
WILDSWANS2022年価格改定リスト

フルグレインブライドルレザー
品名 旧価格（税抜） 新価格（税抜） 新価格（税込）
フルグレインブライドルPLAM-V2 \36,000 \45,000 \49,500
フルグレインブライドルCOLYTON \24,000 \30,000 \33,000
フルグレインブライドルEDWARD \22,500 \25,000 \27,500
フルグレインブライドルPLYMOUTH-S \18,000 \21,000 \23,100
フルグレインブライドルPLYMOUTH-M \20,000 \23,000 \25,300
フルグレインブライドルLEAF \4,500 \5,000 \5,500
フルグレインブライドルBRANCH \6,000 \7,000 \7,700
フルグレインブライドルGROUNDER \47,000 \58,000 \63,800
フルグレインブライドルWAVE \75,000 \90,000 \99,000
フルグレインブライドルENO \57,000 \70,000 \77,000
フルグレインブライドルCASA \36,000 \48,000 \52,800
フルグレインブライドルBYRNE \60,000 \74,000 \81,400
フルグレインブライドルKF-003 \39,000 \48,000 \52,800
フルグレインブライドルMINIMAL \25,000 \28,000 \30,800
フルグレインブライドルTONGUE \24,000 \31,000 \34,100
フルグレインブライドルKF-001 \88,000 \112,000 \123,200
フルグレインブライドルWINGS \32,000 \40,000 \44,000
フルグレインブライドルCLIPPERⅡ \22,000 \29,000 \31,900
フルグレインブライドルBRANCH KEY CAP \1,500 \1,800 \1,980

イングリッシュブライドルレザー
品名 旧価格（税抜） 新価格（税抜） 新価格（税込）
イングリッシュブライドルWINGS \26,000 \33,000 \36,300
EB-KYLE \5,000 \6,000 \6,600
EB-LYNCH \9,000 \11,000 \12,100
イングリッシュブライドルTONGUE \18,000 \23,000 \25,300
イングリッシュブライドルBRANCH \5,500 \6,600 \7,260
イングリッシュブライドルDRUCKER \100,000 \120,000 \132,000
イングリッシュブライドルPALM V2 \30,000 \37,000 \40,700
イングリッシュブライドルCASA \30,000 \39,000 \42,900
イングリッシュブライドルCANOPUS \28,000 \34,000 \37,400
イングリッシュブライドルENO \45,000 \55,000 \60,500
イングリッシュブライドルSURFS1 \35,000 \42,000 \46,200
イングリッシュブライドルDRUCKER(S） \90,000 \110,000 \121,000
イングリッシュブライドルBYRNE \48,000 \59,000 \64,900
イングリッシュブライドルGROUNDER \43,000 \52,000 \57,200



イングリッシュブライドルGENERAL \17,000 \23,000 \25,300
イングリッシュブライドルBLISTER-L \48,000 \59,000 \64,900
イングリッシュブライドルWAVE \60,000 \72,000 \79,200
イングリッシュブライドルLAFARO \33,000 \39,000 \42,900
イングリッシュブライドルMORRIS \11,000 \13,000 \14,300
イングリッシュブライドルCLIPPERⅡ \16,000 \20,000 \22,000
イングリッシュブライドルMINIMAL \20,000 \23,000 \25,300
EB-LEGARE \3,000 \4,000 \4,400
イングリッシュブライドルOPTICAL CASE \28,000 \34,000 \37,400
イングリッシュブライドルOWL-B6 \27,000 \35,000 \38,500
イングリッシュブライドルOWL-A5 \29,000 \37,000 \40,700
イングリッシュブライドルBIBLE \67,000 \83,000 \91,300
イングリッシュブライドルCYLINDER-S \17,000 \23,000 \25,300
イングリッシュブライドルPeek-A-Boo Ⅰ \16,000 \20,000 \22,000
イングリッシュブライドルCIRCULO \100,000 \120,000 \132,000
イングリッシュブライドルBRANCH KEY CAP \1,000 \1,200 \1,320

