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　バラ 　箱

品名・品番 種別 箱入数 旧上代 新上代 旧上代 新上代

MF-32 取手丸引手 古美 一寸 30 ¥660 ¥690 ¥505 ¥510

MF-32 取手丸引手 古美 二寸 20 ¥930 ¥990 ¥715 ¥730

MF-32 取手丸引手 古美 寸六 20 ¥750 ¥800 ¥575 ¥590

MF-33 取手丸引手 GB 一寸 30 ¥660 ¥690 ¥505 ¥510

MF-33 取手丸引手 GB 二寸 20 ¥930 ¥990 ¥715 ¥730

MF-33 取手丸引手 GB 寸六 20 ¥750 ¥800 ¥575 ¥590

MF-34 取手丸引手 ライトシルバー 寸六 20 ¥1,050 ¥1,100 ¥790 ¥790

MF-34 取手丸引手 ライトシルバー 二寸 20 ¥820 ¥860 ¥630 ¥630

MF-34 取手丸引手 ライトシルバー 一寸 30 ¥820 ¥860 ¥630 ¥630

MW-138 浅型開用月形 モミジ 大 20 ¥980 ¥1,050 ¥750 ¥800

MW-138 浅型開用月形 モミジ 中 20 ¥910 ¥1,050 ¥700 ¥750

MW-33 開用月形 黒 中 20 ¥910 ¥1,050 ¥700 ¥750

MW-33 開用月形 黒 大 20 ¥1,100 ¥1,150 ¥820 ¥870

MW-35 開用月形 桑クリアー 大 20 ¥980 ¥1,050 ¥750 ¥800

MW-35 開用月形 桑クリアー 中 20 ¥910 ¥1,050 ¥700 ¥750

MW-38 開用月形 モミジ 大 20 ¥980 ¥1,050 ¥750 ¥800

MW-38 開用月形 モミジ 中 20 ¥910 ¥1,050 ¥700 ¥750

MW-40 堀込フラット四角 ナラ 60mm 20 ¥720 ¥750 ¥550 ¥550

MW-45 開用四方角 桑クリアー 寸八 20 ¥980 ¥1,050 ¥750 ¥800

MW-45 開用四方角 桑クリアー 大 20 ¥1,050 ¥1,100 ¥780 ¥830

MW-48 開用四方角 モミジ 大 20 ¥980 ¥1,050 ¥750 ¥800

MW-48 開用四方角 モミジ 中 20 ¥910 ¥1,050 ¥700 ¥750

MW-64 開用長者角 白木 大 20 ¥980 ¥1,050 ¥750 ¥800

MW-68 開用長者角 クリアー 大 20 ¥1,050 ¥1,150 ¥800 ¥850

MW-84 ファインルーター 生地 120mm 20 ¥860 ¥950 ¥660 ¥700

MW-84 ファインルーター 生地 100mm 20 ¥760 ¥840 ¥580 ¥620

PB-147 ルーキー丸 ネイビ古美 大 50 ¥620 ¥660 ¥440 ¥440

PB-147 ルーキー丸 ネイビ古美 中 50 ¥550 ¥590 ¥390 ¥390

PB-148 ルーキー丸 GB 大 50 ¥590 ¥630 ¥420 ¥420

PB-148 ルーキー丸 GB 中 50 ¥550 ¥590 ¥390 ¥390

PB-418 ウッディ二寸丸 メープルカラー 大 50 ¥930 ¥960 ¥710 ¥710

PB-418 ウッディ二寸丸 メープルカラー 中 50 ¥880 ¥910 ¥670 ¥670

PB-441 花道四方角 パールホワイト 大 50 ¥950 ¥990 ¥730 ¥730

PB-441 花道四方角 パールホワイト 中 50 ¥860 ¥900 ¥660 ¥660

PB-442 花道四方角 パールピンク 大 50 ¥950 ¥990 ¥730 ¥730

PB-442 花道四方角 パールピンク 中 50 ¥860 ¥900 ¥660 ¥660

PB-443 花道四方角 パールクリーム 大 50 ¥950 ¥990 ¥730 ¥730

PB-443 花道四方角 パールクリーム 中 50 ¥860 ¥900 ¥660 ¥660

PB-444 花道四方角 パールレモン 大 50 ¥950 ¥990 ¥730 ¥730

PB-444 花道四方角 パールレモン 中 50 ¥860 ¥900 ¥660 ¥660

PB-448 ウッディ四方角 メープルカラー 大 50 ¥860 ¥900 ¥660 ¥660

PB-448 ウッディ四方角 メープルカラー 中 50 ¥820 ¥860 ¥630 ¥630

PB-552 平面長角戸引手 ホワイト 105mm 30 ¥690 ¥690 ¥530 ¥510

PB-552 平面長角戸引手 ホワイト 90mm 30 ¥650 ¥680 ¥495 ¥500

PB-552 平面長角戸引手 ホワイト 75mm 30 ¥520 ¥680 ¥400 ¥500

PB-552 平面長角戸引手 ホワイト 60mm 30 ¥500 ¥680 ¥380 ¥500

PB-553 平面長角戸引手 アンバー 105mm 30 ¥690 ¥720 ¥530 ¥530

PB-553 平面長角戸引手 アンバー 90mm 30 ¥650 ¥680 ¥495 ¥500

PB-553 平面長角戸引手 アンバー 75mm 30 ¥520 ¥680 ¥400 ¥500

PB-553 平面長角戸引手 アンバー 60mm 30 ¥500 ¥680 ¥380 ¥500

PB-554 平面長角戸引手 GB 105mm 30 ¥760 ¥800 ¥585 ¥590

PB-554 平面長角戸引手 GB 90mm 30 ¥720 ¥750 ¥550 ¥550

PB-554 平面長角戸引手 GB 75mm 30 ¥520 ¥750 ¥400 ¥550
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PB-554 平面長角戸引手 GB 60mm 30 ¥500 ¥750 ¥380 ¥550

