
カテゴリー 品番 製品名

ラケット NE-6780・6781 セプティアー ¥9,680 （税抜￥8,800） → ¥13,200 （税抜￥12,000）

NE-6666 セプティアー C ¥9,680 （税抜￥8,800） → ¥13,200 （税抜￥12,000）

NC-0370・0371 フライアットカーボンプロ ¥9,680 （税抜￥8,800） → ¥13,200 （税抜￥12,000）

NC-0472 トリバスカーボン ¥8,800 （税抜￥8,000） → ¥9,350 （税抜￥8,500）

NE-6191 トリバス ¥8,250 （税抜￥7,500） → ¥8,800 （税抜￥8,000）

NE-6166 ウイングライト ¥5,940 （税抜￥5,400） → ¥6,600 （税抜￥6,000）

NE-6676 ストリーク R-H ¥7,700 （税抜￥7,000） → ¥8,800 （税抜￥8,000）

NE-6123 サウンドトーン ¥6,380 （税抜¥5,800） → ¥7,150 （税抜￥6,500）

ラバー NR-8702 ファスターク G-1 ¥6,930 （税抜\6,300） → ¥7,480 （税抜\6,800）

NR-8719 ファスターク P-1 ¥6,930 （税抜\6,300） → ¥7,480 （税抜\6,800）

NR-8706 ファスターク C-1 ¥6,710 （税抜\6,100） → ¥7,260 （税抜\6,600）

NR-8703 ファスターク S-1 ¥5,170 （税抜\4,700） → ¥5,720 （税抜\5,200）

NR-8734 キョウヒョウ3国狂ブルー ¥16,500 （税抜\15,000） → ¥19,800 （税抜￥18,000）

NR-8725 キョウヒョウプロ3-TURBO BLUE- ¥6,930 （税抜\6,300） → ¥7,260 （税抜￥6,600）

NR-8721 キョウヒョウプロ3-TURBO ORANGE- ¥6,600 （税抜\6,000） → ¥6,930 （税抜￥6,300）

NR-8701 キョウヒョウ ネオ3 ¥5,280 （税抜￥4,800） → ¥5,720 （税抜￥5,200）

NR-8677 キョウヒョウ プロ2 ¥4,950 （税抜￥4,500） → ¥5,500 （税抜￥5,000）

NR-8678 キョウヒョウ プロ3 ¥4,950 （税抜￥4,500） → ¥5,500 （税抜￥5,000）

NR-8668 ニッタク キョウヒョウ2 ¥4,510 （税抜￥4,100） → ¥4,950 （税抜￥4,500）

NR-8669 ニッタク キョウヒョウ3 ¥4,510 （税抜￥4,100） → ¥4,950 （税抜￥4,500）

NR-8569 フライアット スピン ¥4,180 （税抜￥3,800） → ¥4,620 （税抜￥4,200）

NR-8561 フライアット ソフト ¥4,180 （税抜￥3,800） → ¥4,620 （税抜￥4,200）

NR-8562 フライアット ハード ¥4,180 （税抜￥3,800） → ¥4,620 （税抜￥4,200）

NR-8720 ファクティブ ¥4,400 （税抜￥4,000） → ¥4,950 （税抜￥4,500）

NR-8728 ズィーガーPK50 ¥5,500 （税抜￥5,000） → ¥6,050 （税抜￥5,500）

NR-8580 剛力快速 ¥4,400 （税抜￥4,000） → ¥4,620 （税抜￥4,200）

NR-8672 モリスト DF ¥5,170 （税抜￥4,700） → ¥6,050 （税抜￥5,500）

NR-8670 モリストSP ¥5,170 （税抜￥4,700） → ¥5,720 （税抜￥5,200）

NR-8723 モリストSP AX ¥6,270 （税抜￥5,700） → ¥6,820 （税抜￥6,200）

NR-8585 ソニックAR ¥4,620 （税抜￥4,200） → ¥4,950 （税抜￥4,500）

NR-8521 エクスプレス ¥2,750 （税抜￥2,500） → ¥3,080 （税抜￥2,800）

