
■資料１

2022年5月1日改定価格表

商品名 シェル カラー 旧品番 新品番 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 HB2GSF 4560459235287 ¥159,500 ¥145,000 ¥176,000 ¥160,000

ブラック HB2AMF HB2ASF 4560459235294 ¥156,200 ¥142,000 ¥172,700 ¥157,000

グラデーションロゴ HB2GZR HB2GSR 4560459235300 ¥214,500 ¥195,000 ¥231,000 ¥210,000

ブラック HB2AZR HB2ASR 4560459235317 ¥211,200 ¥192,000 ¥227,700 ¥207,000

グラデーションロゴ H01GMF H01GSF 4560459235324 ¥162,800 ¥148,000 ¥179,300 ¥163,000

ブラック H01AMF H01ASF 4560459235331 ¥159,500 ¥145,000 ¥176,000 ¥160,000

グラデーションロゴ H01GZR H01GSR 4560459235348 ¥217,800 ¥198,000 ¥234,300 ¥213,000

ブラック H01AZR H01ASR 4560459235355 ¥214,500 ¥195,000 ¥231,000 ¥210,000

グラデーションロゴ H02GMF H02GSF 4560459235362 ¥113,300 ¥103,000 ¥129,800 ¥118,000

ブラック H02AMF H02ASF 4560459235379 ¥110,000 ¥100,000 ¥126,500 ¥115,000

グラデーションロゴ H02GZR H02GSR 4560459235386 ¥168,300 ¥153,000 ¥184,800 ¥168,000

ブラック H02AZR H02ASR 4560459235393 ¥165,000 ¥150,000 ¥181,500 ¥165,000

グラデーションロゴ H03GMF H03GSF 4560459235409 ¥113,300 ¥103,000 ¥129,800 ¥118,000

ブラック H03AMF H03ASF 4560459235416 ¥110,000 ¥100,000 ¥126,500 ¥115,000

レッド H03BMF H03BSF 4560459235423 ¥110,000 ¥100,000 ¥126,500 ¥115,000

グラデーションロゴ H03GZR H03GSR 4560459235430 ¥168,300 ¥153,000 ¥184,800 ¥168,000

ブラック H03AZR H03ASR 4560459235447 ¥165,000 ¥150,000 ¥181,500 ¥165,000

レッド H03BZR H03BSR 4560459235454 ¥165,000 ¥150,000 ¥181,500 ¥165,000

グラデーションロゴ HA1GMF HA1GSF 4560459235461 ¥110,000 ¥100,000 ¥126,500 ¥115,000

ブラック HA1AMF HA1ASF 4560459235478 ¥106,700 ¥97,000 ¥123,200 ¥112,000

レッド HA1BMF HA1BSF 4560459235485 ¥106,700 ¥97,000 ¥123,200 ¥112,000

グラデーションロゴ HA1GZR HA1GSR 4560459235492 ¥165,000 ¥150,000 ¥181,500 ¥165,000

ブラック HA1AZR HA1ASR 4560459235508 ¥161,700 ¥147,000 ¥178,200 ¥162,000