PB-555 平面長角戸引手 赤銅 105mm 30 ¥760 ¥800 ¥585 ¥590

PB-555 平面長角戸引手 赤銅 90mm 30 ¥720 ¥750 ¥550 ¥550

PB-555 平面長角戸引手 赤銅 75mm 30 ¥520 ¥750 ¥400 ¥550

PB-555 平面長角戸引手 赤銅 60mm 30 ¥500 ¥750 ¥380 ¥550

PB-556 平面長角戸引手 SG 105mm 30 ¥760 ¥720 ¥585 ¥530

PB-556 平面長角戸引手 SG 90mm 30 ¥720 ¥680 ¥550 ¥500

PB-556 平面長角戸引手 SG 75mm 30 ¥520 ¥680 ¥400 ¥500

PB-556 平面長角戸引手 SG 60mm 30 ¥500 ¥680 ¥380 ¥500

PB-632 桜透 古美 大 30 ¥2,150 ¥2,250 ¥1,760 ¥1,800

PB-632 桜透 古美 中 30 ¥830 ¥870 ¥635 ¥640

PB-763 内丸八角 銀古仙徳 大 40 ¥1,650 ¥2,150 ¥1,370 ¥1,700

PB-764 内丸八角 オール古美 大 40 ¥1,650 ¥2,150 ¥1,370 ¥1,700

PB-765 内丸八角 オール仙徳 大 40 ¥1,650 ¥1,750 ¥1,370 ¥1,400

PB-765 内丸八角 オール仙徳 中 40 ¥780 ¥810 ¥600 ¥600

PB-766 内丸八角 銅古美 大 40 ¥1,450 ¥2,150 ¥1,200 ¥1,700

PB-766 内丸八角 銅古美 中 40 ¥720 ¥750 ¥550 ¥550

PB-767 内丸八角 古美仙徳 大 40 ¥1,450 ¥2,000 ¥1,200 ¥1,600

PB-767 内丸八角 古美仙徳 中 40 ¥720 ¥750 ¥550 ¥550

PB-768 内丸八角 ホワイト 中 40 ¥720 ¥750 ¥550 ¥550

PB-769 内丸八角 フォグホワイト 大 40 ¥2,550 ¥2,700 ¥2,100 ¥2,150

PC-25 葵戸引手 ホワイト 105mm 50 ¥360 ¥410 ¥255 ¥260

PC-25 葵戸引手 ホワイト 90mm 50 ¥310 ¥350 ¥220 ¥220

PC-25 葵戸引手 ホワイト 75mm 100 ¥290 ¥310 ¥205 ¥200

PC-25 葵戸引手 ホワイト 66mm 100 ¥260 ¥310 ¥185 ¥190

PC-26 葵戸引手 GB 105mm 50 ¥360 ¥410 ¥255 ¥260

PC-26 葵戸引手 GB 90mm 50 ¥310 ¥350 ¥220 ¥220

PC-26 葵戸引手 GB 75mm 100 ¥290 ¥310 ¥205 ¥200

PC-26 葵戸引手 GB 66mm 100 ¥260 ¥310 ¥185 ¥190

PC-27 葵戸引手 古美 105mm 50 ¥360 ¥410 ¥255 ¥260

PC-27 葵戸引手 古美 90mm 50 ¥310 ¥350 ¥220 ¥220

PC-27 葵戸引手 古美 75mm 100 ¥290 ¥310 ¥205 ¥200

PF-04 虫喰四方角 ウルミ 大 50 ¥410 ¥470 ¥270 ¥310

PF-04 虫喰四方角 ウルミ 中 50 ¥410 ¥460 ¥270 ¥270

PF-05 虫喰四方角 黒 大 50 ¥410 ¥470 ¥270 ¥310

PF-05 虫喰四方角 黒 中 50 ¥410 ¥460 ¥270 ¥270

PF-110 新打出嵐二寸丸 茶 大(50個入) 1 ― ― ¥7,000 ¥8,550

PF-110 新打出嵐二寸丸 茶 中(50個入) 1 ― ― ¥7,000 ¥8,550

PF-111 新打出嵐二寸丸 黒 大(50個入) 1 ― ― ¥7,000 ¥8,550

PF-111 新打出嵐二寸丸 黒 中(50個入) 1 ― ― ¥7,000 ¥8,550

PF-120 鉄虫喰平円丸 ウルミ 大 50 ¥410 ¥450 ¥270 ¥300

PF-120 鉄虫喰平円丸 ウルミ 中 50 ¥410 ¥420 ¥270 ¥270

PF-121 鉄虫喰平円丸 黒 大 50 ¥410 ¥450 ¥270 ¥300

PF-121 鉄虫喰平円丸 黒 中 50 ¥410 ¥420 ¥270 ¥270

PF-130 ニュー平円丸 GB 大 50 ¥690 ¥790 ¥530 ¥580

PF-130 ニュー平円丸 GB 中 50 ¥690 ¥720 ¥530 ¥530

PF-131 ニュー平円丸 古美 大 50 ¥690 ¥790 ¥530 ¥580

PF-131 ニュー平円丸 古美 中 50 ¥690 ¥720 ¥530 ¥530

PF-132 太縁二寸丸 古美 大 40 ¥620 ¥720 ¥440 ¥480

PF-132 太縁二寸丸 古美 中 40 ¥620 ¥660 ¥440 ¥440

PF-133 太縁二寸丸 GB 大 40 ¥620 ¥720 ¥440 ¥480

PF-133 太縁二寸丸 GB 中 40 ¥620 ¥660 ¥440 ¥440

PF-153 旭丸 黒 大 50 ¥350 ¥420 ¥230 ¥270
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PF-153 旭丸 黒 中 50 ¥350 ¥360 ¥230 ¥230

