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The・Roots Part.33価格改定リスト
The・Roots Part.33掲載の下記商品は、2023年1月1日受注分より、新希望小売価格に改定いたします。

ご了承お願い申し上げます。

2022年12月1日 表示価格はすべて消費税が含まれておりません

3 本曲録用座布団 縞柄蔦牡丹唐草 0491-0000 ￥8,000 ￥9,200
曲録掛 縞柄蔦牡丹唐草 0490-2000 ￥36,000 ￥40,000

7 拝敷 縞柄蔦牡丹唐草 4400-4110 ￥62,000 ￥66,000
座褥 縞柄蔦牡丹唐草 4400-4010 ￥100,000 ￥112,000

19 本堂用お詣り椅子【R】専用台車 0791-0001 ￥39,000 ￥48,000
24 本堂用お詣り椅子【AL】 AL-260 0610-2600 ￥14,600 ￥17,600

AL-260 / 5脚入り 0610-2610 ￥71,000 ￥86,000
AL-350 0610-3500 ￥15,600 ￥18,800
AL-350 / 5脚入り 0610-3510 ￥75,000 ￥92,000

肘付本堂用お詣り椅子【AL】 AL-260E 0611-2600 ￥15,400 ￥18,600
AL-260E / 4脚入り 0611-2610 ￥60,000 ￥72,800
AL-300E 0611-3000 ￥15,800 ￥19,000
AL-300E / 4脚入り 0611-3010 ￥61,600 ￥74,400
AL-350E 0611-3500 ￥16,200 ￥19,600
AL-350E / 4脚入り 0611-3510 ￥63,200 ￥76,800

本堂用お詣り椅子【SH】 SH-260 0600-2600 ￥12,000 ￥14,400
SH-260 / 5脚入り 0600-2610 ￥58,000 ￥70,000
SH-300 0600-3000 ￥12,600 ￥15,200
SH-300 / 5脚入り 0600-3010 ￥61,000 ￥74,000
SH-350 0600-3500 ￥13,000 ￥15,600
SH-350 / 5脚入り 0600-3510 ￥63,000 ￥76,000
SH-420 0600-4200 ￥13,800 ￥16,600
SH-420 / 4脚入り 0600-4210 ￥53,600 ￥64,800

肘付本堂用お詣り椅子【SH】 SH-300E 0602-3000 ￥13,800 ￥16,600
SH-300E / 4脚入り 0602-4200 ￥53,600 ￥64,800
SH-420E 0602-3010 ￥15,000 ￥18,000
SH-420E / 4脚入り 0602-4210 ￥58,400 ￥70,400

25 折畳パイプ椅子 ブルー / 4脚入り 0590-0100 ￥21,000 ￥32,000
ブラウン / 4脚入り 0590-0200 ￥21,000 ￥32,000

パイプ椅子 0603-2600 ￥9,800 ￥11,800
30 座卓兼用型テーブル 6尺 / 黒塗面朱 2411-4570 ￥56,000 ￥68,000

折りたたみテーブル 6尺 / チーク色 7450-0100 ￥17,600 ￥27,000
6尺 / ホワイト 7450-0200 ￥17,600 ￥27,000

40 施餓鬼壇 四十九院型 3.5尺 / 春慶風塗 3102-3500 ￥730,000 ￥900,000
4尺 / 春慶風塗 3102-4000 ￥756,000 ￥940,000
4.5尺 / 春慶風塗 3102-4500 ￥810,000 ￥1,000,000
5尺 / 春慶風塗 3102-5000 ￥836,000 ￥1,040,000

41 灌仏盤 5321-0800 ￥25,800 ￥39,000

頁 商品名 商品番号 旧希望小売価格 新希望小売価格



The・Roots Part.33掲載の下記商品は、2023年1月1日受注分より、新希望小売価格に改定いたします。

ご了承お願い申し上げます。

2022年12月1日 表示価格はすべて消費税が含まれておりません

The・Roots Part.33価格改定リスト

頁 商品名 商品番号 旧希望小売価格 新希望小売価格

2

The・Roots Part.33掲載の下記商品は、2023年1月1日受注分より、新希望小売価格に改定いたします。

ご了承お願い申し上げます。

2022年12月1日 表示価格はすべて消費税が含まれておりません

頁 商品名 商品番号 旧希望小売価格 新希望小売価格
50 額受金具（1対 / ビス付） 金メッキ仕上 / No.2 3561-0200 ￥30,400 ￥37,000

黒色焼付塗装 / No.2 3562-0200 ￥26,600 ￥31,000
金メッキ仕上 / No.3 3561-0300 ￥33,400 ￥41,000
黒色焼付塗装 / No.3 3562-0300 ￥29,600 ￥34,000
金メッキ仕上 / No.4 3561-0400 ￥36,400 ￥45,000
黒色焼付塗装 / No.4 3562-0400 ￥31,600 ￥36,000
金メッキ仕上 / No.5 3561-0500 ￥43,400 ￥53,000
黒色焼付塗装 / No.5 3562-0500 ￥37,600 ￥44,000
金メッキ仕上 / No.6 3561-0600 ￥48,800 ￥60,000
黒色焼付塗装 / No.6 3562-0600 ￥41,600 ￥49,000
金メッキ仕上 / 特大 3561-0700 ￥84,400 ￥99,000
黒色焼付塗装 / 特大 3562-0700 ￥70,800 ￥81,000

61 華篭（宝相華） 8寸 5301-8000 ￥35,200 ￥50,000
華篭用三色紐 人絹 5308-0100 ￥5,200 ￥6,200

正絹 5308-0200 ￥10,600 ￥12,800
網代笠 5002-0100 ￥32,000 ￥42,000

シブ塗 5002-0110 ￥36,000 ￥48,000
64 箱型中啓入れ 金茶柄 5090-0020 ￥12,600 ￥14,000

鉄地柄 5090-0021 ￥12,600 ￥14,000
68 六角タタミ台 3寸 4100-0300 ￥820 ￥860

3.5寸 4100-0350 ￥940 ￥1,000
4寸 4100-0400 ￥1,080 ￥1,140
4.5寸 4100-0450 ￥1,200 ￥1,300
5寸 4100-0500 ￥1,380 ￥1,500
5.5寸 4100-0550 ￥1,900 ￥2,060
6寸 4100-0600 ￥2,080 ￥2,280
6.5寸 4100-0650 ￥2,300 ￥2,460
7寸 4100-0700 ￥2,700 ￥2,760
8寸 4100-0800 ￥4,500 ￥5,040
9寸 4100-0900 ￥5,600 ￥6,300
1尺 4100-1000 ￥8,000 ￥8,780

