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2022 年 7 月吉日 

 

お取引様各位 

株式会社キッズ・エンターテインメント 

〒460-0008 名古屋市中区栄 2-11-30 ｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾙ 2F 

TEL：052-218-6610 FAX：052-218-6620 

 

価格改定のご案内 

 

謹啓 

 

貴社益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素より格別のお引き立てをいただき厚く御礼申し上げます。  

さて、この度原材料・物流費・諸資材の相次ぐ高騰により、商品の現状価格を維持する事が自社努力で

は極めて難しくなりました。  

つきましては、不本意ではございますが、 弊社取り扱いの下記ブランドにおいて、 

価格改定を実施させていただきます。 

お取引先様には大変ご迷惑をおかけ致しますが、ご理解賜りますよう何卒お願い致します。  

謹白 

                      

＜実施時期＞  

上代価格の改定  2022 年 9 月 1 日（木）より 

卸 価 格の改定  2022 年 9 月 1 日（木）出荷分より 

        

＜対象商品＞  

「 ビリボ 」 

「 ミニモンキーミニスリング メッシュ 」 

「 なりきりハーネス付きリュック 」 

「 吸盤付きノンスリップバスマット 」 

「 メモリアルてがた 」 

「 はらぺこあおむし食器シリーズ 」 

「 バスクレヨン 」 

「 エコフィッシング 」 

「 marcus & marcus (マーカス＆マーカス) 」 

 

＜ 新 価 格 ＞  

別紙ご参照ください。 

※商品名・品番・JAN コードの変更はございません。 

※なお、この件に伴う返品につきましては承ることはできません。 

 

 

重要なご案内 
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（株）キッズ・エンターテインメント価格改定一覧 

実施時期：2022 年 9 月 1 日（木）～ 

ブランド 品番 商品名 JAN コード 旧上代 新上代 

        (税抜) (税抜) 