PF-154 旭丸 茶 大 50 ¥350 ¥420 ¥230 ¥270

PF-154 旭丸 茶 中 50 ¥350 ¥360 ¥230 ¥230

PF-219 二重丸 ライトシルバー 大 50 ¥390 ¥410 ¥260 ¥260

PF-219 二重丸 ライトシルバー 中 50 ¥390 ¥410 ¥260 ¥260

PF-220 二重丸 黒 大 50 ¥300 ¥360 ¥200 ¥230

PF-220 二重丸 黒 中 50 ¥300 ¥310 ¥200 ¥200

PF-221 二重丸 ウルミ 大 50 ¥300 ¥360 ¥200 ¥230

PF-221 二重丸 ウルミ 中 50 ¥300 ¥310 ¥200 ¥200

PF-224 二重丸 クリーム 大 50 ¥330 ¥380 ¥220 ¥240

PF-224 二重丸 クリーム 中 50 ¥330 ¥350 ¥220 ¥220

PF-229 二重丸 ブロンド 大 50 ¥350 ¥390 ¥230 ¥250

PF-229 二重丸 ブロンド 中 50 ¥350 ¥360 ¥230 ¥230

PF-226 平面二重丸 黒 大 50 ¥360 ¥420 ¥240 ¥270

PF-226 平面二重丸 黒 中 50 ¥360 ¥380 ¥240 ¥240

PF-227 平面二重丸 ウルミ 大 50 ¥360 ¥420 ¥240 ¥270

PF-227 平面二重丸 ウルミ 中 50 ¥360 ¥380 ¥240 ¥240

PF-230 宝来丸 黒 大 50 ¥240 ¥280 ¥155 ¥170

PF-230 宝来丸 黒 中 50 ¥240 ¥260 ¥155 ¥160

PF-231 宝来丸 茶 大 50 ¥240 ¥280 ¥155 ¥170

PF-231 宝来丸 茶 中 50 ¥240 ¥260 ¥155 ¥160

PF-240 平面遠州透 GB 大 50 ¥650 ¥750 ¥500 ¥550

PF-240 平面遠州透 GB 中 50 ¥650 ¥680 ¥500 ¥500

PF-244 平面遠州透 黒 大 50 ¥330 ¥410 ¥220 ¥260

PF-244 平面遠州透 黒 中 50 ¥330 ¥350 ¥220 ¥220

PF-245 平面遠州透 茶 大 50 ¥330 ¥410 ¥220 ¥260

PF-245 平面遠州透 茶 中 50 ¥330 ¥350 ¥220 ¥220

PF-249 平面遠州透 ブロンド 大 50 ¥360 ¥420 ¥240 ¥270

PF-249 平面遠州透 ブロンド 中 50 ¥360 ¥380 ¥240 ¥240

PF-250 平面遠州透 ライトシルバー 大 50 ¥420 ¥450 ¥280 ¥290

PF-250 平面遠州透 ライトシルバー 中 50 ¥420 ¥440 ¥280 ¥280

PF-332 すずらん 黒 大 50 ¥300 ¥360 ¥200 ¥230

PF-332 すずらん 黒 中 50 ¥300 ¥350 ¥200 ¥220

PF-332 すずらん 黒 寸八 50 ¥350 ¥440 ¥230 ¥280

PF-333 すずらん 茶 大 50 ¥300 ¥360 ¥200 ¥230

PF-333 すずらん 茶 中 50 ¥300 ¥310 ¥200 ¥200

PF-333 すずらん 茶 寸八 50 ¥350 ¥390 ¥230 ¥250

PF-334 すずらん 黒嵐底 大 50 ¥360 ¥420 ¥240 ¥270

PF-334 すずらん 黒嵐底 中 50 ¥360 ¥380 ¥240 ¥240

PF-335 すずらん 茶嵐底 大 50 ¥360 ¥420 ¥240 ¥270

PF-335 すずらん 茶嵐底 中 50 ¥360 ¥380 ¥240 ¥240

PP-137 木目丸 スプルース 大 50 ¥260 ¥280 ¥170 ¥170

PP-137 木目丸 スプルース 中 50 ¥260 ¥280 ¥170 ¥170

PP-139 木目丸 モクレン 大 50 ¥260 ¥280 ¥170 ¥170

PP-139 木目丸 モクレン 中 50 ¥260 ¥280 ¥170 ¥170

PP-40 西都角 ウルミ 大(50個入) 1 ― ― ¥2,500 ¥2,800

PP-40 西都角 ウルミ 中(50個入) 1 ― ― ¥2,500 ¥2,500

PP-42 西都角 黒 大(50個入) 1 ― ― ¥2,500 ¥2,800

PP-42 西都角 黒 中(50個入) 1 ― ― ¥2,500 ¥2,500

PP-41 プラス東角 ウルミ 大(50個入) 1 ― ― ¥2,500 ¥2,550

PP-43 プラス東角 黒 大(50個入) 1 ― ― ¥2,500 ¥2,500

PP-71 プラスチリ落角 黒 大(50個入) 1 ― ― ¥3,800 ¥4,050

PP-71 プラスチリ落角 黒 特中(50個入) 1 ― ― ¥3,800 ¥3,800
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PP-72 プラスチリ落角 ウルミ 大(50個入) 1 ― ― ¥3,800 ¥4,050