杢魚・鏧子掛 68×68cm / 縞柄蔦牡丹唐草 3799-0000 ￥13,000 ￥15,800
70 妙鉢 重目 半双（人絹朱紐ヘタ

付）
7寸 3700-0700 ￥71,200 ￥74,000
8寸 3700-0800 ￥79,400 ￥82,000
9寸 3700-0900 ￥98,400 ￥102,000
1尺 3700-1000 ￥108,400 ￥114,000
1.1尺 3700-1100 ￥116,200 ￥122,000
1.2尺 3700-1200 ￥136,200 ￥142,000
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70 銅鑼 重目（人絹朱紐付） 8寸 3710-0800 ￥43,400 ￥44,000
9寸 3710-0900 ￥47,400 ￥48,000
1尺 3710-1000 ￥54,800 ￥56,000
1.1尺 3710-1100 ￥64,400 ￥66,000
1.2尺 3710-1200 ￥79,000 ￥82,000
1.3尺 3710-1300 ￥91,400 ￥94,000

72 極上印金セット 2.3寸 3731-2300 ￥35,200 ￥50,000
2.5寸 3731-2500 ￥40,600 ￥52,000
2.8寸 / あまい低音 3731-2810 ￥44,600 ￥58,000
2.8寸 / かたい高音 3731-2820 ￥44,600 ￥58,000
3寸 / あまい低音 3731-3010 ￥49,200 ￥62,000
3寸 / かたい高音 3731-3020 ￥49,200 ￥62,000
3.5寸 / あまい低音 3731-3510 ￥63,600 ￥78,000
3.5寸 / かたい高音 3731-3520 ￥63,600 ￥78,000

印金セット 2.3寸 3730-2301 ￥17,800 ￥23,000
2.5寸 3730-2501 ￥18,800 ￥25,000
2.8寸 / 低音 3730-2812 ￥20,600 ￥28,000
2.8寸 / 高音 3730-2822 ￥20,600 ￥28,000
3寸 3730-3001 ￥23,600 ￥31,000

73 印金杢魚セット用金襴袋 3771-0900 ￥1,800 ￥2,100
路念佛セット 5.5寸（倍7寸） 4085-5500 ￥82,000 ￥106,000

7寸（倍8寸） 4085-7000 ￥122,000 ￥156,000
版木 3790-0100 ￥70,000 ￥103,000

74 銀鈴（スタンド型印金） 1.8寸 3760-1801 ￥11,200 ￥12,200
2寸 3760-2001 ￥12,000 ￥12,600
2.3寸 3760-2301 ￥13,000 ￥13,600
2.5寸 3760-2501 ￥14,000 ￥14,600

銀鈴 PART Ⅱ（スタンド型印
金）

1.8寸 3761-1801 ￥15,400 ￥17,200
2寸 3761-2001 ￥16,400 ￥18,200

銀鈴用金襴袋 3761-0100 ￥1,960 ￥2,200
ポケット印金【Hibiki】　1.5寸 グリーン 3768-3150 ￥13,000 ￥13,400

レッド 3768-3152 ￥13,000 ￥13,400
ブラック 3768-3151 ￥13,000 ￥13,400

80 角香炉　幅6寸 黒檀 2527-0600 ￥24,400 ￥31,000
紫檀 2528-0600 ￥24,400 ￥31,000

角香炉　幅7寸 黒檀 2527-0700 ￥28,400 ￥36,000
紫檀 2528-0700 ￥28,400 ￥36,000

角香炉　幅8寸 黒檀 2527-0800 ￥32,800 ￥42,000
紫檀 2528-0800 ￥32,800 ￥42,000
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81 ルーツ型廻し香炉セット 黒檀 2501-0300 ￥41,600 ￥51,000
紫檀 2501-0400 ￥41,600 ￥51,000

電気角香炉 黒塗面金塗 2680-0100 ￥50,000 ￥58,000
朱塗面金塗 2680-0200 ￥50,000 ￥58,000
栓 2680-0300 ￥48,000 ￥60,000

83 電気木上香炉 4.5寸 / 京色 2681-4500 ￥35,000 ￥42,000
4.5寸 / 磨き 2682-4500 ￥34,400 ￥40,000
5寸 / 京色 2681-5000 ￥39,000 ￥46,000
5寸 / 磨き 2682-5000 ￥38,600 ￥44,000
6寸 / 京色 2681-6000 ￥47,000 ￥60,000
6寸 / 磨き 2682-6000 ￥46,600 ￥58,000
7寸 / 京色 2681-7000 ￥67,000 ￥84,000
7寸 / 磨き 2682-7000 ￥66,600 ￥82,000
8寸 / 京色 2681-8000 ￥91,000 ￥110,000
8寸 / 磨き 2682-8000 ￥90,000 ￥106,000

86 蓮華型柄香炉 5380-0300 ￥34,000 ￥39,000
87 蓋付角香炉　5寸 黒檀 2622-0100 ￥26,800 ￥34,000

紫檀 2622-0200 ￥26,800 ￥34,000
欅調色 2622-0300 ￥18,000 ￥23,000

携帯用香炉　5寸 黒檀 2621-0100 ￥24,800 ￥31,600
紫檀 2621-0200 ￥24,800 ￥31,600
欅調色 2621-0300 ￥16,800 ￥21,000

唐草彫 豆柄香炉 朱 5380-1900 ￥12,600 ￥14,000
黒 5380-1901 ￥12,600 ￥14,000

91 わたしの香合 1.8寸 / 欅スリ漆 5510-0100 ￥6,200 ￥7,000
わたしの香合セット 5510-1100 ￥7,900 ￥8,800
わたしの香合専用金襴袋 5510-1000 ￥1,500 ￥1,780
香合用金襴袋 鉄地春日 5591-2700 ￥1,800 ￥2,200

白茶 5591-2701 ￥1,800 ￥2,200
96 仏器差し ロング 黒塗 4860-1000 ￥1,560 ￥2,100

仏器差し 4860-0000 ￥900 ￥1,240
98 ステッキ（籐製） 4680-2000 ￥14,000 ￥19,200
99 玄関スツール（籐製） ロータイプ 4680-1000 ￥12,600 ￥17,000

100 衝立【麻】 3連 4651-0550 ￥48,000 ￥54,000
101 総桐整理箪笥 10段 4450-0000 ￥406,000 ￥454,000

総桐箪笥 12段 / 金引手 4450-4000 ￥226,000 ￥274,000
12段 / 黒引手 4450-5000 ￥226,000 ￥268,000

102 四ツ目塗文庫 7053-0000 ￥3,000 ￥3,600
四ツ目塗半紙文庫（引出し付） 7054-0000 ￥7,400 ￥8,800
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105 帆布製法衣カバン 生ナリ 5412-0010 ￥29,800 ￥32,800
アイスグレー 5412-0020 ￥29,800 ￥32,800

108 ぞうり【白サンド】 M / 24cm 〜 24.5cm 6801-1001 ￥2,900 ￥2,940
L / 25cm 〜 26cm 6801-1002 ￥2,940 ￥3,000
LL / 27cm 〜 28cm 6801-1003 ￥3,300 ￥3,400
3L / 28.5cm 〜 29cm 6801-1004 ￥3,700 ￥4,000
4L / 30cm 6801-1005 ￥3,800 ￥4,200

