
価格改定のお知らせ 大和マーク株式会社

商品コード 商品名 旧価格 新定価

8000151103 薄貝  ラミネート貝  0.2mm ¥1,200 ¥1,560

8000151611 厚貝  ラミネート緑貝　65x115x1.5mm ¥3,950 ¥5,140

8000151612 厚貝  ラミネート赤貝　65x115x1.5mm ¥3,950 ¥5,140

800102301B ポジションNo.101B　ラミネート貝 唐草 ¥11,350 ¥13,050

800102412B ポジション No.112B　ラミネート貝 ¥5,700 ¥6,560

800102413B ポジション No.113B 6角 ¥5,700 ¥6,560

800102413A ポジション No.113A 6角 ¥5,700 ¥6,560

800143258B ロゼッタNo.1202 ¥1,440 ¥1,660

800143258C ロゼッタNo.1203 ¥1,890 ¥2,170

800143258D ロゼッタNo.1205 ¥2,300 ¥2,650

800144101B ロゼッタNo.UK-01B ¥640 ¥740

800144102B ロゼッタNo.UK-02B ¥640 ¥740

800144111B ロゼッタNo.UK-11B ¥800 ¥920

800144112B ロゼッタNo.UK-12B ¥800 ¥920

800144121B ロゼッタNo.UK-21B ¥800 ¥920

800144122B ロゼッタNo.UK-22B ¥800 ¥920

8001727700 パーフリングNo.770 ¥5,900 ¥6,790

8001727710 パーフリングNo.771 ¥5,900 ¥6,790

800172770A パーフリングNo.770A ¥60 ¥69

800172770B パーフリングNo.770B ¥80 ¥92

800172770C パーフリングNo.770C ¥80 ¥92

800172770D パーフリングNo.770D ¥80 ¥92

800172770E パーフリングNo.770E ¥80 ¥92

800172771A パーフリングNo.771A ¥60 ¥69

800172771B パーフリングNo.771B ¥80 ¥92

800172771C パーフリングNo.771C ¥80 ¥92

800172771D パーフリングNo.771D ¥80 ¥92

800172771E パーフリングNo.771E ¥80 ¥92

800172772A パーフリングNo.772A ¥5,900 ¥6,790

800172772B パーフリングNo.772B ¥5,900 ¥6,790

8001744010 パーフリングNo.UP-01 ¥3,000 ¥3,450

8001744050 パーフリングNo.UP-05 ¥4,300 ¥4,950

8001744110 パーフリングNo.UP-11 ¥3,000 ¥3,450

8001744150 パーフリングNo.UP-15 ¥4,300 ¥4,950

8001744200 パーフリングNo.UP-20 ¥3,000 ¥3,450

8001744210 パーフリングNo.UP-21 ¥3,000 ¥3,450

800174420A パーフリングNo.UP-20A ¥60 ¥69

800174420B パーフリングNo.UP-20B ¥80 ¥92

800174420C パーフリングNo.UP-20C ¥80 ¥92

800174420D パーフリングNo.UP-20D ¥80 ¥92

800174420E パーフリングNo.UP-20E ¥80 ¥92

800174421A パーフリングNo.UP-21A ¥60 ¥69

800174421B パーフリングNo.UP-21B ¥80 ¥92

800174421C パーフリングNo.UP-21C ¥80 ¥92

800174421D パーフリングNo.UP-21D ¥80 ¥92

800174421E パーフリングNo.UP-21E ¥80 ¥92



価格改定のお知らせ 大和マーク株式会社

商品コード 商品名 旧価格 新定価

800172011A CABパーフリング　No.011A 黒 ¥64 ¥65

800172011B CABパーフリング　No.011B 白 ¥64 ¥65

800172011C CABパーフリング　No.011C アイボリー ¥64 ¥65

