
 2022年 価格リスト
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有効期間：2022.02～2022.01

2022年 価格リスト
価格改定製品「2022年定価列」赤字にて記載。廃盤製品「2022年定価列」青字にて記載。

2021年 2022年 2022年
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ビミニトップ
4571484492828 30A0005 ビミニ 1.1-1.3M ブルー（MA060-1） ¥23,800 ¥26,200 ¥28,820
4571484492835 30A0006 ビミニトップ１B ¥34,500 ¥38,000 ¥41,800
4571484492897 30A0007 ビミニトップ２B ¥36,500 ¥40,200 ¥44,220
4571484492941 30A0008 ビミニトップ３B ¥38,500 ¥42,400 ¥46,640
4571484492996 30A0009 ビミニトップ４B ¥49,000 ¥53,900 ¥59,290
4571484493030 30A0010 ビミニトップ５B ¥55,500 ¥61,100 ¥67,210
4571484493054 30A0011 ビミニトップ６B ¥59,000 ¥64,900 ¥71,390
4571484492859 30Z0022 1Bサポートポールセット ¥38,900 ¥42,400 ¥46,640
4571484492866 30Z0023 1Bショートスペースサポートポールセット ¥38,900 ¥42,400 ¥46,640
4571484492873 30Z0024 1Bサポートポールスライドタイプセット ¥46,400 ¥49,900 ¥54,890
4571484492910 30Z0025 2Bサポートポールセット ¥40,900 ¥44,600 ¥49,060
4571484492927 30Z0026 2Bショートスペースサポートポールセット ¥40,900 ¥44,600 ¥49,060
4571484492934 30Z0027 2Bサポートポールスライドタイプセット ¥48,400 ¥52,100 ¥57,310
4571484492965 30Z0028 3Bサポートポールセット ¥42,900 ¥46,800 ¥51,480
4571484492972 30Z0029 3Bショートスペースサポートポールセット ¥42,900 ¥46,800 ¥51,480
4571484492989 30Z0030 3Bサポートポールスライドタイプセット ¥50,400 ¥54,300 ¥59,730
4571484493016 30Z0031 4Bサポートポールセット ¥53,400 ¥58,300 ¥64,130
4571484493672 30Z0032 4Bショートスペースサポートポールセット ¥53,400 ¥58,300 ¥64,130
4571484493023 30Z0033 4Bサポートポールスライドタイプセット ¥60,900 ¥65,800 ¥72,380
4571484493696 30Z0034 5Bサポートポールセット ¥59,900 ¥65,500 ¥72,050
4571484493689 30Z0035 5Bショートスペースサポートポールセット ¥59,900 ¥65,500 ¥72,050
4571484493047 30Z0036 5Bサポートポールスライドタイプセット ¥67,400 ¥73,000 ¥80,300
4571484493719 30Z0037 6Bサポートポールセット ¥63,400 ¥69,300 ¥76,230
4571484493702 30Z0038 6Bショートスペースサポートポールセット ¥63,400 ¥69,300 ¥76,230
4571484493061 30Z0039 6Bサポートポールスライドタイプセット ¥70,900 ¥76,800 ¥84,480
ビミニオプションパーツ
4571484498653 20B0028 レールマウント ¥2,000 ¥2,200 ¥2,420
4571484490565 30B0024 サイドマウント(21036) ¥900 ¥1,000 ¥1,100
4571484492798 30B0031 ビミニサポートポールスライドタイプ（２本set） ¥11,900 ¥11,900 ¥13,090
4571484492804 30B0032 ビミニサポートポール（1100MM固定）（２本set） ¥4,400 ¥4,400 ¥4,840
4571484492811 30B0033 ビミニショートスペースサポートポール（２本set） ¥4,400 ¥4,400 ¥4,840
ビミニアフターパーツ
4571484490152 30B0004 ベースマウント ¥300 ¥400 ¥440
4571484490169 30B0005 ナックルΦ25 ¥300 ¥400 ¥440
4571484490176 30B0006 パイプエンドΦ25 ¥300 ¥400 ¥440
4571484490183 30B0007 S.S. サドル ¥200 ¥300 ¥330
4571484490190 30B0008 固定ベルト（２本セット） ¥2,500 ¥2,800 ¥3,080
4571484490213 30B0010 ダブルパイプクランプΦ25 ¥1,300 ¥1,400 ¥1,540
4571484492842 30B0034 ビミニトップ1B用シート ¥16,500 ¥16,500 ¥18,150
4571484492903 30B0035 ビミニトップ2B用シート ¥17,500 ¥17,500 ¥19,250
4571484492958 30B0036 ビミニトップ3B用シート ¥19,000 ¥19,000 ¥20,900
4571484500974 30B0071 ビミニトップ専用シート（ホロ）4B用 ¥24,000 ¥24,000 ¥26,400
4571484500981 30B0072 ビミニトップ専用シート（ホロ）5B用 ¥26,000 ¥26,000 ¥28,600
4571484500998 30B0073 ビミニトップ専用シート（ホロ）6B用 ¥28,000 ¥28,000 ¥30,800
デッキオーニング
4571484490886 30A0002 BMOデッキトップ L ¥67,500 ¥74,300 ¥81,730
4571484490909 30A0003 BMOデッキトップ M ¥60,500 ¥66,600 ¥73,260
4571484490923 30A0004 BMOデッキトップ S ¥55,800 ¥61,400 ¥67,540
デッキオーニング オプション/アフターパーツ
4571484490244 30B0013 デッキマウントエンドキャップ付 ¥1,800 ¥2,000 ¥2,200
4571484490251 30B0014 クランプ式ジョイントルーフ用 ¥1,800 ¥2,000 ¥2,200
4571484490268 30B0015 クランプ式ジョイントスタンドパイプ用 ¥1,800 ¥2,000 ¥2,200
4571484490893 30B0028 BMOデッキトップ L用シート ¥33,000 ¥36,300 ¥39,930
4571484490916 30B0029 BMOデッキトップ M用シート ¥28,800 ¥31,700 ¥34,870
4571484490930 30B0030 BMOデッキトップ S用シート ¥26,800 ¥29,500 ¥32,450
T-TOP
4571484493214 30A0017 T-トップライト850 ¥51,500 ¥56,700 ¥62,370
4571484493238 30A0018 T-トップライト1050 ¥57,000 ¥62,700 ¥68,970
T-TOPオプション／アフターパーツ
4571484490220 30B0011 サイドマウント　φ32 ¥800 ¥900 ¥990
4571484490237 30B0012 ベースマウント　φ32 ¥800 ¥900 ¥990
4571484490275 30B0016 90°ジョイント　φ32 ¥600 ¥700 ¥770
4571484490282 30B0017 Tジョイント　φ32 ¥400 ¥500 ¥550
4571484490299 30B0018 マルチマウント　φ32 ¥1,000 ¥1,100 ¥1,210
4571484493221 30B0038 T-トップライト850用シート ¥18,000 ¥19,800 ¥21,780
4571484493245 30B0039 T-トップライト1050用シート ¥20,000 ¥22,000 ¥24,200
T-TOPヘビー
4571484498639 30A0024 T-トップヘビー（2018モデル）MA080-4 ¥126,000 ¥138,600 ¥152,460
T-TOPヘビーオプションパーツ
4571484494884 30B0019 T-トップヘビー用ロッドホルダー ¥3,500 ¥3,900 ¥4,290
4571484498172 30B0025 LEDライトステー Φ44 ¥3,000 ¥3,000 ¥3,300
4571484498189 30B0026 航海灯ステー Φ44 ¥13,800 ¥17,300 ¥19,030
4571484498929 30B0053 T-トップ ヘビー用ホロ（30A0024用） ¥48,000 ¥52,800 ¥58,080
T-TOPヘビーアフターパーツ
4571484494389 30B0001 ベースマウントN ¥2,300 ¥2,500 ¥2,750
4571484494396 30B0002 T-ジョイントN ¥2,500 ¥2,800 ¥3,080
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4571484494402 30B0003 サイドマウントクランプN ¥2,600 ¥2,700 ¥2,970
4571484498646 30B0042 コンソールマウント（21080） ¥2,600 ¥2,900 ¥3,190
4571484498011 30B0043 T-ジョイントクランプN  ¥2,000 ¥2,400 ¥2,640
セールボートビミニ
4571484493078 30A0012 セールボート用ビミニトップ　2.40-2.70 ¥120,000 ¥132,000 ¥145,200
4571484493085 30A0013 セールボート用ビミニトップ　2.70-3.00 ¥122,000 ¥134,200 ¥147,620
4571484493092 30A0014 セールボート用ビミニトップ　3.00-3.30 ¥128,000 ¥140,800 ¥154,880
4571484493108 30A0015 セールボート用ビミニトップ　3.30-3.60 ¥148,000 ¥162,800 ¥179,080
4571484493115 30A0016 セールボート用ビミニトップ　3.60-3.90 ¥158,000 ¥173,800 ¥191,180
セールボートビミニパーツ
4571484490206 30B0009 セールボート用ストラップ（２本set） ¥3,000 ¥3,300 ¥3,630
4571484490343 30B0020 SUSデッキマウント（セールボート用）φ25 ¥1,800 ¥2,000 ¥2,200
4571484490350 30B0021 SUSナックル（セールボート用）φ25 ¥1,200 ¥1,300 ¥1,430
4571484490367 30B0022 SUS可動式ナックル（セールボート用）φ25 ¥1,800 ¥2,000 ¥2,200
4571484490374 30B0023 SUSパイプエンド（セールボート用）φ25 ¥1,200 ¥1,300 ¥1,430
ヨットオーニング
4571484493320 30A0021 ヨットオーニング-Ｓ ¥22,000 ¥24,200 ¥26,620
4571484493337 30A0022 ヨットオーニング-Ｍ ¥28,000 ¥30,800 ¥33,880
4571484493344 30A0023 ヨットオーニング-Ｌ ¥32,000 ¥35,200 ¥38,720
タルガトップ 
4571484501001 30A0026 タルガトップ 1.90M-2.10M ¥58,000 ¥63,800 ¥70,180
4571484501018 30A0027 タルガトップ 2.10M-2.30M ¥62,000 ¥68,200 ¥75,020
タルガトップ スペアパーツ
4571484501209 30B0074 T-ジョイント5度（左右セット）（21085） ¥1,200 ¥1,300 ¥1,430
4571484501216 30B0075 ユニバーサルマウント5度（左右セット）（21086） ¥2,500 ¥2,800 ¥3,080
4571484501223 30B0076 クロスジョイント（21087） ¥700 ¥800 ¥880
船外機カバー
4571484493122 50B0014 アウトボードカバー (15P以下) ¥2,700 ¥3,000 ¥3,300
4571484493139 50B0015 アウトボードカバー (15-30HP) ¥3,100 ¥3,400 ¥3,740
4571484493146 50B0016 アウトボードカバー (30-60HP) ¥3,400 ¥3,700 ¥4,070
4571484493153 50B0017 アウトボードカバー (60-100HP) ¥4,000 ¥4,400 ¥4,840
4571484493160 50B0018 アウトボードカバー (115-150HP) ¥4,400 ¥4,800 ¥5,280
