2020 年 8 月

製品価格改定に関するお知らせ

対象商品
全 92 点（別添資料をご参照ください）
【品番/品名を変更し価格改定をさせていただきます】
価格改定期日（HALLMARK GOLD CROWN STORE）
旧品番商品（価格変更前）の販売：2020/9/10 9：30 までとさせていただきます。
新品番商品（価格変更後）の販売：2020/10/1 9：30 以降を予定しております。

価格改定商製品表①【価格表記は税抜です】
旧品番

旧品名

旧価格

新品番

新品名

新価格

オルゴールカード
EAO-634-667

ＧＨＢＯＣＳＮジャズピアノ

¥580 ⇒ EAO-784-850

ＧＨＢＯＣＳＮジャズピアノⅡ

¥640

EAO-655-037

ＧＨＢOCＤＮパルスマジック

¥580 ⇒ EAO-784-812

ＧＨＢＯＣＤＮパルスマジックⅡ

¥640

EAO-732-073

ＧＨＢＯＣピアノ

¥580 ⇒ EAO-784-911

ＧＨＢＯＣピアノⅡ

¥640

EAO-732-080

ＧＨＢＯＣＤＮ誕生日パーティー

¥580 ⇒ EAO-784-829

ＧＨＢＯＣＤＮ誕生日パーティーⅡ

¥640

EAO-732-097

ＧＨＢＯＣＳＮマーチ

¥580 ⇒ EAO-784-867

ＧＨＢＯＣＳＮマーチⅡ

¥640

EAO-753-566

GHBOCメリーゴーランドケーキ

¥580 ⇒ EAO-784-928

ＧＨＢＯＣメリーゴーランドケ―キⅡ

¥640

EAO-753-573

GHBOCSNピアノ兄弟

¥580 ⇒ EAO-784-874

ＧＨＢＯＣＳＮピアノ兄弟Ⅱ

¥640

EAO-756-307

GHBOCDNエイリアン

¥580 ⇒ EAO-784-836

ＧＨＢＯＣＤＮエイリアンⅡ

¥640

EAO-757-687

GHBOCブーケ

¥580 ⇒ EAO-784-898

ＧＨＢＯＣブーケⅡ

¥640

EAO-770-105

ＧＨＢＯＣＤＮプーボイス・パーティー

¥580 ⇒ EAO-784-843

ＧＨＢＯＣＤＮプーボイス・パーティーⅡ

¥640

EAO-770-112

ＧＨＢＯＣＭＯみんなでお祝い

¥580 ⇒ EAO-784-881

ＧＨＢＯＣＭＯみんなでお祝いⅡ

¥640

EAO-770-686

ＧＨＢＯＣＴＡＴネコとリコーダー

¥580 ⇒ EAO-784-935

ＧＨＢＯＣＴＡＴネコとリコーダーⅡ

¥640

EAO-770-693

ＧＨＢＯＣケーキネイビー

¥580 ⇒ EAO-784-942

ＧＨＢＯＣケーキネイビーⅡ

¥640

グリーティングカード
EAR-354-787

立体ペイラム ＨＢおじぎクマ

¥300 ⇒ EAR-785-048

ＧＨＢ立体おじぎクマⅡ

¥350

EAP-388-942

ＧＫＣ ＨＢろうそくとねずみ

¥280 ⇒ EAP-785-024

ＧＨＢろうそくとねずみⅡ

¥300

EAR-471-255

ＧＨＢ立体バースデー・バラ立

¥350 ⇒ EAR-785-017

ＧＨＢ立体バースデー・バラ立体Ⅱ

¥400

EAR-629-632

ＧＨＢ立体ＡＰレインボー

¥350 ⇒ EAR-784-959

ＧＨＢ立体ＡＰレインボーⅡ

¥400

EAR-665-371

ＧＨＢ立体ＡＰメダル

¥380 ⇒ EAR-784-973

ＧＨＢ立体ＡＰメダルⅡ

¥420

EAR-665-388

ＧＨＢ立体ＡＰお家

¥350 ⇒ EAR-784-980

ＧＨＢ立体ＡＰお家Ⅱ

¥400

EAR-732-240

ＧＨＢ立体ＡＰトリプルパンチⅡ

¥380 ⇒ EAR-784-997

ＧＨＢ立体ＡＰトリプルパンチⅢ

¥400

