
改定前

アシスタポルク AP685 ¥112,800 ¥117,800 ¥5,000
アシスタロイヤル A6R15 ¥134,800 ¥139,800 ¥5,000
アシスタロイヤル A4R15 ¥134,800 ¥139,800 ¥5,000
アシスタワゴン AW114 ¥196,000 ¥199,000 ¥3,000
アルベルト AB65S5 ¥60,800 ¥65,800 ¥5,000
アルベルト AB75S5 ¥61,800 ¥66,800 ¥5,000
アルベルト AB65L5 ¥60,800 ¥65,800 ¥5,000
アルベルト AB75L5 ¥61,800 ¥66,800 ¥5,000
アルベルト AB73L5 ¥59,800 ¥64,800 ¥5,000
アルベルトロイヤル AR65S5 ¥70,800 ¥75,800 ¥5,000
アルベルトロイヤル AR75S5 ¥71,800 ¥76,800 ¥5,000
アルベルトロイヤル AR65L5 ¥70,800 ¥75,800 ¥5,000
アルベルトロイヤル AR75L5 ¥71,800 ¥76,800 ¥5,000
アンジェリーノ AG26-5 ¥69,800 ¥72,800 ¥3,000
アンジェリーノe A26L85 ¥129,800 ¥131,800 ¥2,000
アンジェリーノプティット AG20-5 ¥69,800 ¥72,800 ¥3,000
アンジェリーノプティットe A20L15 ¥136,800 ¥138,800 ¥2,000
アンジェリーノプティットe A20L85 ¥129,800 ¥131,800 ¥2,000
エアルト AT75S5 ¥52,800 ¥57,800 ¥5,000
エアルト AT75L5 ¥52,800 ¥57,800 ¥5,000
オルディナE3 E3385 ¥46,800 ¥49,800 ¥3,000
オルディナE3 E3425 ¥46,800 ¥49,800 ¥3,000
オルディナE3 E3485 ¥46,800 ¥49,800 ¥3,000
オルディナM3 M3345 ¥43,800 ¥46,800 ¥3,000
オルディナM3 M3425 ¥43,800 ¥46,800 ¥3,000
オルディナM3 M3485 ¥43,800 ¥46,800 ¥3,000
オルディナS3F S3F425 ¥51,800 ¥54,800 ¥3,000
オルディナS3F S3F485 ¥51,800 ¥54,800 ¥3,000
オルディナS3F S3F545 ¥51,800 ¥54,800 ¥3,000
カジュナスイートライン CS73B5 ¥56,800 ¥61,800 ¥5,000
カジュナスイートライン CS6TP5 ¥49,800 ¥53,800 ¥4,000
カジュナスイートライン CS7TP5 ¥50,800 ¥54,800 ¥4,000
カジュナスイートライン CS60T5 ¥37,800 ¥40,800 ¥3,000
カジュナスイートライン CS63T5 ¥42,800 ¥45,800 ¥3,000
カジュナベーシックライン CB73B5 ¥56,800 ¥61,800 ¥5,000
カジュナベーシックライン CB6TP5 ¥49,800 ¥53,800 ¥4,000
カジュナベーシックライン CB7TP5 ¥50,800 ¥54,800 ¥4,000
カジュナベーシックライン CB60T5 ¥37,800 ¥40,800 ¥3,000
カジュナベーシックライン CB63T5 ¥42,800 ¥45,800 ¥3,000
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カリシア CAL20 ¥32,190 ¥36,800 ¥4,610
カリシア CAL22 ¥33,143 ¥37,800 ¥4,657
カリシア CAL20T ¥36,000 ¥39,800 ¥3,800
カリシア CAL22T ¥36,952 ¥40,800 ¥3,848
クエロ20 CF2455 ¥53,800 ¥55,800 ¥2,000
クエロ20 CF2515 ¥53,800 ¥55,800 ¥2,000
