
BRIDE フルバケットシート価格表（2021年7月1日より新価格となります）

商品名 シェル カラー 品番 JAN 価格（税込） 本体価格 価格（税込） 本体価格

グラデーションロゴ HB2GMF 4560459231661 ¥154,000 ¥140,000 ¥159,500 ¥145,000

ブラック HB2AMF 4560459231678 ¥150,700 ¥137,000 ¥156,200 ¥142,000

グラデーションロゴ HB2GZR 4560459231685 ¥209,000 ¥190,000 ¥214,500 ¥195,000

ブラック HB2AZR 4560459231692 ¥205,700 ¥187,000 ¥211,200 ¥192,000

グラデーションロゴ H01GMF 4560459230671 ¥157,300 ¥143,000 ¥162,800 ¥148,000

ブラック H01AMF 4560459230688 ¥154,000 ¥140,000 ¥159,500 ¥145,000

グラデーションロゴ H01GZR 4560459230695 ¥212,300 ¥193,000 ¥217,800 ¥198,000

ブラック H01AZR 4560459230701 ¥209,000 ¥190,000 ¥214,500 ¥195,000

グラデーションロゴ H02GMF 4560459230718 ¥107,800 ¥98,000 ¥113,300 ¥103,000

ブラック H02AMF 4560459230725 ¥104,500 ¥95,000 ¥110,000 ¥100,000

グラデーションロゴ H02GZR 4560459230732 ¥162,800 ¥148,000 ¥168,300 ¥153,000

ブラック H02AZR 4560459230749 ¥159,500 ¥145,000 ¥165,000 ¥150,000

グラデーションロゴ H03GMF 4560459231623 ¥107,800 ¥98,000 ¥113,300 ¥103,000

ブラック H03AMF 4560459231630

レッド H03BMF 4560459232811

グラデーションロゴ H03GZR 4560459231647 ¥162,800 ¥148,000 ¥168,300 ¥153,000

ブラック H03AZR 4560459231654

レッド H03BZR 4560459232828

グラデーションロゴ HA1GMF 4560459231463 ¥104,500 ¥95,000 ¥110,000 ¥100,000

ブラック HA1AMF 4560459231470

レッド HA1BMF 4560459231487

グラデーションロゴ HA1GZR 4560459231494 ¥159,500 ¥145,000 ¥165,000 ¥150,000

ブラック HA1AZR 4560459231500

レッド HA1BZR 4560459231517

グラデーションロゴ HB1GMF 4560459231562 ¥118,800 ¥108,000 ¥124,300 ¥113,000

ブラック HB1AMF 4560459231579

レッド HB1BMF 4560459231586

グラデーションロゴ HB1GZR 4560459231593 ¥173,800 ¥158,000 ¥179,300 ¥163,000

ブラック HB1AZR 4560459231609

レッド HB1BZR 4560459231616

グラデーションロゴ HC1GMF 4560459231722 ¥129,800 ¥118,000 ¥135,300 ¥123,000

ブラック HC1AMF 4560459231524

レッド HC1BMF 4560459231531

グラデーションロゴ HC1GZR 4560459231739 ¥184,800 ¥168,000 ¥190,300 ¥173,000

ブラック HC1AZR 4560459231548

レッド HC1BZR 4560459231555

ブラック F86AMF 4560459221389

レッド F86BMF 4560459221396

ZODIA
FRP製

シルバーシェル
ブラック F84AMF 4560459161982 ¥93,500 ¥85,000 ¥99,000 ¥90,000

HISTRIX
スーパーアラミド製

ブラックシェル
ブラックレザー F51ARR 4560459222683 ¥183,700 ¥167,000 ¥189,200 ¥172,000

¥121,000 ¥110,000 ¥126,500 ¥115,000

¥126,500 ¥115,000 ¥132,000 ¥120,000

¥181,500 ¥165,000 ¥187,000 ¥170,000

¥115,500 ¥105,000 ¥121,000 ¥110,000

¥170,500 ¥155,000 ¥176,000 ¥160,000

¥101,200 ¥92,000 ¥106,700 ¥97,000

¥156,200 ¥142,000 ¥161,700 ¥147,000

¥110,000 ¥100,000

¥159,500 ¥145,000 ¥165,000 ¥150,000

スーパーアラミド製
ブラックシェル

スーパーアラミド製
ブラックシェル

スーパーアラミド製
ブラックシェル

A.i.R.