800172012A CABパーフリング　No.012A 黒 ¥74 ¥76

800172012B CABパーフリング　No.012B 白 ¥74 ¥76

800172012C CABパーフリング　No.012C アイボリー ¥74 ¥76

800172012D CABパーフリング　No.012D 茶 ¥74 ¥76

800172012F CABパーフリング　No.012F ビンテージホワイト ¥74 ¥76

800172013A CABパーフリング　No.013A 黒 ¥96 ¥98

800172013B CABパーフリング　No.013B 白 ¥96 ¥98

800172013C CABパーフリング　No.013C アイボリー ¥96 ¥98

800172014A CABパーフリング　No.014A 黒 ¥106 ¥108

800172014B CABパーフリング　No.014B 白 ¥106 ¥108

800172014C CABパーフリング　No.014C アイボリー ¥106 ¥108

800172014D CABパーフリング　No.014D 茶 ¥106 ¥108

800172021A CABパーフリング　No.021A 黒 ¥69 ¥70

800172021B CABパーフリング　No.021B 白 ¥69 ¥70

800172021C CABパーフリング　No.021C アイボリー ¥69 ¥70

800172022A CABパーフリング　No.022A 黒 ¥85 ¥87

800172022B CABパーフリング　No.022B 白 ¥85 ¥87

800172022C CABパーフリング　No.022C アイボリー ¥85 ¥87

800172022D CABパーフリング　No.022D 茶 ¥85 ¥87

800172022F CABパーフリング　No.022F ビンテージホワイト ¥95 ¥97

800172023A CABパーフリング　No.023A 黒 ¥100 ¥102

800172023B CABパーフリング　No.023B 白 ¥100 ¥102

800172023C CABパーフリング　No.023C アイボリー ¥100 ¥102

800172024A CABパーフリング　No.024A 黒 ¥111 ¥113

800172024B CABパーフリング　No.024B 白 ¥111 ¥113

800172024C CABパーフリング　No.024C アイボリー ¥111 ¥113

800172024D CABパーフリング　No.024D 茶 ¥111 ¥113

800175320W CABシートNo.20-W　白2.0ｍｍ ¥5,300 ¥5,410

800175320I CABシートNo.20-I　アイボリー2.0ｍｍ ¥5,300 ¥5,410

800175320B CABシートNo.20-B　黒2.0ｍｍ ¥5,300 ¥5,410

800175315W CABシートNo.15-W　白1.5ｍｍ ¥4,030 ¥4,110

800175315R CABシートNo.15-R　茶1.5ｍｍ ¥4,030 ¥4,110

800175315N CABシートNo.15-N　乳白1.5mm ¥4,030 ¥4,110

800175315I CABシートNo.15-I　アイボリー1.5mm ¥4,030 ¥4,110

800175315B CABシートNo.15-B　黒1.5mm ¥4,030 ¥4,110

800175310W CABシートNo.10-W　白1.0mm ¥2,650 ¥2,700

800175310R CABシートNo.10-R　茶1.0mm ¥2,650 ¥2,700

800175310I CABシートNo.10-I　アイボリー1.0mm ¥2,650 ¥2,700

800175310B CABシートNo.10-B　黒1.0mm ¥2,650 ¥2,700

800175308W CABシートNo.08-W　白0.8mm ¥2,120 ¥2,160

800175308I CABシートNo.08-I　アイボリー0.8mm ¥2,120 ¥2,160

800175308B CABシートNo.08-B　黒0.8mm ¥2,120 ¥2,160
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800175305W CABシートNo.05-W　白0.5mm ¥1,380 ¥1,410

