰ SS-6RS～SS-8RS ¥1,995 ¥2,190 1703137～ パワーグリップ（三角刀）各種 ¥360 ¥400

111109～ ｱﾙﾐﾘﾍﾟｱｶﾗｰｽﾌﾟﾚｰ MS-1～MS-3 ¥1,974 ¥2,170 11062010 不織布スリッパ（使い捨て） ¥90 ¥100

11119800 ｱﾙﾐﾘﾍﾟｱｶﾗｰｽﾌﾟﾚｰ 金 ¥2,058 ¥2,260

11119935 ｱﾙﾐﾘﾍﾟｱｶﾗｰｽﾌﾟﾚｰ ｶﾗｰｻﾝﾌﾟﾙ帳 60色 (217mm x 104mm) ¥1,260 ¥1,390 7400400～ スティックパテ 各種 ¥1,150 ¥1,270

11110005 ﾏﾙﾁｽﾃｨｯｸﾌﾟﾗｲﾏｰ ¥1,733 ¥1,910 1115843～ ウッディーポリパテ 各種 ¥966 ¥1,060

11158432 ｳｯﾃﾞｨｰﾎﾟﾘﾊﾟﾃ用 硬化剤10g ¥210 ¥230

7700504～ サッシ・金属用タッチアップ剤 各種 ¥620 ¥680 14000010 ポリラック用硬化剤　20ｇ C/ｸﾘｱﾂﾎﾞ ¥450 ¥500

77005050 サビ止め用タッチアップ剤 20ml ¥1,075 ¥1,180 14020000 ポリラックKA2色1kg 硬化剤20g付 ¥2,000 ¥2,200

14020010 ポリラック白1kg 硬化剤20g付 ¥2,400 ¥2,640

14095～ ｱｲｶｽﾌﾟﾚｰ 5***　各種 ¥1,260 ¥1,390 374315～ ｳｯﾄﾞｶﾗｰｴﾎﾟｷｼﾊﾟﾃ 各種 ¥1,620 ¥1,780

14096～ ｱｲｶｽﾌﾟﾚｰ 6***　各種 ¥1,617 ¥1,780 7400300～ パテ職人　4cm　各種 ¥588 ¥650

3100～ ｳﾙﾄﾗｸﾗｼｯｸﾄﾅｰ　各種 ¥1,310 ¥1,440 7400301～ パテ職人 ｳｯﾄﾞｶﾗｰｴﾎﾟｷｼﾊﾟﾃ 各種 ¥740 ¥1,040

750000～ ｶﾗｰﾊﾟﾃ 35ml 各種 ¥714 ¥790

77000021 NEW わが家のﾘﾌｫｰﾑ屋さん 木工用 ¥3,940 ¥4,330

77000112 大工さんの補修箱 ¥11,760 ¥12,940 121～ アートマーカー　各種 ¥480 ¥530

77000413 NEW 補修名人 ¥9,870 ¥12,080 12190010 ｱｰﾄﾏｰｶｰ ﾍﾟﾝ先 (替え芯･10本入) ¥360 ¥400

7700300～ ﾊｳｽﾘﾍﾟｱｷｯﾄ　各種 ¥2,016 ¥2,220 12200021 ｳｯﾄﾞﾀｯﾁｱｯﾌﾟﾍﾟﾝ ﾍﾟﾝ先 (替え芯･10本入) ¥170 ¥190

7700501～ ｲｰｼﾞｰﾘﾍﾟｱｷｯﾄ　各種 ¥4,050 ¥4,460 12～ ウッドタッチアップペン　各種 ¥1,313 ¥1,440

78003023 イージーリペアスティック (全23色) 補修キット ¥21,800 ¥23,980 326520～ ﾌﾞﾗｯｼｭﾍﾟﾝ 各種 ¥870 ¥960