ZIEGⅣ WIDE

ZIEGⅣ

ZETAⅣ

FRP製
シルバーシェル

FRP製
シルバーシェル

FRP製
シルバーシェル

FRP製
シルバーシェル

変更前 変更後

XERO VS

XERO CS

XERO RS

XERO MS

FRP製
シルバーシェル

スーパーアラミド製
ブラックシェル

FRP製
シルバーシェル

スーパーアラミド製
ブラックシェル

FRP製
シルバーシェル

FRP製
シルバーシェル

スーパーアラミド製
ブラックシェル

スーパーアラミド製
ブラックシェル

¥104,500 ¥95,000



BRIDE / edirb　リクライニングシート価格表（2021年7月1日より新価格となります）

商品名 シェル タイプ カラー 品番 JAN 価格（税込） 本体価格 価格（税込） 本体価格

グラデーションロゴ G71GMF 4560459233627 ¥203,500 ¥185,000 ¥209,000 ¥190,000

ブラック G71AMF 4560459233634

レッド G71BMF 4560459233641

グラデーションロゴ G72GMF 4560459233689 ¥203,500 ¥185,000 ¥209,000 ¥190,000

ブラック G72AMF 4560459233696

レッド G72BMF 4560459233702

グラデーションロゴ G71GZR 4560459233658 ¥258,500 ¥235,000 ¥264,000 ¥240,000

ブラック G71AZR 4560459233665

レッド G71BZR 4560459233672

グラデーションロゴ G72GZR 4560459233719 ¥258,500 ¥235,000 ¥264,000 ¥240,000

ブラック G72AZR 4560459233726

レッド G72BZR 4560459233733

グラデーションロゴ E32AGN 4560459208663 ¥106,700 ¥97,000 ¥112,200 ¥102,000

ブラック E32AAN 4560459208656

レッド E32BBN 4560459208670

チャコールグレー E32KKN 4560459208694

グラデーションロゴ E35AGN 4560459222355 ¥123,200 ¥112,000 ¥128,700 ¥117,000

ブラック E35AAN 4560459222348

レッド E35BBN 4560459222362

チャコールグレー E35KKN 4560459222386

グラデーションロゴ E54AGN 4560459208748 ¥110,000 ¥100,000 ¥115,500 ¥105,000

ブラック E54AAN 4560459208731

レッド E54BBN 4560459208755

チャコールグレー E54KKN 4560459208779

グラデーションロゴ E57AGN 4560459222423 ¥126,500 ¥115,000 ¥132,000 ¥120,000

ブラック E57AAN 4560459222416

レッド E57BBN 4560459222430

チャコールグレー E57KKN 4560459222454

ブラックレザー EG1PAF 4560459220481

レッドレザー EG1PBF 4560459220498

FRP製
シルバーシェル

スタンダード
クッション

ロー
クッション

スタンダード
クッション

ロー
クッション

スーパー
アラミド製

ブラックシェル

ヒーター
無し

（別売りアームレスト
取り付け可能）

ヒーター
付き

ヒーター
付き

STRADIAⅢ

EUROSTERⅡ

EUROSTERⅡ
CRUZ

EUROSTERⅡ
SPORTE

ヒーター
無し

変更前 変更後

¥180,000

¥180,000

¥230,000

¥230,000

¥198,000

¥198,000

¥253,000

¥253,000

¥203,500 ¥185,000

¥203,500 ¥185,000

¥258,500 ¥235,000

¥258,500 ¥235,000

¥103,400

¥119,900

¥94,000

¥109,000

¥108,900 ¥99,000

¥125,400 ¥114,000

¥106,700

¥123,200

¥97,000

¥112,000

¥112,200 ¥102,000

¥128,700 ¥117,000

¥172,700 ¥157,000 ¥178,200 ¥162,000



商品名 シェル タイプ カラー 品番 JAN 価格（税込） 本体価格 価格（税込） 本体価格

変更前 変更後

グラデーションロゴ I10AGN 4560459222782 ¥106,700 ¥97,000 ¥112,200 ¥102,000

ブラック I10AAN 4560459222775

レッド I10BBN 4560459222799

チャコールグレー I10KKN 4560459222812

タフレザーブラック I10ARR 4560459224632

グラデーションロゴ I13AGN 4560459222928 ¥123,200 ¥112,000 ¥128,700 ¥117,000

ブラック I13AAN 4560459222911

レッド I13BBN 4560459222935

チャコールグレー I13KKN 4560459222959

タフレザーブラック I13ARR 4560459224656

グラデーションロゴ I32AGN 4560459222850 ¥110,000 ¥100,000 ¥115,500 ¥105,000

ブラック I32AAN 4560459222843

レッド I32BBN 4560459222867

チャコールグレー I32KKN 4560459222881

タフレザーブラック I32ARR 4560459224649

グラデーションロゴ I35AGN 4560459222997 ¥126,500 ¥115,000 ¥132,000 ¥120,000

ブラック I35AAN 4560459222980

レッド I35BBN 4560459223000

チャコールグレー I35KKN 4560459223024

タフレザーブラック I35ARR 4560459224663

