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2020 年 4 月吉日 

 

お得意先様 各位 

商品取り扱い変更、廃番連絡、価格変更のお知らせ 

 
 

 

日頃より大変お世話になっております。 

平素は数多く弊社製品をご採用賜り誠にありがとうございます。 

この度 TOSHIN Planter vol.23 カタログより取り扱い変更、廃番連絡、価格変更がござい

ます。(プランターカタログに関する 2020 年 1 月～4 月の通達内容をまとめております) 

廃番時期は、2020 年 9 月末となります。 

お客様には大変ご迷惑とお手数をお掛け致しますが、何卒ご理解ご了承賜りますようお願

い申し上げます。 

今後とも変わらぬご愛顧の程よろしくお願い申し上げます。 

 

《 受注生産品→通常在庫品 》 

カタログページ 商品名 品番 価格 

P44 【受】石肌ﾌﾟﾚｰﾝ ｼﾙｷｰｸﾞﾚｰ SS-1035-SGR \18,000 

＊2020 年 4 月より受注生産品から通常在庫品へ 2 月通達済み 

 

《 廃番対象商品 》 

2020 年 9 月 30 日までの受注対応とさせて頂きます。 

 

TOSHIN Planter Vol．23 カタログ 廃番一覧表   

カタログ

ページ 

商品名 品番 価格 備考 

P32 ﾌﾟﾗﾝﾀｰｳｪｰﾌﾞ ﾎﾜｲﾄ WAV-440-WH ¥24,200  
 

P35 ﾃﾞｺﾛｯｸ ｼﾙｷｰｸﾞﾚｰ DR-440-SGR ¥24,200  

  CUB-1240-SGR ¥49,400  
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P35 ｷｭｰﾋﾞｯｸ ｼﾙｷｰｸﾞﾚｰ  CUB-1040-SGR ¥35,200  

CUB-840-SGR ¥30,800  

P38 ﾌﾟﾗﾝﾀｰﾗﾌｨｰﾉ ﾎﾜｲﾄ RAF-830-WH ¥24,000  

 

P40 

 

ｲﾝﾄﾞ砂岩 

IS-927 ¥22,600  

IS-827 ¥20,800  

SAG-440 ¥25,200  

 

 

 

 

P41 

 

 

 

 

【受注生産品】大型シリーズ 

全種 

GL-2950 ¥135,800  

GL-1595 ¥110,600  

GL-995 ¥66,600  

NGHS-2058 ¥170,000  

NGHS-1558 ¥138,200  

NGHS-958 ¥85,200  

NGAB-2058 ¥170,000  

NGAB-1558 ¥138,200  

NGAB-958 ¥85,200  

 

 

 

 

P44  

 

 

 

 

【受注色】石肌ﾌﾟﾚｰﾝ 

 ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ、ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 

SS-1035-DG ¥18,000  

SS-1035-DB ¥18,000  

SP-1040-DG ¥33,200  

SP-1040-DB ¥33,200  

SP-840-DG ¥28,600  

SP-840-DB ¥28,600  

SS-800-DG ¥13,200  

SS-800-DB ¥13,200  

SS-710-DG ¥12,000  

SS-710-DB ¥12,000  

 

 

 

P45 

 

 

 

【受注色】ﾀﾞﾝﾃﾞｨｽﾄﾗｲﾌﾟ 

 ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ、ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 

DS-1240T-DG ¥49,400  

DS-1240T-DB ¥49,400  

DS-1040T-DG ¥35,200  

DS-1040T-DB ¥35,200  

DS-840T-DG ¥30,800  

DS-840T-DB ¥30,800  

DS-440T-DG ¥24,200  

DS-440T-DB ¥24,200  

P46 【受注生産品】石材調  

M 型 1200 

GMBS-1200 ¥82,200  

P51 【受注色】ｽｶｲｶﾞｰﾃﾞﾝ ﾌﾞﾗｯｸ NSG-900-BK ¥14,000  

P56-57 受注生産品】フォルティナル

ーバープランター 

FOL-9080-OK-

WH 

¥650,000  



3 
 

【受注生産品】フォルティナ

ルーバープランター 

FOL-9080-OK-

BK 

¥650,000  

 

 

 

 

 

 

 

 

P66-67 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRP 雨水貯め型 角、丸 

ｼﾙｷｰｸﾞﾚｰ  

【受注色】ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ、ﾀﾞｰｸﾌﾞ

ﾗｳﾝ 

NHCT-1240-SGR ¥58,200  

NHCT-1040-SGR ¥48,400  

NHCT-940-SGR ¥44,000  

NHCT-840-SGR ¥40,600  

HCMT-1000-SGR ¥79,200  

HCMT-800-SGR ¥66,000  

NHCT-1240-DG ¥58,200  

NHCT-1240-DB ¥58,200  

NHCT-1040-DG ¥48,400  

NHCT-1040-DB ¥48,400  

NHCT-940-DG ¥44,000  

NHCT-940-DB ¥44,000  

NHCT-840-DG ¥40,600  

NHCT-840-DB ¥40,600  

HCMT-1000-DG ¥79,200  

HCMT-1000-DB ¥79,200  

HCMT-800-DG ¥66,000  

HCMT-800-DB ¥66,000  

 

 

 

P69 

 

 

 

