
型番 商品名 入荷目安
AC-101 シェルアップル 廃番
AC-102 シェルペアー 廃番
AN-101 グラスデコ/A 廃番
AN-103 グラスデコ/C 廃番
AN-106 ボトルチャイム（ブルー） 廃番
AN-108 シェルオーナメント（S) 廃番
AN-109 シェルオーナメント（L) 廃番
AN-110 クラフトグラスガーランド（A) 廃番
AN-111 クラフトグラスガーランド（B) 廃番
AN-112 クラフトグラスガーランド（C) 廃番
AN-113 クラフトグラス（S) 廃番
AN-114 クラフトグラス（M) 廃番
AN-115 クラフトグラス（L) 廃番
AN-117 サンドミニボトル3連（S） 廃番
AN-119 サンドボトル（A) 廃番
AN-121 サンドボトル（C) 廃番
AN-122 サンドボトル（D) 廃番
AN-124 シーウーチン/S/ピンク(6個セット） 廃番
AN-125 シーウーチン/M/ホワイト(6個セット） 廃番
AN-127 シーウーチン/L/ホワイト(6個セット） 廃番
AN-128 シーウーチン/L/ピンク(6個セット） 廃番
AN-129 ｼｰｳｰﾁﾝｽﾌﾟｰﾄﾆｯｸ/Ｓ（2個セット） 廃番
AN-130 ｼｰｳｰﾁﾝｽﾌﾟｰﾄﾆｯｸ/L（2個セット） 廃番
AN-303 ｼｰｳｰﾁﾝ/L/ｶﾗｰｱｿｰﾄ(6個入り) 廃番
AN-304 ｼｰｳｰﾁﾝ/S/ｸﾞﾘｰﾝ(6個入り) 廃番
AN-308 ｱﾙﾌｫﾝｽｳｰﾁﾝ/S(2個入り) 廃番
AN-310 ｼｰｳｰﾁﾝｽﾌﾟｰﾄﾆｯｸ/S(2個入り) 廃番
AN-311 ｼｰｳｰﾁﾝｽﾌﾟｰﾄﾆｯｸ/L(2個入り) 廃番
AN-316 ﾌｨﾝｶﾞｰｽﾀｰﾌｨｯｼｭ/S/(3個入り) 廃番
AN-319 ﾌｨﾘﾋﾟﾝｽﾀｰﾌｨｯｼｭ/S/(5個入り) 廃番
AN-320 ﾌｨﾘﾋﾟﾝｽﾀｰﾌｨｯｼｭ/M/(3個入り) 廃番
AN-321 ﾌｨﾘﾋﾟﾝｽﾀｰﾌｨｯｼｭ/L/(3個入り) 廃番
AN-810 ココプランター（5個セット/ブラウン） 廃番
AN-812 ﾊﾝｷﾞﾝｸﾞｺｺﾌﾟﾗﾝﾀｰ（5個ｾｯﾄ/BR） 未定
AP-200 マスコット（ブタ） 廃番
AP-201 マスコット（ウサギ） 廃番
AP-203 マスコット（ウシ） 廃番
AP-204 マスコット（ヤギ） 廃番
AP-205 マスコット（カエル） 廃番
AP-206 マスコット（パンダ） 廃番
AP-208 マスコット（クマ・黒） 廃番
AP-209 マスコット（クマ・チェック） 廃番
AP-210 マスコット（ネコ・グレー） 廃番
AP-211 マスコット（ネコ・白） 廃番
AP-212 マスコット（ネコ・三毛） 廃番
AP-213 マスコット（ネコ・黒） 廃番
AP-214 マスコット（ネコ・トラ） 廃番
AP-220 ぬいぐるみマスコット（Ｌ）　ぶた 廃番
AP-234 ぬいぐるみマスコット（Ｌ）　ねこ／トラ 廃番
AT-101 タイルＡ/ブラウン 廃番
AT-103 タイルＡ/グレー 廃番
AT-104 タイルＢ/ブラウン 廃番
AT-107 ブロックＡ/ブラウン 廃番
AT-116 ブロックＤ/ブラウン 廃番
AT-121 ブロックＥ/グレー 廃番
AZ-1006 フラワーグラススタンド 廃番
AZ-1009 2ｽﾊﾟｲｽﾗｯｸ（ﾊﾞｽｹｯﾄ付き/ﾌﾞﾗｳﾝ） 10月中旬
AZ-1011 3ｽﾊﾟｲｽﾗｯｸ（引き出し付き/ﾌﾞﾗｳﾝ） 10月中旬
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型番 商品名 入荷目安
AZ-1014 万年カレンダー 11月中旬
AZ-1043 スリーステップスタンド（W) 未定
AZ-1048 アイアン蛇口2フック（B) 廃番