PP-72 プラスチリ落角 ウルミ 特中(50個入) 1 ― ― ¥3,800 ¥3,800

PP-73 プラスチリ落角 クリーム 大(50個入) 1 ― ― ¥3,300 ¥4,050

PP-73 プラスチリ落角 クリーム 特中(50個入) 1 ― ― ¥3,300 ¥3,300

PP-74 プラスチリ落角 シオジ 大 50 ¥270 ¥290 ¥180 ¥180

PP-74 プラスチリ落角 シオジ 特中 50 ¥270 ¥290 ¥180 ¥180

PP-177 プラスチリオトシ角 スプルス 大 50 ¥270 ¥290 ¥180 ¥180

PP-177 プラスチリオトシ角 スプルス 特中 50 ¥270 ¥290 ¥180 ¥180

PP-179 プラスチリオトシ角 モクレン 大 50 ¥270 ¥290 ¥180 ¥180

PP-179 プラスチリオトシ角 モクレン 特中 50 ¥270 ¥290 ¥180 ¥180

PP-77 プラス四方角 黒 大(50個入) 1 ― ― ¥3,200 ¥3,400

PP-77 プラス四方角 黒 特中(50個入) 1 ― ― ¥3,200 ¥3,200

PP-78 プラス四方角 ウルミ 大(50個入) 1 ― ― ¥3,200 ¥3,400

PP-78 プラス四方角 ウルミ 特中(50個入) 1 ― ― ¥3,200 ¥3,200

PP-637 木目量産丸 スプルス 大 50 ¥270 ¥290 ¥175 ¥180

PP-637 木目量産丸 スプルス 中 50 ¥270 ¥290 ¥175 ¥180

PP-638 木目量産丸 シオジ 大 50 ¥270 ¥290 ¥175 ¥180

PP-638 木目量産丸 シオジ 中 50 ¥270 ¥290 ¥175 ¥180

PP-639 木目量産丸 モクレン 大 50 ¥270 ¥290 ¥175 ¥180

PP-639 木目量産丸 モクレン 中 50 ¥270 ¥290 ¥175 ¥180

PP-641 量産丸 ミルキーパール 大 50 ¥290 ¥310 ¥190 ¥190

PP-641 量産丸 ミルキーパール 中 50 ¥230 ¥240 ¥150 ¥150

PP-651 量産丸 シルバーパール 大 50 ¥290 ¥310 ¥190 ¥190

PP-651 量産丸 シルバーパール 中 50 ¥230 ¥240 ¥150 ¥150

PP-674 量産チリ角 シオジ 大 50 ¥300 ¥310 ¥195 ¥200

PP-674 量産チリ角 シオジ 特中 50 ¥270 ¥290 ¥180 ¥180

PP-675 量産チリ角 スプルス 大 50 ¥300 ¥310 ¥195 ¥200

PP-675 量産チリ角 スプルス 特中 50 ¥270 ¥290 ¥180 ¥180

PP-679 量産チリ角 モクレン 大 50 ¥300 ¥310 ¥195 ¥200

PP-679 量産チリ角 モクレン 特中 50 ¥270 ¥290 ¥180 ¥180

PP-681 量産チリ角 ミルキーパール 大 50 ¥320 ¥330 ¥210 ¥210

PP-681 量産チリ角 ミルキーパール 特中 50 ¥240 ¥260 ¥160 ¥160

PP-691 量産チリ角 シルバーパール 大 50 ¥320 ¥330 ¥210 ¥210

PP-691 量産チリ角 シルバーパール 特中 50 ¥240 ¥260 ¥160 ¥160

PS-05 高級桜戸引手 シルバー 75mm 50 ¥210 ¥240 ¥150 ¥150

PS-05 高級桜戸引手 シルバー 90mm 50 ¥240 ¥280 ¥165 ¥170

PS-05 高級桜戸引手 シルバー 105mm 50 ¥260 ¥310 ¥185 ¥190

PS-05 高級桜戸引手 シルバー 120mm 50 ¥290 ¥330 ¥205 ¥210

PS-05 高級桜戸引手 シルバー 150mm 30 ¥520 ¥530 ¥365 ¥350

PS-05 高級桜戸引手 シルバー 200mm 10 ¥880 ¥880 ¥675 ¥650

PS-06 高級桜戸引手 ステンカラー 75mm 50 ¥260 ¥310 ¥185 ¥190

PS-06 高級桜戸引手 ステンカラー 90mm 50 ¥290 ¥330 ¥205 ¥210

PS-06 高級桜戸引手 ステンカラー 105mm 50 ¥310 ¥350 ¥220 ¥220

PS-06 高級桜戸引手 ステンカラー 120mm 50 ¥340 ¥380 ¥240 ¥240

PS-06 高級桜戸引手 ステンカラー 150mm 30 ¥670 ¥690 ¥475 ¥460

PS-06 高級桜戸引手 ステンカラー 200mm 10 ¥1,050 ¥1,050 ¥785 ¥760

PS-07 高級桜戸引手 アンバー 75mm 50 ¥260 ¥310 ¥185 ¥190

PS-07 高級桜戸引手 アンバー 90mm 50 ¥290 ¥330 ¥205 ¥210

PS-07 高級桜戸引手 アンバー 105mm 50 ¥310 ¥350 ¥220 ¥220

PS-07 高級桜戸引手 アンバー 120mm 50 ¥340 ¥380 ¥240 ¥240

PS-07 高級桜戸引手 アンバー 150mm 30 ¥670 ¥690 ¥475 ¥460

PS-07 高級桜戸引手 アンバー 200mm 10 ¥1,050 ¥1,050 ¥785 ¥760

PB-35 高級桜戸引手 GB 75mm 50 ¥390 ¥440 ¥275 ¥280
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PB-35 高級桜戸引手 GB 90mm 50 ¥420 ¥450 ¥295 ¥300