78006021 内装ﾘﾍﾟｱ　ｽﾀｰﾀｰｷｯﾄ ¥16,750 ¥18,430 3267～ ﾌﾟﾛﾏｰｸⅡ 各種 ¥1,090 ¥1,200

8510102～ ｷｽﾞなおしま専科　各種 ¥6,240 ¥7,860 32679000 ﾌﾟﾛﾏｰｸⅡ ﾍﾟﾝ先 (替え芯・12本入) ¥700 ¥770

70006000 木目ペン ¥300 ¥330

23201050 CC-Ecoﾘﾑｰﾊﾞｰ 200ml (Ecoﾎﾞﾝﾄﾞﾘﾑｰﾊﾞｰ) ¥2,700 ¥2,970 7310000～ ツインマーカー　各種 ¥399 ¥440

77001030 CC-Ecoﾘﾑｰﾊﾞｰﾌﾟﾛｾｯﾄ NEO 根太接着剤落し ¥6,180 ¥6,800 73108012 ツインマーカーﾐﾆﾀｲﾌﾟ　12色 ¥1,680 ¥1,850

16134000 ﾊﾞｰﾝﾅｲﾌG1400Ⅱ (ｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞ1本付) ¥9,400 ¥10,340 73200～ ニューミラクルマーカー　各種 ¥504 ¥550

16134005 コテケース メタルボックス 70-40U ¥2,800 ¥3,080 7320800～ ニューミラクルマーカー 5本組　各種 ¥2,520 ¥2,750

16134007 ﾊﾞｰﾝﾅｲﾌG1400Ⅱ (ｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞ1本・折ナイフ付) ¥10,560 ¥11,620 73208012 ニューミラクルマーカー 全12色 ¥6,048 ¥6,600

16134010 G1400Ⅱ部品 G1411 平型ｺﾃ先 ｱﾙﾐﾀﾞｲｷｬｽﾄ・温調付電熱ｺﾃⅡ兼用 ¥1,500 ¥1,650 733300～ ﾄﾘﾌﾟﾙﾏｰｶｰ  水性　各種 ¥1,155 ¥1,270

16134014 G1400Ⅱ部品 ｺﾃ先 折ナイフ型 (温調付電熱ｺﾃⅡ兼用) ¥1,560 ¥1,720

16134030 G1400Ⅱ部品 G1410 燃焼室 ¥1,500 ¥1,650 70803～ ﾊｲﾃｸﾌﾛｰﾘﾝｸﾞｺｰﾄ 250ml 各種 ¥850 ¥940

16134060 G1400Ⅱ部品 91-07US ｴｾﾞｸﾀｰﾕﾆｯﾄ ¥1,300 ¥1,430 11030000 チョーケシスプレー ¥900 ¥990

16134110 G1400Ⅱ部品 91-14　ﾛｰﾚｯﾄｷｬｯﾌﾟ ¥200 ¥220 3102041～ EZｸﾘｱﾗｯｶｰ 各種 ¥1,310 ¥1,440

70700006 ﾎｯﾄﾅｲﾌ B2006 (単三2本仕様・電池抜) ¥2,260 ¥2,490 31020450 ｸﾘｱﾗｯｶｰ 超艶有 ¥1,400 ¥1,540

70710012 NEW 電熱コテH型 ¥3,350 ¥3,690 3102055～ ｳﾙﾄﾗﾎﾞﾝﾄﾞｽﾌﾟﾚｰ 各種 ¥2,100 ¥2,310

78008021 温調付電熱コテⅡ ¥19,000 ¥20,900 329200～ ｳﾙﾄﾗﾎﾞﾝﾄﾞﾏｰｶｰ 各種 ¥1,430 ¥1,570

16134190 温調付電熱ｺﾃ 部品　SG10-8F(064X) ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ ¥4,200 ¥4,620 36034～ ﾌｨﾆｯｼｭｱｯﾌﾟ 45ml　各種 ¥950 ¥1,050