AZ-1049 アイアン蛇口2フック（W) 廃番
AZ-1056 ティンバケツ（オバール） 未定
AZ-1066 ナンバー5（S) 未定
AZ-1071 ナンバー5（L) 11月中旬
AZ-1073 フレーム/S/ブラウン 廃番
AZ-1074 フレーム/S/ホワイト 廃番
AZ-1075 フレーム/S/ブルー 廃番
AZ-1076 フレーム/M/ブラウン 廃番
AZ-1077 フレーム/M/ホワイト 廃番
AZ-1084 ミニジャンクボックス 未定
AZ-1087 ミニジャンクハウス 未定
AZ-1090 ジャンクプランター/ハウス 未定
AZ-1093 ノックダウン４ステップラック(L) 未定
AZ-1095 ノックダウン４ステップラック(S/ブラック) 廃番
AZ-1098 ノックダウンアップシェルフ 10月中旬
AZ-1103 引き出し付きブックスタンド(ホワイト) 10月中旬
AZ-1107 アンブレラスタンド/ねこ 廃番
AZ-1108 オールパーパスラック(ブラウン) 未定
AZ-1131 ミニサインプランター 10月中旬
AZ-1134 ウッドミニテーブル（ホワイト） 11月中旬
AZ-1160 ティンハンギング漏斗B 10月中旬
AZ-1175 クリスタル付ウィール 廃番

NEW AZ-1212 キャットインテリアサイン/カフェ 10月中旬
NEW AZ-1213 キャットインテリアサイン/ドア 10月中旬
NEW AZ-1219 マスキングテープカッター/L 10月中旬
NEW AZ-1220 マスキングテープカッター/S 10月中旬
NEW AZ-1221 バインダー/A/ブラウン 10月中旬
NEW AZ-1222 バインダー/A/ホワイト 10月中旬
NEW AZ-1306 セミサークルプランター 10月中旬
NEW AZ-1320 ｱｲｱﾝ脚ｼｮｰﾄ/A/4脚ｾｯﾄ/35cm 10月中旬

AZ-200B Sフック/S/リーフ(3個セット） 未定
AZ-204B カードホルダー（リーフ） 廃番
AZ-210 タオルハンガー　リーフ 廃番
AZ-218W スリッパスタンド/フラワー 廃番
AZ-243 アイアンSフック C/S(ブラック） 未定
AZ-245 アイアンSフック C/M(ブラック） 廃番
AZ-252 アイアン2フック(ブラック） 未定
AZ-253 アイアン2フック(ホワイト） 未定
AZ-254 アイアン2フック（アンティークゴールド） 未定
AZ-263 2ハットハンガー/ブラック 廃番
AZ-265 3ハットハンガー/ブラック 未定
AZ-300 マグネット（キッチン） 廃番
AZ-301 マグネット（リビング） 廃番
AZ-302 マグネット（ガーデン） 廃番
AZ-303 ガーランド（キッチン） 廃番
AZ-304 ガーランド（リビング） 廃番
AZ-305 ガーランド（ガーデン） 廃番
AZ-306 キッチンサイン 廃番
AZ-307 ハンガーサイン 廃番
AZ-308 ハウスサイン 廃番
AZ-311 梯子サイン 廃番
AZ-312 シャベルサイン 廃番
AZ-313 フェンスサイン 廃番
AZ-314 ミニチュアフレーム（キッチン） 廃番
AZ-361 ガーデンスティック（Ｄ） 廃番
AZ-363 ガーデンスティック（Ｇ） 廃番
AZ-509B ウォールフックシェルフ（ブラウン） 廃番



型番 商品名 入荷目安
AZ-515 コレクションケース 10月中旬
AZ-518 書類ラック 11月中旬
AZ-519 ４段引き出し 11月中旬
AZ-527B スパイスラック/パーテーション2/ブラウン 廃番
AZ-537 ハウスボックスＳ 廃番
AZ-556 ローズジェリーボックス 廃番
AZ-557 ローズスモールバスケット（ＰＤ） 廃番
AZ-558 ローズピクニックバスケットＳ（ＰＤ） 廃番