PB-35 高級桜戸引手 GB 105mm 50 ¥470 ¥500 ¥330 ¥330

PB-35 高級桜戸引手 GB 120mm 50 ¥520 ¥560 ¥365 ¥370

PB-35 高級桜戸引手 GB 150mm 30 ¥860 ¥860 ¥660 ¥630

PB-36 高級桜戸引手 仙徳 75mm 50 ¥390 ¥440 ¥275 ¥280

PB-36 高級桜戸引手 仙徳 90mm 50 ¥420 ¥450 ¥295 ¥300

PB-36 高級桜戸引手 仙徳 105mm 50 ¥470 ¥500 ¥330 ¥330

PB-36 高級桜戸引手 仙徳 120mm 50 ¥520 ¥560 ¥365 ¥370

PB-36 高級桜戸引手 仙徳 150mm 30 ¥860 ¥860 ¥660 ¥630

PB-37 高級桜戸引手 SG 75mm 50 ¥390 ¥440 ¥275 ¥280

PB-37 高級桜戸引手 SG 90mm 50 ¥420 ¥450 ¥295 ¥300

PB-37 高級桜戸引手 SG 105mm 50 ¥470 ¥500 ¥330 ¥330

PB-37 高級桜戸引手 SG 120mm 50 ¥520 ¥560 ¥365 ¥370

PB-37 高級桜戸引手 SG 150mm 30 ¥860 ¥860 ¥660 ¥630

PB-37 高級桜戸引手 SG 200mm 10 ¥1,300 ¥1,350 ¥1,060 ¥1,050

PS-20 楓戸引手 シルバー 155mm 20 ¥860 ¥860 ¥660 ¥630

PS-20 楓戸引手 シルバー 125mm 20 ¥680 ¥690 ¥480 ¥460

PS-20 楓戸引手 シルバー 110mm 20 ¥620 ¥630 ¥440 ¥420

PB-21 楓戸引手 SG 155mm 20 ¥1,050 ¥1,000 ¥770 ¥740

PB-21 楓戸引手 SG 125mm 20 ¥670 ¥740 ¥510 ¥490

PB-21 楓戸引手 SG 110mm 20 ¥630 ¥690 ¥480 ¥460

PS-26 楓戸引手 鏡面 155mm 20 ¥1,100 ¥1,100 ¥840 ¥810

PS-26 楓戸引手 鏡面 125mm 20 ¥810 ¥810 ¥620 ¥600

PS-26 楓戸引手 鏡面 110mm 20 ¥720 ¥720 ¥550 ¥530

PS-41 量産ステンチリ角 白 大 50 ¥490 ¥530 ¥350 ¥350

PS-41 量産ステンチリ角 白 特中 50 ¥490 ¥530 ¥350 ¥350

PS-42 量産ステンチリ角 黒 大 50 ¥490 ¥530 ¥350 ¥350

PS-42 量産ステンチリ角 黒 特中 50 ¥490 ¥530 ¥350 ¥350

PS-56 量産ステンチリ角 HL 大 50 ¥320 ¥330 ¥210 ¥210

PS-56 量産ステンチリ角 HL 特中 50 ¥320 ¥330 ¥210 ¥210

PS-58 量産ステンチリ角 アンバー 大 50 ¥470 ¥500 ¥330 ¥330

PS-58 量産ステンチリ角 アンバー 特中 50 ¥470 ¥500 ¥330 ¥330

PS-61 シルキーチリ角 マットシルバー 大 50 ¥490 ¥530 ¥350 ¥350

PS-61 シルキーチリ角 マットシルバー 特中 50 ¥490 ¥530 ¥350 ¥350

PS-46 ステンチリ落角 HL 大 50 ¥410 ¥470 ¥270 ¥310

PS-46 ステンチリ落角 HL 中 50 ¥410 ¥420 ¥270 ¥270

PS-47 ステンチリ落角 GB 大 50 ¥560 ¥650 ¥400 ¥430

PS-170 ハメ込二重丸 HL 大 30 ¥650 ¥680 ¥500 ¥500

PS-170 ハメ込二重丸 HL 中 30 ¥630 ¥720 ¥480 ¥480

PS-122 ステン穴無平円丸 白 大 50 ¥470 ¥590 ¥330 ¥390

PS-122 ステン穴無平円丸 白 中 50 ¥470 ¥560 ¥330 ¥370

PS-123 ステン穴無平円丸 黒 大 50 ¥470 ¥590 ¥330 ¥390

PS-123 ステン穴無平円丸 黒 中 50 ¥470 ¥560 ¥330 ¥370

PS-109 ステン匠丸 HL 大 50 ¥290 ¥390 ¥190 ¥250

PS-109 ステン匠丸 HL 小 50 ¥250 ¥350 ¥165 ¥220

PC-428 銅製匠丸 GB 大 50 ¥390 ¥480 ¥275 ¥320

PC-428 銅製匠丸 GB 小 50 ¥340 ¥470 ¥240 ¥310

PS-121 シルキー二寸丸 マットシルバー 大 50 ¥490 ¥530 ¥350 ¥350

PS-121 シルキー二寸丸 マットシルバー 中 50 ¥490 ¥530 ¥350 ¥350

PS-205 ハイパー戸引手 シルバー 105mm 50 ¥280 ¥310 ¥185 ¥190

PB-237 ハイパー戸引手 SG 105mm 50 ¥470 ¥500 ¥330 ¥330

PS-211 パルサー戸引手 白 105mm 30 ¥440 ¥470 ¥310 ¥310

PS-212 パルサー戸引手 黒 105mm 30 ¥440 ¥470 ¥310 ¥310
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PS-215 パルサー戸引手 シルバー 105mm 30 ¥280 ¥310 ¥185 ¥190