クエロ650c CF6485 ¥53,800 ¥55,800 ¥2,000
クエロ700c外装16段 CW7515 ¥63,800 ¥65,800 ¥2,000
クエロ700c外装16段 CW7545 ¥63,800 ¥65,800 ¥2,000
クエロ700c外装8段 CF7515 ¥53,800 ¥55,800 ¥2,000
クエロ700c外装8段 CF7545 ¥53,800 ¥55,800 ¥2,000
クエロドロップ CD7515 ¥97,800 ¥99,800 ¥2,000
クエロドロップ CD7545 ¥97,800 ¥99,800 ¥2,000
クロスファイヤーキッズ CK16 ¥20,762 ¥22,800 ¥2,038
クロスファイヤーキッズ CK18 ¥21,714 ¥23,800 ¥2,086
シュライン SHL474 ¥22,667 ¥24,800 ¥2,133
シュライン SHL674 ¥23,619 ¥25,800 ¥2,181
ジョブノ J60W4 ¥34,800 ¥36,800 ¥2,000
ジョブノ J63W4 ¥39,800 ¥41,800 ¥2,000
ジョブノ J70W4 ¥35,800 ¥37,800 ¥2,000
ジョブノ J73W4 ¥40,800 ¥42,800 ¥2,000
ジョブノ J60T4 ¥37,800 ¥39,800 ¥2,000
ジョブノ J63T4 ¥42,800 ¥44,800 ¥2,000
ジョブノ J65T4 ¥44,800 ¥46,800 ¥2,000
ジョブノ J70T4 ¥38,800 ¥40,800 ¥2,000
ジョブノ J73T4 ¥43,800 ¥45,800 ¥2,000
ジョブノ J75T4 ¥45,800 ¥47,800 ¥2,000
シルヴァD18 D18395 ¥94,800 ¥96,800 ¥2,000
シルヴァD18 D18445 ¥94,800 ¥96,800 ¥2,000
シルヴァD18 D18495 ¥94,800 ¥96,800 ¥2,000
シルヴァD18 D18545 ¥94,800 ¥96,800 ¥2,000
シルヴァD20 D20445 ¥109,800 ¥111,800 ¥2,000
シルヴァD20 D20495 ¥109,800 ¥111,800 ¥2,000
シルヴァD20 D20545 ¥109,800 ¥111,800 ¥2,000
シルヴァF24 F24395 ¥53,800 ¥55,800 ¥2,000
シルヴァF24 F24425 ¥53,800 ¥55,800 ¥2,000
シルヴァF24 F24485 ¥53,800 ¥55,800 ¥2,000
シルヴァF24 F24545 ¥53,800 ¥55,800 ¥2,000
シルヴァF27 F27395 ¥71,800 ¥73,800 ¥2,000
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シルヴァF27 F27425 ¥71,800 ¥73,800 ¥2,000
シルヴァF27 F27485 ¥71,800 ¥73,800 ¥2,000
シルヴァF27 F27545 ¥71,800 ¥73,800 ¥2,000
シルヴァF8B F8B425 ¥92,800 ¥94,800 ¥2,000
シルヴァF8B F8B485 ¥92,800 ¥94,800 ¥2,000
スターノヴァ SV6BT5 ¥59,800 ¥62,800 ¥3,000
スターノヴァ SV7BT5 ¥60,800 ¥63,800 ¥3,000
スターノヴァ SV6TP5 ¥54,800 ¥57,800 ¥3,000
スターノヴァ SV7TP5 ¥55,800 ¥58,800 ¥3,000
ステップクルーズ SC63T5 ¥39,800 ¥42,800 ¥3,000
ステップクルーズ SC60T5 ¥34,800 ¥37,800 ¥3,000
ステップクルーズ SC635 ¥36,800 ¥39,800 ¥3,000
ステップクルーズ SC605 ¥31,800 ¥34,800 ¥3,000
ステップクルーズ e SC685 ¥109,800 ¥114,800 ¥5,000