NR-8568 ピンプルスライド ¥4,400 （税抜￥4,000） → ¥4,620 （税抜￥4,200）

NR-8673 モリスト LP ¥4,840 （税抜￥4,400） → ¥6,050 （税抜￥5,500）

NR-8674 モリスト LP ワン ¥4,620 （税抜￥4,200） → ¥5,830 （税抜￥5,300）

ラージ NR-8592 ロイヤルプリンス ¥7,150 （税抜￥6,500） → ¥7,700 （税抜￥7,000）

NR-8575 ハヤテ44 ¥6,930 （税抜￥6,300） → ¥7,260 （税抜￥6,600）

NR-8564 ジュエルラージ ¥6,930 （税抜￥6,300） → ¥7,260 （税抜￥6,600）

NR-8559 ロイヤルラージ ¥6,160 （税抜￥5,600） → ¥6,600 （税抜￥6,000）

NR-8671 モリスト44 ¥5,830 （税抜￥5,300） → ¥6,380 （税抜￥5,800）

NR-8587 スペシャリストX ¥5,500 （税抜￥5,000） → ¥5,830 （税抜￥5,300）

NC-0415・0416 ラージブラスト ¥8,800 （税抜￥8,000） → ¥9,900 （税抜￥9,000）

NC-0193 ラージブラストP ¥8,800 （税抜￥8,000） → ¥9,900 （税抜￥9,000）

NC-0194 ラージブラストR ¥8,800 （税抜￥8,000） → ¥9,900 （税抜￥9,000）

NE-6895 ラージスターシェーク ¥6,600 （税抜￥6,000） → ¥7,700 （税抜￥7,000）

NE-6689 ラージスターペン ¥6,600 （税抜￥6,000） → ¥7,700 （税抜￥7,000）

アパレル NW-2508 ムーブラインスコート ¥4,620 （税抜¥4,200） → ¥4,950 （税抜¥4,500）

NW-2495 ウィンクルショーツ ¥5,280 （税抜¥4,800） → ¥5,830 （税抜¥5,300）

NW-2509 カルマルショーツ ¥4,510 （税抜¥4,100） → ¥5,060 （税抜¥4,600）

NW-2503 ルミスターショーツ ¥4,400 （税抜¥4,000） → ¥4,840 （税抜¥4,400）

NW-2515 サテラショーツ ¥4,180 （税抜¥3,800） → ¥4,400 （税抜¥4,000）

NW-2482 セモリアショーツ ¥4,510 （税抜¥4,100） → ¥5,060 （税抜¥4,600）

NW-2497 ロンゲーショーツ ¥4,730 （税抜¥4,300） → ¥5,280 （税抜¥4,800）

NW-2507 クォーターライトショーツ ¥5,060 （税抜¥4,600） → ¥5,500 （税抜¥5,000）

NX-2304 SABOSゲームシャツⅠ ¥13,200 （税抜¥12,000） → ¥16,500 （税抜¥15,000）

NX-2311 SABOSゲームシャツⅡ ¥10,450 （税抜¥9,500） → ¥13,200 （税抜¥12,000）

NX-2404 SABOSゲームパンツⅠ・A ¥10,450 （税抜¥9,500） → ¥13,750 （税抜¥12,500）

NX-2410 SABOSゲームパンツⅠ・B ¥10,450 （税抜¥9,500） → ¥13,750 （税抜¥12,500）

NX-2883 SABOSウィンドアップ シャツ ¥15,400 （税抜¥14,000） → ¥19,800 （税抜¥18,000）

NX-2884 SABOSウィンドアップ パンツ ¥12,100 （税抜¥11,000） → ¥17,600 （税抜¥16,000）

NX-2885 SABOSウィンドアップ 七分丈パンツ ¥11,000 （税抜¥10,000） → ¥16,500 （税抜¥15,000）

NX-2886 SABOSウォーマー シャツ ¥16,500 （税抜¥15,000） → ¥20,900 （税抜¥19,000）