ぞうり【雲水】　カバーなし M / 23.5cm 6801-0001 ￥4,600 ￥5,200
L / 25.0cm 6801-0002 ￥4,800 ￥5,400
LL / 26.5cm 6801-0003 ￥6,500 ￥6,600
3L / 28.5cm 6801-0004 ￥6,800 ￥7,200

ぞうり【雲水】　カバー付 M / 23.5cm 6801-0201 ￥5,200 ￥6,400
L / 25.0cm 6801-0202 ￥5,400 ￥6,600
LL / 26.5cm 6801-0203 ￥6,600 ￥7,200
3L / 28.5cm 6801-0204 ￥7,200 ￥8,000

ぞうり【右近ウレタン】 M / 23.5cm 6801-0101 ￥4,500 ￥4,800
L / 25.0cm 6801-0102 ￥4,700 ￥5,000
LL / 26.5cm 6801-0103 ￥5,200 ￥5,400
3L / 28.5cm 6801-0104 ￥5,900 ￥6,200

109 和尚さんだる　25.0 〜 26.5cm 天：若竹 / 鼻緒：カーキ 6860-0005 ￥5,000 ￥5,400
天：若竹 / 鼻緒：白 6860-0015 ￥5,000 ￥5,400
天：藍色 / 鼻緒：紺 6860-0105 ￥5,000 ￥5,400
天：藍色 / 鼻緒：白 6860-0115 ￥5,000 ￥5,400

和尚さんだる　26.5 〜 28.0cm 天：若竹 / 鼻緒：カーキ 6860-0006 ￥5,000 ￥5,400
天：若竹 / 鼻緒：白 6860-0016 ￥5,000 ￥5,400
天：藍色 / 緒：紺 6860-0106 ￥5,000 ￥5,400
天：藍色 / 鼻緒：白 6860-0116 ￥5,000 ￥5,400

はなぞうり 天：紫、鼻緒：マスタード 6860-1004 ￥4,500 ￥4,800
111 ビニール傘（10本入） 4619-0010 ￥15,000 ￥16,500
112 後飾祭壇 2350-0010 ￥29,000 ￥34,000
113 御剃刀 紫房 5310-0010 ￥8,800 ￥9,400

白房 5310-0020 ￥8,800 ￥9,400
赤房 5310-0030 ￥8,800 ￥9,400

122 三つ折り本尊 小 / 浄土真宗・西 6941-0001 ￥4,000 ￥4,800
小 / 浄土真宗・東 6941-0002 ￥4,000 ￥4,800
小 / 浄土宗 6941-0003 ￥4,000 ￥4,800
小 / 真言宗 6941-0004 ￥4,000 ￥4,800
小 / 曹洞宗 6941-0005 ￥4,000 ￥4,800
小 / 臨済宗 6941-0006 ￥4,000 ￥4,800
小 / 法華宗 6941-0007 ￥4,000 ￥4,800
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122 三つ折り本尊 小 / 天台宗 6941-0008 ￥4,000 ￥4,800
中 / 浄土真宗・西 6941-0101 ￥7,800 ￥9,200
中 / 浄土真宗・東 6941-0102 ￥7,800 ￥9,200
中 / 浄土宗 6941-0103 ￥7,800 ￥9,200
中 / 真言宗 6941-0104 ￥7,800 ￥9,200
中 / 曹洞宗 6941-0105 ￥7,800 ￥9,200
中 / 臨済宗 6941-0106 ￥7,800 ￥9,200
中 / 法華宗 6941-0107 ￥7,800 ￥9,200
中 / 天台宗 6941-0108 ￥7,800 ￥9,200

123 灰ならし・灯明消しセット 2790-0300 ￥2,600 ￥2,800
124 宗派紋入りうちわ 青 / 下り藤 7040-2010 ￥1,060 ￥1,180

青 / 八ツ藤 7040-2011 ￥1,060 ￥1,180
青 / 月影杏葉 7040-2012 ￥1,060 ￥1,180
青 / 両山紋 7040-2013 ￥1,060 ￥1,180
青 / 井桁橘 7040-2014 ￥1,060 ￥1,180
青 / 桔梗 7040-2015 ￥1,060 ￥1,180
青 / 桐巴 7040-2016 ￥1,060 ￥1,180
青 / 輪違い 7040-2017 ￥1,060 ￥1,180
赤 / 下り藤 7040-2030 ￥1,060 ￥1,180
赤 / 八ツ藤 7040-2031 ￥1,060 ￥1,180
赤 / 月影杏葉 7040-2032 ￥1,060 ￥1,180
赤 / 両山紋 7040-2033 ￥1,060 ￥1,180
赤 / 井桁橘 7040-2034 ￥1,060 ￥1,180

124 宗派紋入りうちわ 赤 / 桔梗 7040-2035 ￥1,060 ￥1,180
赤 / 桐巴 7040-2036 ￥1,060 ￥1,180
赤 / 輪違い 7040-2037 ￥1,060 ￥1,180

126 ちりめん京菓子 桜餅 7130-0100 ￥1,100 ￥1,160
柏餅 7130-0200 ￥1,100 ￥1,160
秋明菊 7130-0300 ￥1,100 ￥1,160
紅梅 7130-0400 ￥1,100 ￥1,160
花うつし 7130-0500 ￥1,100 ￥1,160
涼美 7130-0600 ￥1,100 ￥1,160
野山 7130-0700 ￥1,100 ￥1,160
豆大福 7130-0800 ￥1,100 ￥1,160

132 ちょこっと座椅子 ロータイプ 1330-0000 ￥17,800 ￥22,000
仏前金襴座椅子 紫 1332-0000 ￥14,200 ￥19,000
籐製回転椅子 ミドルハイタイプ 1331-0000 ￥38,800 ￥52,000
金襴思いやり座椅子 ロータイプ 1333-0600 ￥29,200 ￥34,000

ハイタイプ 1333-0700 ￥34,600 ￥41,000
便利座椅子 1333-1100 ￥29,200 ￥35,000



The・Roots Part.33掲載の下記商品は、2023年1月1日受注分より、新希望小売価格に改定いたします。

ご了承お願い申し上げます。

2022年12月1日 表示価格はすべて消費税が含まれておりません

The・Roots Part.33価格改定リスト

頁 商品名 商品番号 旧希望小売価格 新希望小売価格

7

133 正座椅子【えくぼ】（３段式） 黒金 1300-3112 ￥5,600 ￥6,600
赤金 1300-3113 ￥5,600 ￥6,600

ワンタッチらくらく椅子（３段
式)