PB-217 パルサー戸引手 SG 105mm 30 ¥540 ¥590 ¥385 ¥390

PS-218 パルサー戸引手 アンバー 105mm 30 ¥420 ¥440 ¥275 ¥280

PS-219 パルサー戸引手 本金 105mm 30 ¥620 ¥660 ¥440 ¥440

PS-312 藤戸引手 サンドクローム 150mm 30 ¥1,200 ¥1,150 ¥910 ¥870

PS-312 藤戸引手 サンドクローム 120mm 30 ¥700 ¥720 ¥535 ¥530

PS-312 藤戸引手 サンドクローム 105mm 30 ¥660 ¥680 ¥550 ¥500

PS-312 藤戸引手 サンドクローム 90mm 30 ¥550 ¥630 ¥420 ¥420

PS-315 藤戸引手 シルバー 105mm 30 ¥260 ¥310 ¥185 ¥190

PS-315 藤戸引手 シルバー 90mm 30 ¥240 ¥280 ¥165 ¥170

PS-315 藤戸引手 シルバー 150mm 30 ¥520 ¥530 ¥365 ¥350

PS-315 藤戸引手 シルバー 120mm 30 ¥290 ¥330 ¥205 ¥210

PB-317 藤戸引手 SG 150mm 30 ¥950 ¥950 ¥730 ¥700

PB-317 藤戸引手 SG 120mm 30 ¥590 ¥630 ¥420 ¥420

PB-317 藤戸引手 SG 105mm 30 ¥540 ¥590 ¥385 ¥390

PB-317 藤戸引手 SG 90mm 30 ¥490 ¥530 ¥350 ¥350

PS-318 藤戸引手 アンバー 90mm 30 ¥360 ¥410 ¥255 ¥260

PS-318 藤戸引手 アンバー 105mm 30 ¥390 ¥440 ¥275 ¥280

PS-318 藤戸引手 アンバー 120mm 30 ¥420 ¥450 ¥295 ¥300

PS-318 藤戸引手 アンバー 150mm 30 ¥720 ¥720 ¥550 ¥530

PW-04 木製白木丸 生地 大 50 ¥630 ¥680 ¥450 ¥450

PW-04 木製白木丸 生地 中 50 ¥560 ¥600 ¥400 ¥400

PW-05 木製桑丸 桑クリアー 大 50 ¥650 ¥720 ¥500 ¥500

PW-05 木製桑丸 桑クリアー 中 50 ¥630 ¥680 ¥450 ¥450

PW-305 和襖桑丸 桑クリアー 大 50 ¥720 ¥810 ¥550 ¥600

PW-305 和襖桑丸 桑クリアー 中 50 ¥630 ¥690 ¥450 ¥510

PW-06 木製桑フラッシュ丸 桑クリアー 大 50 ¥720 ¥790 ¥550 ¥580

PW-07 木製ナラ丸 クリアー 大 50 ¥720 ¥810 ¥550 ¥600

PW-07 木製ナラ丸 クリアー 中 50 ¥650 ¥720 ¥500 ¥530

PW-08 木製モミジ丸 クリアー 大 50 ¥680 ¥720 ¥480 ¥480

PW-08 木製モミジ丸 クリアー 中 50 ¥650 ¥690 ¥460 ¥460

PW-08 木製モミジ丸 クリアー 特大 20 ¥1,600 ¥1,850 ¥1,300 ¥1,450

PW-308 和襖モミジ丸 クリアー 大 50 ¥780 ¥810 ¥600 ¥600

PW-308 和襖モミジ丸 クリアー 中 50 ¥650 ¥710 ¥460 ¥520

PW-408 戸襖用モミジ丸 クリアー 大 20 ¥1,150 ¥1,350 ¥850 ¥900

PW-13 木製カラス丸 黒 大 50 ¥650 ¥720 ¥500 ¥530

PW-13 木製カラス丸 黒 中 50 ¥650 ¥720 ¥500 ¥530

PW-88 シンプル丸 クリアー 大 50 ¥820 ¥900 ¥630 ¥660

PW-88 シンプル丸 クリアー 中 50 ¥780 ¥860 ¥600 ¥630

PW-103 サンライト丸 クリアー 大 50 ¥560 ¥650 ¥400 ¥430

PW-103 サンライト丸 クリアー 中 50 ¥540 ¥620 ¥380 ¥410

PW-20 白木片チリ角 生地 大 20 ¥680 ¥750 ¥520 ¥550

PW-20 白木片チリ角 生地 中 20 ¥650 ¥720 ¥500 ¥530

PW-21 白木両チリ角 生地 大 50 ¥630 ¥720 ¥450 ¥480

PW-21 白木両チリ角 生地 中 50 ¥560 ¥650 ¥400 ¥430

PW-25 桑チリ落角 桑クリアー 大 20 ¥720 ¥750 ¥550 ¥550

PW-25 桑チリ落角 桑クリアー 中 20 ¥650 ¥680 ¥500 ¥500

PW-25 桑チリ落角 桑クリアー 寸八 20 ¥720 ¥750 ¥550 ¥550

PW-325 和襖桑片チリ角 桑クリアー 大 20 ¥780 ¥840 ¥600 ¥620

PW-28 正本桑チリ角 大 20 ¥1,120 ¥1,200 ¥860 ¥870

PW-28 正本桑チリ角 中 20 ¥1,120 ¥1,200 ¥860 ¥870

PW-29 木製片チリ角 黒塗装 大 20 ¥720 ¥790 ¥550 ¥580

PW-29 木製片チリ角 黒塗装 中 20 ¥650 ¥720 ¥500 ¥530
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PW-29 木製片チリ角 黒塗装 寸八 20 ¥720 ¥790 ¥550 ¥580

