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カリカリーナBasic/Fiore スタンダード(M) ¥8,100 ¥8,910 ¥8,900 ¥9,790

カリカリーナBasic/Fiore グランデ(L) ¥11,500 ¥12,650 ¥12,700 ¥13,970

カリカリーナBasic/Fiore グラングラン(XL) ¥15,000 ¥16,500 ¥16,500 ¥18,150

カリカリーナBasic/Fioreスツールセット スタンダード(M) ¥12,300 ¥13,530 ¥13,600 ¥14,960

カリカリーナBasic/Fioreスツールセット グランデ(L) ¥16,800 ¥18,480 ¥18,600 ¥20,460

カリカリーナBasic/Fioreスツールセット グラングラン(XL) ¥20,300 ¥22,330 ¥22,400 ¥24,640

カリカリーナスツール mini(M) ¥5,200 ¥5,720 ¥5,700 ¥6,270

カリカリーナスツール グランデ(L) ¥6,300 ¥6,930 ¥6,900 ¥7,590

カリカリーナFioreスツール Mini(M) ¥5,200 ¥5,720 ¥5,700 ¥6,270

カリカリーナFioreスツール グランデ(L) ¥6,300 ¥6,930 ¥6,900 ¥7,590

カリカリーナLuce スタンダード(M) ¥12,400 ¥13,640 ¥13,600 ¥14,960

カリカリーナLuce グランデ(L) ¥16,400 ¥18,040 ¥18,000 ¥19,800

カリカリーナLuce グラングラン(XL) ¥20,500 ¥22,550 ¥22,600 ¥24,860

カリカリーナLuceスツールセット スタンダード(M) ¥16,600 ¥18,260 ¥18,300 ¥20,130

カリカリーナLuceスツールセット グランデ(L) ¥21,700 ¥23,870 ¥23,900 ¥26,290

カリカリーナLuceスツールセット グラングラン(XL) ¥25,800 ¥28,380 ¥28,500 ¥31,350

カリカリーナNAVE スプルス シングル ¥5,800 ¥6,380 ¥6,400 ¥7,040

カリカリーナNAVE スプルス ダブル ¥9,100 ¥10,010 ¥10,000 ¥11,000

カリカリーナNAVE ウォールナット シングル ¥9,300 ¥10,230 ¥10,200 ¥11,220

カリカリーナNAVE ウォールナット ダブル ¥13,700 ¥15,070 ¥15,100 ¥16,610

カリカリーナAdesso ¥27,600 ¥30,360 ¥30,400 ¥33,440

カリカリーナAlto スタンダード(M) ¥24,200 ¥26,620 ¥26,600 ¥29,260

カリカリーナAlto グランデ(L) ¥31,600 ¥34,760 ¥34,800 ¥38,280

カリカリーナBellezza スタンダード(M) ¥11,500 ¥12,650 ¥12,700 ¥13,970

カリカリーナBellezza グランデ(L) ¥15,000 ¥16,500 ¥16,500 ¥18,150

カリカリーナcasa スタンダード(M) ¥20,500 ¥22,550 ¥22,600 ¥24,860

カリカリーナcasa ルンガ(L) ¥25,100 ¥27,610 ¥27,600 ¥30,360

カリカリーナcasa リフィル スタンダード(M)上 ¥6,900 ¥7,590 ¥7,600 ¥8,360

カリカリーナcasa リフィル スタンダード(M)下 ¥4,000 ¥4,400 ¥4,400 ¥4,840

カリカリーナcasa リフィル スタンダード(M)上下セット ¥9,900 ¥10,890 ¥11,000 ¥12,100

カリカリーナcasa リフィル ルンガ(L)上 ¥9,200 ¥10,120 ¥10,100 ¥11,110

カリカリーナcasa リフィル ルンガ(L)下 ¥4,600 ¥5,060 ¥5,100 ¥5,610

カリカリーナcasa リフィル ルンガ(L)上下セット ¥12,800 ¥14,080 ¥14,200 ¥15,620

カリカリーナCastello スタンダード(齧り対策仕様) ¥32,200 ¥35,420 ¥35,400 ¥38,940

カリカリーナCastello グランデ(齧り対策仕様) ¥46,000 ¥50,600 ¥50,600 ¥55,660

カリカリーナGiorno スタンダード(M)5号鉢用 ¥26,500 ¥29,150 ¥29,200 ¥32,120

カリカリーナGiorno グランデ(L)6号鉢用 ¥41,200 ¥45,320 ¥45,300 ¥49,830

カリカリーナMARE くじら ¥32,100 ¥35,310 ¥35,300 ¥38,830

カリカリーナMARE さめ ¥27,500 ¥30,250 ¥30,300 ¥33,330
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カリカリーナmatita ¥18,400 ¥20,240 ¥20,200 ¥22,220

カリカリーナmatita リフィル ¥6,000 ¥6,600 ¥6,600 ¥7,260

カリカリーナMuro ¥57,500 ¥63,250 ¥63,300 ¥69,630

カリカリーナMuroリフィル ハーフ ¥8,100 ¥8,910 ¥8,900 ¥9,790

カリカリーナMuroリフィル 1セット ¥13,800 ¥15,180 ¥15,200 ¥16,720

カリカリーナTorre e mezzo ¥48,900 ¥53,790 ¥53,800 ¥59,180

カリカリーナZOO ぶた 本体のみ ¥20,700 ¥22,770 ¥22,800 ¥25,080

カリカリーナZOO ぶた 本体+階段 ¥22,800 ¥25,080 ¥25,100 ¥27,610

カリカリーナZOO ぶた 階段のみ ¥2,100 ¥2,310 ¥2,300 ¥2,530

カリカリーナZOO かば 本体のみ ¥20,700 ¥22,770 ¥22,800 ¥25,080

カリカリーナZOO かば 本体+階段 ¥24,700 ¥27,170 ¥27,200 ¥29,920

カリカリーナZOO かば 階段のみ ¥4,000 ¥4,400 ¥4,400 ¥4,840

カリカリーナZOO らいおん ¥36,100 ¥39,710 ¥39,700 ¥43,670
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※Legno、にゃんBOX、フードボウル、ギフトバッグ、名入れ・スワロフスキー・Torre滑り止めオプションは価格据え置きとなります。
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