4571484493177 50B0019 アウトボードカバー (175-225HP) ¥5,000 ¥5,500 ¥6,050
4571484493184 50B0020 アウトボードフルカバー (UP to 6HP) ¥4,800 ¥5,300 ¥5,830
4571484493191 50B0021 アウトボードフルカバー (8-15HP) ¥5,500 ¥6,100 ¥6,710
4571484493207 50B0022 アウトボードフルカバー (15-20HP) ¥6,300 ¥6,900 ¥7,590
4571484498745 50B0025 船外機カバー SUZUKI専用（S30-S） ¥4,500 ¥5,000 ¥5,500
4571484498752 50B0026 船外機カバー SUZUKI専用（S25-S） ¥4,900 ¥5,400 ¥5,940
4571484498769 50B0027 船外機カバー SUZUKI専用（S20-S） ¥5,300 ¥5,800 ¥6,380
4571484498776 50B0028 船外機カバー SUZUKI専用（S15-S） ¥6,700 ¥7,400 ¥8,140
4571484498783 50B0029 船外機カバー SUZUKI専用（S10-S） ¥7,500 ¥8,300 ¥9,130
4571484498790 50B0030 船外機カバー SUZUKI専用（S05-S） ¥8,100 ¥8,900 ¥9,790
4571484498806 50B0031 船外機カバー SUZUKI専用（S00-S） ¥9,100 ¥10,000 ¥11,000
4571484499926 50B0037 エンジンキャリーバック ¥13,800 ¥13,800 ¥15,180
シート
4571484494914 30C0003 キャスティングシート（グレー/ブルー） ¥3,800 ¥4,200 ¥4,620
4571484496222 30C0004 キャスティングシート（グレー/チャコール） ¥3,800 ¥4,200 ¥4,620
4571484494891 30C0005 キャスティングシート（グレ-/レッド） ¥3,800 ¥4,200 ¥4,620
4571484490756 30C0010 シートカバー ¥2,600 ¥2,900 ¥3,190
4571484498141 30C0011 シートカバーL ¥2,800 ¥3,100 ¥3,410
4571484491111 30C0012 キャスティングシート ¥4,200 ¥4,600 ¥5,060
4571484493351 30C0028 フィッシャーマンシート　フレームのみ ¥5,400 ¥5,900 ¥6,490
4571484493368 30C0029 フィッシャーマンシート（ブルー/ホワイト） ¥7,400 ¥8,100 ¥8,910
4571484493375 30C0030 フィッシャーマンシート　クッションのみ（ブルー／ホワイト） ¥2,300 ¥2,500 ¥2,750
4571484493382 30C0031 フィッシャーマンシート（グレー/ホワイト） ¥7,400 ¥8,100 ¥8,910
4571484493399 30C0032 フィッシャーマンシート　クッションのみ（グレー／ホワイト） ¥2,300 ¥2,500 ¥2,750
4571484493405 30C0033 スキッパーシート フレームのみ ¥7,800 ¥8,600 ¥9,460
4571484493412 30C0034 スキッパーシート（ブルー/ホワイト） ¥14,800 ¥16,300 ¥17,930
4571484493429 30C0035 スキッパーシート　クッションのみ（ブルー／ホワイト） ¥7,000 ¥7,700 ¥8,470
4571484493436 30C0036 スキッパーシート（グレー/ホワイト） ¥14,800 ¥16,300 ¥17,930
4571484493443 30C0037 スキッパーシート　クッションのみ（グレー／ホワイト） ¥7,000 ¥7,700 ¥8,470
4571484493450 30C0038 スキッパーシート（グレー/チャコール） ¥14,800 ¥16,300 ¥17,930
4571484493467 30C0039 スキッパーシート　クッションのみ（グレー／チャコール） ¥7,000 ¥7,700 ¥8,470
4571484493474 30C0040 フォールディングシート（ホワイト） ¥14,400 ¥15,800 ¥17,380
4571484493481 30C0041 フォールディングシート（ブルー／ホワイト） ¥14,400 ¥15,800 ¥17,380
4571484493498 30C0042 フォールディングシート（グレー／ホワイト） ¥14,400 ¥15,800 ¥17,380
4571484498080 30C0043 スイングシート  ブルー/ホワイト ¥16,800 ¥18,500 ¥20,350
4571484498073 30C0044 スイングシート  チャコール/グレー ¥16,800 ¥18,500 ¥20,350
4571484500912 30C0053 デラックスフォールディングシートII（グレー/ブラック） ¥19,800 ¥21,800 ¥23,980
4571484500929 30C0054 デラックスフォールディングシートII（ネイビー/ホワイト） ¥19,800 ¥21,800 ¥23,980
フィッシングチェアー
4571484491838 20A0027 フィッシングチェアー用ロッドホルダー ¥1,800 ¥2,000 ¥2,200
4571484490619 30C0008 BMフィッシングチェアー ¥11,800 ¥12,800 ¥14,080
4571484490640 30C0009 BMチェアークッション ¥4,800 ¥5,500 ¥6,050
4571484493801 30Z0005 フットコンチェアフルセット（スチールベース） ¥18,200 ¥20,000 ¥22,000
4571484494372 30Z0006 フットコンチェアフルセット（ステンレスベース） ¥21,000 ¥22,900 ¥25,190
4571484490633 30Z0007 BMフィッシングチェアーセット ¥16,600 ¥18,300 ¥20,130
クッション
4571484498981 30C0047 3 WAYクッション ¥2,400 ¥2,600 ¥2,860
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スイベルベース
4571484494952 20B0014 キャスティングシートベース ¥2,000 廃盤 廃盤
4571484494921 20C0043 キャスティングポール用ネットホルダー ¥4,500 廃盤 廃盤
4571484494938 20Z0014 カップホルダー（キャスティングシートベースセット） ¥2,800 廃盤 廃盤
4571484498950 20Z0203 カップホルダー（キャスティングシートベースセット）ブラック ¥2,800 ¥2,000 ¥2,200
4571484491159 30C0016 スチールスイベルベース ¥2,100 ¥2,300 ¥2,530
4571484491166 30C0017 ステンレススイベルベース ¥6,200 ¥6,800 ¥7,480
4571484491173 30C0018 アルミスイベルベース ¥4,200 ¥4,600 ¥5,060
4571484491180 30C0019 クランプオンスイベルベース（スチール） ¥4,500 ¥5,000 ¥5,500
4571484491203 30C0020 スイベルシートマウント　ステンレス製 ¥5,000 ¥5,500 ¥6,050
4571484493832 30C0021 スイベルシートマウント　スチール製 ¥2,400 ¥2,600 ¥2,860
4571484491210 30C0022 スイベルシャフト 33cm固定 ¥3,200 ¥3,500 ¥3,850
4571484497564 30C0023 シートマウントベースSUS  ¥4,800 ¥5,300 ¥5,830
4571484491227 30C0024 シートマウントベース ¥3,500 ¥3,900 ¥4,290
4571484493825 30C0025 シートペデスタル 340-510mm ¥13,800 ¥15,200 ¥16,720
4571484491234 30C0026 シートペデスタル 500-750mm ¥15,800 ¥17,400 ¥19,140
4571484493818 30C0027 アジャスタブルスイベルシャフト ¥8,200 廃盤 廃盤
4571484493504 30C0045 リムーバブルスイベルベース ¥3,500 ¥3,900 ¥4,290
4571484498714 30C0046 シートスライドベース（シートペデスタル専用） ¥7,500 ¥8,300 ¥9,130
4571484499186 30C0048 ペデスタル340-450mm ¥18,800 ¥20,700 ¥22,770
4571484499193 30C0049 ペデスタル500-630mm ¥20,800 ¥22,900 ¥25,190
4571484499209 30C0050 ペデスタル580-710mm ¥22,800 ¥25,100 ¥27,610
バックレストチェア
4571484496598 30C0001 ショートポール（200MM） ¥3,500 ¥3,900 ¥4,290
4571484496581 30C0002 バックレストチェア ¥11,000 ¥12,100 ¥13,310
ハッチ
4571484491357 30E0017 インスペクションハッチ（4インチ） ¥1,300 ¥1,300 ¥1,430
4571484491364 30E0018 インスペクションハッチ（6インチ） ¥1,500 ¥1,500 ¥1,650
4571484491388 30E0020 アクセスハッチ（小） ¥4,300 ¥4,700 ¥5,170
4571484491395 30E0021 アクセスハッチ（中） ¥5,400 ¥5,900 ¥6,490
4571484491401 30E0022 アクセスハッチ（大） ¥7,400 ¥8,100 ¥8,910
4571484497540 30E0023 バッグ付インスペクションハッチ 4インチ レッド ¥1,700 ¥1,700 ¥1,870
4571484497557 30E0024 バッグ付インスペクションハッチ 6インチ レッド ¥1,900 ¥1,900 ¥2,090
ハンドレール
4571484492736 30E0037 ハンドレール　305　22φ ¥2,400 ¥2,600 ¥2,860
4571484492743 30E0038 ハンドレール　457　22φ ¥2,800 ¥3,100 ¥3,410
4571484492750 30E0039 ハンドレール　610　22φ ¥3,400 ¥3,700 ¥4,070
4571484492767 30E0040 ハンドレール　229　22φ ¥2,200 ¥2,400 ¥2,640
4571484499216 30E0059 ハンドレール300mm ¥3,400 ¥3,700 ¥4,070
4571484499223 30E0060 ハンドレール600mm ¥4,400 ¥4,800 ¥5,280
4571484499230 30E0061 ハンドレール1000mm ¥6,000 ¥6,600 ¥7,260
シーアンカー
4571484490022 30E0003 シーアンカー　Ｓ ¥3,300 ¥3,600 ¥3,960
4571484490046 30E0004 シーアンカー　Ｍ ¥3,800 ¥4,200 ¥4,620
4571484490060 30E0005 シーアンカー　Ｌ ¥6,200 ¥6,800 ¥7,480
4571484490084 30E0006 シーアンカー　ＸＬ ¥7,600 ¥8,400 ¥9,240
4571484496741 30E0013 メインロープ（φ10mm12m）  ¥2,100 ¥2,300 ¥2,530
4571484496734 30E0014 メインロープ（φ8mm7m）  ¥900 ¥1,000 ¥1,100
4571484496727 30E0015 シーアンカー回収用ロープ（φ6mm5m）  ¥400 ¥500 ¥550
4571484499155 30E0058 シーアンカーフロート ¥1,500 ¥1,700 ¥1,870
4571484497977 30Z0001 シーアンカーSロープセット  ¥4,200 ¥4,600 ¥5,060
4571484497984 30Z0002 シーアンカーMロープセット  ¥4,700 ¥5,200 ¥5,720
4571484497991 30Z0003 シーアンカーLロープセット  ¥8,700 ¥9,600 ¥10,560
4571484498004 30Z0004 シーアンカーXLロープセット  ¥10,100 ¥11,200 ¥12,320
フェンダー／ブイ
4571484490497 30D0001 ノーパンクフェンダー（EVA）（小） ¥5,800 ¥6,800 ¥7,480
4571484490503 30D0002 ノーパンクフェンダー（EVA）（中） ¥12,800 ¥13,800 ¥15,180
4571484490510 30D0003 ノーパンクフェンダー（EVA）（大） ¥17,800 ¥18,800 ¥20,680
4571484491012 30D0004 エアーフェンダー　D18cm×L66cm ¥4,600 ¥4,600 ¥5,060
4571484491036 30D0005 エアーフェンダー　D15cm×L56cm ¥3,300 ¥3,300 ¥3,630