800175305R CABシートNo.05-R　茶0.5mm ¥1,380 ¥1,410

800175305I CABシートNo.05-I　アイボリー0.5mm ¥1,380 ¥1,410

800175305B CABシートNo.05-B　黒0.5mm ¥1,380 ¥1,410

800175303W CABシートNo.03-W　白0.3mm ¥800 ¥820

800175303I CABシートNo.03-I　アイボリー0.3mm ¥800 ¥820

800175303B CABシートNo.03-B　黒0.3mm ¥800 ¥820

800182901A ヒール用素材　No.HC-01A ¥370 ¥380

800182901B ヒール用素材　No.HC-01B ¥370 ¥380

800182901C ヒール用素材　No.HC-01C ¥370 ¥380

800182901F ヒール用素材　No.HC-01F ¥370 ¥380

800182061A CABバインディング　No.061A黒 ¥223 ¥230

800182061B CABバインディング　No.061B白 ¥223 ¥230

800182061C CABバインディング　No.061Cアイボリー ¥223 ¥230

800182062A CABバインディング　No.062A黒 ¥265 ¥270

800182062B CABバインディング　No.062B白 ¥265 ¥270

800182062C CABバインディング　No.062Cアイボリー ¥265 ¥270

800182062D CABバインディング　No.062D茶 ¥265 ¥270

800182062F CABバインディング　No.062Fビンテージホワイト ¥300 ¥310

800182063A CABバインディング　No.063A黒 ¥320 ¥330

800182063B CABバインディング　No.063B白 ¥320 ¥330

800182063C CABバインディング　No.063Cアイボリー ¥320 ¥330

800182064A CABバインディング　No.064A黒 ¥350 ¥360

800182064B CABバインディング　No.064B白 ¥350 ¥360

800182064C CABバインディング　No.064Cアイボリー ¥350 ¥360

800182064D CABバインディング　No.064D茶 ¥350 ¥360

800182065A CABバインディング　No.065A黒 ¥445 ¥455

800182065B CABバインディング　No.065B白 ¥445 ¥455

800182065C CABバインディング　No.065Cアイボリー ¥445 ¥455

800182065D CABバインディング　No.065D茶 ¥445 ¥455

800182065F CABバインディング　No.065Fビンテージホワイト ¥530 ¥540

800182066A CABバインディング　No.066A黒 ¥570 ¥580

800182066B CABバインディング　No.066B白 ¥570 ¥580

800182066C CABバインディング　No.066Cアイボリー ¥570 ¥580

800182066F CABバインディング　No.066Fビンテージホワイト ¥640 ¥650

800182071A CABバインディング　No.071A黒 ¥255 ¥260

800182071B CABバインディング　No.071B白 ¥255 ¥260

800182071C CABバインディング　No.071Cアイボリー ¥255 ¥260

800182072A CABバインディング　No.072A黒 ¥320 ¥330

800182072B CABバインディング　No.072B白 ¥320 ¥330

800182072C CABバインディング　No.072Cアイボリー ¥320 ¥330

800182072D CABバインディング　No.072D茶 ¥320 ¥330

800182072F CABバインディング　No.072Fビンテージホワイト ¥370 ¥380

800182073A CABバインディング　No.073A黒 ¥380 ¥390

800182073B CABバインディング　No.073B 白 ¥380 ¥390
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800182073C CABバインディング　No.073C アイボリー ¥380 ¥390