AZ-564 はたき 廃番
AZ-565 メタルハンドルウッデントレイ 未定
AZ-700 キャビネット（２段/ブラウン） 10月中旬
AZ-702 キャビネット（１段/ブラウン） 10月中旬
AZ-703 キャビネット（１段/ホワイト） 10月中旬
AZ-708 ３段引き出し 10月中旬
AZ-709 ３段書類ケース 11月中旬
AZ-713 ハンドレールステップ（ブラウン） 廃番
AZ-715 レターラック（ブラウン） 廃番
AZ-716 レターラック（ホワイト） 廃番
AZ-718 タオルハンガー/ホワイト 廃番
AZ-731 ルーフシェルフ 10月中旬
AZ-735 3段ガラスキャビネット/ブラウン 未定
AZ-757 アイアンバーシェルフ（B） 廃番
AZ-765 キャニスターキャビネット 廃番
AZ-769 フラップ扉ボックス/ブラウン 廃番
AZ-771 ポテトボックス 廃番
AZ-772 キャベツボックス 廃番
AZ-775 ハンガースタンド（ブラウン） 廃番
AZ-776 革張りミニスツール/丸 廃番
AZ-778 革張りボックススツール 廃番
AZ-784 ワイヤーハウス/Ｍ 廃番
AZ-785 ワイヤーハウス/Ｌ 廃番
AZ-786 アイアンゲート／Ａ（ホワイト） 廃番
AZ-787 アイアンゲート／Ａ（ブラウン） 廃番
AZ-788 アイアンゲート／Ａ（グリーン） 廃番
AZ-789 アイアンゲート／Ｂ（ホワイト） 廃番
AZ-790 アイアンゲート／Ｂ（ブラウン） 廃番
AZ-791 アイアンゲート／Ｂ（グリーン） 廃番
AZ-792 アイアンゲート／Ｃ（ホワイト） 廃番
AZ-793 アイアンゲート／Ｃ（ブラウン） 廃番
AZ-794 アイアンゲート／Ｃ（グリーン） 廃番
AZ-795 アイアンプランター/ホワイト 廃番
AZ-796 アイアンプランター/グリーン 廃番
AZ-798 ルーフネットプランター/ホワイト 10月中旬
AZ-808 ルーフフェンス/ホワイト 11月中旬
AZ-811 ボックスプランター（Ｓ）/ブラウン 廃番
AZ-812 ボックスプランター（Ｓ）/ホワイト 廃番
AZ-813 ボックスプランター（Ｍ）/ブラウン 廃番
AZ-814 ボックスプランター（Ｍ）/ホワイト 廃番
AZ-827 木製ミニチェアー/Ｍ/ブラウン 未定
AZ-828 木製ミニチェアー/Ｌ/ブラウン 廃番
AZ-829 木製ミニチェアー/Ｓ/ホワイト 廃番
AZ-830 木製ミニチェアー/Ｍ/ホワイト 廃番
AZ-831 木製ミニチェアー/Ｌ/ホワイト 未定
AZ-835 ジョウロ／Ｄ 廃番
AZ-901 ミニシャンデリア/A 廃番
AZ-903 ワイヤーガーランド/インテリア 廃番
AZ-905 ワイヤーガーランド/キッチン 廃番
AZ-908 ワイヤーオーナメント/キッチン 廃番
AZ-909 ワイヤーモビール 廃番
AZ-910 ワイヤー梯子オーナメント 廃番



型番 商品名 入荷目安
AZ-911 ワイヤーデコ/ツリー 廃番
AZ-912 ワイヤーデコ　/エッフェル塔 未定
AZ-916 ツリーデコスタンド/鹿 未定
AZ-921 ワイヤーアップル/うさぎ 10月中旬
AZ-922 ワイヤーアップル/くま 10月中旬
AZ-925 ランプシェード/B 10月中旬
AZ-926 ランプシェード/C 未定
AZ-928 ランプシェード/E 11月中旬
AZ-930 ランプシェード/G 未定
AZ-932 エッグスタンド(ねこ/B) 10月中旬
B-103 バスケット／Ｂ（Ｓ） 廃番
B-104 バスケット／Ｂ（Ｌ） 廃番
B-107 バスケット／Ｄ（Ｓ） 未定
B-110 バスケット／Ｅ（Ｌ） 10月中旬
B-111 バスケット／Ｆ（Ｓ） 廃番
B-113 バスケット／Ｇ（Ｓ） 廃番