4571484491050 30D0006 エアーフェンダー　D14cm×L51cm ¥2,500 ¥2,500 ¥2,750
4571484491074 30D0007 エアーフェンダー　D11cm×L41cm ¥2,000 ¥2,000 ¥2,200
4571484491104 30D0009 エアーフェンダー　D20cm×L67.5cm ¥5,400 ¥5,400 ¥5,940
4571484494969 30D0010 エアーフェンダー　D26cm×L76cm ¥6,900 ¥6,900 ¥7,590
ボートフック
4571484491845 30E0028 ボートフックグリップ 32Φ（2個セット） ¥450 ¥500 ¥550
4571484492705 30E0034 ボートフックテレスコピック ¥3,000 ¥3,300 ¥3,630
デッキブラシ
4571484499162 50B0033 デッキブラシ C52210 ¥3,000 ¥3,300 ¥3,630
4571484499179 50B0034 デッキブラシ C11808 ¥3,200 ¥3,500 ¥3,850
グリップ
4571484491371 30E0019 ロープグリッパー（2個セット） ¥1,200 ¥1,400 ¥1,540
4571484498578 30E0047 ロープグリッパー（ステップレール用） ¥1,700 ¥1,900 ¥2,090
クリート
4571484498554 30E0045 クリート（ステップレール用）5インチ ¥1,500 ¥1,700 ¥1,870
4571484498561 30E0046 クリート（ステップレール用）6インチ ¥1,800 ¥2,000 ¥2,200
4571484498813 30E0048 ステンレスクリート（4インチ） ¥1,600 ¥2,000 ¥2,200
4571484498820 30E0049 ステンレスクリート（8インチ） ¥2,800 ¥3,600 ¥3,960
4571484498912 30E0056 ステンレスクリート（6インチ） ¥1,800 ¥2,400 ¥2,640
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ラダー
4571484492712 30E0035 アルミラダーステップ　3段 ¥7,000 ¥7,700 ¥8,470
4571484492729 30E0036 アルミラダーステップ　4段 ¥8,400 ¥9,200 ¥10,120
4571484492774 30E0041 ステンフォールディングラダー　2段 ¥15,800 ¥17,400 ¥19,140
4571484492781 30E0042 ステンフォールディングラダー　4段 ¥23,800 ¥26,200 ¥28,820
フィレテーブル
4571484493276 30E0043 フィレテーブル（460×375）埋込ロッドホルダー用 ¥5,800 ¥6,400 ¥7,040
4571484493283 30E0044 フィレテーブル（460×376）レール用 ¥5,800 ¥6,400 ¥7,040
携行缶
4571484490527 50A0010 ステンレスタンク縦型20L ¥18,500 ¥18,500 ¥20,350
4571484500899 50A0052 ステンレスタンク縦型 10L ¥15,000 ¥15,000 ¥16,500
4571484500905 50A0053 ステンレスタンク　3L ¥11,000 ¥11,000 ¥12,100
携行缶オプションパーツ
4571484490411 50A0002 エアー抜き ¥600 ¥600 ¥660
4571484490428 50A0003 エア抜きOリング ¥250 ¥300 ¥330
4571484490435 50A0004 給油口キャップ ¥1,800 ¥1,800 ¥1,980
4571484490442 50A0005 ノズルセット ¥1,800 ¥1,800 ¥1,980
4571484490459 50A0006 ノズルOリング ¥250 ¥300 ¥330
4571484490534 50A0011 給油口Oリング ¥250 ¥300 ¥330
4571484500196 50A0051 吸出口付給油キャップ ¥3,400 ¥3,900 ¥4,290
4571484500936 50A0055 吸出口付給油キャップ147mm ¥3,100 ¥3,600 ¥3,960
ポリ燃料タンク
4571484490473 50A0008 ３ガロン(11L)燃料タンク　JCI認定品 ¥9,600 ¥9,600 ¥10,560
4571484490480 50A0009 ６ガロン(22L)燃料タンク　JCI認定品 ¥11,200 ¥11,200 ¥12,320
4571484493771 50A0012 ゴリッタ（5Lポリタンク） ¥1,900 ¥1,900 ¥2,090
4571484491661 50A0033 ６ガロン(22L)燃料タンク ¥7,600 ¥7,600 ¥8,360
4571484491678 50A0034 ３ガロン(11L)燃料タンク ¥6,600 ¥6,600 ¥7,260
4571484498295 50A0039 12ガロンポリ燃料タンク C14644 ¥15,800 ¥15,800 ¥17,380
4571484498615 50A0042 12ガロンポリ燃料タンク C14646（タイヤ、ベルトなし） ¥13,000 ¥13,000 ¥14,300
4571484498622 50A0043 タイヤ＆ベルト C14648（50A0039用） ¥2,800 ¥2,800 ¥3,080
燃料タンクパーツ
4571484491685 50A0035 3ガロン／６ガロン用ゲージ付キャップ ¥2,300 ¥2,300 ¥2,530
4571484494419 50A0038 12ガロン用ゲージ付キャップ ¥2,600 ¥2,600 ¥2,860
4571484499599 50A0047 3ガロン/6ガロンポリ燃料タンク用ノズルアタッチメント(147MM) ¥1,500 ¥1,500 ¥1,650
4571484500189 50A0048 12ガロンポリ燃料タンク用ノズルアタッチメント(270MM) ¥1,800 ¥1,800 ¥1,980
フィッティング
4571484491524 50A0019 コネクター　スズキ(スモール) ¥1,200 ¥1,200 ¥1,320
4571484491531 50A0020 コネクター　トーハツ 2st ¥1,600 ¥1,600 ¥1,760
4571484491548 50A0021 フィッティング　ホンダ ¥1,000 ¥1,000 ¥1,100
4571484491555 50A0022 コネクター　スズキ(スモール) ¥1,200 ¥1,200 ¥1,320
4571484491562 50A0023 コネクター　トーハツ 2st ¥1,200 ¥1,200 ¥1,320
4571484491579 50A0024 フィッティング　ヤマハ ¥1,000 ¥1,000 ¥1,100
4571484491586 50A0025 ヤマハ船外機用アダプター ¥1,000 ¥1,000 ¥1,100
4571484491593 50A0026 コネクター　スズキ75UP&トーハツ ¥1,200 ¥1,200 ¥1,320
4571484491609 50A0027 コネクター　スズキ75UP&トーハツ ¥1,600 ¥1,600 ¥1,760
4571484491616 50A0028 フィッティング　ヤマハ　3/8” ¥1,200 ¥1,200 ¥1,320
4571484491623 50A0029 フィッティング　ヤマハ　5/16" ¥1,200 ¥1,200 ¥1,320
4571484491630 50A0030 フィッティング　ヤマハ　1/4" ¥1,200 ¥1,200 ¥1,320
4571484491647 50A0031 コネクター　ホンダ ¥1,000 ¥1,000 ¥1,100
4571484491654 50A0032 コネクター　ホンダ ¥2,000 ¥2,000 ¥2,200
4571484491760 50A0040 ヤマハ用プライマーホースセット ¥4,000 ¥4,000 ¥4,400
4571484497571 50A0041 プライマーホース 汎用タイプ ¥2,200 ¥2,200 ¥2,420
4571484498677 50A0044 ヤマハ タンク側フィッティング （C14710） ¥980 廃盤 廃盤 後継品50A0056
オイルチェンジャー
4571484494990 50B0009 オイルチェンジャーOR　4.0L ¥10,800 ¥10,800 ¥11,880
4571484494983 50B0013 オイルチェンジャーOR　6.5L ¥13,800 ¥13,800 ¥15,180
チェンジャーパイプ
4571484495003 50B0008 オイルチェンジャー　メインパイプN ¥1,500 ¥2,000 ¥2,200
4571484492620 50B0010 オイルチェンジャー　7mmパイプ ¥1,500 ¥1,600 ¥1,760
4571484492637 50B0011 オイルチェンジャー　6mmパイプ ¥1,500 ¥1,600 ¥1,760
4571484495010 50B0012 オイルチェンジャー　4mmパイプ ¥1,500 ¥1,600 ¥1,760
油水分離
4571484491463 50A0014 油水分離器フィルターセット245用25M（ディーゼル用） ¥6,000 廃盤 廃盤
4571484491470 50A0015 油水分離器フルセット10Ｍ（ガソリン用） ¥8,800 ¥9,800 ¥10,780
4571484491487 50A0016 油水分離器フルセット25Ｍ（ディーゼル用） ¥8,800 ¥9,800 ¥10,780
4571484491494 50A0017 交換用フィルター10Ｍ ¥1,800 ¥2,000 ¥2,200
4571484491500 50A0018 交換用フィルター25Ｍ ¥1,800 ¥2,000 ¥2,200
4571484500219 50A0050 油水分離器ヘッド締め付けキット ¥1,580 ¥1,700 ¥1,870
水洗キット
4571484490558 50B0001 キャップ付デバイスコネクタset ¥2,000 ¥2,000 ¥2,200
4571484490596 50B0002 パワフルフラッシャー ¥17,600 ¥19,400 ¥21,340
4571484490602 50B0003 パワフルフラッシャータンクセット ¥19,800 ¥21,800 ¥23,980
4571484491708 50B0004 モーターフラッシャー ¥1,400 ¥1,500 ¥1,650
4571484497588 50B0005 インボートエンジンフラッシャー  ¥3,800 ¥3,800 ¥4,180
4571484493528 50B0023 交換用インペラ ¥1,000 ¥1,000 ¥1,100
4571484493665 50B0024 専用ウォータータンク20L ¥2,200 ¥2,400 ¥2,640
4571484499278 50B0032 インボートエンジンフラッシャーロングバージョン C16215M-L ¥4,400 ¥4,400 ¥4,840
船外機プレート
4571484497618 30E0001 船外機バッキングプレート 8mm ¥3,800 ¥3,800 ¥4,180
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4571484497625 30E0002 船外機バッキングプレート 15mm ¥4,800 ¥4,800 ¥5,280
船外機スタンド
4571484491722 50B0006 船外機スタンド（～15hp/4st） ¥13,400 ¥14,700 ¥16,170
4571484491739 50B0007 船外機スタンド（～8hp/4st） ¥8,200 ¥9,000 ¥9,900
LEDライト
4571484494655 40A0001 拡散LEDライト6灯 ¥7,800 ¥8,600 ¥9,460
4571484494686 40A0002 スポットLEDライト6灯 ¥7,800 ¥8,600 ¥9,460
4571484494662 40A0004 拡散LEDライト9灯 ¥8,800 ¥9,700 ¥10,670
4571484494679 40A0005 拡散スーパーLEDライト5灯 ¥19,800 ¥21,800 ¥23,980
4571484491944 40A0013 LEDデッキライト8灯 ¥12,800 ¥12,800 ¥14,080
4571484499964 40A0021 拡散スーパーLEDライト15灯 ¥11,000 ¥12,100 ¥13,310
4571484499971 40A0022 コンボスーパーLEDライト32灯 ¥18,000 ¥19,800 ¥21,780
4571484499988 40A0023 コンボLEDライト12灯 ¥14,800 ¥16,300 ¥17,930
4571484500882 40A0024 スポットスーパーLEDライト14灯 ¥14,800 ¥16,300 ¥17,930
4571484501025 40A0025 拡散LEDデッキライト ¥5,500 ¥6,100 ¥6,710
4571484501032 40A0026 拡散スーパーLEDライト32灯 ¥18,000 ¥19,800 ¥21,780
LEDライトオプションパーツ
4571484495027 20C0041 LEDアタッチメントN ¥1,500 ¥1,500 ¥1,650
4571484491968 20C0058 LEDライト取付金具(SUS) ¥800 ¥900 ¥990