EAR-770-723

GHB立体APケーキのまわりでお祝い

¥380 ⇒ EAR-785-000

ＧＨＢ立体ＡＰケーキのまわりでお祝いⅡ

¥400

EAP-389-727

ＧＫＣ ＳＹエンボス花

¥250 ⇒ EAP-785-031

ＧＳＹエンボス花Ⅱ

¥300

EAP-629-649

ＧＢＬＡＰ身長計

¥350 ⇒ EAP-784-966

ＧＢＬＡＰ身長計Ⅱ

¥400

EEP-463-649

パッド野の花うたう

¥400 ⇒ EEP-785-055

パッド野の花うたうⅡ

¥450

BEP-471-804

パッドしあわせの葉っぱ

¥400 ⇒ EEP-785-062

パッドしあわせの葉っぱⅡ

¥450

レターパッド

レターパッド用封筒
EEE-464-028

パッド用封筒野の花うたう

¥250 ⇒ EEE-785-079

パッド用封筒野の花うたうⅡ

¥300

BEE-471-989

パッド封筒しあわせの葉っぱ

¥250 ⇒ EEE-785-086

パッド封筒しあわせの葉っぱⅡ

¥300

一筆箋野の花うたう

¥300 ⇒ EEM-785-390

一筆箋野の花うたうⅡ

¥340

¥300 ⇒ EEM-785-406

一筆箋しあわせの葉っぱⅡ

¥340

一筆箋
EEM-463-885

BEM-471-927 一筆箋しあわせの葉っぱ
葉書箋
ECD-463-786

葉書箋野の花うたう

¥300 ⇒ ECD-785-413

葉書箋野の花うたうⅡ

¥340

BCD-471-866

葉書箋しあわせの葉っぱ

¥300 ⇒ ECD-785-420

葉書箋しあわせの葉っぱⅡ

¥340

ひとことふたこと箋
EEP-463-755

ひとこと野の花うたう

¥200 ⇒ EEP-785-130

ひとこと野の花うたうⅡ

¥220

EEP-502-676

ひとことフェアリーハーモニー

¥200 ⇒ EEP-785-147

ひとことフェアリーハーモニーⅡ

¥220

EEP-507-268

ひとことローズガーデン

¥200 ⇒ EEP-785-123

ひとことローズガーデンⅡ

¥220

EEP-515-591

ひとことちび犬４

¥200 ⇒ EEP-785-154

ひとことちび犬５

¥220

EEP-615-109

ひとことワイルドフラワー

¥200 ⇒ EEP-785-161

ひとことワイルドフラワーⅡ

¥220

EEP-620-950

ひとことＳＮコミックホワイト

¥200 ⇒ EEP-785-093

ひとことＳＮコミックホワイトⅡ

¥220

EEP-629-885

ひとこと青い鳥

¥200 ⇒ EEP-785-178

ひとこと青い鳥Ⅱ

¥220

EEP-642-983

ひとことＳＮポストと手紙

¥200 ⇒ EEP-785-109

ひとことＳＮポストと手紙Ⅱ

¥220

EEP-670-726

ひとことミュージカルパレード

¥200 ⇒ EEP-785-185

ひとことミュージカルパレードⅡ

¥220

EEP-686-840

ひとことＳＮ虹ストライプ

¥200 ⇒ EEP-785-116

ひとことＳＮ虹ストライプⅡ

¥220

EEP-718-046

ひとこと和のいろどり切り紙

¥200 ⇒ EEP-785-192

ひとこと和のいろどり切り紙Ⅱ

¥220

EEP-754-426

ひとことフラワリーミュージック

¥200 ⇒ EEP-785-208

ひとことフラワリーミュージックⅡ

¥220

EEP-769-048

ひとことMFCプレジャーイエロー

¥200 ⇒ EEP-785-215

ひとことＭＦＣプレジャーイエローⅡ

¥220

EEP-769-055

ひとことMFCジェントルピンク