レッド HA1BZR HA1BSR 4560459235515 ¥161,700 ¥147,000 ¥178,200 ¥162,000

FRP製
シルバーシェル

グラデーションロゴ HA1DGF HA1DSF 4560459236819 ¥137,500 ¥125,000 ¥154,000 ¥140,000

スーパーアラミド製
ブラックシェル

グラデーションロゴ HA1DGZ HA1DSR 4560459236826 ¥192,500 ¥175,000 ¥209,000 ¥190,000

グラデーションロゴ HB1GMF HB1GSF 4560459235522 ¥124,300 ¥113,000 ¥140,800 ¥128,000

ブラック HB1AMF HB1ASF 4560459235539 ¥121,000 ¥110,000 ¥137,500 ¥125,000

レッド HB1BMF HB1BSF 4560459235546 ¥121,000 ¥110,000 ¥137,500 ¥125,000

グラデーションロゴ HB1GZR HB1GSR 4560459235553 ¥179,300 ¥163,000 ¥195,800 ¥178,000

ブラック HB1AZR HB1ASR 4560459235560 ¥176,000 ¥160,000 ¥192,500 ¥175,000

レッド HB1BZR HB1BSR 4560459235577 ¥176,000 ¥160,000 ¥192,500 ¥175,000

グラデーションロゴ HC1GMF HC1GSF 4560459235584 ¥135,300 ¥123,000 ¥151,800 ¥138,000

ブラック HC1AMF HC1ASF 4560459235591 ¥132,000 ¥120,000 ¥148,500 ¥135,000

レッド HC1BMF HC1BSF 4560459235607 ¥132,000 ¥120,000 ¥148,500 ¥135,000

グラデーションロゴ HC1GZR HC1GSR 4560459235614 ¥190,300 ¥173,000 ¥206,800 ¥188,000

ブラック HC1AZR HC1ASR 4560459235621 ¥187,000 ¥170,000 ¥203,500 ¥185,000

レッド HC1BZR HC1BSR 4560459235638 ¥187,000 ¥170,000 ¥203,500 ¥185,000

ブラック F86AMF F86ASF 4560459235645 ¥126,500 ¥115,000 ¥143,000 ¥130,000

レッド F86BMF F86BSF 4560459235652 ¥126,500 ¥115,000 ¥143,000 ¥130,000

ZODIA FRP製 ブラック F84AMF 品番変更なし - ¥99,000 ¥90,000 ¥115,500 ¥105,000

HISTRIX スーパーアラミド ブラックレザー F51ARR 品番変更なし - ¥189,200 ¥172,000 ¥205,700 ¥187,000

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

ZETAⅣ
KINGモデル

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



■資料１

2022年5月1日改定価格表

商品名 シェル タイプ カラー 旧品番 新品番 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 G71GSF 4560459235669 ¥209,000 ¥190,000 ¥225,500 ¥205,000

