
令和4年7月吉日

メーカー名（敬称略）：株式会社GMPインターナショナル

実施日：2022年10月1日

JANコード 現⾏価格 (税抜) 新価格 (税抜) 新価格 (税込)
4580445421494 \48,000 \50,000 \55,000
4580445421500 \48,000 \50,000 \55,000
4580445421517 \48,000 \50,000 \55,000
4580445421524 \50,000 \52,000 \57,200
4580445421531 \50,000 \52,000 \57,200
4580445421548 \50,000 \52,000 \57,200
4580445421555 \55,000 \57,000 \62,700
4580445421562 \55,000 \57,000 \62,700
4580445421579 \55,000 \57,000 \62,700
4580445421586 \55,000 \59,000 \64,900
4580445406606 \55,000 \59,000 \64,900
4580445421609 \55,000 \59,000 \64,900
4580445418241 \65,000 \68,000 \74,800
4580445418258 \65,000 \68,000 \74,800
4580445418265 \65,000 \68,000 \74,800
4580445418289 \65,000 \68,000 \74,800
4580445418296 \65,000 \68,000 \74,800
4580445418302 \65,000 \68,000 \74,800
4580445419477 \65,000 \68,000 \74,800
4580445419460 \65,000 \68,000 \74,800
4580445420992 \65,000 \68,000 \74,800
4580445421005 \65,000 \68,000 \74,800
4580445423566 \65,000 \68,000 \74,800
4580445419484 \63,000 \66,000 \72,600
4580445419491 \63,000 \66,000 \72,600
4580445419507 \63,000 \66,000 \72,600
4580445419521 \63,000 \66,000 \72,600
4580445419538 \63,000 \66,000 \72,600
4580445419545 \63,000 \66,000 \72,600
4580445419569 \63,000 \66,000 \72,600
4580445419552 \63,000 \66,000 \72,600
4580445421036 \63,000 \66,000 \72,600
4580445421043 \63,000 \66,000 \72,600
4580445423573 \63,000 \66,000 \72,600
4580445420954 \42,000 \44,000 \48,400
4580445403735 \42,000 \44,000 \48,400
4580445420985 \58,000 \59,000 \53,900
4580445405081 \48,000 \49,000 \53,900
4580445405098 \48,000 \49,000 \53,900
4580445405104 \48,000 \49,000 \53,900
4580445406378 \48,000 \49,000 \53,900
4580445405340 \15,000 \16,000 \17,600
4580445405357 \15,000 \16,000 \17,600
4580445405364 \15,000 \16,000 \17,600
4580445406385 \15,000 \16,000 \17,600
4580445405852 \63,000 \65,000 \71,500
4580445405869 \63,000 \65,000 \71,500
4580445405876 \63,000 \65,000 \71,500
4580445406330 \63,000 \65,000 \71,500

＜ 価格改定のご案内 ＞

キューブシリーズ キャリッジ レッド

ドーム３ ラージセット メランジデニム 

ドーム３ レギュラーセット グラスグリーン 

ドーム３ ラージセット ブロッサム 

ドーム３ ラージセット チェダー 

ドーム３ ラージセット カカオ 

ドーム３ ラージセット ナイルブルー 

キューブシリーズ トゥインクル チャコール
キューブシリーズ トゥインクル カモフラージュ

ドーム２ スタンダードセット SM ピアノブラック

ドーム３ ラージセット ツィルモカ 

ドーム３ ラージセット アースグレー
ドーム３ ラージセット アースブラック 

ドーム2 ブレーキセット SM トゥルーレッド

ドーム２ スタンダードセット M ピアノブラック

商品名

ドーム３ レギュラーセット ナイルブルー 

ドーム３ ラージセット キャロット 

ドーム３ レギュラーセット アースグレー
ドーム３ レギュラーセット アースブラック 
ドーム３ レギュラーセット メランジデニム 
ドーム３ レギュラーセット チェダー 
ドーム３ レギュラーセット キャロット 