¥200 ⇒ EEP-785-222

ひとことＭＦＣジェントルピンクⅡ

¥220

EEP-769-062

ひとことMFCホープフルブルー

¥200 ⇒ EEP-785-239

ひとことＭＦＣホープフルブルーⅡ

¥220

価格改定製品表②【価格表記は税抜です】
旧品番

旧品名

旧価格

新品番

新品名

新価格

ひとことふたこと箋用封筒
EEE-464-134

ひとこと封筒野の花うたう

¥200 ⇒ EEE-785-284

ひとこと封筒野の花うたうⅡ

¥220

EEE-502-737

ひとこと封筒フェアリーハーモ

¥200 ⇒ EEE-785-291

ひとこと封筒フェアリーハーモニーⅡ

¥220

EEE-507-275

ひとこと封筒ローズガーデン

¥200 ⇒ EEE-785-277

ひとこと封筒ローズガーデンⅡ

¥220

EEE-515-652

ひとこと封筒ちび犬４

¥200 ⇒ EEE-785-307

ひとこと封筒ちび犬５

¥220

EEE-615-161

ひと封筒ワイルドフラワー

¥200 ⇒ EEE-785-314

ひとこと封筒ワイルドフラワーⅡ

¥220

EEE-620-998

ひとこと封筒ＳＮコミックホワイト

¥200 ⇒ EEE-785-246

ひとこと封筒ＳＮコミックホワイトⅡ

¥220

EEE-629-922

ひとこと封筒青い鳥

¥200 ⇒ EEE-785-321

ひとこと封筒青い鳥Ⅱ

¥220

EEE-643-034

ひとこと封筒ＳＮポストと手紙

¥200 ⇒ EEE-785-253

ひとこと封筒ＳＮポストと手紙Ⅱ

¥220

EEE-670-757

ひとこと封筒ミュージカルパレード

¥200 ⇒ EEE-785-338

ひとこと封筒ミュージカルパレードⅡ

¥220

EEE-686-857

ひとこと封筒ＳＮ虹ストライプ

¥200 ⇒ EEE-785-260

ひとこと封筒ＳＮ虹ストライプⅡ

¥220

EEE-718-084

ひとこと封筒和のいろどり切り紙

¥200 ⇒ EEE-785-345

ひとこと封筒和のいろどり切り紙Ⅱ

¥220

EEE-754-471

ひとこと封筒フラワリーミュージック

¥200 ⇒ EEE-785-352

ひとこと封筒フラワリーミュージックⅡ

¥220

EEE-769-079

ひとこと封筒MFCプレジャーイエロー

¥200 ⇒ EEE-785-369

ひとこと封筒ＭＦＣプレジャーイエローⅡ

¥220

EEE-769-086

ひとこと封筒MFCジェントルピンク

¥200 ⇒ EEE-785-376

ひとこと封筒ＭＦＣジェントルピンクⅡ

¥220

EEE-769-093

ひとこと封筒MFCホープフルブルー

¥200 ⇒ EEE-785-383

ひとこと封筒ＭＦＣホープフルブルーⅡ

¥220

色紙
EPS-718-619

色紙ＳＮ二つ折り気球Ⅱ

EPS-773-151

色紙青い鳥

¥380 ⇒ EPS-785-789

色紙青い鳥Ⅱ

¥400

EPS-773-168

色紙TATあひる

¥380 ⇒ EPS-785-796

色紙ＴＡＴあひるⅡ

¥400

EPS-773-175

色紙DNプーと風船

¥380 ⇒ EPS-785-758

色紙ＤＮプーと風船Ⅱ

¥400

EPS-773-182

色紙SN友達と風船

¥380 ⇒ EPS-785-765

色紙ＳＮ友達と風船Ⅱ

¥400

EPS-773-199

色紙MOムーミンとパーティー

¥380 ⇒ EPS-785-772

色紙ＭＯムーミンとパーティーⅡ

¥400

EMA-478-452 祝儀袋寿スリムバラアイボリー

¥380 ⇒ EMA-785-536 祝儀袋寿スリムバラアイボリーⅡ