シェルコードバン
品名 旧価格（税抜） 新価格（税抜） 新価格（税込）
シェルコードバンEDWARD 25,000\                 30,000\                33,000\                  
シェルコードバンWATCH STAP 22,000\                 26,000\                28,600\                  
シェルコードバンCASA 40,000\                 55,000\                60,500\                  
シェルコードバンWAVE 86,000\                 108,000\              118,800\                
シェルコードバンBRAID 5,000\                   6,000\                  6,600\                    
シェルコードバンBYRNE 71,000\                 90,000\                99,000\                  
シェルコードバンLEAF 5,000\                   6,000\                  6,600\                    
シェルコードバンPALM-V2-LEFTY 40,000\                 52,000\                57,200\                  
シェルコードバンPALM-V2 40,000\                 52,000\                57,200\                  
シェルコードバンTONGUE 27,000\                 35,000\                38,500\                  
シェルコードバンGROUNDER 55,000\                 69,000\                75,900\                  
シェルコードバンENO 66,500\                 85,000\                93,500\                  
シェルコードバンBRANCH KEY CAP 1,800\                   2,200\                  2,420\                    

クロコ
品名 旧価格（税抜） 新価格（税抜） 新価格（税込）
クロコEDWARD \40,000 \45,000 \49,500
クロコPALM-V2-LEFTY \57,000 \72,000 \79,200
クロコBALL MARKER \15,000 \17,000 \18,700
クロコWATCH STRAP \25,000 \28,000 \30,800
クロコGROUNDER \115,000 \140,000 \154,000



クロコWAVE \158,000 \195,000 \214,500
クロコBRANCH \10,500 \12,600 \13,860
クロコGENERAL \40,000 \50,000 \55,000
クロコTONGUE \40,000 \50,000 \55,000
クロコLEAF \8,000 \9,000 \9,900
クロコCLIPPERⅡ \35,000 \44,000 \48,400
クロコPALM-V3 \57,000 \72,000 \79,200
クロコPALM-V2 \57,000 \72,000 \79,200
クロコCASA \57,000 \76,000 \83,600
クロコBRANCH KEY CAP \2,000 \2,400 \2,640

ミネルバ
品名 旧価格（税抜） 新価格（税抜） 新価格（税込）
MB-CERVINO \60,000 \72,000 \79,200
COLLIER \30,000 \36,000 \39,600
60th BOSTON \90,000 \108,000 \118,800

シュランケンカーフ
品名 旧価格（税抜） 新価格（税抜） 新価格（税込）
BEL AIR \78,000 \94,000 \103,400
SC DRUCKER \100,000 \120,000 \132,000
SOLON \43,000 \52,000 \57,200
PISTE \37,000 \45,000 \49,500
SC DRUCKER(S） \90,000 \110,000 \121,000
LANCELOT \100,000 \120,000 \132,000
SC-RUELLE \8,000 \11,000 \12,100
RIGID \55,000 \66,000 \72,600
SC-BASIS \90,000 \110,000 \121,000
COLLINE \60,000 \72,000 \79,200
SC-WEBBER \113,000 \136,000 \149,600
PRECEDE \90,000 \110,000 \121,000

モンパルナスカーフ
品名 旧価格（税抜） 新価格（税抜） 新価格（税込）
MP-FLAT(M） \9,000 \11,000 \12,100
LUMIERE \27,000 \33,000 \36,300
MP-FLAT(S） \7,000 \9,000 \9,900
SVELTO \43,000 \52,000 \57,200
MP-RUELLE \9,000 \12,000 \13,200
POSTINO \46,000 \55,000 \60,500



MP-FLAT(L） \15,000 \18,000 \19,800
POCHI \45,000 \54,000 \59,400
LIBERO \60,000 \72,000 \79,200
VIAGGIA \90,000 \110,000 \121,000
RAGAZZO \115,000 \138,000 \151,800