ブラック G71AMF G71ASF 4560459235676

レッド G71BMF G71BSF 4560459235683

グラデーションロゴ G72GMF G72GSF 4560459235690 ¥209,000 ¥190,000 ¥225,500 ¥205,000

ブラック G72AMF G72ASF 4560459235706

レッド G72BMF G72BSF 4560459235713

グラデーションロゴ G71GZR G71GSR 4560459235720 ¥264,000 ¥240,000 ¥280,500 ¥255,000

ブラック G71AZR G71ASR 4560459235737

レッド G71BZR G71BSR 4560459235744

グラデーションロゴ G72GZR G72GSR 4560459235751 ¥264,000 ¥240,000 ¥280,500 ¥255,000

ブラック G72AZR G72ASR 4560459235768

レッド G72BZR G72BSR 4560459235775

FRP製
シルバーシェル

スタンダード
クッション

グラデーションロゴ G71DGF G71DSF 4560459236833 ¥236,500 ¥215,000 ¥253,000 ¥230,000

スーパー
アラミド製

ブラックシェル

スタンダード
クッション

グラデーションロゴ G71DGZ G71DSR 4560459236840 ¥291,500 ¥265,000 ¥308,000 ¥280,000

グラデーションロゴ G61GMF G61GSF 4560459236680 ¥220,000 ¥200,000 ¥236,500 ¥215,000

ブラック G61AMF G61ASF 4560459236697

レッド G61BMF G61BSF 4560459236703

グラデーションロゴ G62GMF G62GSF 4560459236710 ¥220,000 ¥200,000 ¥236,500 ¥215,000

ブラック G62AMF G62ASF 4560459236727

レッド G62BMF G62BSF 4560459236734

グラデーションロゴ G61GZR G61GSR 4560459236741 ¥275,000 ¥250,000 ¥291,500 ¥265,000

ブラック G61AZR G61ASR 4560459236758

レッド G61BZR G61BSR 4560459236765

グラデーションロゴ G62GZR G62GSR 4560459236772 ¥275,000 ¥250,000 ¥291,500 ¥265,000

ブラック G62AZR G62ASR 4560459236789

レッド G62BZR G62BSR 4560459236796

グラデーションロゴ E32AGN E32GSN 4560459235782 ¥112,200 ¥102,000 ¥128,700 ¥117,000

ブラック E32AAN E32ASN 4560459235799

レッド E32BBN E32BSN 4560459235805

チャコールグレー E32KKN E32KSN 4560459235812

グラデーションロゴ E35AGN E35GSN 4560459235829 ¥128,700 ¥117,000 ¥145,200 ¥132,000

ブラック E35AAN E35ASN 4560459235836

レッド E35BBN E35BSN 4560459235843

チャコールグレー E35KKN E35KSN 4560459235850

グラデーションロゴ E54AGN E54GSN 4560459235867 ¥115,500 ¥105,000 ¥132,000 ¥120,000

ブラック E54AAN E54ASN 4560459235874

レッド E54BBN E54BSN 4560459235881

チャコールグレー E54KKN E54KSN 4560459235898

グラデーションロゴ E57AGN E57GSN 4560459235904 ¥132,000 ¥120,000 ¥148,500 ¥135,000

ブラック E57AAN E57ASN 4560459235911

レッド E57BBN E57BSN 4560459235928

チャコールグレー E57KKN E57KSN 4560459235935

ブラックレザー EG1PAF EG1ASP 4560459235942

レッドレザー EG1PBF EG1BSP 4560459235959

GIASⅢ

FRP製
シルバーシェル

スタンダード
クッション ¥214,500 ¥195,000

（アームレスト
取り付け可能）

¥108,900 ¥99,000

¥125,400 ¥114,000

¥112,200 ¥102,000

¥128,700

ロー
クッション ¥214,500 ¥195,000

スーパー
アラミド製

ブラックシェル

STRADIAⅢ
KINGモデル

¥117,000

¥178,200 ¥162,000

変更前

¥203,500 ¥185,000

¥203,500 ¥185,000

¥258,500 ¥235,000

¥258,500 ¥235,000

STRADIAⅢ

EUROSTERⅡ

EUROSTERⅡ
CRUZ

EUROSTERⅡ
SPORTE

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
付き

ヒーター
付き

¥220,000 ¥200,000

¥275,000 ¥250,000

変更後

¥220,000 ¥200,000

¥141,900 ¥129,000

¥128,700 ¥117,000

¥275,000 ¥250,000

¥125,400 ¥114,000

¥145,200 ¥132,000

¥194,700 ¥177,000

¥286,000 ¥260,000

¥231,000 ¥210,000

¥231,000 ¥210,000

スタンダード
クッション ¥269,500 ¥245,000

ロー
クッション ¥269,500 ¥245,000 ¥286,000 ¥260,000



商品名 シェル タイプ カラー 旧品番 新品番 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 I10GSN 4560459235966 ¥112,200 ¥102,000 ¥128,700 ¥117,000