36034～ ﾌｨﾆｯｼｭｱｯﾌﾟ 236ml　各種 ¥2,850 ¥3,140

36034～ ﾌｨﾆｯｼｭｱｯﾌﾟ　946ml　各種 ¥9,500 ¥10,450

3102061～ ﾊﾟｰﾌｪｸﾄﾌﾞﾚﾝﾄﾞ WB　各種 ¥1,910 ¥2,100

◆ウッド/キット

◆アルミ/カラー・その他スプレー ◆ウッド/ツール・その他

◆ウッド/パテ

◆アルミ/着色剤

◆ウッド/カラースプレー

◆ウッド/マーカー

◆ウッド/クリーナー・コテ

◆ウッド/艶調整剤

※掲載の無い商品もございます。
※デザイン、仕様、色など予告なく変更または
販売中止や生産中止となる場合がございます。 1 / 3 ページ
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【2022年6月　キャンディルデザイン商品価格改定一覧】
価格改定実施日：2022年6月1日(水)出荷・計上分より
　＜5月30日(月)正午12時以降のご注文およびご入金より改定後単価適用＞ ※税抜

商品ｺｰﾄﾞ 商品名 旧価格 新価格 商品ｺｰﾄﾞ 商品名 旧価格 新価格

23101010 ｽﾊﾟｸﾃﾙ 125g ¥1,575 ¥1,730 111510～ ﾕﾆｿﾌﾄ　各種 ¥300 ¥330

3230～ ﾌｨﾙｽﾃｨｯｸ 各種 ¥770 ¥850 11154～ ﾌｨﾆｯｼﾝｸﾞﾍﾟｰﾊﾟｰ ｺﾊﾞｯｸｽ 5枚入 各種 ¥250 ¥280

3250～ ﾊﾟｯﾁｬﾙﾍﾟﾝｼﾙ 各種 ¥770 ¥850 121931～ ｽｰﾊﾟｰｱｼﾚｯｸｽ・ﾊﾞﾌﾚｯｸｽ   各種 ¥120 ¥130

331021～ 高隠蔽ﾊｰﾄﾞﾌｨﾙ 各種 ¥650 ¥720 1219315～ ｽｰﾊﾟｰｱｼﾚﾊﾟｯﾄﾞ Mﾈｵ　各種 ¥900 ¥990

3315～ ﾊﾞｰﾝｽﾃｨｯｸ 17.5cm　各種 ¥1,260 ¥1,390 12193155 ｽｰﾊﾟｰｱｼﾚﾊﾟｯﾄﾞ M ¥600 ¥660

335～ ﾌﾟﾚｲﾝｽﾃｨｯｸ 各種 ¥650 ¥720 12193156 ｽｰﾊﾟｰｱｼﾚﾊﾟｯﾄﾞ MU ¥1,200 ¥1,320

711000～ キズ職人 １本入り 　各種 ¥294 ¥320 12193157 ｽｰﾊﾟｰｱｼﾚﾊﾟｯﾄﾞ MH ¥1,400 ¥1,540

7110006～ キズ職人 3本入り　 各種 ¥1,155 ¥1,270 1219315～ ｽｰﾊﾟｰｱｼﾚﾊﾟｯﾄﾞ MO/MO-H ¥1,080 ¥1,190

71100071 キズ職人 8本入り ¥2,205 ¥2,430 12193300 ｽｰﾊﾟｰｱｼﾚﾊﾟｯﾄﾞMOﾍﾞｰｽ ﾌﾞﾗｯｸ ¥700 ¥770

7120001～ 穴うめ太郎　各種 ¥420 ¥460 15000010 ﾌｪﾙﾄﾌﾞﾛｯｸ　(5cmx5cmx3cm) ¥720 ¥790

85001～ シェラックつや有り 各種 ¥480 ¥690 70007020 ｽﾁｰﾙｳｰﾙ　S ¥250 ¥280

72108015 ｲｰｼﾞｰﾘﾍﾟｱｽﾃｨｯｸ(ｼｪﾗｯｸつや消し) 12色大工さんの補修箱用 ¥7,440 ¥8,160

72108026 ｲｰｼﾞｰﾘﾍﾟｱｽﾃｨｯｸ (ｼｪﾗｯｸつや消し) 23色ｾｯﾄ ¥14,260 ¥15,640 11091～ ホシュール　各種 ¥840 ¥920

