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LUCIE DANCETTE 
 PRICE LIST

日本総代理店 tel/fax 03.6339.1173

株式会社エム・アイ・シー https://annemariechagnon.jp/lucie-dancette/

142-0064       luciedancette.jp

ver.2304I 東京都品川区旗の台6-9-13 #108       luciedancette_jp

Type Item 本体価格 税込価格 ご注文 Type Item 本体価格 税込価格 ご注文 Type Item 本体価格 税込価格 ご注文

Pouch | ポーチ Large Tote Bag | 大きめトートバッグ Shoulder Bag | サコッシュ

PCJ Aladin クジャク  ¥3,200  ¥3,520 LTJ Aladin クジャク  ¥9,000  ¥9,900 SCJ Byako トラ・花  ¥4,500  ¥4,950 

PCJ HH ハリネズミ  ¥3,200  ¥3,520 LTJ Byako トラ・花  ¥9,000  ¥9,900 SCJ Carline イヌ（パグ）  ¥4,500  ¥4,950 

PCJ Kirin キリン  ¥3,200  ¥3,520 LTJ Carline イヌ（パグ）  ¥9,000  ¥9,900 SCJ Elle トイプードル  ¥4,500  ¥4,950 

PCJ Lauren リス  ¥3,200  ¥3,520 LTJ Carlos カメレオン  ¥9,000  ¥9,900 SCJ Licette ウサギ（リボン）  ¥4,500  ¥4,950 

PCJ Leo ライオン  ¥3,200  ¥3,520 LTJ Colette フクロウ  ¥9,000  ¥9,900 SCJ Luke イヌ（シュナウザー）  ¥4,500  ¥4,950 

PCJ Luke イヌ（シュナウザー）  ¥3,200  ¥3,520 LTJ Elle トイプードル  ¥9,000  ¥9,900 SCJ Manu イヌ（キャバリア）  ¥4,500  ¥4,950 

PCJ Nouchka 白ネコ  ¥3,200  ¥3,520 LTJ Jack イヌ（ハスキー）  ¥9,000  ¥9,900 SCJ Nouchka 白ネコ  ¥4,500  ¥4,950 

PCJ Olga ネコ（シャム）  ¥3,200  ¥3,520 LTJ Kate ウサギ（王冠）  ¥9,000  ¥9,900 SCJ Olga ネコ（シャム）  ¥4,500  ¥4,950 

PCJ Queen ゾウ  ¥3,200  ¥3,520 LTJ Kirin キリン  ¥9,000  ¥9,900 SCJ Techichi チワワ  ¥4,500  ¥4,950 

PCJ Reinette カエル  ¥3,200  ¥3,520 LTJ Licette ウサギ（リボン）  ¥9,000  ¥9,900 SCJ Wapi ウマ  ¥4,500  ¥4,950 

PCJ Roberto 黒ヒョウ  ¥3,200  ¥3,520 LTJ Luke イヌ（シュナウザー）  ¥9,000  ¥9,900 SCJ William シロクマ  ¥4,500  ¥4,950 

PCJ Wapi ウマ  ¥3,200  ¥3,520 LTJ Manu イヌ（キャバリア）  ¥9,000  ¥9,900 

LTJ Nouchka 白ネコ  ¥9,000  ¥9,900 

LTJ Olga ネコ（シャム）  ¥9,000  ¥9,900 

Pouch | ポーチ・NEW（ペットボトルから作られた新資材） LTJ Queen ゾウ  ¥9,000  ¥9,900 Pocket Mirror | ポケットミラー

PC2 Byako トラ・花  ¥3,300  ¥3,630 LTJ Roberto 黒ヒョウ  ¥9,000  ¥9,900 MRJ Byako トラ・花  ¥1,600  ¥1,760 

PC2 Carline イヌ（パグ）  ¥3,300  ¥3,630 LTJ Techichi チワワ  ¥9,000  ¥9,900 MRJ Colette フクロウ  ¥1,600  ¥1,760 

PC2 Carlos カメレオン  ¥3,300  ¥3,630 LTJ Wapi ウマ  ¥9,000  ¥9,900 MRJ Elle トイプードル  ¥1,600  ¥1,760 