B-114 バスケット／Ｇ（Ｌ） 廃番
B-115 バスケット／Ｈ 未定
B-116 バスケット／Ｉ 廃番
B-118 バスケット/Ｋ 未定
B-119 バスケット/Ｌ 未定
B-121 バスケット/Ｎ 廃番
B-123 バスケットＰ 未定
B-124 バスケットＱ 廃番
B-125 バスケット/Ｒ 廃番
B-201 ハンギングバスケット/S 10月中旬
B-208 ラタントレイ 10月中旬
BJ-105 フタ付きバスケット/Ｌ 廃番
BJ-106 フタ付きバスケット/Ｓ 廃番
BJ-108 ワイヤーバスケット/ホワイト 廃番
BJ-111 ハンギングプランター/A 廃番
BJ-113 アイアンハンギングフック（Ａ） 廃番
BJ-114 アイアンハンギングフック（Ｂ） 廃番
BJ-118 シャビーハンガー（Ａ） 廃番
BJ-119 シャビーハンガー（Ｂ） 廃番
BJ-120 シャビーハンガー（Ｃ） 廃番
BJ-121 シャビーハンガー（Ｄ） 廃番
BJ-129 ミニチェアー/Ｂ/アンティークブラウン 廃番
BJ-130 ミニチェアー/Ｃ/アンティークブラウン 廃番
BJ-132 ミニチェアー/Ｂ/アンティークホワイト 廃番
BJ-133 ミニチェアー/Ｃ/アンティークホワイト 未定
BJ-150 ビンテージ風ミニじょうろ/B 未定
BW-107A ランドリーバスケット（Ｌ) 廃番
BW-113 ミルク缶/Ｌ 廃番
CH-101 ココボタン/ネコ/顔/ブラウン（6ｐｃ） 未定
CH-109 シェルボタン/ネコ/顔/ブラウン（6ｐｃ） 廃番
CH-110 シェルボタン/ネコ/顔/ホワイト（6ｐｃ） 廃番
CH-111 シェルボタン/ネコ/全身/ブラウン（6ｐｃ） 廃番
CH-112 シェルボタン/ネコ/全身/ホワイト（6ｐｃ） 廃番
DL-141 ラフィアリボン/アイボリー 廃番
DW-205 マッシュルームデコスタンド2（Ｌ/WH） 廃番
DW-213 マッシュルームデコスタンド6（BR） 廃番
DW-306 ﾄﾞﾘﾌﾄｳｯﾄﾞﾙｰﾄ/ﾌﾞﾗｳﾝ/L(6個入り) 未定
DW-821 ウッドフェンス/ナチュラル／Ｓ 廃番
DW-822 ウッドフェンス/ナチュラル／Ｍ 廃番
DW-823 ウッドフェンス/ナチュラル／Ｌ 廃番
FM-101 リーフガーランド/小鳥 廃番
FM-102 リーフガーランド/ふくろう 廃番
FM-105 リーフミニサイン/小鳥 廃番
FM-106 リーフミニサイン/ふくろう 廃番



型番 商品名 入荷目安
FM-107 リーフリース/小鳥 廃番
FM-109 リーフサイン/小鳥 廃番
FM-110 リーフサイン/ふくろう 廃番
FM-111 リーフドアサイン/小鳥 廃番
FM-112 リーフドアサイン/ふくろう 廃番
FS-110 香りの小枝オーナメント（バード＆リーフ） 廃番
FS-111 香りの小枝オーナメント（蝶＆フラワー） 廃番
FS-112 香りのガーランド/HAPPY 未定
FS-115 香りのガーランド/WELCOME 廃番
FS-201 香りのミニオーナメント/小鳥 廃番
FS-203 香りのオーナメント/鳥の巣 廃番
FS-204 香りのオーナメント/鳥かご 廃番
FS-205 香りのオーナメント/ハウス 廃番
FS-206 香りのガーランド/たて/小鳥 廃番
FS-207 香りのガーランド/たて/ハウス 廃番
FS-208 香りのガーランド/小鳥＆ハウス 廃番
FS-209 香りのリース/小鳥 廃番
FS-210 香りのリース/ハウス 廃番
FS-212 香りのデコスタンド/小鳥 廃番
GB-110 グラスボトルＪ 未定
GB-200 グラスボトルガーランドＡ 未定
GB-203 ハンギング・グラスボトル 未定
HB-200 ミニチュアツリー/キッチン 廃番