4571484495034 20Z0116 LEDデッキ取付ベースN ¥2,300 ¥2,500 ¥2,750
4571484495041 20Z0117 LEDパイプ取付ベースN ¥3,600 ¥3,900 ¥4,290
4571484490749 40B0004 防滴スイッチセット ¥2,000 ¥2,300 ¥2,530
インテリアライト
4571484497953 40A0019 LEDスリムドームライト（小） スイッチ付き ¥6,800 ¥7,500 ¥8,250
4571484497960 40A0020 LEDスリムドームライト（大） スイッチ付き ¥9,800 ¥11,200 ¥12,320
電装品
4571484491876 40A0006 ナビゲーションLEDライト ¥2,000 ¥2,200 ¥2,420
4571484493740 40B0002 ワンタッチバッテリークリップ ¥2,000 ¥2,000 ¥2,200
4571484490855 40B0009 USBチャージャーソケット（本体のみ） ¥2,400 ¥2,600 ¥2,860
4571484490862 40B0010 USBチャージャーソケット（壁面取付ケース付） ¥2,700 ¥3,000 ¥3,300
4571484490879 40B0011 USBチャージャーソケット（ワニグチケーブル1m付） ¥3,000 ¥3,300 ¥3,630
4571484494365 40B0012 サーキットブレーカー50A ¥1,380 ¥1,500 ¥1,650
4571484491746 40B0013 バッテリーオンオフターミナルスイッチ ¥2,000 ¥2,200 ¥2,420
4571484491753 40B0014 ステンレス製パワーソケット ¥3,000 ¥3,300 ¥3,630
4571484492026 40B0015 ＬＥＤスイッチパネル　４連 ¥5,800 ¥6,400 ¥7,040
4571484492033 40B0016 ＬＥＤスイッチパネル　６連 ¥8,800 ¥9,700 ¥10,670
4571484499247 40B0018 USB付スイッチパネル C91359LED ¥6,800 ¥7,500 ¥8,250
4571484499254 40B0019 電圧計付スイッチパネル C10430G ¥9,000 ¥9,900 ¥10,890
4571484499261 40B0020 USBソケット　2口（3.4A) C30234B ¥3,000 ¥3,300 ¥3,630
4571484499285 40B0021 電圧計 C30247 ¥2,800 ¥3,100 ¥3,410
4571484500080 40B0034 扇風機（首振りタイプ） ¥5,200 ¥5,700 ¥6,270
バッテリーBOX
4571484490978 10D0005 バッテリートレイ（105A用） ¥1,800 ¥2,000 ¥2,200
4571484490985 10D0006 バッテリートレイ（105A用/ストラップタイプ） ¥1,900 ¥2,100 ¥2,310
4571484493849 10D0007 バッテリーBOX　インジケーター付（USB対応）60Aブレーカー付 ¥11,800 ¥12,800 ¥14,080
4571484491005 10D0009 バッテリーBOX　１０５A用 ¥2,400 ¥2,600 ¥2,860
トレーラーパーツ
4571484490145 40C0002 ＬＥＤオーバルサイドマーカー ¥1,400 ¥1,500 ¥1,650
4571484490954 40C0004 ヒッチボール２インチ(ｽﾁｰﾙ)L55×W19 ¥2,800 ¥3,100 ¥3,410
4571484490961 40C0005 ヒッチボール２インチ(ｽﾁｰﾙ)L50×W25 ¥3,000 ¥3,300 ¥3,630
4571484491418 40C0006 ＬＥＤサイドマーカーホワイト ¥1,400 廃盤 廃盤
4571484493634 40C0008 配線カプラー ¥3,200 ¥3,500 ¥3,850
4571484493641 40C0009 配線ソケット ¥2,650 ¥2,900 ¥3,190
4571484493658 40C0010 配線キット ¥5,000 ¥5,500 ¥6,050
ロッドホルダー収納
4571484491852 20A0028 ロッドハンガー4連 ¥2,200 ¥2,400 ¥2,640
ロッドホルダー
4571484491289 20A0018 ステンレストローリングポスト(埋め込みタイプ) ¥3,800 ¥4,200 ¥4,620
4571484491319 20A0021 ステンレスロッドホルダー直型 ¥3,800 ¥4,200 ¥4,620
4571484491333 20A0023 ステンレスロッドホールディングポスト（差し込みタイプ） ¥3,800 ¥4,200 ¥4,620
4571484491821 20A0026 レール用プラロッドホルダー ¥1,800 ¥2,000 ¥2,200
4571484500950 20A0048 プラロッドホルダー埋込（直型）ブラック C12699-B ¥1,200 ¥1,300 ¥1,430
4571484500967 20A0049 プラロッドホルダー埋込（直型）ホワイト C12699-W ¥1,200 ¥1,300 ¥1,430
4571484497496 20B0026 埋込ロッドホルダー用ベース  ¥3,800 ¥4,200 ¥4,620
連ロッドホルダーシリーズ
4571484491241 20A0014 ロッドホルダー　１連タイプ（ブラケット付） ¥1,800 ¥1,500 ¥1,650
4571484491258 20A0015 ロッドホルダー　1連タイプ ¥1,600 ¥1,400 ¥1,540
4571484491265 20A0016 ロッドホルダー　２連タイプ ¥3,300 ¥2,800 ¥3,080
4571484491272 20A0017 ロッドホルダー　３連タイプ ¥4,000 ¥3,400 ¥3,740
4571484491296 20A0019 ロッドホルダー　４連タイプ ¥4,500 ¥3,800 ¥4,180
4571484491302 20A0020 ロッドホルダー　６連タイプ ¥5,700 ¥4,800 ¥5,280
4571484491340 20A0024 ロッドホルダー　３連一体型 ¥3,600 ¥3,000 ¥3,300
4571484498363 20A0030 SUSロッドホルダー（サイドマウント） ¥6,800 ¥7,500 ¥8,250
4571484498370 20A0031 SUS連ロッドホルダー（2連） ¥17,800 ¥19,000 ¥20,900
4571484498387 20A0032 SUS連ロッドホルダー（3連） ¥23,800 ¥26,000 ¥28,600
4571484498394 20A0033 SUS連ロッドホルダー（本体のみ） ¥6,400 ¥7,000 ¥7,700
4571484498400 20A0034 連ロッドホルダー（一体型）（2連） ¥3,000 ¥2,500 ¥2,750
4571484498417 20A0035 連ロッドホルダー（一体型）（4連） ¥4,100 ¥3,500 ¥3,850
4571484501087 20Z0285 SUS2連ロッドホルダー（パイプクランプ） ¥26,700 ¥29,400 ¥32,340
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4571484501094 20Z0286 SUSロッドホルダー（パイプクランプ） ¥12,400 ¥13,600 ¥14,960
4571484501124 20Z0287 SUSロッドホルダー（パイプクランプソケット） ¥13,000 ¥14,300 ¥15,730
4571484501155 20Z0290 2連ロッドホルダー（可動式） ¥7,000 ¥7,000 ¥7,700
4571484501162 20Z0291 3連ロッドホルダー（可動式） ¥10,000 ¥10,000 ¥11,000
4571484501179 20Z0292 4連ロッドホルダー（可動式） ¥13,000 ¥13,000 ¥14,300
4571484501186 20Z0293 5連ロッドホルダー（可動式） ¥16,500 ¥16,500 ¥18,150
4571484501193 20Z0294 6連ロッドホルダー（可動式） ¥19,500 ¥19,500 ¥21,450
4571484501261 20Z0296 連ロッドホルダー（可動式）単品 ¥2,800 ¥2,800 ¥3,080
極みシリーズ
ロッドホルダー
4571484493979 20A0001 マルチロッドホルダー極みL ¥3,100 ¥3,400 ¥3,740
4571484493955 20A0002 マルチロッドホルダー極みM ¥2,700 ¥3,000 ¥3,300
4571484497236 20A0003 極みグリップ ホルダーのみ ¥9,800 ¥10,800 ¥11,880
4571484495133 20A0007 スピニングロッドホルダー（極み対応） ¥2,000 ¥2,000 ¥2,200
4571484497106 20A0011 シングルロッドホルダー ベースなし ¥1,600 ¥1,900 ¥2,090
4571484497410 20A0012 ステンロッドホルダー自在式 ベースなし ¥9,800 ¥9,800 ¥10,780
4571484499025 20A0036 極みグリップライト（本体のみ） ¥5,000 ¥5,500 ¥6,050
4571484499094 20A0037 極みグリップヘビー（本体のみ） ¥20,000 ¥22,000 ¥24,200
4571484500516 20A0041 極みグリップ　ミドルヘビー （本体のみ） ¥16,800 ¥18,500 ¥20,350
4571484497267 20C0032 極みグリップ ヘッドパーツL ¥2,000 ¥2,200 ¥2,420
4571484497250 20C0033 極みグリップ ヘッドパーツM ¥1,800 ¥2,000 ¥2,200
4571484497243 20C0034 極みグリップ ヘッドパーツS ¥1,600 ¥1,800 ¥1,980
4571484499360 20C0074 極みグリップヘビー（ヘッドパーツ） ¥6,800 ¥7,500 ¥8,250
4571484500172 20C0093 極みグリップ　ミドルヘビー （ヘッドパーツ） ¥4,800 ¥5,300 ¥5,830
4571484493986 20Z0003 マルチロッドホルダー極みLST ¥3,800 ¥4,400 ¥4,840
4571484495089 20Z0004 IFマルチロッドホルダー極みL ¥5,800 ¥7,200 ¥7,920
4571484495102 20Z0005 マルチロッドホルダー極みL(縦スライダーセット） ¥4,400 ¥5,000 ¥5,500
4571484495065 20Z0006 マルチロッドホルダー極みL（サイドマウントセット） ¥4,800 廃盤 廃盤
4571484493962 20Z0008 マルチロッドホルダー極みMST ¥3,400 ¥4,000 ¥4,400
4571484495072 20Z0009 IFマルチロッドホルダー極みM ¥5,400 ¥6,800 ¥7,480
4571484495096 20Z0010 マルチロッドホルダー極みM(縦スライダーセット） ¥4,000 ¥4,600 ¥5,060
4571484495058 20Z0011 マルチロッドホルダー極みM（サイドマウントセット） ¥4,400 廃盤 廃盤
4571484497168 20Z0076 極みグリップ 船釣り用万力セット ¥20,400 ¥22,600 ¥24,860
4571484497175 20Z0077 極みグリップ 船釣り用万力セット/ギアギアセット ¥24,200 ¥26,800 ¥29,480
4571484497182 20Z0078 極みグリップ 船釣り用万力セット/オスメスセット ¥24,200 ¥26,800 ¥29,480
4571484497137 20Z0083 極みグリップ ステンベースLセット ¥13,000 ¥14,300 ¥15,730
4571484497144 20Z0084 極みグリップ ステンベースLセット/ギアギアセット ¥16,800 ¥18,500 ¥20,350
4571484497151 20Z0085 極みグリップ ステンベースLセット/オスメスセット ¥16,800 ¥18,500 ¥20,350
4571484495140 20Z0158 スピニングロッドホルダー（極み対応）BMベースセット ¥2,800 ¥2,800 ¥3,080
4571484497113 20Z0159 シングルロッドホルダー BMベースセット ¥2,500 ¥2,800 ¥3,080
4571484497120 20Z0160 シングルロッドホルダー パイプベースセット ¥3,800 ¥4,300 ¥4,730
4571484497427 20Z0174 ステンロッドホルダー自在式 ステンベースLセット ¥12,800 ¥14,100 ¥15,510
4571484498103 20Z0175 レール用ロッドホルダー ステンパイプベースセット ¥11,300 ¥12,500 ¥13,750
4571484498660 20Z0196 極みグリップ（縦スライダーセット） ¥11,400 ¥12,400 ¥13,640
4571484499070 20Z0210 IF極みグリップライト ¥8,200 ¥9,300 ¥10,230
4571484499049 20Z0211 極みグリップライト（船釣り用万力セット） ¥14,700 ¥16,300 ¥17,930