PW-120 モミジ片チリ角 クリアー 大 20 ¥720 ¥790 ¥550 ¥580

PW-120 モミジ片チリ角 クリアー 中 20 ¥650 ¥720 ¥500 ¥530

PW-320 和襖モミジ片チリ角 クリアー 大 20 ¥780 ¥840 ¥600 ¥620

PW-420 戸襖用モミジ片チリ角 クリアー 大 20 ¥1,200 ¥1,250 ¥900 ¥950

PW-127 ナラ片チリ角 クリアー 大 20 ¥720 ¥810 ¥550 ¥600

PW-127 ナラ片チリ角 クリアー 中 20 ¥650 ¥720 ¥500 ¥530

PW-130 サンライト片チリ角 クリアー 大 20 ¥650 ¥770 ¥500 ¥570

PW-130 サンライト片チリ角 クリアー 中 20 ¥630 ¥710 ¥450 ¥520

PW-38 モミジ四方角 クリアー 大 50 ¥720 ¥790 ¥550 ¥580

PW-38 モミジ四方角 クリアー 中 50 ¥650 ¥720 ¥500 ¥530

PW-39 白木四方角 生地 大 50 ¥650 ¥720 ¥500 ¥530

PW-39 白木四方角 生地 中 50 ¥630 ¥690 ¥480 ¥510

PW-41 ファッションルーター 生地 120mm 30 ¥790 ¥940 ¥605 ¥690

PW-41 ファッションルーター 生地 105mm 30 ¥760 ¥900 ¥580 ¥660

PW-41 ファッションルーター 生地 90mm 30 ¥690 ¥830 ¥525 ¥610

PW-44 スマート戸引手 クリアー 120mm 30 ¥780 ¥810 ¥600 ¥600

PW-44 スマート戸引手 クリアー 110mm 30 ¥650 ¥720 ¥500 ¥530

PW-44 スマート戸引手 クリアー 70mm 30 ¥590 ¥680 ¥420 ¥450

PW-64 障子戸引手 塗装仕上 60mm 100 ¥380 ¥440 ¥250 ¥280

PW-64 障子戸引手 塗装仕上 66mm 100 ¥420 ¥470 ¥280 ¥310

PW-64 障子戸引手 塗装仕上 75mm 100 ¥560 ¥740 ¥400 ¥490

PW-64 障子戸引手 塗装仕上 90mm 50 ¥650 ¥860 ¥500 ¥630

PW-65 障子戸引手 桑クリアー 60mm 100 ¥170 ¥200 ¥110 ¥120

PW-65 障子戸引手 桑クリアー 66mm 100 ¥200 ¥240 ¥130 ¥140

PW-65 障子戸引手 桑クリアー 75mm 100 ¥240 ¥290 ¥160 ¥180

PW-65 障子戸引手 桑クリアー 90mm 50 ¥350 ¥390 ¥230 ¥250

PW-67 サクラ戸引手 クリアー 66mm 100 ¥240 ¥290 ¥160 ¥180

PW-72 障子戸引手 イブシ竹 75mm 50 ¥420 ¥450 ¥280 ¥300

PW-72 障子戸引手 イブシ竹 66mm 50 ¥340 ¥380 ¥225 ¥240

PW-72 障子戸引手 イブシ竹 60mm 50 ¥300 ¥350 ¥200 ¥220

PW-74 障子戸引手 生地 75mm 100 ¥210 ¥260 ¥140 ¥160

PW-74 障子戸引手 生地 66mm 100 ¥180 ¥220 ¥115 ¥130

PW-74 障子戸引手 生地 60mm 100 ¥150 ¥190 ¥100 ¥110

PW-141 スリム白木舟 生地 大 50 ¥780 ¥860 ¥600 ¥630

PW-141 スリム白木舟 生地 中 50 ¥720 ¥790 ¥550 ¥580

PW-142 スリム白柾舟 クリアー 大 50 ¥980 ¥1,050 ¥750 ¥750

PW-142 スリム白柾舟 クリアー 中 50 ¥850 ¥880 ¥650 ¥650

PW-241 白木長方 生地 大 50 ¥1,150 ¥1,150 ¥850 ¥880

PW-241 白木長方 生地 中 50 ¥1,050 ¥1,100 ¥800 ¥840

PW-244 横引長者角 白木 大 30 ¥720 ¥790 ¥550 ¥580

PW-244 横引長者角 白木 中 30 ¥650 ¥720 ¥500 ¥530

PW-248 横引長者角 クリアー 大 30 ¥780 ¥860 ¥600 ¥630

PW-248 横引長者角 クリアー 中 30 ¥720 ¥790 ¥550 ¥580

PW-720 面取もみじ片チリ角 クリアー 大(1000個入) 1 ― ― ¥305,000 ¥370,000

PW-720 面取もみじ片チリ角 クリアー 大(500個入) 1 ― ― ¥184,000 ¥224,000

PW-720 面取もみじ片チリ角 クリアー 大(20個入) 1 ― ― ¥11,000 ¥12,100

PW-720 面取もみじ片チリ角 クリアー 中(100個入) 1 ― ― ¥30,500 ¥370,000

PW-720 面取もみじ片チリ角 クリアー 中(20個入) 1 ― ― ¥10,000 ¥11,100

PZ-651 レリーフ サーチライトニッケル 75mm 20 ¥1,350 ¥1,100 ¥1,100 ¥820

PZ-652 レリーフ サーチライトゴールド 75mm 20 ¥2,050 ¥1,600 ¥1,670 ¥1,250

PZ-653 レリーフ 黒 75mm 20 ¥1,350 ¥1,250 ¥1,100 ¥960

PZ-654 レリーフ 茶 75mm 20 ¥1,350 ¥1,250 ¥1,100 ¥960



■BIDOOR（ビドー）　価格改正表（一部抜粋版）
　平成25年5月1日より実施

8/9

　バラ 　箱

品名・品番 種別 箱入数 旧上代 新上代 旧上代 新上代

PZ-661 エポック パールホワイト 120mm 20 ¥2,950 ¥2,450 ¥2,450 ¥1,950

PZ-661 エポック パールホワイト 105mm 20 ¥2,650 ¥2,200 ¥2,200 ¥1,750

PZ-662 エポック パールピンク 120mm 20 ¥2,950 ¥2,450 ¥2,450 ¥1,950

PZ-662 エポック パールピンク 105mm 20 ¥2,650 ¥2,200 ¥2,200 ¥1,750

PZ-663 エポック パールクリーム 120mm 20 ¥2,950 ¥2,450 ¥2,450 ¥1,950

PZ-663 エポック パールクリーム 105mm 20 ¥2,650 ¥2,200 ¥2,200 ¥1,750

PZ-664 エポック サーチライトニッケル 120mm 20 ¥1,900 ¥1,500 ¥1,570 ¥1,200

PZ-664 エポック サーチライトニッケル 105mm 20 ¥1,800 ¥1,400 ¥1,460 ¥1,100