黒金 1300-0101 ￥4,800 ￥5,400
赤金 1300-0201 ￥4,800 ￥5,400

139 PC万寿盆・両山紋入　1尺 梨地塗内黒渕金 5950-2100 ￥2,400 ￥2,800
140 木質丸盆 8寸 / 春慶塗 5980-0800 ￥1,540 ￥1,620

1尺 / 春慶塗 5980-1000 ￥2,000 ￥2,120
木質白梅盆 8.5寸 / 黒塗内朱 5981-0800 ￥1,700 ￥1,800

1尺 / 黒塗内朱 5981-1000 ￥2,100 ￥2,200
141 木質ねじ梅皿　5寸 タメ塗 7013-0005 ￥1,000 ￥1,100

木質梅皿　7寸 タメ塗 7014-0700 ￥1,400 ￥1,500
木質菊皿　7寸 タメ塗 7015-0700 ￥1,400 ￥1,500

156 小物入れポーチ【小坊主くん】 生ナリ 7029-4060 ￥4,000 ￥4,600
金茶 7029-4061 ￥4,000 ￥4,600

小物入れポーチ【感謝地蔵】 若草色 7029-2260 ￥3,000 ￥3,500
水色 7029-2261 ￥3,000 ￥3,500

157 ショルダーバッグ【小坊主く
ん】

金茶 7029-4050 ￥3,000 ￥3,900
こげ茶 7029-4051 ￥3,000 ￥3,900

162 朱肉入れ【感謝地蔵】 小 / 黒塗 7029-2203 ￥2,700 ￥3,100
大 / 黒塗 7029-2204 ￥4,100 ￥4,800

165 和菓匠菴「ほまれ」和三盆糖か
すてぃら

プレーン  / 1本 / Y125-012 7200-0101 ￥1,100 ￥1,250
抹茶 / 1本 / Y125-024 7200-0102 ￥1,100 ￥1,250

和菓匠菴「ほまれ」和三盆糖か
すてぃら御詰合せ

T121-044 7200-0008 ￥2,100 ￥2,300
T122-012 7200-0120 ￥3,200 ￥3,500
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The・Roots Part.33価格改定リスト

18 背高丸型回転式講話椅子【R-607】 0742-1001 ￥22,000 ￥26,000
86 携帯用二段式丸香炉 2.5寸 / 欅 2620-0001 ￥11,600 ￥15,000

2.5寸 / 黒（スリ漆） 2620-0010 ￥13,000 ￥15,600
2.5寸 / 赤（スリ漆） 2620-0020 ￥13,000 ￥15,600

携帯用二段式丸香炉セット 2.5寸 / 欅 2620-1101 ￥14,000 ￥17,400
2.5寸 / 黒（スリ漆） 2620-1110 ￥15,400 ￥18,000
2.5寸 / 赤（スリ漆） 2620-1120 ￥15,400 ￥18,000

119 PC広口野花立（オトシ付） 小 6001-1100 ￥190 ￥220
大 6001-1200 ￥210 ￥240

PC野花立専用オトシ 6000-0000 ￥50 ￥60
PC野花立 小 6000-0100 ￥120 ￥140

大 6000-0200 ￥140 ￥160
124 便利クリップ シルバー 6528-0100 ￥6,400 ￥7,600

金メッキ 6528-0200 ￥7,800 ￥9,200
131 ルーツライト（12V）ナツメ球パック（2W） 6412-0000 ￥300 ￥340

ルーツライト（12V）リン灯球パック（1.32W） 6410-0000 ￥260 ￥270
ルーツライト（12V）ローソク球パック（2W） 6411-0000 ￥460 ￥500

136 仏壇クリーナー 210ml 6234-0000 ￥1,000 ￥1,160
137 ピカールキレー 150ml 6230-0000 ￥1,600 ￥2,010
144 小皿5枚セット【engi紋】 染付 7017-0221 ￥3,360 ￥3,800

レリーフ 7017-0222 ￥3,360 ￥3,800
146 神楽 たる型カップペア 7018-1000 ￥2,500 ￥2,900
150 写経用紙セット【般若心経】 0950-1000 ￥2,100 ￥2,500

写経用紙セット【正信偈】 0950-1200 ￥2,100 ￥2,500
写経用紙セット【延命十句観音経】 0950-1100 ￥1,800 ￥2,100

155 西陣織の布香合 美人唐草・黄銅 7080-2301 ￥2,800 ￥3,000
桜・パープル 7080-2302 ￥2,800 ￥3,000
七宝・ベージュ 7080-2303 ￥2,800 ￥3,000
さや形・アプリコット 7080-2304 ￥2,800 ￥3,000
さや形・カーキ 7080-2305 ￥2,800 ￥3,000
宝づくし・ピンク 7080-2306 ￥2,800 ￥3,000
宝づくし・ネイビー 7080-2307 ￥2,800 ￥3,000

The・Roots Part.33掲載の下記商品は、2022年12月1日受注分より、新希望小売価格に改定いたします。

ご了承お願い申し上げます。

2022年10月31日 表示価格はすべて消費税が含まれておりません

頁 商品名 商品番号 旧希望小売価格 新希望小売価格
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The・Roots Part.33価格改定リスト

157 和柄エコバッグ サクラ　黒 7120-8120 ￥600 ￥750
ひなげし 7120-8121 ￥600 ￥750
花筐椿 7120-8122 ￥600 ￥750
こんぺいとう 7120-8123 ￥600 ￥750
桜 7120-8124 ￥600 ￥750

62 雲水用応量器（6点組） 黒漆塗 5000-0401 ￥27,000 ￥34,000
持鉢 黒漆塗 5000-0501 ￥11,000 ￥16,000

73 印金杢魚セット 極上品 3770-0200 ￥47,000 ￥57,000
リン棒収納式印金杢魚セット 極上品 3772-0200 ￥52,000 ￥62,000

112 後飾祭壇 2350-0010 ￥29,000 ￥31,000 →
￥34,000

(2022/12/1 日再改定 )
127 モダン御供物台 3寸 / 桜オーク 4893-0030 ￥5,000 ￥7,800

3寸 / 桜ウォールナット 4893-0130 ￥5,000 ￥7,800
3寸 / 梅オーク 4893-0230 ￥5,000 ￥7,800
3寸 / 梅ウォールナット 4893-0330 ￥5,000 ￥7,800
3.5寸 / 桜オーク 4893-0035 ￥5,400 ￥8,600
3.5寸 / 桜ウォールナット 4893-0135 ￥5,400 ￥8,600
3.5寸 / 梅オーク 4893-0235 ￥5,400 ￥8,600
3.5寸 / 梅ウォールナット 4893-0335 ￥5,400 ￥8,600

The・Roots Part.33掲載の下記商品は、2022年11月1日受注分より、新希望小売価格に改定いたします。

ご了承お願い申し上げます。

2022年10月11日

2022年10月04日

表示価格はすべて消費税が含まれておりません

表示価格はすべて消費税が含まれておりません

頁 商品名 商品番号 旧希望小売価格 新希望小売価格

頁 商品名 商品番号 旧希望小売価格 新希望小売価格
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The・Roots Part.33価格改定リスト