ブラック I10AAN I10ASN 4560459235973

レッド I10BBN I10BSN 4560459235980

チャコールグレー I10KKN I10KSN 4560459235997

タフレザーブラック I10ARR I10TSR 4560459236000

グラデーションロゴ I13AGN I13GSN 4560459236017 ¥128,700 ¥117,000 ¥145,200 ¥132,000

ブラック I13AAN I13ASN 4560459236024

レッド I13BBN I13BSN 4560459236031

チャコールグレー I13KKN I13KSN 4560459236048

タフレザーブラック I13ARR I13TSR 4560459236055

グラデーションロゴ I32AGN I32GSN 4560459236062 ¥115,500 ¥105,000 ¥132,000 ¥120,000

ブラック I32AAN I32ASN 4560459236079

レッド I32BBN I32BSN 4560459236086

チャコールグレー I32KKN I32KSN 4560459236093

タフレザーブラック I32ARR I32TSR 4560459236109

グラデーションロゴ I35AGN I35GSN 4560459236116 ¥132,000 ¥120,000 ¥148,500 ¥135,000

ブラック I35AAN I35ASN 4560459236123

レッド I35BBN I35BSN 4560459236130

チャコールグレー I35KKN I35KSN 4560459236147

タフレザーブラック I35ARR I35TSR 4560459236154

グラデーションロゴ D45AGS D45GSN 4560459236161 ¥102,300 ¥93,000 ¥118,800 ¥108,000

ブラック D45ATS D45ASN 4560459236178

レッド D45BBN D45BSN 4560459236185

チャコールグレー D45KKN D45KSN 4560459236192

グラデーションロゴ D55AGS D55GSN 4560459236208 ¥118,800 ¥108,000 ¥135,300 ¥123,000

ブラック D55ATS D55ASN 4560459236215

レッド D55BBN D55BSN 4560459236222

チャコールグレー D55KKN D55KSN 4560459236239

グラデーションロゴ D44AGS D44GSN 4560459236246 ¥105,600 ¥96,000 ¥122,100 ¥111,000

ブラック D44ATS D44ASN 4560459236253

レッド D44BBN D44BSN 4560459236260

チャコールグレー D44KKN D44KSN 4560459236277

グラデーションロゴ D54AGS D54GSN 4560459236284 ¥122,100 ¥111,000 ¥138,600 ¥126,000

ブラック D54ATS D54ASN 4560459236291

レッド D54BBN D54BSN 4560459236307

チャコールグレー D54KKN D54KSN 4560459236314

ブラック L21AAN L21ASN 4560459236321

タフレザーブラック L21ARR L21TSR 4560459236338

ブラック L24AAN L24ASN 4560459236345

タフレザーブラック L24ARR L24TSR 4560459236352

¥128,700 ¥117,000

¥99,000 ¥90,000

¥115,500 ¥105,000

¥102,300 ¥93,000

¥118,800 ¥108,000

¥128,000

（アームレスト
取り付け可能）

¥124,300 ¥113,000

¥140,800

¥108,900 ¥99,000

¥125,400 ¥114,000

¥112,200 ¥102,000

DIGOⅢLIGHT

DIGOⅢLIGHT
CRUZ

ZAOU

STREAMS

ヒーター
付き

ヒーター
付き

ヒーター
付き

STREAMS
CRUZ

ヒーター
付き

（アームレスト
取り付け可能）

ヒーター
付き

（アームレスト
取り付け可能）

¥125,400 ¥114,000

¥141,900 ¥129,000

¥157,300 ¥143,000

¥105,000

¥132,000 ¥120,000

¥128,700 ¥117,000

¥145,200 ¥132,000

¥140,800 ¥128,000

¥118,800 ¥108,000

¥135,300 ¥123,000

¥115,500



商品名 シェル タイプ カラー 旧品番 新品番 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 E32NSP 4560459236369