PZ-665 エポック サーチライトゴールド 120mm 20 ¥2,600 ¥2,000 ¥2,130 ¥1,600

PZ-665 エポック サーチライトゴールド 105mm 20 ¥2,350 ¥1,850 ¥1,950 ¥1,450

PZ-667 エポック フォグホワイト 120mm 20 ¥2,950 ¥2,750 ¥2,450 ¥2,200

PZ-667 エポック フォグホワイト 105mm 20 ¥2,650 ¥2,450 ¥2,200 ¥1,950

PZ-668 エポック フォグピンク 120mm 20 ¥2,950 ¥2,750 ¥2,450 ¥2,200

PZ-668 エポック フォグピンク 105mm 20 ¥2,650 ¥2,450 ¥2,200 ¥1,950

PZ-669 エポック フォグクリーム 120mm 20 ¥2,950 ¥2,750 ¥2,450 ¥2,200

PZ-669 エポック フォグクリーム 105mm 20 ¥2,650 ¥2,450 ¥2,200 ¥1,950

HS-36 面打アルファ取手 HL (座無) 50 ¥540 ¥590 ¥385 ¥390

HS-37 面打アルファ取手 HL (座付) 50 ¥700 ¥700 ¥495 ¥500

HS-97-S ハサミ止アルファ取手 片面 HL 30 ¥780 ¥810 ¥600 ¥600

HS-97-W ハサミ止アルファ取手 両面 HL 50 ¥1,250 ¥1,250 ¥935 ¥940

HW-101 ニュークラフト 白ウッド 95mm 50 ¥720 ¥750 ¥550 ¥550

HW-124 面打白木取手 生地 大 30 ¥980 ¥1,100 ¥750 ¥780

HW-124 面打白木取手 生地 小 30 ¥910 ¥990 ¥700 ¥730

HW-194-S ハサミ止白木取手 生地 大 30 ¥1,250 ¥1,250 ¥930 ¥960

HW-194-S ハサミ止白木取手 生地 小 30 ¥1,150 ¥1,200 ¥870 ¥900

HW-125 面打桑取手 クリアー 大 30 ¥980 ¥1,100 ¥750 ¥780

HW-125 面打桑取手 クリアー 小 30 ¥910 ¥990 ¥700 ¥730

HW-185-S ハサミ止桑取手 桑クリアー 大 30 ¥1,250 ¥1,250 ¥930 ¥960

HW-185-S ハサミ止桑取手 桑クリアー 小 30 ¥1,150 ¥1,200 ¥870 ¥900

HW-128 面打カーブ取手 クリアー 大 30 ¥980 ¥1,050 ¥750 ¥750

HW-128 面打カーブ取手 クリアー 小 30 ¥910 ¥950 ¥700 ¥700

HW-143 裏ビス式スリムアーチ取手 白木 大 20 ¥1,150 ¥1,150 ¥850 ¥880

HW-143 裏ビス式スリムアーチ取手 白木 小 30 ¥1,050 ¥1,100 ¥800 ¥830

HW-190-S ハサミ止スリムアーチ取手 白木(生地) 大 20 ¥1,250 ¥1,350 ¥990 ¥1,050

HW-190-S ハサミ止スリムアーチ取手 白木(生地) 小 30 ¥1,300 ¥1,300 ¥930 ¥960

HW-148 裏ビス式スリムアーチ取手 モミジ(クリアー) 大 20 ¥1,200 ¥1,250 ¥900 ¥930

HW-148 裏ビス式スリムアーチ取手 モミジ(クリアー) 小 30 ¥1,150 ¥1,150 ¥850 ¥880

HW-191-S ハサミ止スリムアーチ取手 モミジ(クリアー) 大 20 ¥1,250 ¥1,400 ¥1,040 ¥1,100

HW-191-S ハサミ止スリムアーチ取手 モミジ(クリアー) 小 30 ¥1,200 ¥1,350 ¥980 ¥1,050

HW-145 裏ビス式スリムアーチ取手 桑クリアー 大 20 ¥1,200 ¥1,250 ¥900 ¥960

HW-145 裏ビス式スリムアーチ取手 桑クリアー 小 30 ¥1,150 ¥1,150 ¥850 ¥880

HW-295-S ハサミ止スリムアーチ取手 桑クリアー 大 20 ¥1,300 ¥1,400 ¥1,050 ¥1,100

HW-295-S ハサミ止スリムアーチ取手 桑クリアー 小 30 ¥1,200 ¥1,350 ¥980 ¥1,050

HW-146 裏ビス式スリムアーチ取手 黒 大 20 ¥1,250 ¥1,300 ¥950 ¥980

HW-146 裏ビス式スリムアーチ取手 黒 小 30 ¥1,200 ¥1,250 ¥900 ¥930

HW-296-S ハサミ止スリムアーチ取手 黒 大 20 ¥1,350 ¥1,450 ¥1,100 ¥1,150

HW-296-S ハサミ止スリムアーチ取手 黒 小 30 ¥1,300 ¥1,400 ¥1,050 ¥1,100

HW-177 裏ビス式レインボー取手 白木 大 30 ¥1,050 ¥1,050 ¥800 ¥800

HW-177 裏ビス式レインボー取手 白木 小 30 ¥980 ¥1,050 ¥750 ¥750

HW-178 裏ビス式レインボー取手 モミジ 大 30 ¥1,200 ¥1,200 ¥900 ¥900

HW-178 裏ビス式レインボー取手 モミジ 小 30 ¥1,150 ¥1,150 ¥850 ¥850

HW-198-S ハサミ止レインボー取手 モミジ 大 30 ¥1,250 ¥1,350 ¥1,040 ¥1,050

HW-198-S ハサミ止レインボー取手 モミジ 小 30 ¥1,200 ¥1,300 ¥980 ¥980
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HZ-17 座付一文字取手 銅色 小 24 ¥620 ¥660 ¥440 ¥440

HZ-17 座付一文字取手 銅色 小々 24 ¥540 ¥570 ¥380 ¥380

HZ-21 スマート富士取手 GB 小 50 ¥330 ¥350 ¥220 ¥220

HZ-21 スマート富士取手 GB 小々 50 ¥260 ¥240 ¥170 ¥150

HZ-33 スマート富士取手 クローム 小 50 ¥290 ¥290 ¥190 ¥180

HZ-33 スマート富士取手 クローム 小々 50 ¥240 ¥240 ¥155 ¥150

HZ-320 スマート富士取手 ツヤケシ黒 小 50 ¥350 ¥380 ¥230 ¥240

HZ-320 スマート富士取手 ツヤケシ黒 小々 50 ¥300 ¥310 ¥200 ¥200

SA-03 スライドシャッター 白 700mm 10 ¥15,200 ¥14,200 ¥12,600 ¥12,300

SA-03 スライドシャッター 白 900mm 10 ¥17,900 ¥16,800 ¥14,900 ¥14,500

SA-03 スライドシャッター 白 1200mm 10 ¥21,300 ¥19,900 ¥17,700 ¥17,200