800182074A CABバインディング　No.074A 黒 ¥445 ¥455

800182074B CABバインディング　No.074B 白 ¥445 ¥455

800182074C CABバインディング　No.074C アイボリー ¥445 ¥455

800182074D CABバインディング　No.074D 茶 ¥445 ¥455

800182075A CABバインディング　No.075A 黒 ¥570 ¥580

800182075B CABバインディング　No.075B 白 ¥570 ¥580

800182075C CABバインディング　No.075C アイボリー ¥570 ¥580

800182075D CABバインディング　No.075D 茶 ¥570 ¥580

800182075F CABバインディング　No.075F ビンテージホワイト ¥640 ¥650

800182076A CABバインディング　No.076A 黒 ¥640 ¥650

800182076B CABバインディング　No.076B 白 ¥640 ¥650

800182076C CABバインディング　No.076C アイボリー ¥640 ¥650

800182076F CABバインディング　No.076F ビンテージホワイト ¥740 ¥755

800182081A CABバインディング　No.081A 黒 ¥265 ¥270

800182081B CABバインディング　No.081B 白 ¥265 ¥270

800182081C CABバインディング　No.081C  アイボリー ¥265 ¥270

800182082A CABバインディング　No.082A 黒 ¥320 ¥330

800182082B CABバインディング　No.082B 白 ¥320 ¥330

800182082C CABバインディング　No.082C アイボリー ¥320 ¥330

800182082D CABバインディング　No.082D 茶 ¥320 ¥330

800182082F CABバインディング　No.082F ビンテージホワイト ¥370 ¥380

800182083A CABバインディング　No.083A 黒 ¥400 ¥410

800182083B CABバインディング　No.083B 白 ¥400 ¥410

800182083C CABバインディング　No.083C アイボリー ¥400 ¥410

800182084A CABバインディング　No.084A 黒 ¥480 ¥490

800182084B CABバインディング　No.084B 白 ¥480 ¥490

800182084C CABバインディング　No.084C アイボリー ¥480 ¥490

800182084D CABバインディング　No.084D 茶 ¥480 ¥490

800182085A CABバインディング　No.085A 黒 ¥570 ¥580

800182085B CABバインディング　No.085B 白 ¥570 ¥580

800182085C CABバインディング　No.085C アイボリー ¥570 ¥580

800182085D CABバインディング　No.085D 茶 ¥570 ¥580

800182085E CABバインディング　No.085E 乳白色 ¥570 ¥580

800182085F CABバインディング　No.085F ビンテージホワイト ¥670 ¥680

800182086A CABバインディング　No.086A 黒 ¥690 ¥700

800182086B CABバインディング　No.086B 白 ¥690 ¥700

800182086C CABバインディング　No.086C アイボリー ¥690 ¥700

800182086F CABバインディング　No.086F ビンテージホワイト ¥800 ¥820

800182105A CABバインディング　No.105A 黒 ¥690 ¥700

800182105B CABバインディング　No.105B 白 ¥690 ¥700

800182105C CABバインディング　No.105C アイボリー ¥690 ¥700

800182105D CABバインディング　No.105D 茶 ¥690 ¥700

800182105E CABバインディング　No.105E 乳白色 ¥690 ¥700

800182105F CABバインディング　No.105F ビンテージホワイト ¥800 ¥820
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商品コード 商品名 旧価格 新定価

800182106A CABバインディング　No.106A 黒 ¥830 ¥850

800182106B CABバインディング　No.106B 白 ¥830 ¥850

800182106C CABバインディング　No.106C アイボリー ¥830 ¥850

800182156A CABバインディング　No.156A 黒 ¥1,110 ¥1,130

800182156B CABバインディング　No.156B 白 ¥1,110 ¥1,130

800182156C CABバインディング　No.156C アイボリー ¥1,110 ¥1,130

800184031A CABバインディング　No.031A 黒 ¥150 ¥155

800184031B CABバインディング　No.031B 白 ¥150 ¥155

800184031C CABバインディング　No.031C アイボリー ¥150 ¥155

800184032A CABバインディング　No.032A 黒 ¥190 ¥195

800184032B CABバインディング　No.032B 白 ¥190 ¥195

800184032C CABバインディング　No.032C アイボリー ¥190 ¥195

800184032D CABバインディング　No.032D 茶 ¥190 ¥195

800184033A CABバインディング　No.033A  黒 ¥200 ¥205

800184033B CABバインディング　No.033B  白 ¥200 ¥205

800184033C CABバインディング　No.033C  アイボリー ¥200 ¥205

800184034A CABバインディング  　No.034A 黒 ¥223 ¥230

800184034B CABバインディング　No.034B 白 ¥223 ¥230

800184034C CABバインディング　No.034C アイボリー ¥223 ¥230

800184034D CABバインディング　No.034D 茶 ¥223 ¥230

800184044A CABバインディング　No.044A 黒 ¥255 ¥260

800184044B CABバインディング　No.044B 白 ¥255 ¥260

800184044C CABバインディング　No.044C アイボリー ¥255 ¥260

800184044D CABバインディング　No.044D 茶 ¥255 ¥260

8001651072 エレキパネル用　KD1-W　べっ甲4P ¥3,300 ¥3,650

8001651073 エレキパネル用　KD1-V　べっ甲4P ¥3,300 ¥3,650

8001651074 エレキパネル用　KD1-MG　べっ甲4P ¥3,300 ¥3,650

8001651075 エレキパネル用　KD2-W　茶べっ甲4P ¥3,300 ¥3,650

8001651076 エレキパネル用　KD3-W　黒べっ甲4P ¥3,300 ¥3,650
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商品コード 商品名 旧価格 新定価