サドルプルアップ
品名 旧価格（税抜） 新価格（税抜） 新価格（税込）
SD-KYLE \5,000 \6,000 \6,600
SD-LYNCH \9,000 \11,000 \12,100
SD-LEGARE \3,000 \4,000 \4,400
サドルプルアップWINGS \26,000 \33,000 \36,300
サドルプルアップTONGUE \18,000 \23,000 \25,300
サドルプルアップBRANCH \5,500 \6,600 \7,260
サドルプルアップPALM \27,000 \33,000 \36,300
サドルプルアップCANOPUS \28,000 \34,000 \37,400
サドルプルアップENO \45,000 \55,000 \60,500
サドルプルアップSURFS1 \35,000 \42,000 \46,200
サドルプルアップBYRNE \48,000 \59,000 \64,900
サドルプルアップGROUNDER \43,000 \52,000 \57,200
サドルプルアップGENERAL \17,000 \23,000 \25,300
サドルプルアップBLISTER-L \48,000 \59,000 \64,900
サドルプルアップWAVE \60,000 \72,000 \79,200
サドルプルアップLAFARO \33,000 \39,000 \42,900
サドルプルアップMORRIS \11,000 \13,000 \14,300
サドルプルアップCLIPPERⅡ \16,000 \20,000 \22,000
サドルプルアップOPTICAL CASE \28,000 \34,000 \37,400
サドルプルアップOWL-B6 \27,000 \35,000 \38,500
サドルプルアップOWL-A5 \29,000 \37,000 \40,700
サドルプルアップBIBLE \67,000 \83,000 \91,300
サドルプルアップCYLINDER-S \17,000 \23,000 \25,300
サドルプルアップPeek-A-Boo Ⅰ \16,000 \20,000 \22,000
サドルプルアップPALM-V2 \30,000 \37,000 \40,700
サドルプルアップPALM-V3 \30,000 \37,000 \40,700
サドルプルアップPALM-V2-LEFTY \30,000 \37,000 \40,700
サドルプルアップCASA \30,000 \39,000 \42,900

その他の素材
品名 旧価格（税抜） 新価格（税抜） 新価格（税込）



カラビナキーリング(S) \4,000 - -
カラビナキーリング(M) \5,000 - -
カラビナキーリング(L) \12,000 - -
S型カラビナ \4,000 - -
箸置き \4,000 - -
SHOEHORN \15,000 - -
マネークリップ \8,000 - -
Sマークチャーム \20,000 - -
2重リング \500 - -
クロス \400 \500 \550
MILLER \9,000 - -
ERNEST \18,000 - -
HAMLYNS \24,000 - -
PISA \24,000 \26,000 \28,600
バックル（カジュアル） \8,000 - -
バックル（ドレス） \8,000 - -
CERVINO \18,000 \19,000 \20,900
CASSINO \7,000 - -
PENNYLANE(XS) \1,500 - -
PENNYLANE(S) \4,000 - -
PENNYLANE \5,000 - -
WELLS \4,000 - -
BRICKLANE(S) \5,000 \6,000 \6,600
BRICKLANE(L) \10,000 \11,000 \12,100
ペントレイ（フルグレインブライドル ） \12,000 \15,000 \16,500
時計トレイ（サドル） \8,000 \12,000 \13,200
時計トレイ（フルグレイン） \8,500 \13,000 \14,300
時計トレイ（コードバン ） \9,000 \13,000 \14,300
時計トレイ（ヌバックリザード） \9,000 \13,000 \14,300
時計トレイ（クロコ） \10,000 \15,000 \16,500
レザーマット（ホーウィンスタンプ） \6,000 \7,000 \7,700
レザーマット（イングリッシュブライドル型押し） \6,000 \7,000 \7,700
ガルーシャコースター \4,000 \5,000 \5,500
レザーコースター(S) \6,000 \7,000 \7,700
レザーコースター(M) \8,000 \9,000 \9,900
ボトルハンガー \1,500 \2,000 \2,200