¥450

EMA-478-469 祝儀袋寿スリムリボンピンク

¥380 ⇒ EMA-785-543 祝儀袋寿スリムリボンピンクⅡ

¥450

EMA-491-444 祝儀袋寿ホワイトベル

¥450 ⇒ EMA-785-444 祝儀袋寿ホワイトベルⅡ

¥520

EMA-520-540 祝儀袋寿友禅折り紺

¥450 ⇒ EMA-785-550 祝儀袋寿友禅折り紺Ⅱ

¥540

EMA-550-974 祝儀袋寿スリムハートホワイト

¥400 ⇒ EMA-785-451 祝儀袋寿スリムハートホワイトⅡ

¥450

EMA-550-981 祝儀袋寿スリムハートピンク

¥400 ⇒ EMA-785-468 祝儀袋寿スリムハートピンクⅡ

¥450

EMA-615-932 祝儀袋寿もみ紙金 濃青

¥450 ⇒ EMA-785-567 祝儀袋寿もみ紙金濃青Ⅱ

¥540

EMA-673-475 祝儀袋寿ＭＢトレペホワイトローズ

¥450 ⇒ EMA-785-437 祝儀袋寿ＭＢトレペホワイトローズⅡ

¥520

EMA-680-848 祝儀袋寿エンボスハート白

¥480 ⇒ EMA-785-475 祝儀袋寿エンボスハート白Ⅱ

¥520

EMA-688-462 祝儀袋寿男祝儀紺色

¥480 ⇒ EMA-785-574 祝儀袋寿男祝儀紺色Ⅱ

¥540

EMA-711-573 祝儀袋寿スリム男青海波紺

¥450 ⇒ EMA-785-581 祝儀袋寿スリム男青海波紺Ⅱ

¥500

EMA-711-580 祝儀袋寿スリム男矢絣紺

¥450 ⇒ EMA-785-598 祝儀袋寿スリム男矢絣紺Ⅱ

¥500

EMA-731-663 祝儀袋寿FSクリーム

¥450 ⇒ EMA-785-482 祝儀袋寿ＦＳクリームⅡ

¥520

EMA-731-670 祝儀袋寿FSブルー

¥450 ⇒ EMA-785-499 祝儀袋寿ＦＳブルーⅡ

¥520

EME-484-903

祝儀封筒お祝 押し花ピンク

¥180 ⇒ EME-785-642

祝儀封筒お祝押し花ピンクⅡ

¥200

EME-503-987

祝儀封筒お祝クローバー

¥180 ⇒ EME-785-659

祝儀封筒お祝クローバーⅡ

¥200

EME-513-825

祝儀封筒御祝淡花白

¥180 ⇒ EME-785-666

祝儀封筒御祝淡花白Ⅱ

¥200

EME-644-000

祝儀封筒お祝フラワーシャワー

¥180 ⇒ EME-785-673

祝儀封筒お祝フラワーシャワーⅡ

¥200

EME-503-994

祝儀封筒出産祝リトと風船

¥180 ⇒ EME-785-680

祝儀封筒出産祝リトと風船Ⅱ

¥200

EME-542-658

祝儀封筒ご出産お祝ベビー服

¥180 ⇒ EME-785-697

祝儀封筒ご出産お祝ベビー服Ⅱ

¥200

EME-643-409

祝儀封筒ＳＮ無地ダンス

¥180 ⇒ EME-785-734

祝儀封筒ＳＮ無地ダンスⅡ

¥200

EME-680-992

祝儀封筒ＤＮ無地フラワーＭＭ

¥180 ⇒ EME-785-703

祝儀封筒ＤＮ無地フラワーＭＭⅡ

¥200

EME-681-005

祝儀封筒ＳＮ無地リボン

¥180 ⇒ EME-785-741

祝儀封筒ＳＮ無地リボンⅡ

¥200

EME-733-896

祝儀封筒ＤＮ無地トイ・ストーリー

¥180 ⇒ EME-785-710

祝儀封筒ＤＮ無地トイ・ストーリーⅡ

¥200

EME-733-902

祝儀封筒ＤＮ無地ソフィア

¥180 ⇒ EME-785-727

祝儀封筒ＤＮ無地ソフィアⅡ

¥200

¥1,300 ⇒ EPS-784-201

色紙ＳＮ二つ折り気球Ⅲ

¥1,500

金封