8002221010 ピックアップ　ＳＴ-Classic, Black, ﾌﾛﾝﾄ用 ¥5,400 ¥6,200

8002221011 ピックアップ　ＳＴ-Classic, Black, ｾﾝﾀｰ用 ¥5,400 ¥6,200

8002221012 ピックアップ　ＳＴ-Classic, Black, ﾘｱ用 ¥5,400 ¥6,200

8002221016 ピックアップ　ＳＴ-Classic, White, ﾌﾛﾝﾄ用 ¥5,400 ¥6,200

8002221017 ピックアップ　ＳＴ-Classic, White､ｾﾝﾀｰ用 ¥5,400 ¥6,200

8002221018 ピックアップ　ＳＴ-Classic, White､ﾘｱ用 ¥5,400 ¥6,200

8002221020 ピックアップ　ＳＴ-Classic α, Black, ﾌﾛﾝﾄ用 ¥5,580 ¥6,350

8002221021 ピックアップ　ＳＴ-Classic α, Black, ｾﾝﾀｰ用 ¥5,580 ¥6,350

8002221022 ピックアップ　ＳＴ-Classic α, Black, ﾘｱ用 ¥5,580 ¥6,350

8002221026 ピックアップ　ＳＴ-Classic α, White, ﾌﾛﾝﾄ用 ¥5,580 ¥6,350

8002221027 ピックアップ　ＳＴ-Classic α, White, ｾﾝﾀｰ用 ¥5,580 ¥6,350

8002221028 ピックアップ　ＳＴ-Classic α, White, ﾘｱ用 ¥5,580 ¥6,350

8002221030 ピックアップ　ＳＴ-Custom, Black, ﾌﾛﾝﾄ用 ¥3,900 ¥4,500

8002221031 ピックアップ　ＳＴ-Custom, Black, ｾﾝﾀｰ用 ¥3,900 ¥4,500

8002221032 ピックアップ　ＳＴ-Custom, Black, ﾘｱ用 ¥3,900 ¥4,500

8002221036 ピックアップ　ＳＴ-Custom, White, ﾌﾛﾝﾄ用 ¥3,900 ¥4,500

8002221037 ピックアップ　ＳＴ-Custom, White, ｾﾝﾀｰ用 ¥3,900 ¥4,500

8002221038 ピックアップ　ＳＴ-Custom, White, ﾘｱ用 ¥3,900 ¥4,500

8002221110 ピックアップ　HB-Classic､ ﾌﾛﾝﾄ用 ¥6,270 ¥7,600

8002221111 ピックアップ　HB-Classic､ ﾘｱ用 ¥6,270 ¥7,600

8002221116 ピックアップ　HB-Classic  ｶﾊﾞｰ付, ﾌﾛﾝﾄ用 ¥9,300 ¥10,900

8002221117 ピックアップ　HB-Classic  ｶﾊﾞｰ付, ﾘｱ用 ¥9,300 ¥10,900

8002221120 ピックアップ　HB-Classic  α, ﾌﾛﾝﾄ用 ¥6,360 ¥7,700

8002221121 ピックアップ　HB-Classic  α, ﾘｱ用 ¥6,360 ¥7,700

8002221126 ピックアップ　HB-Classic  α ｶﾊﾞｰ付, ﾌﾛﾝﾄ用 ¥9,630 ¥11,000

8002221127 ピックアップ　HB-Classic  α ｶﾊﾞｰ付, ﾘｱ用 ¥9,630 ¥11,000

8002221130 ピックアップ　HB-Custom, ﾌﾛﾝﾄ用 ¥5,760 ¥7,100

8002221131 ピックアップ　HB-Custom, ﾘｱ用 ¥5,760 ¥7,100

8002221210 ピックアップ　TL-Classic, ﾌﾛﾝﾄ用 ¥6,870 ¥7,450

8002221211 ピックアップ　TL-Classic, ﾘｱ用 ¥5,310 ¥6,450