レッドステッチ E32PBA E32BSP 4560459236376

ブルーステッチ E32PCA E32CSP 4560459236383

レッドレザー E32RNB E32RSB 4560459236390

シルバーステッチ E35PNA E35NSP 4560459236406

レッドステッチ E35PBA E35BSP 4560459236413

ブルーステッチ E35PCA E35CSP 4560459236420

レッドレザー E35RNB E35RSB 4560459236437

シルバーステッチ E54PNA E54NSP 4560459236444

レッドステッチ E54PBA E54BSP 4560459236451

ブルーステッチ E54PCA E54CSP 4560459236468

レッドレザー E54RNB E54RSB 4560459236475

シルバーステッチ E57PNA E57NSP 4560459236482

レッドステッチ E57PBA E57BSP 4560459236499

ブルーステッチ E57PCA E57CSP 4560459236505

レッドレザー E57RNB E57RSB 4560459236512

シルバーステッチ I10PNA I10NSP 4560459236529

レッドステッチ I10PBA I10BSP 4560459236536

ブルーステッチ I10PCA I10CSP 4560459236543

レッドレザー I10RNB I10RSB 4560459236550

シルバーステッチ I13PNA I13NSP 4560459236567

レッドステッチ I13PBA I13BSP 4560459236574

ブルーステッチ I13PCA I13CSP 4560459236581

レッドレザー I13RNB I13RSB 4560459236598

シルバーステッチ I32PNA I32NSP 4560459236604

レッドステッチ I32PBA I32BSP 4560459236611

ブルーステッチ I32PCA I32CSP 4560459236628

レッドレザー I32RNB I32RSB 4560459236635

シルバーステッチ I35PNA I35NSP 4560459236642

レッドステッチ I35PBA I35BSP 4560459236659

ブルーステッチ I35PCA I35CSP 4560459236666

レッドレザー I35RNB I35RSB 4560459236673

¥176,000 ¥160,000

¥172,700 ¥157,000

¥189,200 ¥172,000

¥176,000 ¥160,000

¥172,700 ¥157,000

¥189,200 ¥172,000

edirb110
ultrasuede

¥192,500 ¥175,000

¥192,500 ¥175,000

edirb032
ultrasuede

edirb054
ultrasuede

edirb132
ultrasuede

ヒーター
付き

ヒーター
付き

ヒーター
付き

ヒーター
付き

（アームレスト
取り付け可能）

（アームレスト
取り付け可能）

¥209,000 ¥190,000

¥189,200 ¥172,000

¥205,700 ¥187,000

¥192,500 ¥175,000

¥209,000 ¥190,000

¥189,200 ¥172,000

¥205,700 ¥187,000

¥192,500 ¥175,000



■資料１

2022年5月1日改定価格表

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

ブラック 右用 P51AAN ¥7,700 ¥7,000 ¥8,250 ¥7,500

レッド 右用 P51BBN ¥7,700 ¥7,000 ¥8,250 ¥7,500

チャコールグレー 右用 P51KKN ¥7,700 ¥7,000 ¥8,250 ¥7,500

グレー 右用 P51LLN ¥7,700 ¥7,000 ¥8,250 ¥7,500

ブルー 右用 P51CCN ¥7,700 ¥7,000 ¥8,250 ¥7,500

タフレザー 右用 P51ARR ¥7,700 ¥7,000 ¥8,250 ¥7,500

タフレザーZAOU専用 右用 P53ARR ¥7,700 ¥7,000 ¥8,250 ¥7,500

シルバーステッチ 右用 P51PNZ ¥10,450 ¥9,500 ¥11,000 ¥10,000

レッドステッチ 右用 P51PBZ ¥10,450 ¥9,500 ¥11,000 ¥10,000

ブルーステッチ 右用 P51PCZ ¥10,450 ¥9,500 ¥11,000 ¥10,000

レッドレザー 右用 P51PBN ¥10,450 ¥9,500 ¥11,000 ¥10,000

ブラック 左用 P52AAN ¥7,700 ¥7,000 ¥8,250 ¥7,500

レッド 左用 P52BBN ¥7,700 ¥7,000 ¥8,250 ¥7,500

チャコールグレー 左用 P52KKN ¥7,700 ¥7,000 ¥8,250 ¥7,500

グレー 左用 P52LLN ¥7,700 ¥7,000 ¥8,250 ¥7,500

ブルー 左用 P52CCN ¥7,700 ¥7,000 ¥8,250 ¥7,500

タフレザー 左用 P52ARR ¥7,700 ¥7,000 ¥8,250 ¥7,500

タフレザーZAOU専用 左用 P54ARR ¥7,700 ¥7,000 ¥8,250 ¥7,500

シルバーステッチ 左用 P52PNZ ¥10,450 ¥9,500 ¥11,000 ¥10,000

レッドステッチ 左用 P52PBZ ¥10,450 ¥9,500 ¥11,000 ¥10,000

ブルーステッチ 左用 P52PCZ ¥10,450 ¥9,500 ¥11,000 ¥10,000

レッドレザー 左用 P52PBN ¥10,450 ¥9,500 ¥11,000 ¥10,000

変更後

アームレスト
高級スウェード調

アームレスト
プロテインレザー製

アームレスト
高級スウェード調

アームレスト
プロテインレザー製

変更前

アームレスト PVC

アームレスト PVC