16 外陣香炉卓用下台 1.4尺用 3011-1400 ￥159,000 ￥164,000
1.6尺用 3011-1600 ￥174,000 ￥180,000
1.8尺用 3011-1800 ￥185,000 ￥190,000
2尺用 3011-2000 ￥204,000 ￥214,000

26 胡床（い草） エンジ 6600-2100 ￥13,600 ￥16,000
ベージュ 6600-2200 ￥13,600 ￥16,000

胡床 黒塗紫布 6600-0100 ￥10,800 ￥13,200
白木白布 6600-0200 ￥8,400 ￥10,800

27 背高二月堂机 PART Ⅱ 6尺 / 黒塗面朱 1911-0600 ￥66,000 ￥72,000
32 一人用机【R-41】 黒塗面朱 7400-0400 ￥40,000 ￥43,000

写経机 黒塗面朱 / R-32 0932-0000 ￥24,000 ￥26,000
33 新二月堂机　金具なし 2尺 / 黒塗面朱 1900-2001 ￥14,800 ￥17,000

2.5尺 / 黒塗面朱 1900-2501 ￥16,400 ￥18,600
3尺 / 黒塗面朱 1900-3001 ￥24,600 ￥27,400
3.5尺 / 黒塗面朱 1900-3501 ￥26,000 ￥30,000

新二月堂机　金具付 2尺 / 黒塗面朱 1901-2001 ￥18,600 ￥20,400
2.5尺 / 黒塗面朱 1901-2501 ￥20,200 ￥22,000
3尺 / 黒塗面朱 1901-3001 ￥28,400 ￥30,800
3.5尺 / 黒塗面朱 1901-3501 ￥29,800 ￥33,400

新二月堂机　宝相華入り 2尺 / 黒塗面朱 1903-2001 ￥18,400 ￥20,200
2.5尺 / 黒塗面朱 1903-2501 ￥20,000 ￥21,800
3尺 / 黒塗面朱 1903-3001 ￥28,200 ￥30,600
3.5尺 / 黒塗面朱 1903-3501 ￥29,600 ￥33,200

34 お盆用飾り台 2尺 / 黒塗面朱 2010-2000 ￥18,000 ￥21,600
2.5尺 / 黒塗面朱 2010-2500 ￥20,000 ￥23,600

新二月堂机　タナ付 1.8尺 / 黒塗面朱 1902-1800 ￥16,800 ￥19,400
2尺 / 黒塗面朱 1902-2000 ￥17,400 ￥19,600
2.5尺 / 黒塗面朱 1902-2500 ￥19,600 ￥21,800

35 御供机　ゲス板（筆返）付 黒塗 2014-0101 ￥20,000 ￥21,000
黒檀調 2014-0201 ￥20,000 ￥21,000
紫檀調 2014-0301 ￥20,000 ￥21,000

36 携帯用板卓　1.2尺 欅調 2000-5200 ￥9,000 ￥10,400
携帯用板卓　1.4尺 欅調 2000-5400 ￥9,600 ￥11,000
携帯用板卓　1.6尺 欅調 2000-5600 ￥10,200 ￥11,800

37 略式見台 1尺 / 黒塗 3210-1000 ￥6,400 ￥7,800
1尺 / 栓 3211-1000 ￥8,000 ￥9,600
1.3尺 / 黒塗 3210-1300 ￥10,600 ￥12,000
1.3尺 / 栓 3211-1300 ￥13,200 ￥15,400

The・Roots Part.33価格改定リスト
The・Roots Part.33掲載の下記商品は、2022年10月1日受注分より、新希望小売価格に改定いたします。

ご了承お願い申し上げます。

2022年8月30日 表示価格はすべて消費税が含まれておりません

頁 商品名 商品番号 旧希望小売価格 新希望小売価格
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The・Roots Part.33価格改定リスト

37 在家用略式見台 1尺 / 黒塗面金箔押 3220-1000 ￥17,400 ￥18,800
寺院用略式見台 1.6尺 / 朱塗面金箔押 3222-1600 ￥38,000 ￥42,000

1.8尺 / 朱塗面金箔押 3222-1800 ￥47,000 ￥50,000
自在見台 黒塗面朱 3240-0000 ￥12,400 ￥15,800
新型見台 2尺 / 朱塗面金箔押 3251-2000 ￥118,000 ￥124,000

54 案内板 4660-0000 ￥46,000 ￥52,000
55 陳列棚 黒塗 4590-1010 ￥14,000 ￥17,000

朱塗 4590-1020 ￥14,000 ￥17,000
66 大徳寺リン 3寸 4070-0100 ￥5,200 ￥6,200

3.5寸 4070-0200 ￥6,000 ￥7,200
4寸 4070-0300 ￥8,000 ￥9,600
4.5寸 4070-0400 ￥9,600 ￥11,800
5寸 4070-0500 ￥11,600 ￥14,000
6寸 4070-0600 ￥17,600 ￥20,000
7寸 4070-0700 ￥23,600 ￥28,000
8寸 4070-0800 ￥35,200 ￥42,000
9寸 4070-0900 ￥46,400 ￥56,000
1尺 4070-1000 ￥58,800 ￥72,000
1.1尺 4070-1100 ￥100,000 ￥120,000
1.2尺 4070-1200 ￥122,000 ￥144,000
1.3尺 4070-1300 ￥144,000 ￥172,000
1.4尺 4070-1400 ￥174,000 ￥206,000
1.5尺 4070-1500 ￥206,000 ￥246,000
1.6尺 4070-1600 ￥246,000 ￥294,000

72 極上印金セット 2.3寸 3731-2300 ￥35,200 ￥45,000 
→￥50,000

(2022/12/1 日再改定 )
2.5寸 3731-2500 ￥40,600 ￥47,600 →

￥52,000
(2022/12/1 日再改定 )

2.8寸 / あまい低音 3731-2810 ￥44,600 ￥53,000 →
￥58,000

(2022/12/1 日再改定 )
2.8寸 / かたい高音 3731-2820 ￥44,600 ￥53,000 →

￥58,000
(2022/12/1 日再改定 )

3寸 / あまい低音 3731-3010 ￥49,200 ￥57,000 →
￥62,000

(2022/12/1 日再改定 )
3寸 / かたい高音 3731-3020 ￥49,200 ￥57,000 →

￥62,000
(2022/12/1 日再改定 )

3.5寸 / あまい低音 3731-3510 ￥63,600 ￥71,600 →
￥78,000

(2022/12/1 日再改定 )
3.5寸 / かたい高音 3731-3520 ￥63,600 ￥71,600 →

￥78,000
(2022/12/1 日再改定 )

The・Roots Part.33掲載の下記商品は、2022年10月1日受注分より、新希望小売価格に改定いたします。

ご了承お願い申し上げます。

2022年8月30日 表示価格はすべて消費税が含まれておりません

頁 商品名 商品番号 旧希望小売価格 新希望小売価格
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The・Roots Part.33価格改定リスト

