
本体価格 ¥2,400 本体価格 ¥170 本体価格 ¥400 本体価格 ¥100

価格（税込） ¥2,640 価格（税込） ¥187 価格（税込） ¥440 価格（税込） ¥110
商品名 プラレール 商品名 Ｂ５じゆうちょう 商品名 A6ツインリングノート 商品名 ミニじゆうちょう

本体価格 ¥400 本体価格 ¥500 本体価格 ¥380 本体価格 ¥450

価格（税込） ¥440 価格（税込） ¥550 価格（税込） ¥418 価格（税込） ¥495
商品名 えんぴつセット 商品名 金蒔絵シール 商品名 ふせんＢ 商品名 一筆箋

本体価格 ¥300 本体価格 ¥250 本体価格 ¥250 本体価格 ¥200

価格（税込） ¥330 価格（税込） ¥275 価格（税込） ¥275 価格（税込） ¥220
商品名 GO!下敷き 商品名 GO!クリアファイルＡ 商品名 GO!クリアファイルＢ 商品名 GO!お祝い袋

本体価格 ¥450 本体価格 ¥450 本体価格 ¥1,000 本体価格 ¥400

価格（税込） ¥495 価格（税込） ¥495 価格（税込） ¥1,100 価格（税込） ¥440
商品名 GO!ボールペン 商品名 GO!シャープペンシル 商品名 GO!ペンケース 商品名 GO!缶バッジ

本体価格 ¥500 本体価格 ¥500 本体価格 本体価格

価格（税込） ¥550 価格（税込） ¥550 価格（税込） 価格（税込）

商品名 GO!マスキングテープＡ 商品名 GO!マスキングテープＢ 商品名 商品名



本体価格 ¥250 本体価格 ¥250 本体価格 本体価格

価格（税込） ¥275 価格（税込） ¥275 価格（税込） 価格（税込）

商品名 ふるさとクリアファイルA 商品名 ふるさとクリアファイルB 商品名 商品名

本体価格 ¥380 本体価格 ¥800 本体価格 ¥800 本体価格 ¥250

価格（税込） ¥418 価格（税込） ¥880 価格（税込） ¥880 価格（税込） ¥270
商品名 どら焼きぷにぷにマスコット鈴付 商品名 アクションシャープペン 商品名 アクションボールペン 商品名 どこでもドア消しゴム

本体価格 ¥1,400 本体価格 ¥1,400 本体価格 ¥980 本体価格 ¥1,380

価格（税込） ¥1,540 価格（税込） ¥1,540 価格（税込） ¥1,078 価格（税込） ¥1,518
商品名 シリコンポチ（ポケット）　 商品名 シリコンポチ（フェイス）　 商品名 がまぐちケース（ポケット） 商品名 プラがまぐち（フェイス）

本体価格 ¥600 本体価格 ¥600 本体価格 ¥580 本体価格 ¥580

価格（税込） ¥660 価格（税込） ¥660 価格（税込） ¥638 価格（税込） ¥638
商品名 メラミンカップ（イエロー） 商品名 メラミンカップ（ブルー） 商品名 キャラクター鈴（にっこり） 商品名 キャラクター鈴（大笑い）

本体価格 ¥100 本体価格 ¥1,200 本体価格 ¥2,980 本体価格 ¥650

価格（税込） ¥110 価格（税込） ¥1,320 価格（税込） ¥3,278 価格（税込） ¥715
商品名 ドライダー２ 商品名 クムクムパズル 商品名 ドラえもんバンク 商品名 お米ねんど　はじめてねんど



本体価格 ¥680 本体価格 ¥680 本体価格 ¥780 本体価格 ¥780

価格（税込） ¥748 価格（税込） ¥748 価格（税込） ¥858 価格（税込） ¥858
商品名 カードポーチボディ 商品名 カードポーチポケット 商品名 ミニラウンドポーチボディ 商品名 ミニラウンドポーチフェイス

本体価格 ¥600 本体価格 ¥600 本体価格 ¥380 本体価格 ¥380

価格（税込） ¥660 価格（税込） ¥660 価格（税込） ¥418 価格（税込） ¥418
商品名 塗り絵セレクション24節気 商品名 塗り絵セレクションBキャラ 商品名 バスボール　ひみつ道具 商品名 キッズ耳付きソックス

本体価格 ¥1,450 本体価格 ¥1,200 本体価格 本体価格 ¥550

価格（税込） ¥1,595 価格（税込） ¥1,320 価格（税込） 価格（税込） ¥605
商品名 ドラえもんのびのびパスケース 商品名 シリコンパスケース（どこでもドア) 商品名 商品名 ドラえもんminiペン

本体価格 本体価格 ¥500 本体価格 ¥500 本体価格

価格（税込） 価格（税込） ¥550 価格（税込） ¥550 価格（税込）

商品名 商品名 スマートエコバック　ミント 商品名 スマートエコバック　ﾗｲﾄﾌﾞﾙｰ 商品名

本体価格 ¥3,600 本体価格 ¥2,800 本体価格 ¥1,500 本体価格

価格（税込） ¥3,960 価格（税込） ¥3,080 価格（税込） ¥1,650 価格（税込）

商品名 ドラえもんぬいぐるみＬ 商品名 ドラえもんぬいぐるみＭ 商品名 ドラえもんぬいぐるみＳ 商品名

サイズ＝Ｈ31×Ｗ27×Ｄ23cｍ サイズ＝Ｈ24×Ｗ18×Ｄ16cｍ サイズ＝Ｈ16×Ｗ13×Ｄ10cｍ

サイズ＝Ｈ14×Ｗ14×Ｄ3.5cｍ

13～18㎝



本体価格 ¥3,600 本体価格 ¥3,200 本体価格 ¥1,500 本体価格

価格（税込） ¥3,960 価格（税込） ¥3,520 価格（税込） ¥1,650 価格（税込）

商品名 ドラミちゃんぬいぐるみＬ 商品名 ドラミちゃんぬいぐるみＭ 商品名 ドラミちゃんぬいぐるみＳ 商品名

サイズ＝Ｈ35×Ｗ27×Ｄ24cｍ サイズ＝Ｈ23×Ｗ18×Ｄ15cｍ サイズ＝Ｈ15×Ｗ12.5×Ｄ10cｍ