ステップクルーズデラックス SC7BT5 ¥55,800 ¥60,800 ¥5,000
ステップクルーズデラックス SC7TP5 ¥47,800 ¥51,800 ¥4,000
ステップクルーズデラックス SC6TP5 ¥46,800 ¥50,800 ¥4,000
スニーカーライト SNL160 ¥30,286 ¥32,800 ¥2,514
スニーカーライト SNL163 ¥35,048 ¥37,800 ¥2,752
スニーカーライト SNL186 ¥36,952 ¥39,800 ¥2,848
スニーカーライト SNL187 ¥43,619 ¥46,800 ¥3,181
タフループ TF6TP5 ¥52,800 ¥57,800 ¥5,000
タフループ TF7TP5 ¥53,800 ¥58,800 ¥5,000
ディズニープリンセス NPR14 ¥25,524 ¥28,800 ¥3,276
ディズニープリンセス NPR16 ¥25,524 ¥28,800 ¥3,276
ディズニープリンセス NPR18 ¥26,476 ¥29,800 ¥3,324
トートボックス TBL0T5 ¥37,800 ¥40,800 ¥3,000
トートボックス TBL3T5 ¥42,800 ¥45,800 ¥3,000
トートボックス TBS0T5 ¥37,800 ¥40,800 ¥3,000
トートボックス TBS3T5 ¥42,800 ¥45,800 ¥3,000
ノルコグSL NS604 ¥27,800 ¥29,800 ¥2,000
ノルコグSL NS634 ¥32,800 ¥34,800 ¥2,000
ノルコグSL NS704 ¥28,800 ¥30,800 ¥2,000
ノルコグSL NS734 ¥33,800 ¥35,800 ¥2,000
ノルコグSL NS60T4 ¥31,800 ¥33,800 ¥2,000
ノルコグSL NS63T4 ¥36,800 ¥38,800 ¥2,000
ノルコグSL NS70T4 ¥32,800 ¥34,800 ¥2,000
ノルコグSL NS73T4 ¥37,800 ¥39,800 ¥2,000
ノルコグW NW404 ¥27,800 ¥29,800 ¥2,000
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ノルコグW NW604 ¥28,800 ¥30,800 ¥2,000
ノルコグW NW634 ¥33,800 ¥35,800 ¥2,000
ノルコグW NW704 ¥29,800 ¥31,800 ¥2,000
ノルコグW NW734 ¥34,800 ¥36,800 ¥2,000
ノルコグW NW60T4 ¥32,800 ¥34,800 ¥2,000
ノルコグW NW63T4 ¥37,800 ¥39,800 ¥2,000
ノルコグW NW65T4 ¥39,800 ¥41,800 ¥2,000
ノルコグW NW70T4 ¥33,800 ¥35,800 ¥2,000
ノルコグW NW73T4 ¥38,800 ¥40,800 ¥2,000
ノルコグW NW75T4 ¥40,800 ¥42,800 ¥2,000
ハイディツー HY685C ¥139,800 ¥144,800 ¥5,000
ハイディツー HY685 ¥129,800 ¥134,800 ¥5,000
ハッチ HC162 ¥21,714 ¥23,800 ¥2,086
ハッチ HC182 ¥22,667 ¥24,800 ¥2,133
ビッケ j BK225 ¥27,800 ¥29,800 ¥2,000
ビッケ m BK165 ¥22,800 ¥24,800 ¥2,000
ビッケ ツー b BK035 ¥44,800 ¥47,800 ¥3,000
ビッケ ツー b BK03T5 ¥47,800 ¥50,800 ¥3,000
ビッケ ツー e BK085 ¥117,800 ¥119,800 ¥2,000
ビッケ ツー e BK0C85 ¥124,800 ¥126,800 ¥2,000
ビレッタコンフォート VN73BT ¥49,333 ¥52,800 ¥3,467
ビレッタコンフォート VN78BT ¥63,619 ¥67,800 ¥4,181