FRP ﾓｸﾒ 450 ﾊｲ/ﾐﾄﾞﾙ/ﾛｰ 

【色】ﾎﾜｲﾄ、ﾌﾞﾗｯｸ 

WD-450H-WH ¥71,400  

WD-450H-BK ¥71,400  

WD-450M-WH ¥63,800  

WD-450M-BK ¥63,800  

WD-450L-WH ¥33,000  

WD-450L-BK ¥33,000  

P107 【受注生産品】 

キッチンガーデン 

KGN-9090 ¥36,000  

KGN-9050 ¥31,400  

インポート商品 

カタログ

ページ 

商品名 品番 価格 新価格 5 月 15

日より 

P70 バンドゥ・ライト LBND-1200 ¥300,000  ¥330,000  

P70 ビアンカ・ライト LBIC-1200 ¥130,000  ¥185,000  

 

P71 

 

ムーン・ライト 

LMON-600 \48,000 価格変更なし 

在庫限り  

LMON-500 \40,000 価格変更なし 

在庫限り  
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LMON-400 \32,000 価格変更なし 

在庫限り  

LMON-stand \22,000 価格変更なし 

在庫限り  

 

 

 

P72 

カミーノ・ライト LCMI-1500 ¥98,000  ¥127,000  

LCMI-1200 ¥85,000  ¥118,000  

アペルト・ライト LAPE-1000 ¥73,000  ¥94,000  

LAPE-700 ¥48,000  ¥54,000  

ヴィーゴ・ライト LVAG-600 ¥50,000  ¥82,000  

 

 

P76 

 

 

ピアット・モダン全 12 品番 

MPIA-360-□□ ¥88,000  ¥88,000  

MPIA-240-□□ ¥36,500  ¥36,500  

MPIA-180-□□ ¥22,000  ¥22,000  

MPIA-150-□□ ¥14,000  ¥14,000  

 

 

 

 

P77 

 

 

アキュート カリーノ・モダ

ン全 6 品番 

MACU-CA500-□

□ 

\60,000 価格変更なし 

在庫限り  

MACU-CA400-□

□ 

\53,000 価格変更なし 

在庫限り  

MACU-CA300-□

□ 

\37,000 価格変更なし 

在庫限り  

アキュート・アルトモダン 

 全 2 品番 

MACU-700-□□ ¥60,000  ¥77,000  

アキュート モンタンテ・モ

ダン全 2 品番 

MACU-1000-□

□ 

¥90,000  ¥129,000  

 

 

 

 

 

 

 

P79 

 

 

 

カルモ・モダン全 10 品番 

MCAL-700-□□ ¥70,000  ¥84,000  

MCAL-600-□□ ¥58,000  ¥64,000  

MCAL-500-□□ ¥48,000  ¥51,000  

MCAL-400-□□ \38,000 価格変更なし 

在庫限り  

MCAL-340-□□ \30,000 価格変更なし 

在庫限り  

 

 

エレガンザ・モダン全 8 品番 

MELG-750-□□ ¥160,000  ¥210,000  

MELG-1000-□

□ 

¥115,000  ¥120,000  

MELG-500-□□ ¥100,000  価格変更なし 
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MELG-330-□□ ¥70,000  価格変更なし 

P81 

 

ブリティッシュ 

モルタ・ナチュラル 

NBMR-230 \4,000 価格変更なし 

在庫限り 

 

P82 

レグノ 

クーボ・ナチュラル 

NLCU-400 \15,000 価格変更なし 

在庫限り 

NLPI-540 \15,000 価格変更なし 

在庫限り 

NLPI-650 \20,000 価格変更なし 

在庫限り 

 

 

 

P82 

 

マカロン・ナチュラル  

茶、アイボリー 

全 8 品番 

NMAC-700-□□ ¥38,000  ¥57,000  

NMAC-600-□□ ¥22,000  ¥38,000  

NMAC-500-□□ ¥18,000  ¥28,000  

NMAC-400-□□ ¥13,000  ¥21,000  

 

 

 

P83 

バンドゥ・ナチュラル NBAN-200 ¥210,000  ¥238,000  

 

ビスコッティ・ナチュラル 

全８品番 

NBIS-590-□□ ¥23,000  ¥37,000  

NBIS-480-□□ ¥18,000  ¥28,000  

NBIS-440-□□ ¥15,000  ¥24,000  

NBIS-385-□□ ¥13,000  ¥21,000  

P85 アンティコ ソンノ・クラシ

カル 全 4 品番 

CASO-420-□□ ¥32,000  ¥48,000  

CASO-320-□□ ¥22,000  ¥33,000  

P90 噴水 リッコ FRIC \798,000 価格変更なし 

在庫限り  

P91 噴水 セリーナ FSRN \210,000 価格変更なし 

在庫限り  

噴水 オルトナ・コロッサ OC2009 \320,000 価格変更なし 

在庫限り  

 

《 価格変更商品 》 

＊2020 年 4 月より実施 2 月通達済み 

以下の商品は継続商品となります。 

カタログ

ページ 

商品名 品番 旧価格 新価格 4 月

より 

P80 ノッテ 

クーボ・ナチュラル 

NNKB-600 \34,000 \36,000 



6 
 

 

P81 ブリティッシュ 

モルタ・ナチュラル 

NBMR-500 \16,000 \18,000 

NBMR-410 \12,000 \13,000 

 

P81 

ブリティッシュ 

クーボ・ナチュラル 

NBCU-560 \30,000 \34,000 

NBCU-470 \20,000 \25,000 

NBCU-390 \12,000 \16,000 

P81 ブリティッシュ 

ソンノ・ナチュラル 

NBSN-800 \20,000 \22,000 

P84  

センプリッチェ・クラシカル 

CSEM-430 \30,000 \38,000 

CSEM-380 \15,000 \16,000 

CSEM-360 \18,000 \24,000 

 

 

問い合わせ先： 