NX-2887 SABOSウォーマー パンツ ¥13,200 （税抜¥12,000） → ¥18,700 （税抜¥17,000）

現行価格 2023/3/1以降改定価格



NX-2314 SABOSゲームシャツⅢ・A ¥8,140 （税抜¥7,400） → ¥9,350 （税抜¥8,500）

NX-2315 SABOSゲームシャツⅢ・B ¥8,140 （税抜¥7,400） → ¥9,350 （税抜¥8,500）

NX-2316 SABOSゲームシャツⅢ・C ¥8,140 （税抜¥7,400） → ¥9,350 （税抜¥8,500）

NX-2317 SABOSゲームシャツⅢ・LA ¥8,140 （税抜¥7,400） → ¥9,350 （税抜¥8,500）

NX-2318 SABOSゲームシャツⅢ・LB ¥8,140 （税抜¥7,400） → ¥9,350 （税抜¥8,500）

NX-2319 SABOSゲームシャツⅢ・LC ¥8,140 （税抜¥7,400） → ¥9,350 （税抜¥8,500）

NX-2320 SABOSゲームシャツⅢ・D ¥8,140 （税抜¥7,400） → ¥9,350 （税抜¥8,500）

NX-2407 SABOSゲームパンツⅢ・A ¥7,150 （税抜¥6,500） → ¥9,900 （税抜¥9,000）

NX-2408 SABOSゲームパンツⅢ・B ¥7,150 （税抜¥6,500） → ¥9,900 （税抜¥9,000）

NW-2853 ブレーカー七分丈パンツ ¥6,820 （税抜¥6,200） → ¥7,150 （税抜¥6,500）

NW-2844 ブレーカーハーフパンツ ¥6,380 （税抜¥5,800） → ¥6,710 （税抜¥6,100）

NW-2952 フィットマッチソックス ¥1,430 （税抜¥1,300） → ¥1,650 （税抜¥1,500）

バッグ＆ケース NK-7180 ポロメリックケース ¥4,730 （税抜￥4,300） → ¥5,280 （税抜￥4,800）

卓球台・備品 NT-3228 ガドー25W クリーン ¥341,000 （税抜¥310,000） → ¥363,000 （税抜¥330,000）

NT-3217 ガドー25W ¥308,000 （税抜¥280,000） → ¥330,000 （税抜¥300,000）

NT-3224 ハノーバーSL-M ¥121,000 （税抜¥110,000） → ¥154,000 （税抜¥140,000）

NT-3223 ハノーバー22-M ¥170,500 （税抜¥155,000） → ¥192,500 （税抜¥175,000）

NT-3226 クレスト18 クリーン ¥113,300 （税抜¥103,000） → ¥126,500 （税抜¥115,000）

NT-3216 クレスト18 ¥93,500 （税抜¥85,000） → ¥104,500 （税抜¥95,000）

NT-3225 クレスト25 クリーン ¥239,800 （税抜¥218,000） → ¥253,000 （税抜¥230,000）

NT-3215 クレスト25 ¥220,000 （税抜¥200,000） → ¥231,000 （税抜¥210,000）

NT-3407 アジャストサポート＆ネットセット ¥6,820 （税抜¥6,200） → ¥7,150 （税抜¥6,500）

NT-3512 アジャストサポート用ネット ¥1,870 （税抜¥1,700） → ¥2,200 （税抜¥2,000）

NT-3404 I.N.サポート＆ネットセット ¥13,200 （税抜¥12,000） → ¥15,400 （税抜¥14,000）

NT-3405 I.N.サポート ¥11,000 （税抜¥10,000） → ¥13,200 （税抜¥12,000）

NT-3414 クイックサポート クリーン ¥5,060 （税抜¥4,600） → ¥5,500 （税抜¥5,000）

NT-3408 クイックサポート ¥4,180 （税抜¥3,800） → ¥4,620 （税抜¥4,200）

NT-3505 カラーネット ¥1,760 （税抜¥1,600） → ¥1,980 （税抜¥1,800）