72 印金セット 2.3寸 3730-2301 ￥17,800 ￥19,200 →
￥23,000

(2022/12/1 日再改定 )
2.5寸 3730-2501 ￥18,800 ￥20,000 →

￥25,000
(2022/12/1 日再改定 )

2.8寸 / 低音 3730-2812 ￥20,600 ￥23,400 →
￥28,000

(2022/12/1 日再改定 )
2.8寸 / 高音 3730-2822 ￥20,600 ￥23,400 →

￥28,000
(2022/12/1 日再改定 )

3寸 3730-3001 ￥23,600 ￥25,400 →
￥31,000

(2022/12/1 日再改定 )
85 折畳置テーブル 2300-0000 ￥11,600 ￥12,400

100 万能高台　高さ2尺 栓 1790-0310 ￥27,000 ￥30,000
万能高台　高さ2.5尺 栓 1790-0320 ￥37,000 ￥40,000

111 傘立て　スチール 24本立 / R-24 4620-2400 ￥31,600 ￥37,000
32本立 / R-32 4620-3200 ￥34,800 ￥41,000
48本立 / R-48 4620-4800 ￥41,200 ￥48,400
60本立 / R-60 4620-6000 ￥45,600 ￥54,000

傘立て　ステンレス 24本立 / R-24S 4621-2400 ￥88,400 ￥100,000
32本立 / R-32S 4621-3200 ￥101,200 ￥113,400
48本立 / R-48S 4621-4800 ￥120,400 ￥134,000
60本立 / R-60S 4621-6000 ￥139,200 ￥154,000

113 六道銭 2329-0000 ￥1,700 ￥1,900
114 木製スタンド掛軸台 豆 / 紫檀色 4505-0110 ￥1,600 ￥1,960

豆 / 黒檀色 4505-0120 ￥1,600 ￥1,960
小 / 紫檀色 4505-0210 ￥1,800 ￥2,200
小 / 黒檀色 4505-0220 ￥1,800 ￥2,200

117 墓用塔婆立 3本立 6060-0301 ￥9,400 ￥10,600
5本立 6060-0501 ￥11,000 ￥12,600

墓用折畳式準備台（カバン付） 6041-0000 ￥17,800 ￥19,800
墓参用線香筒 小 / 金襴 6150-1100 ￥420 ￥460

中 / 金襴 6150-1200 ￥560 ￥620
大 / 金襴 6150-1300 ￥630 ￥720

119 花水幸（在家用） 小 4709-1001 ￥1,460 ￥1,680
大 4709-1002 ￥1,760 ￥1,940

121 木製ひしゃく 6020-1000 ￥2,200 ￥2,900

The・Roots Part.33掲載の下記商品は、2022年10月1日受注分より、新希望小売価格に改定いたします。

ご了承お願い申し上げます。

2022年8月30日 表示価格はすべて消費税が含まれておりません

頁 商品名 商品番号 旧希望小売価格 新希望小売価格
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The・Roots Part.33価格改定リストThe・Roots Part.33価格改定リスト
The・Roots Part.33掲載の下記商品は、2022年10月1日受注分より、新希望小売価格に改定いたします。

ご了承お願い申し上げます。

2022年8月30日 表示価格はすべて消費税が含まれておりません

頁 商品名 商品番号 旧希望小売価格 新希望小売価格
127 モダン御供物台 

(2022年10月11日リストに追加の
価格改定があります)

3寸 / 桜オーク 4893-0030 ￥5,000 ￥5,400 →
￥7,800

(2022/10/11 日再改定 )
3寸 / 桜ウォールナット 4893-0130 ￥5,000 ￥5,400 →

￥7,800
(2022/10/11 日再改定 )

3寸 / 梅オーク 4893-0230 ￥5,000 ￥5,400 →
￥7,800

(2022/10/11 日再改定 )
3寸 / 梅ウォールナット 4893-0330 ￥5,000 ￥5,400 →

￥7,800
(2022/10/11 日再改定 )

3.5寸 / 桜オーク 4893-0035 ￥5,400 ￥5,900 →
￥8.600

(2022/10/11 日再改定 )
3.5寸 / 桜ウォールナット 4893-0135 ￥5,400 ￥5,900 →

￥8.600
(2022/10/11 日再改定 )

3.5寸 / 梅オーク 4893-0235 ￥5,400 ￥5,900 →
￥8,600

(2022/10/11 日再改定 )
3.5寸 / 梅ウォールナット 4893-0335 ￥5,400 ￥5,900 →

￥8,600
(2022/10/11 日再改定 )

133 正座椅子【えくぼ】（３段式） 黒金 1300-3112 ￥5,600 ￥6,000 →
￥6,600

(2022/12/1 日再改定 )
赤金 1300-3113 ￥5,600 ￥6,000 →

￥6,600
(2022/12/1 日再改定 )

らくらく椅子　小 茶 1301-0100 ￥3,700 ￥3,900
赤 1301-0300 ￥3,700 ￥3,900
黒 1301-0400 ￥3,700 ￥3,900
青 1301-0200 ￥3,700 ￥3,900

らくらく椅子　大 茶 1302-0100 ￥4,300 ￥4,500
青 1302-0200 ￥4,300 ￥4,500
赤 1302-0300 ￥4,300 ￥4,500
黒 1302-0400 ￥4,300 ￥4,500

135 お仏壇用おそうじハケ 丸型 6333-0300 ￥680 ￥760
静電ハタキ 6331-0000 ￥690 ￥760

146 祝杯 ナチュラル / 金 7018-1101 ￥5,000 ￥6,200
ナチュラル / 銀 7018-1102 ￥5,000 ￥6,200
漆黒 / 金 7018-1103 ￥5,000 ￥6,200
漆黒 / 銀 7018-1104 ￥5,000 ￥6,200

祝杯2個セット ナチュラル/金・銀 7018-1121 ￥10,000 ￥12,400
漆黒/金・銀 7018-1123 ￥10,000 ￥12,400

しらさぎボウル2個セット ナチュラル 7018-0501 ￥7,000 ￥10,900 
(2022/9/26 追加訂正 )

漆黒・漆赤 7018-0502 ￥7,000 ￥10,900 
(2022/9/26 追加訂正 )
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The・Roots Part.33価格改定リスト

3 本曲録用カバー　 カロヤンドンス（紫） 0490-0200 ￥19,000 ￥21,000
7 拝敷　 葡萄に鳳凰 4400-4100 ￥50,000 ￥53,000

座褥　 葡萄に鳳凰 4400-4000 ￥100,000 ￥106,000
11 立焼香机　3尺 黒塗面金箔押 1500-3000 ￥360,000 ￥370,000

朱塗天黒面金箔押 1501-3000 ￥360,000 ￥370,000
立焼香机　3.5尺 黒塗面金箔押 1500-3500 ￥400,000 ￥410,000