HB-202 ミニチュアツリー/ガーデン 廃番
MA-108 フライ返し 廃番
MA-109 マッシャーＡ 未定
MA-113 ハーブカッター 未定
MA-117 ボトルキャリー 未定
MA-121 ピッチャー 未定
MA-144 フェンス／Ａ/ホワイト 未定
MA-145 フェンス／Ｂ/ブラウン 未定
MA-147 フェンス／Ｃ/ブラウン 未定
MA-148 フェンス／Ｃ/ホワイト 未定
MA-155 漏斗/Ｓ 未定
MA-161 鋤/Ｍ 廃番
MA-162 シャベル/Ｍ 10月中旬
MA-167 消火バケツ/Ｍ 未定
MA-169 バードケージ/Ｍ 未定
MA-170 バードハウス/Ａ/Ｍ 未定
MA-177 ヘラ/Ｌ 廃番
MA-181 シャベル/Ｌ 廃番
MA-182 巣バコ（ＳＳ）ホワイト 未定
MA-186 巣バコＢ/（Ｓ） 廃番
MA-187 巣バコＣ/（Ｓ） 未定
MA-189 巣バコＥ/（S） 未定
MA-194 巣バコ/Ｂ／グリーン（Ｌ） 廃番
MA-195 巣バコ/Ｂ／ホワイト（Ｌ） 廃番
MA-196 鳥の巣（Ｓ） 廃番
MA-201 小屋（Ｓ） 未定
MA-202 倉庫（Ｓ） 未定
MA-203 ハウス（Ｓ） 廃番
MA-206 ハウス（Ｌ） 廃番
MA-207 納屋（Ｌ） 廃番
MA-222 植木ばさみ 未定
MA-228 ポスト 未定
MA-231 オイルランプ 未定
MA-234 ミニバケツ 未定
MA-237 石灰バケツ 未定
MA-239 じょうろ/ジャンク 10月中旬
MB-0302 ミニバスケット0302（120個セット） 未定



型番 商品名 入荷目安
MB-0305 ミニバスケット0305（100個セット） 未定
MB-0308 ミニバスケット0308（100個セット） 未定
MB-0310 ミニバスケット0310（100個セット） 未定
MB-0311 ミニバスケット0311（100個セット） 廃番
MB-0330 ミニバスケット0330（100個セット） 廃番
MB-0335 ミニバスケット0335（100個セット） 廃番
MB-0415 ミニバスケット0415(100個セット） 未定
MB-0422 ミニバスケット0422(100個セット） 廃番
MB-0423 ミニバスケット0423(120個セット） 未定
MB-300 ミニバスケットガーランド／Ａ 未定
MB-305 ミニバスケット305(３個セット) 未定
MB-307 ミニバスケット307(３個セット) 未定
MB-308 ミニバスケット308(３個セット) 未定
MB-315 ミニバスケット　３個セット／Ｎ 未定
MB-326 ミニバスケットガーランド/Ｂ 未定
MB-327 ミニバスケットガーランド/Ｃ 未定
MB-330 ミニバスケット330(2個セット) 廃番
MB-334 ミニバスケット334(2個セット) 廃番
MB-335 ミニバスケット335(2個セット) 廃番
MB-410 ミニバスケット410(2個セット） 廃番
MB-501 手編みの丸型トレイ(5枚セット) 廃番
MB-902 ミニアートフェンス/A/ブラウン 廃番
MB-906 ミニアートフェンス/C/ブラウン 廃番
MB-909 ミニアートバスケット/A 廃番
MB-910 ミニアートバスケット/B 廃番
MB-911 ミニアートバスケット/C 廃番
MB-912 ミニアートバスケット/D 廃番
MB-913 ミニアートバスケット/E 廃番
MB-914 ミニアートバスケット/F 廃番
MF-143 Mアニマルズ　レッサーパンダ/Ｍ 未定
MF-502 MFストラップ　ライオン 廃番
MF-503 MFストラップ　ゾウ 廃番
MF-506 MFストラップ　チーター 廃番
MF-509 MFストラップ　トラ 廃番
MF-512 MFストラップ　レッサーパンダ 廃番