7211～ ｲｰｼﾞｰﾘﾍﾟｱｽﾃｨｯｸ (ｼｪﾗｯｸつや消し)　各種 ¥620 ¥680 31020423 ﾄｰﾝﾌｨﾆｯｼｭｻﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰﾗｰ ¥1,400 ¥1,540

72008011 シェラックつや有り 10色 補修名人用 ¥4,800 ¥6,900 31020491 HBｻﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰﾗｰ ¥1,400 ¥1,540

31028000 EZﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾗｰ ¥1,310 ¥1,440

11158400 床鳴りクイック 低粘度2液接着剤 ¥1,580 ¥1,740 31030467 ﾊﾞｰﾝｲﾝｼｰﾗｰ ¥1,310 ¥1,440

11158410 床鳴りクイック ハンドガン ¥4,800 ¥5,280 31030～ ﾉｰﾌﾞﾗｯｼｭ　各種 ¥1,310 ¥1,440

7080105～ 床鳴りｸｲｯｸ ﾆｰﾄﾞﾙ･ﾐｷｻｰ接着ﾀｲﾌﾟ 各種　(10本入り) ¥2,700 ¥2,970 31032020 ﾃｸｽﾁｬｰｽﾌﾟﾚｰﾎﾜｲﾄ ¥1,600 ¥1,760

70801061 床鳴りクイック　ミキサー (10個入り) ¥1,200 ¥1,320 70803120 AQUAｻﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰﾗｰ　液体ﾀｲﾌﾟ 500ml ¥1,700 ¥1,870

708010～ 床鳴りクイック　ﾆｰﾄﾞﾙ 18ｹﾞｰｼﾞ　各種 (10本入り) ¥1,000 ¥1,100

70801111 速硬　床鳴りクイック 基本キット(2液性低粘度接着剤) ¥16,800 ¥18,480 11150100 面相筆　極小　18044010 (イタチの毛) ¥600 ¥660

76001140 ｷﾞｼｷﾞｼ　注入液　140cc ¥2,800 ¥3,080 11150110 面相筆　　小　18044020 (イタチの毛) ¥680 ¥750

76002020 ｷﾞｼｷﾞｼ　注入器(25ml)　2本組 ¥1,300 ¥1,430 13102010 ﾍﾟｰﾊﾟｰﾊﾟﾚｯﾄ (SETOCO･150x305mm,25枚) ¥300 ¥330

76003000 ｷﾞｼｷﾞｼ　注射針　5本組 ¥900 ¥990 13103010 ﾌﾞﾗｯｸｽﾜﾝ ﾀﾞｶﾞｰ1/4号 (ﾅｲﾛﾝ) ¥680 ¥750

76004050 ｷﾞｼｷﾞｼ　硬化促進剤　50cc ¥1,300 ¥1,430 13103016 ﾌﾞﾗｯｸｽﾜﾝ ﾌｧﾝ2号 290-2620 ¥620 ¥740

76005140 ｷﾞｼｷﾞｼ　洗浄液　140cc ¥2,000 ¥2,200 13103020 ﾚｲｸﾌﾞﾗｼ 1/2ｲﾝﾁ 290-1404 ¥1,000 ¥1,100

76100060 床鳴り止まるんです 60ml ｻﾈ鳴り用 ¥1,200 ¥1,320 15100060 面相筆 4本ｾｯﾄ (ﾅｲﾛﾝ製) ¥1,200 ¥1,320

76200037 ギシギシストッパー　ミニ ¥2,980 ¥3,280 15100070 丸筆（0号）馬毛 ¥400 ¥440

34030002 ｸﾞﾚｲﾆﾝｸﾞﾘｷｯﾄﾞ 45ml ¥1,100 ¥1,210

11040030 ﾏｸｿﾝﾄﾗﾝｻｰ　No.3 (下地処理用) ¥455 ¥500 34030004 ｸﾞﾚｲﾆﾝｸﾞﾘｷｯﾄﾞ 118ml ¥2,080 ¥2,290