朱塗天黒面金箔押 1501-3500 ￥400,000 ￥410,000
立焼香机　4尺 黒塗面金箔押 1500-4000 ￥430,000 ￥445,000

朱塗天黒面金箔押 1501-4000 ￥430,000 ￥445,000
16 中央香台　1.5尺 黒塗面金箔押 1710-0100 ￥171,000 ￥179,000

朱塗天黒面金箔押 1710-0200 ￥175,000 ￥183,000
20 フェルトパット　 長円型 0599-1200 ￥600 ￥680
61 洒水枝 3本セット 5360-0000 ￥12,000 ￥12,600

金 / 1本 5360-0100 ￥4,000 ￥4,200
銀 / 1本 5360-0200 ￥4,000 ￥4,200
赤 / 1本 5360-0300 ￥4,000 ￥4,200

63 座禅布団　 直径1尺 4400-1000 ￥7,600 ￥8,000
82 角割香炉用オトシ蓋　 5寸用 2550-0000 ￥400 ￥480
89 黒柿香合　 1.8寸 0318-1800 ￥20,800 ￥23,800

2寸 0318-2000 ￥32,800 ￥37,800
2.4寸 0318-2400 ￥43,800 ￥49,800

93 塗香入　 メイプル 5603-4000 ￥4,500 ￥4,800
黒壇 5601-4010 ￥4,900 ￥5,200

塗香入セット 黒檀 5630-0140 ￥7,000 ￥7,400
メイプル 5630-0340 ￥6,600 ￥7,000

117 墓用折畳式準備台（カバン付）　 6041-0000 ￥17,800 ￥19,000
→ ¥19,800 

(2022/8/30 再改定 )

The・Roots Part.33価格改定リスト
The・Roots Part.33掲載の下記商品は、2022年7月1日受注分より、新希望小売価格に改定いたします。

ご了承お願い申し上げます。

2022年5月24日 表示価格はすべて消費税が含まれておりません

頁 商品名 商品番号 旧希望小売価格 新希望小売価格
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The・Roots Part.33価格改定リスト

61 ごとく　 5002-0001 ¥840 ¥1,100 
80 角香炉　幅5寸 栓 2521-0500 ¥9,200 ¥9,500 

欅 2522-0500 ¥12,600 ¥12,800 
黒塗渕金塗 2523-0500 ¥9,000 ¥9,300 
朱塗渕金塗 2524-0500 ¥9,000 ¥9,300 
黒塗渕金箔押 2525-0500 ¥11,800 ¥12,200 
朱塗渕金箔押 2526-0500 ¥11,800 ¥12,200 

角香炉　幅6寸 栓 2521-0600 ¥9,800 ¥10,200 
欅 2522-0600 ¥13,200 ¥13,400 
黒塗渕金塗 2523-0600 ¥10,000 ¥10,400 
朱塗渕金塗 2524-0600 ¥10,000 ¥10,400 
黒塗渕金箔押 2525-0600 ¥13,800 ¥14,400 
朱塗渕金箔押 2526-0600 ¥13,800 ¥14,400 
黒檀 2527-0600 ¥24,400 ¥24,600

→ ¥31,000 
(2022/12/1 再改定 ) 

紫檀 2528-0600 ¥24,400 ¥24,600
→ ¥31,000 

(2022/12/1 再改定 ) 
角香炉　幅7寸 栓 2521-0700 ¥11,800 ¥12,400 

欅 2522-0700 ¥16,000 ¥16,400 
黒塗渕金塗 2523-0700 ¥11,800 ¥12,400 
朱塗渕金塗 2524-0700 ¥11,800 ¥12,400 
黒塗渕金箔押 2525-0700 ¥15,800 ¥16,500 
朱塗渕金箔押 2526-0700 ¥15,800 ¥16,500 
黒檀 2527-0700 ¥28,400 ¥28,600

→ ¥36,000 
(2022/12/1 再改定 ) 

紫檀 2528-0700 ¥28,400 ¥28,600
→ ¥36,000 

(2022/12/1 再改定 ) 
角香炉　幅8寸 栓 2521-0800 ¥14,000 ¥14,400 

欅 2522-0800 ¥18,000 ¥18,400 
黒塗渕金塗 2523-0800 ¥13,800 ¥14,400 
朱塗渕金塗 2524-0800 ¥13,800 ¥14,400 
黒塗渕金箔押 2525-0800 ¥18,800 ¥19,400 
朱塗渕金箔押 2526-0800 ¥18,800 ¥19,400 
黒檀 2527-0800 ¥32,800 ¥33,000

→ ¥42,000 
(2022/12/1 再改定 ) 

紫檀 2528-0800 ¥32,800 ¥33,000
→ ¥42,000 

(2022/12/1 再改定 ) 
角香炉セット　 黒塗渕金塗 / 黒塗天金 2510-0600 ¥16,800 ¥17,200 

81 ルーツ型廻し香炉セット　 欅 2501-0500 ¥18,600 ¥19,400 

The・Roots Part.33掲載の下記商品は、2022年5月1日出荷分より、新希望小売価格に改定いたします。

ご了承お願い申し上げます。

2022年4月12日 表示価格はすべて消費税が含まれておりません

頁 商品名 商品番号 旧希望小売価格 新希望小売価格
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The・Roots Part.33価格改定リスト

84 角型手提香炉　 栓 2602-0000 ¥15,200 ¥16,000 
85 背高廻し焼香台　 黒塗渕金塗 / 金具なし 2451-0400 ¥24,000 ¥25,000 

黒塗渕金塗 / 金具付 2451-0410 ¥31,000 ¥32,000 
廻し焼香台　 黒塗渕金塗 / 金具なし 2451-0200 ¥21,000 ¥21,800 

黒塗渕金塗 / 金具付 2451-0210 ¥29,000 ¥29,800 
86 携帯用二段式丸香炉セット　 2.5寸 / 欅 2620-1101 ¥14,000 ¥15,000 →

￥17,400 
(2022/11/1 再改定 ) 

携帯用二段式丸香炉　 2.5寸 / 欅 2620-0001 ¥11,600 ¥12,600 
→￥15,000 

(2022/11/1 再改定 ) 
88 わら灰　 小（約30 〜 40g） / 箱入り 2700-0210 ¥300 ¥340 

大（約65 〜 80g） / 箱入り 2700-0410 ¥500 ¥580 
小（約1kg） / 寺院用 / 袋入り 2700-0510 ¥4,400 ¥5,200 
大（約5kg） / 寺院用 / 袋入り 2700-0710 ¥21,000 ¥25,000 