ビリボ 

BLB001 ビリボ レッド 4993717334949 ¥3,500 ¥4,000 

BLB002 ビリボ イエロー 4993717334956 ¥3,500 ¥4,000 

BLB003 ビリボ ブルー 4993717334963 ¥3,500 ¥4,000 

BLB004 ビリボ ピンク      ※在庫限り廃盤 4993717335434 ¥3,500 ¥4,000 

BLB005 ビリボ オレンジ 4993717335441 ¥3,500 ¥4,000 

BLB006 ビリボ グリーン 4993717335458 ¥3,500 ¥4,000 

BLB009 ビリボ パープル 4993717343316 ¥3,500 ¥4,000 

BLB010 ビリボ ホワイト 4580160408299 ¥3,500 ¥4,000 

BLB011 ビリボ ベージュ 4580160408305 ¥3,500 ¥4,000 

BLB012 ビリボ ベビーピンク 4580160408312 ¥3,500 ¥4,000 

BLB013 ビリボ ペールパープル 4580160408329 ¥3,500 ¥4,000 

BLB014 ビリボ アイスブルー 4580160408336 ¥3,500 ¥4,000 

BLB015 ビリボ ミント 4580160408343 ¥3,500 ¥4,000 

ミニ 

モンキー 

MMSM001 ミニモンキー ミニスリング メッシュ ブラック 4993717345297 ¥6,800 ¥7,000 

MMSM002 ミニモンキー ミニスリング メッシュ ホワイト 4993717345303 ¥6,800 ¥7,000 

MMSM003 ミニモンキー ミニスリング メッシュ グレー 4580160408015 ¥6,800 ¥7,000 

MMSM004 ミニモンキー ミニスリング メッシュ グリーン 4580160408176 ¥6,800 ¥7,000 

リトル 

ライフ 

L10238 なりきりハーネス付きリュック  かめ 5031863102384 ¥5,800 ¥6,500 

L10813 なりきりハーネス付きリュック  てんとう虫 5031863108133 ¥5,800 ¥6,500 

L10241 なりきりハーネス付きリュック  みつばち 5031863102414 ¥5,800 ¥6,500 

L10810 なりきりハーネス付きリュック  くまのみ 5031863108102 ¥5,800 ¥6,500 

L10820 なりきりハーネス付きリュック  きりん 5031863108201 ¥5,800 ¥6,500 

L10830 なりきりハーネス付きリュック  きょうりゅう 5031863108300 ¥5,800 ¥6,500 

L10812 なりきりハーネス付きリュック  わに 5031863108126 ¥5,800 ¥6,500 

L17150 なりきりハーネス付きリュック  ユニコーン 5031863171502 ¥5,800 ¥6,500 

L10816 なりきりハーネス付きリュック  エイ 5031863108164 ¥5,800 ¥6,500 

バスマット 
EZ1277 吸盤付きノンスリップバスマット オーシャン 4993717340636 ¥1,800 ¥2,000 

EZ1327 吸盤付きノンスリップバスマット フロッグ＆ダッキー 4993717340643 ¥1,800 ¥2,000 

メモリアル JPCMT001 ジャンピングクレイ メモリアルてがた 4993717343149 ¥1,100 ¥1,300 

はらぺこ 

あおむし 

食器 

VHCB-1391 はらぺこあおむし ラウンドプレート 4993717342517 ¥1,000 ¥1,200 

VHCB-B730 はらぺこあおむし ラウンドボウル 4993717342524 ¥900 ¥1,100 

VHCB-5200 はらぺこあおむし タンブラー 4993717342531 ¥800 ¥950 

VHCB-8935 はらぺこあおむし スプーン＆フォーク 4993717342548 ¥1,200 ¥1,400 

バス 

クレヨン 

BATHC-001 おふろでおえかき ６色クレヨンセット 4993717342555 ¥800 ¥900 

BATHC-002 おふろでおえかき １０色クレヨンセット 4993717342562 ¥1,300 ¥1,500 

エコ ECF001 エコフィッシング 4993717345402 ¥2,600 ¥2,800 
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（株）キッズ・エンターテインメント価格改定一覧 