12030201 ﾒﾀﾙﾌﾟﾚｲﾅｰ　ﾐﾆ ¥2,750 ¥3,030 34053002 ﾗｺｰﾊﾞｰ 236ml ¥2,140 ¥2,350

14050000 黒檀当木 小  (カットなし) 7x29x20mm ¥190 ¥210 34053006 ﾗｺｰﾊﾞｰ 946ml(Quart) ¥8,080 ¥8,890

14050010 黒檀当木 小　(45°カット) 7x29x20mm ¥190 ¥230 34053007 ﾗｺｰﾊﾞｰ　3784ml(Gallon) M405-3007 ¥23,520 ¥25,870

14050020 黒檀当木 中 7x28x43mm ¥290 ¥320 34060001 ﾗｺｿﾙﾍﾞﾝﾄ 236ml ¥1,250 ¥1,380

14050030 黒檀当木 大 10x40x60mm ¥780 ¥940 34060006 ﾗｺｿﾙﾍﾞﾝﾄ 946ml(Quart) ¥4,990 ¥5,490

34011059 ﾊﾞｰﾝｲﾝﾊﾞﾙﾑ 59ml ¥1,900 ¥2,090 51120020 極 エコミニストレーナー (1枚) ¥13 ¥20

34011203 ﾊﾞｰﾝｲﾝﾊﾞﾙﾑ 118ml ¥3,560 ¥3,920 70004050 ﾊﾟｳﾀﾞｰ密着液　50ml ¥1,070 ¥1,180

37201312 ｳｰﾙﾙｰﾌﾞ 120ml ¥930 ¥1,020 70803115 HBリペアラッカーシンナー 250ml ¥1,000 ¥1,100

37201323 ｳｰﾙﾙｰﾌﾞ 236ml ¥1,430 ¥1,570

70006110 ゴシゴシスクレーパー ¥350 ¥390 7400200～ 家具職人　ﾏﾆｷｭｱﾀｲﾌﾟ/つや有 各種 ¥546 ¥600

11029880 染料箱 (染料チップ全12色セット) ¥6,900 ¥7,590

11158851 BR-100 ｽｰﾊﾟｰ 20g 瞬間接着剤 ¥600 ¥660 110298～ 染料チップ　各種 ¥690 ¥760

11158853 BR-100 ｽｰﾊﾟｰ 50g 瞬間接着剤 ¥1,200 ¥1,320 120500～ ﾋﾟｸﾞﾒﾝﾄﾊﾟｳﾀﾞｰ 各種 ¥630 ¥690

13052100 リペアプライマー　100ml ¥756 ¥830 120923～ ｴﾅﾒﾙﾍﾟｲﾝﾄ15ml 各種 ¥399 ¥440

13052420 リペアプライマー　420ml ¥1,260 ¥1,390 3270～ ｸﾞﾚｲﾆﾝｸﾞﾍﾟﾝｼﾙ 各種 ¥550 ¥610

14061100 ｱﾙﾃｺｽﾌﾟﾚｰﾌﾟﾗｲﾏｰ (硬化促進ｽﾌﾟﾚｰ)　100ml ¥1,050 ¥1,160 334000～ ﾌﾞﾚﾝﾀﾞﾙｽﾃｨｯｸ 各種 ¥1,160 ¥1,280

14061420 ｱﾙﾃｺｽﾌﾟﾚｰﾌﾟﾗｲﾏｰ (硬化促進ｽﾌﾟﾚｰ)　420ml ¥1,785 ¥1,960 3370～ ﾌﾞﾚﾝﾀﾞﾙﾊﾟｳﾀﾞｰ16oz 各種 ¥8,310 ¥9,140

14061430 高切削ジェル 20g (1箱=25本) ¥1,580 ¥1,740 3371～ ﾌﾞﾚﾝﾀﾞﾙﾊﾟｳﾀﾞｰ 1oz 各種 ¥1,190 ¥1,310