91 木象嵌香合　 1.8寸 / 桜に紅葉 5517-2100 ¥4,600 ¥5,800 
2.5寸 / 桜に紅葉 5517-2101 ¥7,200 ¥8,600 
1.8寸 / 両山紋 5517-2270 ¥5,800 ¥7,000 
2.5寸 / 両山紋 5517-2271 ¥9,400 ¥10,800 
1.8寸 / 蓮 5517-2300 ¥5,800 ¥7,000 
2.5寸 / 蓮 5517-2301 ¥9,400 ¥10,800 
1.8寸 / 菊 5517-2400 ¥5,800 ¥7,000 
2.5寸 / 菊 5517-2401 ¥9,400 ¥10,800 
1.8寸 / 弘法大師御影 5517-2500 ¥5,800 ¥7,000 
2.5寸 / 弘法大師御影 5517-2501 ¥9,400 ¥10,800 

101 大衣桁　 黒唐草 4640-0100 ¥39,600 ¥48,000 
109 下足棚 約24足収納 4600-1000 ¥58,000 ¥64,000 

約36足収納 4600-1500 ¥64,000 ¥73,000 
113 金剛杵　 独鈷 / 紙箱入り 5340-0100 ¥1,840 ¥1,920 

三鈷 / 紙箱入り 5340-0200 ¥1,940 ¥2,040 
五鈷 / 紙箱入り 5340-0300 ¥2,200 ¥2,340 
宝剣 / 紙箱入り 5340-0400 ¥1,600 ¥1,660 
独鈷・三鈷・五鈷セット  
/ 桐箱入り

5340-1000 ¥7,600 ¥7,940 

4点セット / 桐箱入り 5340-1100 ¥9,200 ¥9,600 
114 京菊念珠掛　 金色 4515-0010 ¥3,900 ¥4,600 

に色 4515-0011 ¥3,900 ¥4,600 
念珠掛（象蓮花）　 4515-0000 ¥6,600 ¥7,000 

115 お供え用ソープフラワー　 ピンクローズ 4730-1001 ¥4,000 ¥4,400 
ブルーローズ 4730-1002 ¥4,500 ¥4,800 

The・Roots Part.33掲載の下記商品は、2022年5月1日出荷分より、新希望小売価格に改定いたします。

ご了承お願い申し上げます。

2022年4月12日 表示価格はすべて消費税が含まれておりません

頁 商品名 商品番号 旧希望小売価格 新希望小売価格
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The・Roots Part.33価格改定リスト

118 お墓ふきクロス　 6180-0000 ¥480 ¥500 
お墓参りセット　 6150-0200 ¥480 ¥540 

123 京菊ミニ火消し　 金色 2750-0000 ¥1,460 ¥1,820 
に色 2750-0001 ¥1,460 ¥1,820 

京菊火消し　 金色 2750-0010 ¥2,340 ¥2,780 
に色 2750-0011 ¥2,340 ¥2,780 

京菊ミニ火消しセット　 2790-0310 ¥2,400 ¥2,700 
134 ダスター　 縁かがり（30×30cm） 6310-3001 ¥360 ¥380 

縁かがり（30×40cm） 6310-4000 ¥390 ¥420 
縁かがり（35×45cm） 6310-4501 ¥440 ¥470 

お仏壇ふきクロス　 6321-0000 ¥500 ¥540 
135 お手入れセット　 2点セット 6300-0201 ¥840 ¥870 

3点セット 6300-0301 ¥1,140 ¥1,170 
5点セット 6300-0501 ¥1,760 ¥1,940 

136 ぶつだんつやだし　 60g 6221-0100 ¥260 ¥290 
100g 6221-0200 ¥340 ¥370 

アモア　 50g 6212-0100 ¥350 ¥370 
200g 6212-0200 ¥1,000 ¥1,100 

137 ルーツソフト　 50g  / 1本 6210-0100 ¥400 ¥500 
150 奉納写経筒　 0990-0000 ¥9,800 ¥12,800 

The・Roots Part.33掲載の下記商品は、2022年5月1日出荷分より、新希望小売価格に改定いたします。

ご了承お願い申し上げます。

2022年4月12日 表示価格はすべて消費税が含まれておりません

頁 商品名 商品番号 旧希望小売価格 新希望小売価格
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The・Roots Part.33価格改定リスト

3 曲録掛　 葵小花 0490-1011 ¥39,000 ¥52,000 
36 経机用防炎マット　 黒 / 14号用 2092-0014 ¥840 ¥1,000 

黒 / 16号用 2092-0016 ¥960 ¥1,160 
黒 / 18号用 2092-0018 ¥1,180 ¥1,400 
黒 / 20号用 2092-0020 ¥1,380 ¥1,700 
黒 / 25号用 2092-0025 ¥2,440 ¥2,960 
朱 / 14号用 2092-0114 ¥840 ¥1,000 
朱 / 16号用 2092-0116 ¥960 ¥1,160 
朱 / 18号用 2092-0118 ¥1,180 ¥1,400 
朱 / 20号用 2092-0120 ¥1,380 ¥1,700 
朱 / 25号用 2092-0125 ¥2,440 ¥2,960 
紫 / 14号用 2092-0214 ¥840 ¥1,000 
紫 / 16号用 2092-0216 ¥960 ¥1,160 
紫 / 18号用 2092-0218 ¥1,180 ¥1,400 
紫 / 20号用 2092-0220 ¥1,380 ¥1,700 
紫 / 25号用 2092-0225 ¥2,440 ¥2,960 

114 アルミ掛軸台　 豆 4500-0001 ¥1,200 ¥1,300 
小 4500-0101 ¥1,400 ¥1,500 
大 4500-0201 ¥2,700 ¥3,000 

123 京菊ミニ火消しセット　 2790-0310 ¥2,100 ¥2,400 
→ ¥2,700 

(2022/4/12 再改定 ) 
157 色がきれいなちりめん風呂敷　 りんご色・赤 7041-2001 ¥1,300 ¥1,400 

あじさい色・セイジ 7041-2002 ¥1,300 ¥1,400 
かぶの葉色・緑 7041-2003 ¥1,300 ¥1,400 
なす色・紫 7041-2004 ¥1,300 ¥1,400 
さくら色・ピンク 7041-2005 ¥1,300 ¥1,400 
そらまめ色・水色 7041-2006 ¥1,300 ¥1,400 
れたす色・若草 7041-2007 ¥1,300 ¥1,400 
れんこん色・ベージュ 7041-2008 ¥1,300 ¥1,400 
みかん色・黄色 7041-2009 ¥1,300 ¥1,400 
かき色・オレンジ 7041-2010 ¥1,300 ¥1,400 
こすもす色・ウス藤 7041-2011 ¥1,300 ¥1,400 
はっぱ色・黄緑 7041-2012 ¥1,300 ¥1,400 

The・Roots Part.33価格改定リスト
The・Roots Part.33掲載の下記商品は、2022年5月1日出荷分より、新希望小売価格に改定いたします。

ご了承お願い申し上げます。

2022年4月1日 表示価格はすべて消費税が含まれておりません

頁 商品名 商品番号 旧希望小売価格 新希望小売価格