PC2 Colette フクロウ  ¥3,300  ¥3,630 LTJ YeiYei パンダ  ¥9,000  ¥9,900 MRJ Kate ウサギ（王冠）  ¥1,600  ¥1,760 

PC2 Elle トイプードル  ¥3,300  ¥3,630 LTJ Zeke トラ・森  ¥9,000  ¥9,900 MRJ Lauren リス  ¥1,600  ¥1,760 

PC2 Jack イヌ（ハスキー）  ¥3,300  ¥3,630 MRJ Licette ウサギ（リボン）  ¥1,600  ¥1,760 

PC2 Josette ウシ  ¥3,300  ¥3,630 MRJ Luke イヌ（シュナウザー）  ¥1,600  ¥1,760 

PC2 Kate ウサギ（王冠）  ¥3,300  ¥3,630 MRJ Manu イヌ（キャバリア）  ¥1,600  ¥1,760 

PC2 Licette ウサギ（リボン）  ¥3,300  ¥3,630 MRJ Nouchka 白ネコ  ¥1,600  ¥1,760 

PC2 Manu イヌ（キャバリア）  ¥3,300  ¥3,630 Mini Tote Bag | お散歩バッグ MRJ Olga ネコ（シャム）  ¥1,600  ¥1,760 

PC2 Techichi チワワ  ¥3,300  ¥3,630 MTJ Byako トラ・花  ¥3,400  ¥3,740 MRJ Reinette カエル  ¥1,600  ¥1,760 

PC2 William シロクマ  ¥3,300  ¥3,630 MTJ Carline イヌ（パグ）  ¥3,400  ¥3,740 

PC2 YeiYei パンダ  ¥3,300  ¥3,630 MTJ Elle トイプードル  ¥3,400  ¥3,740 

PC2 Zeke トラ・森  ¥3,300  ¥3,630 MTJ Kate ウサギ（王冠）  ¥3,400  ¥3,740 Phone Case | スマホケース

MTJ Lauren リス  ¥3,400  ¥3,740 PHJ Byako トラ・花  ¥4,800  ¥5,280 

MTJ Licette ウサギ（リボン）  ¥3,400  ¥3,740 PHJ Elle トイプードル  ¥4,800  ¥5,280 

MTJ Luke イヌ（シュナウザー）  ¥3,400  ¥3,740 PHJ Licette ウサギ（リボン）  ¥4,800  ¥5,280 

Purse | パース MTJ Manu イヌ（キャバリア）  ¥3,400  ¥3,740 PHJ Luke イヌ（シュナウザー）  ¥4,800  ¥5,280 

PPMJ Aladin クジャク  ¥2,400  ¥2,640 MTJ Nouchka 白ネコ  ¥3,400  ¥3,740 PHJ Nouchka 白ネコ  ¥4,800  ¥5,280 

PPMJ HH ハリネズミ  ¥2,400  ¥2,640 MTJ Olga ネコ（シャム）  ¥3,400  ¥3,740 PHJ Wapi ウマ  ¥4,800  ¥5,280 

PPMJ Lauren リス  ¥2,400  ¥2,640 MTJ Reinette カエル  ¥3,400  ¥3,740 PHJ YeiYei パンダ  ¥4,800  ¥5,280 

PPMJ Leo ライオン  ¥2,400  ¥2,640 MTJ Techichi チワワ  ¥3,400  ¥3,740 

PPMJ William シロクマ  ¥2,400  ¥2,640 MTJ Wapi ウマ  ¥3,400  ¥3,740 

Hybrid Towel | ハイブリッドミニタオル

TW2 Aladin クジャク  ¥800  ¥880 

Purse | パース・NEW（ペットボトルから作られた新資材） TW2 Byako トラ・花  ¥800  ¥880 

PPM2 Byako トラ・花  ¥2,500  ¥2,750 TW2 Carline イヌ（パグ）  ¥800  ¥880 

PPM2 Carline イヌ（パグ）  ¥2,500  ¥2,750 Tote Bag | トートバッグ（マチあり・両面デザイン） TW2 Carlos カメレオン  ¥800  ¥880 

