
記

アイテム 現行品番 新品番 品名 現行価格(税抜） 新価格(税抜）

手具 301500-0093-68 301500-0093-98 インフィニティリボン（6ｍ） ¥5,000 ¥6,000

手具 301500-0094-68 301500-0094-98 インフィニティリボン（5ｍ） ¥4,900 ¥5,900

手具 301500-0090-58 301500-0090-98 グラデーションリボン（6ｍ） ¥3,000 ¥3,200

手具 301500-0091-58 301500-0091-98 グラデーションリボン（5ｍ） ¥2,900 ¥3,100

手具 301500-0001-58 301500-0001-98 リボン（６ｍ） ¥1,700 ¥1,800

手具 301500-0004-58 301500-0004-98 リボン（5ｍ） ¥1,600 ¥1,700

手具 301500-0002-58 301500-0002-98 ジュニア・リボン（4ｍ） ¥1,500 ¥1,600

手具 301500-0007-58 301500-0007-98 ジュニア・リボン（3ｍ） ¥1,400 ¥1,500

手具 301501-0008-58 301501-0008-98 メタルスティック（スタンダード） ¥4,500 ¥4,700

手具 301501-0009-58 301501-0009-98 メタルスティック（先調子ソフト） ¥4,500 ¥4,700

手具 301501-0007-58 301501-0007-98 ラバーグリップスティック（先調子ソフト） ¥3,600 ¥3,800

手具 301501-0001-58 301501-0001-98 ラバーグリップスティック（スタンダード） ¥3,600 ¥3,800

手具 301501-0002-58 301501-0002-98 ホログラムスティック（スタンダード） ¥4,200 ¥4,400

手具 301501-0003-58 301501-0003-98 ジュニア・ラバーグリップスティック（スタンダード） ¥2,500 ¥2,700

手具 301501-0006-58 301501-0006-98 ジュニア・ラバーグリップスティック（ソフト） ¥2,500 ¥2,700

手具 301501-0004-58 301501-0004-98 チャイルドスティック ¥2,300 ¥2,400

手具 301503-0013-58 301503-0013-98 ジュエリーボール ¥7,500 ¥7,700

手具 301503-0014-58 301503-0014-98 プリズムボール ¥7,500 ¥7,700

手具 301503-0015-58 301503-0015-98 プラクティス プリズムボール ¥6,300 ¥6,500

手具 301503-0001-58 301503-0001-98 ジムボール ¥3,400 ¥3,600

手具 301503-0007-58 301503-0007-98 プラクティス・ジムボール ¥3,100 ¥3,300

手具 301503-0004-58 301503-0004-98 ジュニア・ジムボール ¥2,400 ¥2,700

手具 301505-0003-88 301505-0003-98 ラバークラブ（低反発） ¥6,000 ¥6,200

手具 301505-0004-38 301505-0004-98 ジュニ・アラバークラブ（低反発） ¥4,800 ¥5,000

手具 301507-0001-58 301507-0001-98 フープ（丸型） ¥3,000 ¥3,200

手具 301507-0002-58 301507-0002-98 ジュニア・フープ ¥1,500 ¥1,700

手具 301509-0011-68 301509-0011-98 コンビネーションロープ ¥5,800 ¥6,000

手具 301509-0009-58 301509-0009-98 グラデーションロープ ¥5,600 ¥5,800

手具 301509-0007-58 301509-0007-98 グラデーションロープ ¥5,600 ¥5,800

手具 301509-0001-58 301509-0001-98 ジムロープ（ナイロン） ¥3,800 ¥4,000

手具 301509-0002-58 301509-0002-98 ジムロープ（麻） ¥3,200 ¥3,500

手具 301509-0010-58 301509-0010-98 プラクティス・ジムロープ ¥2,200 ¥2,400

手具 301509-0008-58 301509-0008-98 ジュニア・ジムロープ（ナイロン） ¥2,000 ¥2,200

手具 301509-0003-58 301509-0003-98 ジュニア・ジムロープ（レーヨン） ¥1,500 ¥1,700

手具 301502-0031-38 301502-0031-98 スティック ＆ リボンホルダー ¥2,600 ¥2,800

手具 301502-0032-38 301502-0032-98 ショルダー巾着 ¥900 ¥1,000

手具 301502-0004-58 301502-0004-98 リボンケース ¥2,800 ¥3,000

手具 301502-0022-18 301502-0022-98 楕円スプリットリング（５個入り） ¥200 ¥240

手具 301504-0006-78 301504-0006-98 ボールポンプ ¥2,100 ¥2,200

手具 301504-0023-18 301504-0023-98 ボールポンプ空気交換針 ¥700 ¥800

手具 301504-0013-08 301504-0013-98 ボールクロス ¥750 ¥800

手具 301508-0007-88 301508-0007-98 フープケース ¥3,600 ¥3,800

プロテクター 301512-0001-58 301512-0001-98 トリコットサポーター（１個入り） ¥2,000 ¥2,200

プロテクター 301512-0002-28 301512-0002-98 エルボーパット（１個入り） ¥1,500 ¥1,600

プロテクター 301512-0003-18 301512-0003-98 スポーツベルト ¥3,000 ¥3,200

プラクティスウエア 301202-0018-88 301202-0018-98 クロスバックロングトップ ¥4,800 ¥5,000

プラクティスウエア 301202-0037-48 301202-0037-98 Yバックロングトップ ¥4,800 ¥5,000

プラクティスウエア 301205-0001-68 301205-0001-98 ショートインナー ¥2,900 ¥3,000

プラクティスウエア 301252-0008-18 301252-0008-98 レオタード ¥4,800 ¥5,000

プラクティスウエア 301322-0007-38 301322-0007-98 ショーツ付きショートパンツ ¥4,600 ¥4,800

プラクティスウエア 301334-0515-58 301334-0515-98 1.5分丈スパッツ ¥2,100 ¥2,200

プラクティスウエア 301334-0715-58 301334-0715-98 1.5分丈スパッツ（ベア天） ¥2,100 ¥2,300

プラクティスウエア 301337-0570-58 301337-0570-98 7分丈スパッツ ¥2,900 ¥3,000

プラクティスウエア 301337-0770-58 301337-0770-98 7分丈スパッツ（ベア天） ¥2,900 ¥3,100

レッグカバー 301301-0005-58 301301-0005-98 レッグカバー ¥1,800 ¥1,900

レッグカバー 301301-0007-58 301301-0007-98 レッグカバー ¥2,000 ¥2,100

ボディウォーマー 301300-0003-58 301300-0003-98 ボディウォーマー ¥2,000 ¥2,200

■価格改定の実施時期および対象商品（2019年2月1日（金）0時受注分より）

チャコット株式会社