11158420 ﾘﾍﾟｱﾌﾟﾗｲﾏｰ液体ﾀｲﾌﾟ 200ml ¥1,260 ¥1,390 70803～ HBﾜｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾃｲﾝ　50ml　各種 ¥450 ¥500

11158850 リペアジェル　スーパー 10g ¥325 ¥360

14061020 アルテコジェル 20g (1箱=25本) ¥777 ¥850

70801151 ﾉｽﾞﾙ 10本入り BR-100ｽｰﾊﾟｰ専用 ¥250 ¥280

◆ウッド/充填材 ◆ウッド/研磨ツール

◆ウッド/効果スプレー

◆ウッド/床鳴り

ウッド/着色ツール

◆ウッド/成型ツール

◆ウッド/着色剤

◆ウッド/接着剤

※掲載の無い商品もございます。
※デザイン、仕様、色など予告なく変更または
販売中止や生産中止となる場合がございます。 2 / 3 ページ

株式会社キャンディルデザイン
2022/05/09　現在



【2022年6月　キャンディルデザイン商品価格改定一覧】
価格改定実施日：2022年6月1日(水)出荷・計上分より
　＜5月30日(月)正午12時以降のご注文およびご入金より改定後単価適用＞ ※税抜

商品ｺｰﾄﾞ 商品名 旧価格 新価格 商品ｺｰﾄﾞ 商品名 旧価格 新価格

2904900～ ｴﾎﾟｷｼｼｰﾙﾄﾞｺﾝｸﾘｰﾄ ﾌﾛｱｺｰﾃｨﾝｸﾞｷｯﾄ 各種 ¥14,800 ¥16,280 11152100 日東ﾍﾟｲﾝﾄｴｰｽ 30mm №720A (建築用4巻入) ¥453 ¥500

29049015 ｴﾎﾟｷｼｼｰﾙﾄﾞ ｱﾝﾁｽｷｯﾄﾞ 96g ¥630 ¥690 11155011 ｸｲｯｸﾏｽｶｰ 150mmx35m ¥399 ¥440

37451430 ｴﾎﾟｷｼｶｰﾄﾘｯｼﾞ ﾊﾝﾄﾞｶﾞﾝ&ﾐｷｼﾝｸﾞﾁｯﾌﾟｾｯﾄ ¥6,890 ¥7,580 11155031 ｸｲｯｸﾏｽｶｰ 300mmx35m ¥411 ¥450

37451435 ｴﾎﾟｷｼﾐｷｼﾝｸﾞﾁｯﾌﾟ (12本入) ¥1,640 ¥1,800 11155051 ｸｲｯｸﾏｽｶｰ 550mmx35m ¥549 ¥600

2904902～ リークシール　各種 ¥1,800 ¥1,980 11156010 ｺﾛﾅﾏｽｶｰ 550mmx35m ¥399 ¥440

11171000 ｴﾎﾟｷｼｶｰﾄﾘｯｼﾞ 50ml 外壁用ｸﾞﾚｰ 5分 ¥980 ¥1,080 11156030 ｺﾛﾅﾏｽｶｰ 1,000mmx35m ¥600 ¥660

37451431 ｴﾎﾟｷｼｶｰﾄﾘｯｼﾞｸﾞﾙｰ 50ml ｸﾘｱｰ ¥1,160 ¥1,280 20030100 ZP4 ｼﾞｯﾌﾟﾎﾟｰﾙS1.2～3.15m 4本入収納ﾊﾞｯｸ･ｼﾞｯﾊﾟｰ2本･ﾌｯｸ付 ¥31,000 ¥34,100

37451433 ｴﾎﾟｷｼｶｰﾄﾘｯｼﾞﾊﾝﾄﾞｶﾞﾝ ¥5,700 ¥6,270 20030110 SLP4ｼﾞｯﾌﾟﾎﾟｰﾙM1.4～3.5m 4本入 収納ﾊﾞｯｸ･ｼﾞｯﾊﾟｰ2本･ﾌｯｸ付 ¥53,000 ¥58,300