グラデーションロゴ D45AGS 4560459220931 ¥96,800 ¥88,000 ¥102,300 ¥93,000

ブラック D45ATS 4560459220924

レッド D45BBN 4560459220948

チャコールグレー D45KKN 4560459220962

グラデーションロゴ D55AGS 4560459222010 ¥113,300 ¥103,000 ¥118,800 ¥108,000

ブラック D55ATS 4560459222003

レッド D55BBN 4560459222027

チャコールグレー D55KKN 4560459222041

グラデーションロゴ D44AGS 4560459221006 ¥100,100 ¥91,000 ¥105,600 ¥96,000

ブラック D44ATS 4560459220993

レッド D44BBN 4560459221013

チャコールグレー D44KKN 4560459221037

グラデーションロゴ D54AGS 4560459222089 ¥116,600 ¥106,000 ¥122,100 ¥111,000

ブラック D54ATS 4560459222072

レッド D54BBN 4560459222096

チャコールグレー D54KKN 4560459222119

ブラック L21AAN 4560459229651

タフレザーブラック L21ARR 4560459231425

ブラック L24AAN 4560459231432

タフレザーブラック L24ARR 4560459231449

（別売りアームレスト
取り付け可能）

（別売りアームレスト
取り付け可能）

ヒーター
付き

ヒーター
付き

ヒーター
付き

STREAMS

（別売りアームレスト
取り付け可能）

ヒーター
無し

ヒーター無し

ヒーター
無し

ヒーター
付き

ヒーター
付き

ヒーター
無し

STREAMS
CRUZ

ZAOU

ヒーター
無し

¥93,500 ¥85,000 ¥99,000 ¥90,000

¥108,000¥118,800

¥115,500 ¥105,000

¥102,300 ¥93,000

¥113,300 ¥103,000

¥110,000 ¥100,000

¥96,800 ¥88,000

¥103,400

¥119,900 ¥109,000

¥94,000 ¥108,900 ¥99,000

¥118,800 ¥108,000

¥135,300 ¥123,000

¥124,300 ¥113,000

¥140,800 ¥128,000

¥125,400 ¥114,000

¥106,700 ¥97,000

¥123,200 ¥112,000

¥112,200 ¥102,000

¥128,700 ¥117,000

DIGOⅢLIGHT

DIGOⅢLIGHT
CRUZ



商品名 シェル タイプ カラー 品番 JAN 価格（税込） 本体価格 価格（税込） 本体価格

変更前 変更後

シルバーステッチ E32PNA 4560459223215

レッドステッチ E32PBA 4560459223222

ブルーステッチ E32PCA 4560459223239

レッドレザー E32RNB 4560459223246

シルバーステッチ E35PNA 4560459223260

レッドステッチ E35PBA 4560459223277

ブルーステッチ E35PCA 4560459223284

レッドレザー E35RNB 4560459223291

シルバーステッチ E54PNA 4560459223314

レッドステッチ E54PBA 4560459223321

ブルーステッチ E54PCA 4560459223338

レッドレザー E54RNB 4560459223345

シルバーステッチ E57PNA 4560459223369

レッドステッチ E57PBA 4560459223376

ブルーステッチ E57PCA 4560459223383

レッドレザー E57RNB 4560459223390

シルバーステッチ I10PNA 4560459224809

レッドステッチ I10PBA 4560459224816

ブルーステッチ I10PCA 4560459224823

レッドレザー I10RNB 4560459224830

シルバーステッチ I13PNA 4560459224854

レッドステッチ I13PBA 4560459224861

ブルーステッチ I13PCA 4560459224878

レッドレザー I13RNB 4560459224885

シルバーステッチ I32PNA 4560459224908

レッドステッチ I32PBA 4560459224915

ブルーステッチ I32PCA 4560459224922

レッドレザー I32RNB 4560459224939

シルバーステッチ I35PNA 4560459224953

レッドステッチ I35PBA 4560459224960

ブルーステッチ I35PCA 4560459224977

レッドレザー I35RNB 4560459224984

（別売りアームレスト
取り付け可能）

（別売りアームレスト
取り付け可能）

ヒーター
無し

ヒーター
無し

ヒーター
無し

ヒーター
無し

ヒーター
付き

ヒーター
付き

ヒーター
付き

edirb032
ultrasuede

edirb054
ultrasuede

edirb110
ultrasuede

edirb132
ultrasuede

ヒーター
付き

¥176,000 ¥160,000

¥167,200 ¥152,000

¥183,700

¥170,500

¥187,000

¥167,000

¥155,000

¥170,000

¥160,000

¥175,000

¥170,500

¥187,000

¥155,000

¥170,000

¥176,000

¥192,500

¥192,500 ¥175,000

¥167,200

¥183,700

¥152,000

¥167,000

¥172,700 ¥157,000

¥189,200 ¥172,000

¥172,700

¥189,200

¥157,000

¥172,000
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