4571484499032 20Z0213 極みグリップライト（BMベースセット） ¥5,900 ¥6,500 ¥7,150
4571484499063 20Z0214 極みグリップライト（縦スライダーセット） ¥6,600 ¥7,100 ¥7,810
4571484499117 20Z0215 極みグリップヘビー（船釣り用万力セット） ¥30,600 ¥33,800 ¥37,180
4571484499100 20Z0217 極みグリップヘビー（ステンレスベースLセット） ¥23,200 ¥25,500 ¥28,050
4571484500691 20Z0238 マルチロッドホルダー極みL（ステップレールベースプラソケットタイプ）II ¥6,400 ¥7,100 ¥7,810
4571484500707 20Z0239 マルチロッドホルダー極みM（ステップレールベースプラソケットタイプ）II ¥6,000 ¥6,700 ¥7,370
4571484500783 20Z0243 極みグリップライトM（パイプ万力セット） ¥12,700 ¥13,200 ¥14,520
4571484500790 20Z0244 極みグリップ　ライトM（ステップレール用）II ¥8,300 ¥9,200 ¥10,120
4571484500776 20Z0245 極みグリップ（パイプ万力セット） ¥18,400 ¥19,600 ¥21,560
4571484500721 20Z0246 極みグリップ(ステップレール用)  II ¥13,600 ¥15,000 ¥16,500
4571484500738 20Z0247 極みグリップ(ステップレール用/ギアギアセット)  II ¥17,400 ¥19,200 ¥21,120
4571484499858 20Z0248 極みグリップ(ステップレール用/オスメスセット)  II ¥17,400 ¥19,200 ¥21,120
4571484499865 20Z0249 極みグリップ　ミドルヘビー （ステップレール用） ¥20,600 ¥22,700 ¥24,970
4571484500257 20Z0250 極みグリップ　ミドルヘビー （ステンベースLセット） ¥20,000 ¥22,000 ¥24,200
4571484500264 20Z0251 極みグリップ　ミドルヘビー （船釣り用万力セット） ¥27,400 ¥30,300 ¥33,330
4571484500615 20Z0253 極みグリップ　ヘビー（ステップレール用）II ¥23,800 ¥26,200 ¥28,820
4571484501230 20Z0295 極みグリップ（パイプクランプソケットセット） ¥15,600 ¥17,200 ¥18,920
コマセホルダー
4571484496789 20C0035 コマセホルダー角型（大） フレームセット ¥5,000 ¥5,500 ¥6,050
4571484496840 20C0036 コマセホルダー角型（中） フレームセット ¥4,800 ¥5,300 ¥5,830
4571484496901 20C0037 コマセホルダー角型（小） フレームセット ¥4,600 ¥5,100 ¥5,610
4571484496987 20C0038 コマセホルダー丸型（大） フレームセット ¥5,000 ¥5,500 ¥6,050
4571484497045 20C0039 コマセホルダー丸型（小） フレームセット ¥4,600 ¥5,100 ¥5,610
4571484496802 20Z0087 コマセホルダー角型（大） ビス固定セット ¥6,800 ¥7,500 ¥8,250
4571484496864 20Z0092 コマセホルダー角型（中） ビス固定セット ¥6,600 ¥7,300 ¥8,030
4571484496932 20Z0097 コマセホルダー角型（小） ビス固定セット ¥6,400 ¥7,000 ¥7,700
4571484497007 20Z0103 コマセホルダー丸型（大） ビス固定セット ¥6,800 ¥7,500 ¥8,250
4571484497069 20Z0108 コマセホルダー丸型（小） ビス固定セット ¥6,400 ¥7,000 ¥7,700
4571484500578 20Z0254 コマセホルダー角型（大）ソケット用 II ¥7,560 ¥8,300 ¥9,130
4571484500554 20Z0255 コマセホルダー角型（中）ソケット用 II ¥7,360 ¥8,100 ¥8,910
4571484500585 20Z0256 コマセホルダー角型（小）ソケット用 II ¥7,160 ¥7,900 ¥8,690
4571484500424 20Z0257 コマセホルダー丸型（大）ソケット用 II ¥7,560 ¥8,300 ¥9,130
4571484500318 20Z0258 コマセホルダー丸型（小）ソケット用 II ¥7,160 ¥7,900 ¥8,690
4571484500011 20Z0259 コマセホルダー角型（大）ステップレール用  II ¥11,360 ¥12,500 ¥13,750
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4571484500431 20Z0260 コマセホルダー角型（中）ステップレール用  II ¥11,160 ¥12,300 ¥13,530
4571484500806 20Z0261 コマセホルダー角型（小）ステップレール用  II ¥10,960 ¥12,100 ¥13,310
4571484500523 20Z0262 コマセホルダー丸型（大）ステップレール用  II ¥11,360 ¥12,500 ¥13,750
4571484499995 20Z0263 コマセホルダー丸型（小）ステップレール用  II ¥10,960 ¥12,100 ¥13,310
4571484500486 20Z0264 コマセホルダー角型（大）ステンベースLセット II ¥10,360 ¥11,800 ¥12,980
4571484500493 20Z0265 コマセホルダー角型（中）ステンベースLセット II ¥10,160 ¥11,600 ¥12,760
4571484500509 20Z0266 コマセホルダー角型（小）ステンベースLセット II ¥9,960 ¥11,400 ¥12,540
4571484500455 20Z0267 コマセホルダー丸型（大）ステンベースLセット II ¥10,360 ¥11,800 ¥12,980
4571484500462 20Z0268 コマセホルダー丸型（小）ステンベースLセット II ¥9,960 ¥11,400 ¥12,540
4571484500479 20Z0269 コマセホルダー角型（大）万力セット（船釣り用万力） II ¥18,160 ¥20,100 ¥22,110
4571484500394 20Z0270 コマセホルダー角型（中）万力セット（船釣り用万力） II ¥17,960 ¥19,900 ¥21,890
4571484500400 20Z0271 コマセホルダー角型（小）万力セット（船釣り用万力） II ¥17,760 ¥19,700 ¥21,670
4571484500417 20Z0272 コマセホルダー丸型（大）万力セット（船釣り用万力） II ¥18,160 ¥20,100 ¥22,110
4571484500035 20Z0273 コマセホルダー丸型（小）万力セット（船釣り用万力） II ¥17,760 ¥19,700 ¥21,670
4571484500042 20Z0274 コマセホルダー角型（小）BMラバーベースセット II ¥9,360 ¥10,100 ¥11,110
4571484500059 20Z0275 コマセホルダー角型（小）(BMラバーベースセット・EPDM) ¥9,460 ¥10,200 ¥11,220
連ロッドホルダー用クランプ
4571484493948 20C0049 連ロッドホルダー用クランプ ¥1,800 ¥1,800 ¥1,980
4571484494013 20Z0168 3連ロッドホルダー（一体型）クランプベースセット ¥5,800 ¥6,400 ¥7,040
4571484495171 20Z0170 3連ロッドホルダークランプ ¥4,900 ¥5,400 ¥5,940
4571484495188 20Z0171 IF3連ロッドホルダー（一体型） ¥7,800 ¥9,700 ¥10,670
4571484501049 20Z0281 3連ロッドホルダー（縦スライダーセット） ¥8,200 ¥8,900 ¥9,790
4571484501056 20Z0282 3連ロッドホルダー（コンパクト万力セット） ¥12,600 ¥13,900 ¥15,290
魚探ベース／センサーポール
4571484493924 20C0042 マルチ魚探マウント ¥2,100 ¥2,300 ¥2,530
4571484495195 20C0047 フィッシュセンサーアームN ¥2,800 ¥3,000 ¥3,300
4571484498530 20C0063 ヘディングセンサーアタッチメント（フィッシュセンサーアーム用） ¥2,800 ¥3,100 ¥3,410
4571484498547 20C0064 LOWRANCEトータルスキャンアタッチメント ¥6,400 ¥7,000 ¥7,700
4571484498721 20C0066 魚探ボールマウント ¥6,000 ¥6,600 ¥7,260
4571484498882 20C0067 HONDEX用振動子アタッチメント ¥12,800 ¥14,100 ¥15,510
4571484498868 20C0068 HUMMINBIRD用振動子アタッチメント ¥12,800 ¥14,100 ¥15,510
4571484498875 20C0069 GARMIN用振動子アタッチメント ¥12,800 ¥14,100 ¥15,510
4571484495317 20Z0118 クランプ式マルチ魚探マウント＆アームフルセット ¥12,600 ¥13,800 ¥15,180
4571484495324 20Z0119 ステンクランプ式マルチ魚探マウント＆アームフルセット ¥11,300 ¥12,300 ¥13,530
4571484495232 20Z0120 IFマルチ魚探マウント＆アームフルセット ¥8,800 ¥11,300 ¥12,430
4571484495225 20Z0122 IFマルチ魚探マウント ¥4,900 ¥6,100 ¥6,710
4571484495355 20Z0123 マルチ魚探マウント（パイプベースセット） ¥4,000 ¥4,700 ¥5,170
4571484495256 20Z0124 マルチ魚探マウント（縦スライダーセット） ¥3,400 ¥3,900 ¥4,290
4571484493931 20Z0125 マルチ魚探マウントST ¥3,000 ¥3,300 ¥3,630
4571484494211 20Z0126 クランプ式フィッシュセンサーアームST ¥9,600 ¥10,500 ¥11,550
4571484495300 20Z0127 デッキ用フィッシュセンサーアーム ¥6,000 ¥6,800 ¥7,480
4571484497656 20Z0128 デッキ用フィッシュセンサーアーム250 BMベース ¥6,300 ¥7,100 ¥7,810
4571484495331 20Z0129 ステンクランプ式フィッシュセンサーアーム ¥8,300 ¥8,500 ¥9,350
4571484495249 20Z0130 IFフィッシュセンサーアーム ¥6,700 ¥7,600 ¥8,360
4571484497632 20Z0132 デッキ用フィッシュセンサーアーム150 SSベース ¥6,000 ¥6,800 ¥7,480
4571484497649 20Z0133 デッキ用フィッシュセンサーアーム250 SSベース ¥6,300 ¥7,100 ¥7,810
4571484498486 20Z0189 デッキ用フィッシュセンサーアーム（ステンレスソケットベース）150 ¥14,500 ¥16,000 ¥17,600
4571484498493 20Z0190 デッキ用フィッシュセンサーアーム（ステンレスソケットベース）250 ¥15,000 ¥16,500 ¥18,150
4571484498738 20Z0197 魚探ボールマウント（BMベースセット） ¥6,900 ¥7,600 ¥8,360
4571484499018 20Z0209 魚探ボールマウント（縦スライダーセット） ¥7,600 ¥8,200 ¥9,020
4571484500714 20Z0240 マルチ魚探マウント（ステップレールベースプラソケットタイプ）II ¥5,400 ¥6,000 ¥6,600
4571484501063 20Z0283 デッキ用フィッシュセンサーアーム（ステンレスベースL）150 ¥15,900 ¥17,500 ¥19,250
4571484501070 20Z0284 デッキ用フィッシュセンサーアーム（ステンレスベースL）250 ¥16,400 ¥18,000 ¥19,800
フラッグ
4571484496420 30E0012 フラッグポール/ポール単品（収納バック付） ¥2,500 廃盤 廃盤
4571484499506 30E0066 フラッグ（魚マーク）ワイヤー入り ¥1,680 ¥1,800 ¥1,980
4571484500134 30E0072 フラッグA (BMO)ワイヤー入り ¥1,680 ¥1,800 ¥1,980
4571484499490 30Z0042 ステンクランプ式フラッグポールシステム ¥10,180 ¥11,600 ¥12,760
4571484500288 30Z0051 ステンクランプ式フラッグポールシステムA ¥10,180 ¥11,600 ¥12,760
4571484500141 30Z0052 コンパクトクランプ式フラッグポールシステムA ¥13,980 ¥15,400 ¥16,940