PPM2 Carlos カメレオン  ¥2,500  ¥2,750 T2J Byako トラ・花  ¥6,800  ¥7,480 TW2 Colette フクロウ  ¥800  ¥880 

PPM2 Colette フクロウ  ¥2,500  ¥2,750 T2J Carline イヌ（パグ）  ¥6,800  ¥7,480 TW2 Elle トイプードル  ¥800  ¥880 

PPM2 Elle トイプードル  ¥2,500  ¥2,750 T2J Elle トイプードル  ¥6,800  ¥7,480 TW2 Jack イヌ（ハスキー）  ¥800  ¥880 

PPM2 Jack イヌ（ハスキー）  ¥2,500  ¥2,750 T2J Kate ウサギ（王冠）  ¥6,800  ¥7,480 TW2 Kate ウサギ（王冠）  ¥800  ¥880 

PPM2 Josette ウシ  ¥2,500  ¥2,750 T2J Kirin キリン  ¥6,800  ¥7,480 TW2 Lauren リス  ¥800  ¥880 

PPM2 Kate ウサギ（王冠）  ¥2,500  ¥2,750 T2J Leo ライオン  ¥6,800  ¥7,480 TW2 Leo ライオン  ¥800  ¥880 

PPM2 Kirin キリン  ¥2,500  ¥2,750 T2J Licette ウサギ（リボン）  ¥6,800  ¥7,480 TW2 Licette ウサギ（リボン）  ¥800  ¥880 

PPM2 Licette ウサギ（リボン）  ¥2,500  ¥2,750 T2J Luke イヌ（シュナウザー）  ¥6,800  ¥7,480 TW2 Luke イヌ（シュナウザー）  ¥800  ¥880 

PPM2 Luke イヌ（シュナウザー）  ¥2,500  ¥2,750 T2J Manu イヌ（キャバリア）  ¥6,800  ¥7,480 TW2 Manu イヌ（キャバリア）  ¥800  ¥880 

PPM2 Manu イヌ（キャバリア）  ¥2,500  ¥2,750 T2J Nouchka 白ネコ  ¥6,800  ¥7,480 TW2 Nouchka 白ネコ  ¥800  ¥880 

PPM2 Nouchka 白ネコ  ¥2,500  ¥2,750 T2J Olga ネコ（シャム）  ¥6,800  ¥7,480 TW2 Olga ネコ（シャム）  ¥800  ¥880 

PPM2 Olga ネコ（シャム）  ¥2,500  ¥2,750 T2J Reinette カエル  ¥6,800  ¥7,480 TW2 Reinette カエル  ¥800  ¥880 

PPM2 Queen ゾウ  ¥2,500  ¥2,750 T2J Techichi チワワ  ¥6,800  ¥7,480 TW2 Techichi チワワ  ¥800  ¥880 

PPM2 Reinette カエル  ¥2,500  ¥2,750 T2J Wapi ウマ  ¥6,800  ¥7,480 TW2 Wapi ウマ  ¥800  ¥880 

PPM2 Techichi チワワ  ¥2,500  ¥2,750 T2J YeiYei パンダ  ¥6,800  ¥7,480 TW2 William シロクマ  ¥800  ¥880 

PPM2 Wapi ウマ  ¥2,500  ¥2,750 T2J Zeke トラ・森  ¥6,800  ¥7,480 TW2 YeiYei パンダ  ¥800  ¥880 

PPM2 YeiYei パンダ  ¥2,500  ¥2,750 

PPM2 Zeke トラ・森  ¥2,500  ¥2,750 

Tote Bag | トートバッグ（マチなし・片面デザイン） Mini Cushion | ミニクッション

TOTJ Josette ウシ  ¥4,500  ¥4,950 CSJ Carline イヌ（パグ）  ¥4,500  ¥4,950 

TOTJ Queen ゾウ  ¥4,500  ¥4,950 CSJ Olga ネコ（シャム）  ¥4,500  ¥4,950 

TOTJ William シロクマ  ¥4,500  ¥4,950 CSJ Wapi ウマ  ¥4,500  ¥4,950 
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