NT-3621 卓球フェンスAL ¥12,980 （税抜¥11,800） → ¥15,180 （税抜¥13,800）

NT-3627 卓球フェンスAL クリーン ¥15,400 （税抜¥14,000） → ¥17,600 （税抜¥16,000）

NT-3623 卓球フェンスAL200 ¥18,700 （税抜¥17,000） → ¥20,900 （税抜¥19,000）

NT-3629 卓球フェンスAL200 クリーン ¥23,100 （税抜¥21,000） → ¥25,300 （税抜¥23,000）

NT-3622 マグかるフェンスAL ¥16,280 （税抜¥14,800） → ¥18,480 （税抜¥16,800）

NT-3628 マグかるフェンスAL クリーン ¥18,700 （税抜¥17,000） → ¥20,900 （税抜¥19,000）

NT-3624 マグかるフェンスAL200 ¥22,000 （税抜¥20,000） → ¥24,200 （税抜¥22,000）

NT-3630 マグかるフェンスAL200 クリーン ¥24,000 （税抜¥26,400） → ¥28,600 （税抜¥26,000）

NT-3625 フェンスALカバー140 ¥5,280 （税抜¥4,800） → ¥5,720 （税抜¥5,200）

NT-3631 マジ防フェンス クリーン ¥17,820 （税抜¥16,200） → ¥20,570 （税抜¥18,700）

NT-3739 マジ防ジョイント クリーン ¥3,080 （税抜¥2,800） → ¥3,520 （税抜¥3,200）

NT-3707 フェンス運搬車 ¥93,500 （税抜¥85,000） → ¥104,500 （税抜¥95,000）

NT-3733 フェンス運搬車 クリーン ¥100,100 （税抜¥91,000） → ¥111,100 （税抜¥101,000）

NT-3718 フェンス運搬車200 ¥123,200 （税抜¥112,000） → ¥128,700 （税抜¥117,000）

NT-3738 フェンス運搬車200 クリーン ¥132,000 （税抜¥120,000） → ¥137,500 （税抜¥125,000）

NT-3391 トレボックス ¥33,000 （税抜¥30,000） → ¥38,500 （税抜¥35,000）

NT-3711 副審判台 ¥74,800 （税抜¥68,000） → ¥82,500 （税抜¥75,000）

NL-9595 トスコイン ¥330 （税抜¥300） → ¥550 （税抜¥500）

NL-9598 ストップウォッチ ¥3,300 （税抜¥3,000） → ¥4,400 （税抜¥4,000）

NL-9599 アンパイアセット ¥6,930 （税抜¥6,300） → ¥7,700 （税抜¥7,000）

NT-3019 ロボキャリーバッグ ¥6,600 （税抜¥6,000） → ¥7,700 （税抜¥7,000）

メンテナンス NL-9592 ストライプガード 8mm ¥275 （税抜￥250） → ¥330 （税抜￥300）

NL-9593 ストライプガード 10mm ¥275 （税抜￥250） → ¥330 （税抜￥300）

NL-9594 ストライプガード 12mm ¥275 （税抜￥250） → ¥330 （税抜￥300）

NL-9181 ストライプガードⅡ 10mm ¥275 （税抜￥250） → ¥330 （税抜￥300）

NL-9182 ストライプガードⅡ 12mm ¥275 （税抜￥250） → ¥330 （税抜￥300）

グッズ NL-9567 ミニラケットペン ¥385 （税抜¥350） → ¥440 （税抜¥400）

NL-9568 ミニラケットシェーク ¥385 （税抜¥350） → ¥440 （税抜¥400）

NL-9600 マスコットラケットペン ¥330 （税抜¥300） → ¥385 （税抜¥350）

NL-9601 マスコットラケットシェーク ¥330 （税抜¥300） → ¥385 （税抜¥350）

NL-9645 サインラケット ¥550 （税抜¥500） → ¥660 （税抜¥600）