ビレッタユーティリティ VT66 ¥34,095 ¥37,800 ¥3,705
ビレッタユーティリティ VT76 ¥35,048 ¥38,800 ¥3,752
ビレッタユーティリティ VT66T ¥36,952 ¥40,800 ¥3,848
ビレッタユーティリティ VT76T ¥37,905 ¥41,800 ¥3,895
ブリジットガールズ BRG004 ¥23,800 ¥25,800 ¥2,000
ブリジットガールズ BRG204 ¥24,800 ¥26,800 ¥2,000
ブリジットガールズ BRG404 ¥25,800 ¥27,800 ¥2,000
ブリジットキッズ BR16K4 ¥21,800 ¥23,800 ¥2,000
ブリジットキッズ BR18K4 ¥22,800 ¥24,800 ¥2,000
ブリジットジュニア BRJ264 ¥27,800 ¥29,800 ¥2,000
ブリジットジュニア BRJ464 ¥28,800 ¥30,800 ¥2,000
ブリジットジュニア BRJ664 ¥29,800 ¥31,800 ¥2,000
ブリジットホーム B60L4 ¥27,800 ¥29,800 ¥2,000
ブリジットホーム B63L4 ¥32,800 ¥34,800 ¥2,000
ブリジットホーム B63LT4 ¥35,800 ¥37,800 ¥2,000
ブリヂストンワゴン BW10 ¥66,476 ¥72,800 ¥6,324
ブリヂストンワゴン BW13 ¥71,238 ¥77,800 ¥6,562
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ベガス VG005 ¥30,800 ¥33,800 ¥3,000
ベガス VG035 ¥35,800 ¥38,800 ¥3,000
ベガス VG03T5 ¥38,800 ¥41,800 ¥3,000
マークローザスタッガード M77ST5 ¥42,800 ¥45,800 ¥3,000
マークローザスタッガード M67ST5 ¥41,800 ¥44,800 ¥3,000
マークローザホリゾンタル M77DT5 ¥42,800 ¥45,800 ¥3,000
マークローザミニ M07ST5 ¥40,800 ¥43,800 ¥3,000
ミンナ MN-1 ¥63,800 ¥69,800 ¥6,000
リアルストリームミニ RS2M85 ¥109,800 ¥111,800 ¥2,000
レベナ LEV18 ¥34,095 ¥36,800 ¥2,705
ロココ LC7BT5 ¥59,800 ¥64,800 ¥5,000
ロココ LC7TP5 ¥52,800 ¥56,800 ¥4,000
ロペタ LP60T5 ¥38,800 ¥42,800 ¥4,000
ロペタ LP63T5 ¥43,800 ¥47,800 ¥4,000
ワイルドベリー WB004 ¥27,800 ¥29,800 ¥2,000
ワイルドベリー WB204 ¥28,800 ¥30,800 ¥2,000
ワイルドベリー WB404 ¥29,800 ¥31,800 ¥2,000
ワイルドベリー WB604 ¥30,800 ¥32,800 ¥2,000
ワイルドベリー WB464 ¥32,800 ¥34,800 ¥2,000
ワイルドベリー WB664 ¥33,800 ¥35,800 ¥2,000
A.C.L.5 AC785 ¥109,800 ¥114,800 ¥5,000
A.C.L.ロイヤル8 AC7R15 ¥139,800 ¥144,800 ¥5,000
BWX BXS064 ¥33,000 ¥36,000 ¥3,000
BWX BXS464 ¥33,000 ¥36,000 ¥3,000
BWX BXS664 ¥33,000 ¥36,000 ¥3,000
BWX BXE464 ¥43,000 ¥46,000 ¥3,000
BWX BXE664 ¥43,000 ¥46,000 ¥3,000
X-girl Stages x BRIDGESTONE BIKE XGS164 ¥21,800 ¥23,800 ¥2,000
X-girl Stages x BRIDGESTONE BIKE XGS184 ¥22,800 ¥24,800 ¥2,000