20030120 LP6 ｼﾞｯﾌﾟﾎﾟｰﾙ M 1.4～3.5m 6本入 ¥56,000 ¥61,600

7400802～ クロスエイド　各種 ¥315 ¥350 20030130 KT20 ｼﾞｯﾌﾟﾎﾟｰﾙL1.6～6.0m 2本入 ¥29,000 ¥31,900

7400803～ クロスエイド　Big　各種 ¥475 ¥520 20030140 FR2ｼﾞｯﾌﾟｳｫｰﾙ ﾌｫｰﾑﾚｰﾙ2本入 121.92cm/Tｸﾘｯﾌﾟ 2個 ¥9,000 ¥9,900

74001066 クロス職人はがれ補修キット ¥1,050 ¥1,160 20030145 TC1N ｼﾞｯﾌﾟｳｫｰﾙ Tｸﾘｯﾌﾟ ﾌｫｰﾑﾚｰﾙ用 ¥1,500 ¥1,650

74007～ 穴うめ職人 各種 ¥399 ¥440 20030160 SDPKｼﾞｯﾌﾟｳｫｰﾙﾌｫｰﾑﾚｰﾙ&ｻｲﾄﾞ ｸﾗﾝﾌﾟ ｳｫｰﾙ 6本 ｻｲﾄﾞ6本 ﾊﾞｯｸ付 ¥30,500 ¥33,550

74007～ 穴うめ職人 ３本セット　各種 ¥693 ¥760

74001045 クロス職人　ローラー ¥560 ¥620 16124～ HBアクリルコーク 100ml　各種 ¥350 ¥390

74001071 クロス職人　ボンド ¥504 ¥550

7400200～ ｸﾛｽ職人 ﾏﾆｷｭｱﾀｲﾌﾟ/つや消し 各種 ¥546 ¥600 78300100 住まいのお手入れｾｯﾄ Aﾀｲﾌﾟ ¥3,000 ¥3,300

7700502～ クロスガード　各種 ¥400 ¥440 78300110 住まいのお手入れｾｯﾄ Bﾀｲﾌﾟ ¥3,400 ¥3,740

7700503～ クロスガード ダブル　各種 ¥740 ¥810 78300120 住まいのお手入れｾｯﾄ Cﾀｲﾌﾟ ¥4,400 ¥4,840

14040010 ｼﾘｺｰﾝｽﾌﾟﾚｰHB 180ml ¥580 ¥640

26315129 ｻｰﾌｪｽﾘﾍﾟｱ 15ml ¥2,000 ¥2,200

26315133 ﾋｰﾄﾘﾍﾟｱ 15ml ¥5,700 ¥6,270 21400010 ﾁｪｱﾏｯﾄ Ｓ 75×120 ¥10,500 ¥11,550

26305090 ｲﾝｸﾘﾑｰﾊﾞｰ 20ml ¥1,800 ¥1,980 21400020 ﾁｪｱﾏｯﾄ Ｍ 100×120 ¥12,600 ¥13,860

26315180 ﾀﾞﾌﾞﾙｱｸｼｮﾝｽﾎﾟﾝｼﾞ(5x12x3cm) ¥300 ¥330 21400030 ﾁｪｱﾏｯﾄ Ｌ 120×150 ¥17,850 ¥19,640

26305040 ﾚｻﾞｰｹｱｷｯﾄﾐﾆ　(100ml各1本) ¥3,400 ¥3,740

26315134 ﾚｻﾞｰｸﾞﾙｰWB 20ml ¥2,550 ¥2,810

◆マット

◆レザー/リペア・メンテナンス

◆ガレージ/リペア・メンテナンス ◆ウッド/養生

◆クロス/リペア・メンテナンス

◆ウッド/コーキング

◆住まいのお手入れキット・メンテナンス

※掲載の無い商品もございます。
※デザイン、仕様、色など予告なく変更または
販売中止や生産中止となる場合がございます。 3 / 3 ページ
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