4571484500295 30Z0053 コンパクトクランプ式フラッグポールシステムB ¥13,980 ¥15,400 ¥16,940
パラソルスタンド
4571484499476 30A0025 パラソル（単品） ¥6,000 ¥6,600 ¥7,260
4571484495508 30Z0018 パラソルスタンド（BMベースセット） ¥5,000 ¥6,500 ¥7,150
4571484495515 30Z0019 パラソルスタンド（サイドベースセット） ¥4,300 ¥5,500 ¥6,050
4571484499483 30Z0041 パラソルスタンド（ガンネルBMベース） ¥10,800 ¥11,900 ¥13,090
4571484500752 30Z0044 パラソルスタンド（デッキベース）II ¥17,200 ¥18,900 ¥20,790
4571484499537 30Z0046 パラソルスタンド（ステップレール用） ¥8,800 ¥9,700 ¥10,670
4571484499544 30Z0047 パラソルスタンド（サイドマウントベース） ¥7,800 ¥8,600 ¥9,460
4571484499933 30Z0048 パラソルスタンド（クーラートレイ） ¥14,800 ¥16,300 ¥17,930
4571484499940 30Z0049 パラソル/フラッグスタンド ¥5,800 ¥6,400 ¥7,040
4571484499957 30Z0050 パラソル/フラッグスタンド（コンパクト万力セット） ¥9,800 ¥10,800 ¥11,880
取付ベース
4571484494020 20B0001 BMベース ¥900 ¥1,000 ¥1,100
4571484494044 20B0002 クランプベース（ソケット） ¥6,800 ¥7,500 ¥8,250
4571484494051 20B0003 クランプベース（ギア） ¥6,800 ¥7,500 ¥8,250
4571484494037 20B0006 パイプベース（ソケット） ¥2,200 ¥2,400 ¥2,640
4571484495522 20B0010 BMベースプレート ¥500 ¥600 ¥660
4571484497281 20B0012 ステンレスベース L ¥3,200 ¥3,500 ¥3,850
4571484495546 20B0015 ステンクランプベース ¥5,500 ¥5,500 ¥6,050
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4571484495553 20B0016 ステンクランプベース(ソケット付） ¥6,500 ¥7,000 ¥7,700
4571484497274 20B0018 ステンパイプベース  ¥5,300 ¥5,300 ¥5,830
4571484501100 20B0039 オプションソケット ¥1,800 ¥2,300 ¥2,530
4571484499568 20C0077 ステンパイプベース用スペーサー単品 ¥200 ¥300 ¥330
4571484501131 20Z0288 パイプクランプ ¥5,500 ¥6,100 ¥6,710
4571484501148 20Z0289 パイプクランプソケット ¥5,800 ¥6,400 ¥7,040
万力パーツ
4571484497373 20B0017 船釣り用万力 ソケットなし ¥8,800 ¥9,800 ¥10,780
4571484497311 20B0020 レンタルボート用万力 ソケットなし ¥4,800 ¥5,000 ¥5,500
4571484500769 20B0036 コンパクト万力（ソケットなし） ¥4,800 ¥5,300 ¥5,830
4571484500226 20B0037 パイプ万力（ソケットなし） ¥6,800 ¥6,800 ¥7,480
4571484497380 20Z0046 船釣り用万力 ステンレスソケットタイプ ¥10,600 ¥11,800 ¥12,980
4571484497328 20Z0162 レンタルボート用万力 ステンレスソケットタイプ ¥6,600 ¥7,000 ¥7,700
4571484497366 20Z0164 レンタルボート用万力 フィッシュセンサーアームセット ¥10,200 ¥10,800 ¥11,880
4571484499087 20Z0208 船釣り用万力（プラソケットタイプ） ¥9,700 ¥10,800 ¥11,880
4571484499902 20Z0241 パイプ万力（プラソケットタイプ） ¥7,700 ¥7,700 ¥8,470
4571484499919 20Z0242 パイプ万力（ステンレスソケットタイプ） ¥8,600 ¥8,800 ¥9,680
IF取付ベース
4571484494105 20B0004 IFベース用固定ベース（ボルトナット付） ¥1,800 ¥2,000 ¥2,200
4571484494082 20B0005 IFベースサイドギア ¥2,200 ¥2,400 ¥2,640
4571484494099 20Z0001 IFベース（ソケット付） ¥3,200 ¥3,900 ¥4,290
レール取付ベース
4571484493900 20B0021 レールスライダーベース（縦型） ¥1,600 ¥1,600 ¥1,760
4571484500684 20B0034 ステップレールベース（プラソケットタイプ）II ¥3,300 ¥3,700 ¥4,070
4571484500547 20B0035 ステップレールベース（ステンレスソケットタイプ）II ¥3,800 ¥4,200 ¥4,620
機能アタッチメント
4571484494174 20C0004 カップホルダー ¥1,200 ¥1,300 ¥1,430
4571484494143 20C0010 マルチアタッチメント（丸型） ¥700 ¥800 ¥880
4571484494129 20C0015 マルチアタッチメント（角型） ¥700 ¥800 ¥880
4571484498424 20C0059 ラーク2000/1800取付パーツ ¥8,400 ¥9,200 ¥10,120
4571484498448 20C0060 ラーク2200/2500取付パーツ ¥7,400 ¥8,000 ¥8,800
4571484498462 20C0061 FMSマイボート・ロッドキーパー取付パーツ ¥6,800 ¥7,200 ¥7,920
4571484498936 20C0070 カップホルダーブラック ¥1,200 ¥1,300 ¥1,430
4571484499896 20C0090 パワーホルダー速攻用取付パーツ ¥8,400 ¥9,200 ¥10,120
4571484495560 20Z0015 カップホルダー（縦スライダーセット） ¥2,600 ¥2,900 ¥3,190
4571484498943 20Z0202 カップホルダー（縦スライダーセット）ブラック ¥2,600 ¥2,900 ¥3,190
4571484500592 20Z0233 ラーク2000/1800用ベース（ステップレール用）  II ¥12,200 ¥13,400 ¥14,740
4571484500622 20Z0234 ラーク2200/2500用ベース（ステップレール用）  II ¥11,200 ¥12,200 ¥13,420
4571484499759 20Z0235 FMSマイボート・ロッドキーパー用ベース（ステップレール用）  II ¥10,600 ¥11,400 ¥12,540
4571484499766 20Z0236 パワーホルダー速攻用ベース（ステップレール用） ¥12,200 ¥13,400 ¥14,740
4571484500530 20Z0237 パワーホルダー速攻用ベース（ステンレスベースLセット） ¥11,600 ¥12,700 ¥13,970
4571484500448 20Z0276 ボートスカリ II ¥12,800 ¥14,100 ¥15,510
4571484500073 20Z0277 ボートスカリ（縦スライダーセット）II ¥14,400 ¥15,700 ¥17,270
拡張アタッチメント
4571484498158 20B0025 ステンレスソケットベース ¥1,800 ¥2,000 ¥2,200
4571484494242 20C0001 ギア付シャフト ¥750 ¥900 ¥990
4571484494273 20C0002 ノブソケット（L） ¥400 ¥500 ¥550
4571484495591 20C0005 エクステンドアームN（150） ¥1,700 ¥1,900 ¥2,090
4571484495614 20C0006 エクステンドアームSG(150) ¥3,400 ¥3,500 ¥3,850
4571484496239 20C0007 エクステンドアームN（250） ¥2,000 ¥2,200 ¥2,420
4571484495621 20C0008 エクステンドアームSG(250) ¥3,700 ¥3,800 ¥4,180
4571484494235 20C0009 ソケット付ギア ¥900 ¥1,000 ¥1,100
4571484494075 20C0013 クランプベース用ギア ¥900 ¥900 ¥990
4571484494068 20C0014 クランプベース用ソケット ¥900 ¥1,000 ¥1,100
4571484497472 20C0028 ステンエクステンドアームSN ギア/ギア/150mm ¥3,800 ¥4,200 ¥4,620
4571484497489 20C0029 ステンエクステンドアームSN オス/メス/150mm ¥3,800 ¥4,200 ¥4,620
4571484495584 20C0051 サイドマウント極み ¥1,600 廃盤 廃盤
4571484498134 20C0052 ステンレスノブL ¥800 ¥1,100 ¥1,210
4571484498523 20C0062 エクステンドアームSN（ギア/ギア/250mm） ¥4,300 ¥4,800 ¥5,280
4571484499353 20C0073 ギア付シャフト（SUS） ¥2,000 ¥2,200 ¥2,420
4571484501254 20C0080 BM-PCL-19樹脂パーツのみ ¥1,000 ¥1,000 ¥1,100
4571484501247 20C0082 ノブMスライド板セット ¥500 ¥600 ¥660
4571484500943 20C0084 IFベース用固定ピン ¥180 ¥200 ¥220
4571484499780 20C0091 レールスライドベース（ノブセット付） ¥3,600 ¥3,600 ¥3,960
4571484499773 20C0092 レールスライドシャフト（ノブセット付） ¥4,200 ¥4,200 ¥4,620
CFシリーズ変換パーツ
4571484494303 20C0003 延長シャフト ¥300 ¥300 ¥330
4571484494280 20C0016 変換ギア ¥250 ¥300 ¥330
4571484494297 20C0030 交換シャフト ¥1,000 ¥1,000 ¥1,100
レールセット
4571484496390 20Z0073 IFボート用レールセット（1840mm） ¥14,500 ¥16,000 ¥17,600
4571484498332 20Z0074 IFボート用レールセット（640mm） ¥10,400 ¥11,600 ¥12,760
4571484498325 20Z0075 IFボート用レールセット（800mm） ¥11,000 ¥12,300 ¥13,530
4571484499322 20Z0206 IFボート用レールセット1200 ¥11,600 ¥14,200 ¥15,620
4571484499339 20Z0207 IFボート用レールセット1520 ¥13,600 ¥15,100 ¥16,610
インフレータブル
4571484497502 20B0019 BMラバーベースセット  ¥2,200 ¥2,200 ¥2,420
4571484499292 20B0030 ラバーベース(EPDM) ¥1,600 ¥1,700 ¥1,870
4571484500103 20B0032 BMラバーベース (EPDM) ¥2,300 ¥2,300 ¥2,530
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4571484500127 20B0033 ラバーベース (PVC) ¥1,500 ¥1,500 ¥1,650
レールパーツ
4571484496406 20C0012 レールクランプアタッチメントN ¥1,200 ¥1,200 ¥1,320
4571484498028 20D0001 ステップレール 1200mm ¥8,800 ¥9,700 ¥10,670
4571484498035 20D0002 ステップレール 600mm ¥5,800 ¥6,400 ¥7,040
4571484496383 20D0003 アルミレールN1840MM ¥8,000 ¥8,800 ¥9,680
4571484498301 20D0004 アルミレール640 ¥4,000 ¥4,400 ¥4,840
4571484498318 20D0005 アルミレール800 ¥4,600 ¥5,100 ¥5,610
4571484499308 20D0029 アルミレール1200 ¥6,400 ¥7,000 ¥7,700
4571484499315 20D0030 アルミレール1520 ¥7,200 ¥7,900 ¥8,690
4571484499797 20D0032 ステップレール 300mm ¥4,400 ¥4,800 ¥5,280
4571484499803 20D0033 ステップレール 450mm ¥5,200 ¥5,700 ¥6,270