MF-518 MFストラップ　バク 廃番
MF-519 MFストラップ　ラマ 廃番
MF-521 MFストラップ　シロクマ 廃番
MF-523 MFストラップ　ラッコ 廃番
MF-526 MFストラップ　ペンギン 廃番
MF-527 MFストラップ　イルカ 廃番
MF-531 MFストラップ　カメ 廃番
MS-125 アクセサリーパーツセット　ライトブラウン 未定
MS-126 アクセサリーパーツセット　ダークブラウン 未定
PL-108 マリンデコ（Ｓ）ペンギン 廃番
PL-109 マリンデコ（Ｓ）イルカ 廃番
PL-113 カントリーデコ（Ｓ）ウサギ 廃番
PL-162 カントリーデコ（Ｌ）ブタ 廃番
RC-101 BANGKWAN角バスケット/Ｓ 廃番
RC-102 BANGKWAN角バスケット/Ｌ 廃番
RC-103 BANGKWANオバールバスケット/Ｓ 廃番
RC-104 BANGKWANオバールバスケット/Ｌ 廃番
RC-105 BANGKWANﾗｳﾝﾄﾞﾊﾞｽｹｯﾄﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾝﾄﾞﾙ/Ｓ 廃番
RC-108 BANGKWANｵﾊﾞｰﾙﾊﾞｽｹｯﾄﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾝﾄﾞﾙ/Ｌ 廃番
RC-119 木の洋ナシ 廃番
RC-125 木のヨット/オバール 廃番
RC-135 ３ウォールポケット 廃番
RC-136 ウォールポケット 廃番
RC-137 ロープシェルフ 廃番
RC-147 サインプレート（Ｓ）/flowers 廃番



型番 商品名 入荷目安
RC-148 サインプレート（Ｓ）/herbs 廃番
RC-153 ハウスミニサイン/スマイル 廃番
RC-155 ヨットミニオーナメント/ブルー 廃番
RC-159 ミニチュアガーデンツール 廃番
RC-160 バードワンフック/フラワー 廃番
RC-166 バスケットウォールポケット（Ｌ） 廃番
RC-178 ウッドレクタングルプランター/S 廃番
RC-179 ウッドレクタングルプランター/L 廃番
RC-184 ウッドハンドルプランター 廃番
RC-185 ワイヤーフェンス/2つ折 10月中旬
RC-187 ロングウォールシェルフ 10月中旬
RC-191 ワイヤーラックプランター/3段 未定
RC-192 BANGKWANﾊﾞｽｹｯﾄｽｸｴｱ/S 廃番
RC-193 BANGKWANﾊﾞｽｹｯﾄｽｸｴｱ/L 廃番
SP-101 シェルケース/猫/3柄セット 廃番
SP-102 シェルケース/パターン/3柄セット 廃番
SP-103 シェルケース/バード/3柄セット 廃番
SP-105 シェルケース/レース/3柄セット 廃番
SW-101 アカシアトレイ/2仕切り 廃番
SW-102 アカシアトレイ/3仕切り/Ｓ 廃番
SW-103 アカシアトレイ/3仕切り/Ｌ 廃番
SW-104 アカシアボウル/S 廃番
SW-105 アカシアボウル/L 廃番
SW-106 アカシアロングボウル/オバール 廃番
SW-107 アカシアトレイ/レクタングル/S 廃番
SW-108 アカシアトレイ/レクタングル/L 廃番
SW-109 アカシアトレイ/スクエア/S 廃番
SW-110 アカシアトレイ/スクエア/L 廃番
SW-111 アカシアワンプレイト/レクタングル 廃番
SW-113 アカシアトレイ/ラウンド/L 廃番
SW-114 アカシアトレイ/オバール/S 廃番
SW-115 アカシアトレイ/オバール/M 廃番
SW-116 アカシアトレイ/オバール/L 廃番
TF-106 ダンシングマグネットA 10月中旬
TF-109 ダンシングマグネットD 11月中旬