実施時期：2022 年 9 月 1 日（木）～ 

ブランド 品番 商品名 JAN コード 旧上代 新上代 

        (税抜) (税抜) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

マーカス 

  & 

マーカス 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

MMBB-EP ベビービブ ぞう 0059318110024 ¥1,600 ¥1,800 

MMBB-GF ベビービブ きりん 0059318110055 ¥1,600 ¥1,800 

MMBB-HP ベビービブ かば 0059318110062 ¥1,600 ¥1,800 

MMBB-LN ベビービブ らいおん 0059318110031 ¥1,600 ¥1,800 

MMBB-PG ベビービブ ぶた 0059318110017 ¥1,600 ¥1,800 

MMBB-WL ベビービブ くじら 0059318110048 ¥1,600 ¥1,800 

MMBB-KL ベビービブ コアラ 4895235200624 ¥1,600 ¥1,800 

MMPG-EP パームグラスプ スプーン＆フォーク ぞう 0059318116088 ¥1,500 ¥1,650 

MMPG-GF パームグラスプ スプーン＆フォーク きりん 0059318116118 ¥1,500 ¥1,650 

MMPG-HP パームグラスプ スプーン＆フォーク かば 0059318116125 ¥1,500 ¥1,650 

MMPG-LN パームグラスプ スプーン＆フォーク らいおん 0059318116095 ¥1,500 ¥1,650 

MMPG-PG パームグラスプ スプーン＆フォーク ぶた 0059318116071 ¥1,500 ¥1,650 

MMPG-WL パームグラスプ スプーン＆フォーク くじら 0059318116101 ¥1,500 ¥1,650 

MMSF-EP スプーン＆フォーク ぞう 0059318110628 ¥1,300 ¥1,600 

MMSF-GF スプーン＆フォーク きりん 0059318110659 ¥1,300 ¥1,600 

MMSF-HP スプーン＆フォーク かば 0059318110666 ¥1,300 ¥1,600 

MMSF-LN スプーン＆フォーク らいおん 0059318110635 ¥1,300 ¥1,600 

MMSF-PG スプーン＆フォーク ぶた 0059318110611 ¥1,300 ¥1,600 

MMSF-WL スプーン＆フォーク くじら 0059318110642 ¥1,300 ¥1,600 

MMEG-EP イージーグリップ スプーン＆フォーク ぞう 4895235203946 ¥1,500 ¥1,700 

MMEG-GF イージーグリップ スプーン＆フォーク きりん 4895235203977 ¥1,500 ¥1,700 

MMEG-HP イージーグリップ スプーン＆フォーク かば 4895235203984 ¥1,500 ¥1,700 

MMEG-LN イージーグリップ スプーン＆フォーク らいおん 4895235203953 ¥1,500 ¥1,700 

MMEG-PG イージーグリップ スプーン＆フォーク ぶた 4895235203939 ¥1,500 ¥1,700 

MMEG-WL イージーグリップ スプーン＆フォーク くじら 4895235203960 ¥1,500 ¥1,700 

MMSPG-01 シリコンパームグラスプスプーン＆フォーク ピンク 4895235203212 ¥1,400 ¥1,600 

MMSPG-02 シリコンパームグラスプスプーン＆フォーク グリーン 4895235203229 ¥1,400 ¥1,600 

MMMSB-BL マッシャースプーン＆ボウル ブルー 0059318117320 ¥1,600 ¥1,800 

MMMSB-PK マッシャースプーン＆ボウル ピンク 0059318117337 ¥1,600 ¥1,800 

MMSSF-EP シリコンセルフフィーダー ぞう 4895235204394 ¥1,650 ¥1,800 

MMSSF-LN シリコンセルフフィーダー らいおん 4895235204400 ¥1,650 ¥1,800 

MMSSF-PG シリコンセルフフィーダー ぶた 4895235204387 ¥1,650 ¥1,800 

MMYDP-02 ヤミーディップス プレート グリーン 0059318117573 ¥2,200 ¥2,800 

MMYDP-05 ヤミーディップス プレート イエロー 0059318117603 ¥2,200 ¥2,800 

MMYDP-06 ヤミーディップス プレート ブルー 0059318117610 ¥2,200 ¥2,800 

MMYDP-03 ヤミーディップス プレート レッド 0059318117580 ¥2,200 ¥2,800 

MMYDP-01 ヤミーディップス プレート ピンク 0059318117566 ¥2,200 ¥2,800 

MMYDP-04 ヤミーディップス プレート パープル 0059318117597 ¥2,200 ¥2,800 
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（株）キッズ・エンターテインメント価格改定一覧 