4571484500325 20D0034 ステップレール 900mm ¥7,600 ¥8,400 ¥9,240
4571484498998 20Z0204 コンパクトレールIF640 ¥11,600 ¥12,000 ¥13,200
4571484499001 20Z0205 コンパクトレールBM640 ¥9,600 ¥10,500 ¥11,550
4571484500608 20Z0229 コンパクトレールIF640 EPDM ¥9,700 ¥10,600 ¥11,660
その他フィッシング用品
ベルト
4571484494631 20C0024 手ぶらベルト（ブルー） ¥1,800 廃盤 廃盤
4571484494624 20C0025 手ぶらベルト（レッド） ¥1,800 ¥2,000 ¥2,200
4571484494648 20C0026 手ぶらベルト（イエロー） ¥1,800 ¥2,000 ¥2,200
チャージャー／バッテリー
4571484498059 10A0001 リチウムイオンバッテリー11.6Ah 本体のみ ¥39,000 ¥39,500 ¥43,450
4571484497533 10A0003 HONDEX魚探用バッテリーパック 本体のみ ¥8,500 ¥9,500 ¥10,450
4571484499131 10A0004 リチウムイオンバッテリー6.6Ah（バッテリーのみ） ¥24,000 ¥24,300 ¥26,730
4571484499414 10A0005 リチウムイオンバッテリー25.2V 16.5Ah ¥107,000 ¥97,000 ¥106,700
4571484499445 10A0006 リチウムイオンバッテリー14.4V 26.4Ah ¥93,000 ¥84,800 ¥93,280
4571484497700 10B0001 ディープサイクルバッテリー13Ah 本体のみ ¥5,800 ¥6,500 ¥7,150
4571484497717 10C0001 BM-D13用チャージャー  ¥3,000 ¥3,300 ¥3,630
4571484497670 10C0003 BM-L116用チャージャー  ¥5,800 ¥6,500 ¥7,150
4571484498066 10C0005 BM-PS用チャージャー  ¥2,200 ¥2,200 ¥2,420
4571484499377 10C0006 6.6Ah用チャージャー ¥5,800 ¥6,500 ¥7,150
4571484499421 10C0007 リチウムイオンバッテリー25.2V 16.5Ah用チャージャー ¥6,500 ¥8,500 ¥9,350
4571484499452 10C0008 リチウムイオンバッテリー14.4V 26.4Ah用チャージャー ¥6,500 ¥8,500 ¥9,350
4571484496758 10D0001 BM-D13用バッグ  ¥2,200 ¥2,400 ¥2,640
4571484498042 10D0004 BM-L4400用バッグ  ¥2,200 ¥2,200 ¥2,420
4571484499582 10D0010 リチウムイオンバッテリーシリコンケース ¥2,800 ¥3,000 ¥3,300
4571484499711 10D0011 リチウムイオンバッテリーバック(M) ¥4,800 ¥4,800 ¥5,280
4571484499728 10E0001 延長電極セット ¥2,800 ¥2,800 ¥3,080
4571484497694 10Z0001 ディープサイクルバッテリー13Ah 本体、チャージャー、バッグセット ¥9,800 ¥11,000 ¥12,100
4571484497663 10Z0004 リチウムイオンバッテリー11.6Ah 本体、チャージャー ¥43,800 ¥45,000 ¥49,500
4571484497762 10Z0006 HONDEX魚探用バッテリーパック チャージャーセット ¥9,800 ¥10,800 ¥11,880
4571484499148 10Z0009 リチウムイオンバッテリー6.6Ah（チャージャーセット） ¥28,800 ¥29,800 ¥32,780
4571484499438 10Z0011 リチウムイオンバッテリー25.2V 16.5Ahチャージャーセット ¥112,000 ¥102,000 ¥112,200
4571484499469 10Z0012 リチウムイオンバッテリー14.4V 26.4Ahチャージャーセット ¥98,000 ¥89,800 ¥98,780
エアーポンプ
4571484490572 40B0003 パワフルエアーポンプ ¥6,500 ¥6,500 ¥7,150
4571484493795 40B0007 ハイプレッシャーポンプ2000V ¥25,800 ¥28,400 ¥31,240
スペアーパーツ
4571484490787 40B0005 ８連アダプター ¥2,000 ¥2,200 ¥2,420
4571484490794 40B0006 アダプター（アキレス） ¥600 ¥600 ¥660
4571484493788 40B0008 バッテリー接続プレート（2枚組） ¥400 ¥500 ¥550
エレキハンドル
4571484491715 30E0025 エクステンションチラーハンドル（大径ハンドル対応） ¥4,800 ¥6,800 ¥7,480
ドーリー
4571484498967 30E0062 ボートドーリーII 6インチ ¥34,500 ¥38,000 ¥41,800
4571484499346 30E0063 ボートドーリーII 8インチ ¥38,500 ¥42,300 ¥46,530
4571484499391 30E0064 ボートドーリーII バルーンタイヤ ¥42,000 ¥46,200 ¥50,820
4571484499407 30E0065 シャフト＆バルーンタイヤ2個セット ¥14,000 ¥16,300 ¥17,930
ボートラダー
4571484493757 30E0007 ボートラダー ¥13,800 ¥14,800 ¥16,280
ベイラー（あかくみ）
4571484493856 30E0026 ベイラー（あかくみ）S ¥800 ¥900 ¥990
4571484493863 30E0027 ベイラー（あかくみ）M ¥1,200 ¥1,300 ¥1,430
つりピタ
4571484495836 20A0004 つりピタ/ロッドホルダーS（ベース無し） ¥1,400 ¥1,500 ¥1,650
4571484496208 20A0005 つりピタ/ロッドホルダーS（レール用） ¥1,400 ¥1,900 ¥2,090
4571484496468 20A0006 つりピタ/ロッドホルダーS（レール用）ブラック ¥1,400 ¥1,900 ¥2,090
4571484495805 20A0008 つりピタ/ロッドホルダーM(ベース無し） ¥1,500 ¥1,700 ¥1,870
4571484496215 20A0009 つりピタ/ロッドホルダーM（レール用） ¥1,500 ¥2,100 ¥2,310
4571484496475 20A0010 つりピタ/ロッドホルダーM（レール用）ブラック ¥1,500 ¥2,100 ¥2,310
4571484494525 20B0007 つりピタ/ビス固定ベース ¥600 ¥700 ¥770
4571484494433 20B0008 つりピタ/吸盤ベース ¥800 ¥1,000 ¥1,100
4571484494617 20B0009 つりピタ/吸盤ベース用シート ¥500 ¥500 ¥550
4571484495775 20B0013 Φ50RHクリップベース ¥800 ¥500 ¥550
4571484494518 20C0017 つりピタ/カップホルダー（ベース無し） ¥1,000 ¥1,100 ¥1,210
4571484496482 20C0018 つりピタ/カップホルダー（ベース無し）ブラック ¥1,000 ¥1,100 ¥1,210
4571484494495 20C0019 つりピタ/フック（ベース無し） ¥400 ¥300 ¥330
4571484494471 20C0020 つりピタ/マルチアダプタ（ベース無し） ¥600 ¥700 ¥770
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4571484497601 20C0021 つりピタ/ちょい置き ベースなし ¥1,000 ¥1,000 ¥1,100
4571484497854 20C0027 つりピタ/エサ箱  ¥1,700 ¥1,700 ¥1,870
4571484495881 20C0031 つりピタ/フックL（ベース無し） ¥700 ¥700 ¥770
4571484497830 20C0044 つりピタ/マルチトレイ平型 ¥1,500 ¥1,700 ¥1,870
4571484495928 20C0045 つりピタ/マルチトレイ（ベース無し） ¥2,000 ¥2,200 ¥2,420
4571484497847 20C0046 つりピタ/マルチトレイ縦型 ¥1,600 ¥1,800 ¥1,980
4571484496437 20C0048 つりピタ/プライヤーホルダー（ベース無し） ¥950 ¥1,100 ¥1,210
4571484497595 20C0050 つりピタ/ラインワインダー ベースなし ¥1,400 ¥1,400 ¥1,540
4571484494570 20C0056 折畳み式カップホルダー（直付け） ¥1,200 ¥600 ¥660
4571484494600 20C0057 つりピタ/折畳み式カップホルダー（ベース無し） ¥1,800 廃盤 廃盤
4571484497878 20D0016 つりピタ/レールシステム400 レールのみ ブルー ¥1,000 ¥1,000 ¥1,100
4571484497885 20D0017 つりピタ/レールシステム400 レールのみ ブラック ¥1,000 ¥1,000 ¥1,100
4571484497861 20D0018 つりピタ/レールシステム400 レールのみ レッド ¥1,000 ¥1,000 ¥1,100
4571484497908 20D0019 つりピタ/レールシステム500 レールのみ ブルー ¥1,200 ¥1,200 ¥1,320
4571484497915 20D0020 つりピタ/レールシステム500 レールのみ ブラック ¥1,200 ¥1,200 ¥1,320
4571484497892 20D0021 つりピタ/レールシステム500 レールのみ レッド ¥1,200 ¥1,200 ¥1,320
4571484497939 20D0022 つりピタ/レールシステム600 レールのみ ブルー ¥1,400 ¥1,400 ¥1,540
4571484497946 20D0023 つりピタ/レールシステム600 レールのみ ブラック ¥1,400 ¥1,400 ¥1,540
4571484497922 20D0024 つりピタ/レールシステム600 レールのみ レッド ¥1,400 ¥1,400 ¥1,540
4571484495904 20Z0013 つりピタ/カップホルダー（Φ50RHクリップベースセット） ¥1,800 ¥1,600 ¥1,760
4571484495850 20Z0016 つりピタ/フック（Φ50RHクリップベースセット）） ¥1,200 ¥800 ¥880
4571484495843 20Z0017 つりピタ/マルチアダプタ（Φ50RHクリップベースセット） ¥1,400 ¥1,200 ¥1,320
4571484494563 20Z0018 つりピタ/カップホルダー（ビス固定ベースセット） ¥1,600 ¥1,800 ¥1,980
4571484494556 20Z0019 つりピタ/フック（ビス固定ベースセット） ¥1,000 ¥1,000 ¥1,100
4571484494549 20Z0020 つりピタ/マルチアダプタ（ビス固定ベースセット） ¥1,200 ¥1,400 ¥1,540
4571484494464 20Z0021 つりピタ/マルチアダプタ（吸盤ベースセット） ¥1,400 ¥1,700 ¥1,870
4571484494501 20Z0022 つりピタ/カップホルダー（吸盤ベースセット） ¥1,600 ¥2,100 ¥2,310
4571484494488 20Z0023 つりピタ/フック（吸盤ベースセット） ¥1,200 ¥1,300 ¥1,430
4571484496048 20Z0024 つりピタ/レールシステム400（ビス固定タイプ・ブラック） ¥2,200 廃盤 廃盤
4571484496031 20Z0025 つりピタ/レールシステム400（ビス固定タイプ・ブルー） ¥2,200 廃盤 廃盤
4571484496024 20Z0026 つりピタ/レールシステム400（ビス固定タイプ・レッド） ¥2,200 廃盤 廃盤
4571484496079 20Z0027 つりピタ/レールシステム500（ビス固定タイプ・ブラック） ¥2,400 廃盤 廃盤
4571484496062 20Z0028 つりピタ/レールシステム500（ビス固定タイプ・ブルー） ¥2,400 廃盤 廃盤
4571484496055 20Z0029 つりピタ/レールシステム500（ビス固定タイプ・レッド） ¥2,400 廃盤 廃盤
4571484496109 20Z0030 つりピタ/レールシステム600（ビス固定タイプ・ブラック） ¥2,600 廃盤 廃盤
4571484496093 20Z0031 つりピタ/レールシステム600（ビス固定タイプ・ブルー） ¥2,600 廃盤 廃盤
4571484496086 20Z0032 つりピタ/レールシステム600（ビス固定タイプ・レッド） ¥2,600 廃盤 廃盤
4571484497823 20Z0042 つりピタ/ちょい置き ビス固定セット ¥1,600 ¥1,700 ¥1,870
4571484497816 20Z0043 つりピタ/ちょい置き 吸盤セット ¥1,800 ¥2,000 ¥2,200