ドーム２ スタンダードセット SM トゥルーレッド
ドーム２ スタンダードセット SM アイボリー

ドーム２ スタンダードセット M トゥルーレッド
ドーム２ スタンダードセット M アイボリー
ドーム2 ブレーキセット SM ピアノブラック

ドーム2 ブレーキセット SM アイボリー

ドーム３ レギュラーセット ツィルモカ 
ドーム３ レギュラーセット ブロッサム 

ドーム2 ブレーキセット M ピアノブラック
ドーム2 ブレーキセット M トゥルーレッド
ドーム2 ブレーキセット M アイボリー

ドーム３ レギュラーセット クローバー 

ドーム３ ラージセット クローバー 

ドーム３ レギュラーセット カカオ 

ドーム３ ラージセット グラスグリーン 

キューブシリーズ キャリッジセット イエロー
キューブシリーズ キャリッジセット ブルー
キューブシリーズ キャリッジセット レッド

キューブシリーズ キャリッジ カモフラージュ
キューブシリーズ キャリッジルーフ イエロー
キューブシリーズ キャリッジルーフ ブルー
キューブシリーズ キャリッジルーフ レッド

キューブシリーズ キャリッジセット カモフラージュ

キューブシリーズ ネストバイク ミルキーホワイト

キューブシリーズ キャリッジルーフ カモフラージュ

キューブシリーズ キャリッジ イエロー
キューブシリーズ キャリッジ ブルー



4580445419583 \21,000 \23,000 \25,300
4580445419590 \21,000 \23,000 \25,300
4580445419606 \21,000 \23,000 \25,300
4580445419620 \21,000 \23,000 \25,300
4580445419637 \21,000 \23,000 \25,300
4580445419644 \21,000 \23,000 \25,300
4580445419651 \21,000 \23,000 \25,300
4580445419668 \21,000 \23,000 \25,300
4580445418210 \23,000 \25,000 \27,500
4580445418227 \23,000 \25,000 \27,500
4580445418234 \23,000 \25,000 \27,500
4580445418357 \23,000 \25,000 \27,500
4580445418364 \23,000 \25,000 \27,500
4580445418371 \23,000 \25,000 \27,500
4580445420022 \23,000 \25,000 \27,500
4580445420039 \23,000 \25,000 \27,500
4580445419576 \5,000 \6,000 \6,600
4580445420244 \5,000 \6,000 \6,600
4580445422729 \4,000 \4,500 \4,950
4580445422736 \4,750 \5,400 \5,940
4580445422743 \6,000 \6,300 \6,930
4580445422521 \5,500 \5,500 \6,050
4580445422545 \5,500 \5,500 \6,050
4580445423627 \5,500 \6,000 \6,600
4580445422514 \6,500 \7,000 \7,700
4580445422538 \6,500 \7,000 \7,700
4580445423610 \6,500 \7,000 \7,700
4580445421876 \5,500 \6,000 \6,600
4580445421883 \5,500 \6,000 \6,600
4580445421852 \6,500 \7,000 \7,700
4580445421869 \6,500 \7,000 \7,700
4580445404411 \16,000 \17,000 \18,700

エアバギー DOME3レギュラー専⽤レインカバー
エアバギー DOME3ラージ専⽤レインカバー
キューブシリーズ トゥインクル⽤レインカバー
キューブシリーズ ネストバイク⽤レインカバー
キューブシリーズ キャリッジ⽤レインカバー
DOME専⽤C-CORE MAT REGULAR ベージュ
DOME専⽤C-CORE MAT REGULAR デニム
DOME専⽤C-CORE MAT REGULAR メランジグレー
DOME専⽤C-CORE MAT LARGE ベージュ
DOME専⽤C-CORE MAT LARGE デニム
DOME専⽤C-CORE MAT LARGE メランジグレー
DOME3専⽤メッシュルーフ REGULAR ブラック
DOME3専⽤メッシュルーフ REGULAR ベージュ
DOME3専⽤メッシュルーフ LARGE ブラック
DOME3専⽤メッシュルーフ LARGE ベージュ
AIRBUGGY 2WAY BOARD

ドーム３コット レギュラー カカオ

ドーム３コット レギュラー アースグレー

ドーム３コット ラージ ナイルブルー

ドーム３コット ラージ アースグレー
ドーム３コット ラージ アースブラック
ドーム３コット ラージ メランジデニム
ドーム３コット ラージチェダー
ドーム３コット ラージ キャロット
ドーム３コット ラージ カカオ

ドーム３コット レギュラー ナイルブルー

ドーム３コット ラージクローバー

ドーム３コット レギュラー アースブラック
ドーム３コット レギュラー メランジデニム
ドーム３コット レギュラー チェダー
ドーム３コット レギュラー キャロット

ドーム３コット レギュラー クローバー