実施時期：2022 年 9 月 1 日（木）～ 

ブランド 品番 商品名 JAN コード 旧上代 新上代 

        (税抜) (税抜) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

マーカス 

  & 

マーカス 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

MMSBL-EP サクションボウル ぞう 0059318117214 ¥1,800 ¥2,400 

MMSBL-GF サクションボウル きりん 0059318117245 ¥1,800 ¥2,400 

MMSBL-HP サクションボウル かば 0059318117252 ¥1,800 ¥2,400 

MMSBL-LN サクションボウル らいおん 0059318117221 ¥1,800 ¥2,400 

MMSBL-PG サクションボウル ぶた 0059318117207 ¥1,800 ¥2,400 

MMSBL-WL サクションボウル くじら 0059318117238 ¥1,800 ¥2,400 

MMCC-02 カラプサブル コンテナ グリーン 0059318117917 ¥1,800 ¥2,200 

MMCC-05 カラプサブル コンテナ イエロー 0059318117948 ¥1,800 ¥2,200 

MMCC-06 カラプサブル コンテナ ブルー 0059318117955 ¥1,800 ¥2,200 

MMCC-03 カラプサブル コンテナ レッド 0059318117924 ¥1,800 ¥2,200 

MMCC-01 カラプサブル コンテナ ピンク 0059318117900 ¥1,800 ¥2,200 

MMCC-04 カラプサブル コンテナ パープル 0059318117931 ¥1,800 ¥2,200 

MMCP-BL カトラリーポーチ ブルー 0059318116132 ¥1,500 ¥1,700 

MMCP-PK カトラリーポーチ ピンク 0059318116149 ¥1,500 ¥1,700 

MMBFS-EP ベビーフィーディング セット ぞう 0059318111922 ¥3,400 ¥3,800 

MMBFS-GF ベビーフィーディング セット きりん 0059318111953 ¥3,400 ¥3,800 

MMBFS-HP ベビーフィーディング セット かば 0059318111960 ¥3,400 ¥3,800 

MMBFS-LN ベビーフィーディング セット らいおん 0059318111939 ¥3,400 ¥3,800 

MMBFS-PG ベビーフィーディング セット ぶた 0059318111915 ¥3,400 ¥3,800 

MMBFS-WL ベビーフィーディング セット くじら 0059318111946 ¥3,400 ¥3,800 

MMTMS-EP トドラーミールタイム セット ぞう 0059318116231 ¥2,600 ¥3,000 

MMTMS-GF トドラーミールタイム セット きりん 0059318116262 ¥2,600 ¥3,000 

MMTMS-HP トドラーミールタイム セット かば 0059318116279 ¥2,600 ¥3,000 

MMTMS-LN トドラーミールタイム セット らいおん 0059318116248 ¥2,600 ¥3,000 

MMTMS-PG トドラーミールタイム セット ぶた 0059318116224 ¥2,600 ¥3,000 

MMTMS-WL トドラーミールタイム セット くじら 0059318116286 ¥2,600 ¥3,000 

MMTDS-EP トドラーダイニングセット ぞう 4895235203465 ¥3,600 ¥4,000 

MMTDS-GF トドラーダイニングセット きりん 4895235203496 ¥3,600 ¥4,000 

MMTDS-HP トドラーダイニングセット かば 4895235203502 ¥3,600 ¥4,000 

MMTDS-LN トドラーダイニングセット らいおん 4895235203472 ¥3,600 ¥4,000 

MMTDS-PG トドラーダイニングセット ぶた 4895235203458 ¥3,600 ¥4,000 

MMTDS-WL トドラーダイニングセット くじら 4895235203489 ¥3,600 ¥4,000 

MMFNS-02 フリップ＆ストラップ グリーン 0059318116835 ¥1,200 ¥1,400 

MMFNS-05 フリップ＆ストラップ イエロー 0059318116866 ¥1,200 ¥1,400 

MMFNS-06 フリップ＆ストラップ ブルー 0059318116873 ¥1,200 ¥1,400 

MMFNS-03 フリップ＆ストラップ レッド 0059318116842 ¥1,200 ¥1,400 

MMFNS-01 フリップ＆ストラップ ピンク 0059318116828 ¥1,200 ¥1,400 

MMFNS-04 フリップ＆ストラップ パープル 0059318116859 ¥1,200 ¥1,400 
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（株）キッズ・エンターテインメント価格改定一覧 

実施時期：2022 年 9 月 1 日（木）～ 

ブランド 品番 商品名 JAN コード 旧上代 新上代 

        (税抜) (税抜) 

  

  

  

  

 

  

 

マーカス 

  & 

マーカス 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

MMST-EP センサリーティーザー ぞう 0059318110475 ¥1,400 ¥1,600 

MMST-GF センサリーティーザー きりん 0059318110505 ¥1,400 ¥1,600 

MMST-HP センサリーティーザー かば 0059318110390 ¥1,400 ¥1,600 

MMST-LN センサリーティーザー らいおん 0059318110482 ¥1,400 ¥1,600 

MMST-PG センサリーティーザー ぶた 0059318110468 ¥1,400 ¥1,600 

MMST-WL センサリーティーザー くじら 0059318110499 ¥1,400 ¥1,600 

MMTTB-EP ベビーティーシング トゥースブラシ ぞう 0059318118563 ¥1,200 ¥1,400 

MMTTB-GF ベビーティーシング トゥースブラシ きりん 0059318118594 ¥1,200 ¥1,400 

MMTTB-HP ベビーティーシング トゥースブラシ かば 0059318118600 ¥1,200 ¥1,400 

MMTTB-LN ベビーティーシング トゥースブラシ らいおん 0059318118570 ¥1,200 ¥1,400 

MMTTB-PG ベビーティーシング トゥースブラシ ぶた 0059318118556 ¥1,200 ¥1,400 

MMTTB-WL ベビーティーシング トゥースブラシ くじら 0059318118587 ¥1,200 ¥1,400 

MMBY-SS シリコン バストイ サブマリン 0059318113070 ¥1,600 ¥1,800 

MMBY-SR シリコン バストイ スペースロケット 0059318113094 ¥1,600 ¥1,800 

MMBY-SP シリコン バストイ シープレーン 0059318114800 ¥1,600 ¥1,800 

MMBY-01 
シリコン ミニバストイ ３個セット  

（きりん・らいおん・ぶた） 
0059318114589 ¥1,500 ¥1,700 

MMBY-02 
シリコン ミニバストイ ３個セット  

（ぞう・くじら・きりん） 
0059318114596 ¥1,500 ¥1,700 

MMMB-EW シリコンマッサージブラシ（ぞう・くじら） 4895235204226 ¥1,200 ¥1,400 

 