4571484495874 20Z0066 つりピタ/フックL（ビス固定ベースセット） ¥1,300 ¥1,400 ¥1,540
4571484495898 20Z0067 つりピタ/フックL（Φ50RHクリップベースセット） ¥1,500 ¥1,200 ¥1,320
4571484495867 20Z0068 つりピタ/フックL（吸盤ベースセット） ¥1,500 ¥1,700 ¥1,870
4571484496451 20Z0134 つりピタ/プライヤーホルダー（ビス固定ベースセット） ¥1,500 ¥1,800 ¥1,980
4571484496444 20Z0135 つりピタ/プライヤーホルダー（吸盤ベースセット） ¥1,700 ¥2,100 ¥2,310
4571484495942 20Z0136 つりピタ/レールシステム400（吸盤タイプ・ブルー） ¥3,200 廃盤 廃盤
4571484495959 20Z0137 つりピタ/レールシステム400（吸盤タイプ・ブラック） ¥3,200 廃盤 廃盤
4571484495935 20Z0138 つりピタ/レールシステム400（吸盤タイプ・レッド） ¥3,200 廃盤 廃盤
4571484495973 20Z0139 つりピタ/レールシステム500（吸盤タイプ・ブルー） ¥3,400 廃盤 廃盤
4571484495980 20Z0140 つりピタ/レールシステム500（吸盤タイプ・ブラック） ¥3,400 廃盤 廃盤
4571484495966 20Z0141 つりピタ/レールシステム500（吸盤タイプ・レッド） ¥3,400 廃盤 廃盤
4571484496000 20Z0142 つりピタ/レールシステム600（吸盤タイプ・ブルー） ¥3,600 廃盤 廃盤
4571484496017 20Z0143 つりピタ/レールシステム600（吸盤タイプ・ブラック） ¥3,600 廃盤 廃盤
4571484495997 20Z0144 つりピタ/レールシステム600（吸盤タイプ・レッド） ¥3,600 廃盤 廃盤
4571484495829 20Z0154 つりピタ/ロッドホルダーS（ビス固定ベースセット） ¥2,000 ¥2,200 ¥2,420
4571484495812 20Z0155 つりピタ/ロッドホルダーS（吸盤ベースセット） ¥2,200 ¥2,500 ¥2,750
4571484495799 20Z0156 つりピタ/ロッドホルダーM(ビス固定ベースセット） ¥2,100 ¥2,400 ¥2,640
4571484495782 20Z0157 つりピタ/ロッドホルダーM(吸盤ベースセット） ¥2,300 ¥2,700 ¥2,970
4571484497809 20Z0172 つりピタ/ラインワインダー ビス固定セット ¥2,000 ¥2,100 ¥2,310
4571484497793 20Z0173 つりピタ/ラインワインダー 吸盤セット ¥2,200 ¥2,400 ¥2,640
4571484494587 20Z0183 つりピタ/折畳み式カップホルダー（ビス固定ベースセット） ¥2,200 廃盤 廃盤
4571484494594 20Z0184 つりピタ/折畳み式カップホルダー（吸盤ベースセット） ¥2,400 廃盤 廃盤
4571484495911 20Z0185 つりピタ/折畳み式カップホルダー（Φ50RHクリップベースセット） ¥2,400 廃盤 廃盤
4571484498585 20Z0193 つりピタレールシステム600（レッド）（ステップレール用） ¥6,300 ¥6,900 ¥7,590
4571484498592 20Z0194 つりピタレールシステム600（ブルー）（ステップレール用） ¥6,300 ¥6,900 ¥7,590
4571484498608 20Z0195 つりピタレールシステム600（ブラック）（ステップレール用） ¥6,300 ¥6,900 ¥7,590
ドカット改造パーツ
4571484497779 20C0022 ドカットグリップカバー  ¥700 ¥800 ¥880
4571484497786 20C0023 ドカットバランスベルト  ¥900 ¥1,000 ¥1,100
4571484496260 20D0007 ドカット4500レールシステム（ブルー） ¥3,600 ¥3,600 ¥3,960
4571484496277 20D0008 ドカット4500レールシステム（ブラック） ¥3,600 ¥3,600 ¥3,960
4571484496253 20D0009 ドカット4500レールシステム（レッド） ¥3,600 ¥3,600 ¥3,960
4571484496291 20D0010 ドカット4700レールシステム（ブルー） ¥3,750 ¥3,750 ¥4,125
4571484496307 20D0011 ドカット4700レールシステム（ブラック） ¥3,750 ¥3,750 ¥4,125
4571484496284 20D0012 ドカット4700レールシステム（レッド） ¥3,750 ¥3,750 ¥4,125
4571484496321 20D0013 ドカット5000レールシステム（ブルー） ¥3,900 ¥3,900 ¥4,290
4571484496338 20D0014 ドカット5000レールシステム（ブラック） ¥3,900 ¥3,900 ¥4,290
4571484496314 20D0015 ドカット5000レールシステム（レッド） ¥3,900 ¥3,900 ¥4,290
4571484496499 20Z0057 ドカット4500レールシステム（レッド）16'ブラックセット ¥6,450 廃盤 廃盤
4571484496505 20Z0058 ドカット4500レールシステム（ブルー）16'ブラックセット ¥6,450 廃盤 廃盤
4571484496512 20Z0059 ドカット4500レールシステム（ブラック）16'ブラックセット ¥6,450 廃盤 廃盤
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4571484496529 20Z0060 ドカット4700レールシステム（レッド）16'ブラックセット ¥6,600 廃盤 廃盤
4571484496536 20Z0061 ドカット4700レールシステム（ブルー）16'ブラックセット ¥6,600 廃盤 廃盤
4571484496543 20Z0062 ドカット4700レールシステム（ブラック）16'ブラックセット ¥6,600 廃盤 廃盤
4571484496550 20Z0063 ドカット5000レールシステム（レッド）16'ブラックセット ¥6,750 廃盤 廃盤
4571484496567 20Z0064 ドカット5000レールシステム（ブルー）16'ブラックセット ¥6,750 廃盤 廃盤
4571484496574 20Z0065 ドカット5000レールシステム（ブラック）16'ブラックセット ¥6,750 廃盤 廃盤
ワカサギ釣り
4571484498219 20C0053 ワカサギライブウェルホルダー ¥6,600 ¥7,300 ¥8,030
4571484498226 20C0054 ワカサギライブウェルネット ¥1,800 ¥2,000 ¥2,200
4571484498240 20C0055 ワカサギリール台（ベース無し） ¥3,900 廃盤 廃盤 後継品20C0110
4571484500066 20C0094 つりピタレール取付パーツ ¥3,000 ¥3,500 ¥3,850
4571484500837 20C0095 ワカサギレールシャフト ¥2,800 ¥2,800 ¥3,080
4571484498233 20Z0131 フィッシュセンサーアーム（縦スライダーセット）150mm ¥6,600 ¥6,500 ¥7,150
4571484498271 20Z0161 レンタルボート用万力（プラソケットタイプ） ¥5,700 ¥6,000 ¥6,600
4571484498196 20Z0166 レンタルボート用万力（アルミレールセット800mm） ¥8,800 ¥11,000 ¥12,100
4571484498288 20Z0176 ワカサギ推奨パッケージ ¥17,400 廃盤 廃盤
4571484498257 20Z0177 ワカサギリール台（ステンクランプベースセット） ¥10,350 廃盤 廃盤 後継品20Z0307
4571484498264 20Z0178 ワカサギリール台（レンタルボート用万力セット） ¥9,600 廃盤 廃盤
4571484498202 20Z0179 ワカサギリール台（縦スライダーセット） ¥5,200 廃盤 廃盤 後継品20Z0306
4571484498899 20Z0200 PS魚探マウント（アルミレール用） ¥2,900 ¥3,200 ¥3,520
4571484498905 20Z0201 ワカサギPFパッケージ ¥16,900 廃盤 廃盤
4571484499612 20Z0226 ワカサギレールシステム（置き型ベース） ¥17,800 ¥21,000 ¥23,100
4571484499605 20Z0227 ワカサギリール台（置き型） ¥9,000 廃盤 廃盤 後継品20Z0305
4571484500233 20Z0228 魚探スタンド（置き型） ¥9,100 廃盤 廃盤
4571484499742 20Z0231 ワカサギボトムトレイ（ギア付） ¥7,000 廃盤 廃盤 後継品20Z0308
4571484499735 20Z0232 ワカサギボトムトレイ（ソケット付） ¥7,000 ¥8,400 ¥9,240
4571484500745 20Z0278 つりピタレール取付パーツ 600レールセットR ¥4,200 ¥4,900 ¥5,390
4571484500820 20Z0279 つりピタレール取付パーツ 600レールセットB ¥4,200 ¥4,900 ¥5,390
4571484500639 20Z0280 つりピタレール取付パーツ 600レールセットBK ¥4,200 ¥4,900 ¥5,390
新製品
4571484501278 20C0106 SUSセンサーパイプクランプ - ¥3,900 ¥4,290 ★新製品
4571484501322 30Z0055 フィッシングテーブル(ステップレール用) - ¥6,400 ¥7,040 ★新製品
4571484501339 30Z0056 IFフィッシングテーブル - ¥9,800 ¥10,780 ★新製品
4571484501346 20B0041 ステンレスソケットベース (アイ付き) - ¥4,200 ¥4,620 ★新製品
4571484501353 30E0087 ステンレスロープグリッパー - ¥3,800 ¥4,180 ★新製品
4571484501360 20C0107 マルチアタッチメント(オーバル) - ¥900 ¥990 ★新製品
4571484501377 20C0108 ナイロンクリート130 - ¥400 ¥440 ★新製品
4571484501384 20Z0298 ナイロンクリート130シャフトセット - ¥1,400 ¥1,540 ★新製品
4571484501391 20Z0299 ロープグリッパーシャフトセット - ¥1,800 ¥1,980 ★新製品
4571484501407 30E0088 クリート120(ベース無し) - ¥3,800 ¥4,180 ★新製品
4571484501414 20Z0300 クリート120(ステンレスソケットベース アイ付き) - ¥8,000 ¥8,800 ★新製品
4571484501421 20Z0301 クリート120(ステンレスベースLセット) - ¥7,300 ¥8,030 ★新製品
4571484501438 20Z0302 クリート120(ステップレール用) - ¥8,000 ¥8,800 ★新製品
4571484501445 20Z0303 ワカサギスペシャルパッケージ(置き型ベース) - ¥52,400 ¥57,640 ★新製品
4571484501452 20Z0304 ワカサギスペシャルパッケージ(クランプベース) - ¥52,200 ¥57,420 ★新製品
4571484501469 20B0042 ワカサギギアベース - ¥1,500 ¥1,650 ★新製品
4571484501476 20C0110 ワカサギリール台(ベース無し) II - ¥3,900 ¥4,290 ★新製品
4571484501483 20Z0305 ワカサギリール台(置き型) II - ¥11,000 ¥12,100 ★新製品
4571484501490 20Z0306 ワカサギリール台(縦スライダーセット) II - ¥5,500 ¥6,050 ★新製品
4571484501506 20Z0307 ワカサギリール台(ステンクランプベースセット) II - ¥10,700 ¥11,770 ★新製品
4571484501513 20Z0308 ワカサギボトムトレイ(ギア付) II - ¥8,400 ¥9,240 ★新製品
4571484501520 20C0109 緩み防止セット - ¥200 ¥220 ★新製品
4571484501537 20B0043 キャスティングシートベース（ブラック） - ¥900 ¥990 ★新製品
4571484501544 30E0089 フラッグポール/ポール単品（収納バッグ付）II - ¥2,800 ¥3,080 ★新製品
4571484501292 50A0056 ヤマハ　タンク側フィッティング C14720 ¥980 ¥980 ¥1,078 ★新製品(2021年途中追加）
4571484501315 20B0040 クランプベース ¥5,900 ¥6,600 ¥7,260 ★新製品(2021年途中追加）
4571484501308 20Z0297 クランプベース（800レールセット） ¥18,800 ¥18,800 ¥20,680 ★新製品(2021年途中追加）