8002221216 ピックアップ　TL-Classic α, ﾌﾛﾝﾄ用 ¥6,960 ¥7,550

8002221217 ピックアップ　TL-Classic, α, ﾘｱ用 ¥5,310 ¥6,650

8002221220 ピックアップ　TL-Custom, ﾌﾛﾝﾄ用 ¥6,360 ¥6,600

8002221221 ピックアップ　TL-Custom, ﾘｱ用 ¥3,990 ¥4,700

8002221260 ピックアップ　HB-Distortion, ﾌﾛﾝﾄ用 ¥5,760 ¥7,100

8002221261 ピックアップ　HB-Distortion, ﾘｱ用 ¥5,760 ¥7,100

8002221310 ピックアップ　SB-Classic, ﾌﾛﾝﾄ用 ¥6,300 ¥9,000

8002221311 ピックアップ　SB-Classic, ﾘｱ用 ¥6,300 ¥9,000

8002221320 ピックアップ　ＯＬＤ－１, ﾌﾛﾝﾄ用 ¥4,470 ¥6,000

8002221321 ピックアップ　ＯＬＤ－１, ﾘｱ用 ¥4,470 ¥6,000

8002221330 ピックアップ　TV-1, ﾌﾛﾝﾄ用 ¥4,830 ¥6,400

8002221331 ピックアップ　TV-1, ﾘｱ用 ¥4,830 ¥6,400

8002221340 ピックアップ　TWIN-RAIL ¥5,130 ¥6,100

8002222010 ピックアップ　JB-Classic, ﾌﾛﾝﾄ用 ¥6,090 ¥6,800

8002222011 ピックアップ　JB-Classic, ﾘｱ用 ¥6,090 ¥6,800
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商品コード 商品名 旧価格 新定価

8002222016 ピックアップ　JB-Classic α, ﾌﾛﾝﾄ用 ¥6,300 ¥7,100

8002222017 ピックアップ　JB-Classic α, ﾘｱ用 ¥6,300 ¥7,100

8002222020 ピックアップ　JB-Custom, ﾌﾛﾝﾄ用 ¥3,930 ¥4,600

8002222021 ピックアップ　JB-Custom, ﾘｱ用 ¥3,930 ¥4,600

8002222040 ピックアップ　PB-Classic ¥6,990 ¥8,000

8002222050 ピックアップ　PB-Custom ¥4,890 ¥5,700

8002223010 スプリング　 No.PG08 ¥350 ¥720

8002223020 スプリング　 No.PG17 ¥350 ¥720

8002223030 スプリング 　No.PG21 ¥350 ¥720

8002223040 スプリング　No.PG27 ¥350 ¥720

8002223050 スプリング　No.PG30 ¥350 ¥720

8002223060 スプリング　No.PG42 ¥350 ¥720

8002224111 ピックアップカバー　PC-2 WH ¥300 ¥480

8002224112 ピックアップカバー　PC-2 BK ¥300 ¥480

8002224151 ピックアップカバー　PC-3 WH ¥300 ¥480

8002224152 ピックアップカバー　PC-3 BK ¥300 ¥480

8002224153 ピックアップカバー　PC-3 IV ¥300 ¥480

8002224154 ピックアップカバー　PC-3 MG ¥300 ¥480

8002224211 ピックアップカバー　PC-41 CR リア用 ¥2,800 ¥3,200

8002224212 ピックアップカバー　PC-41 NI リア用 ¥2,700 ¥3,050

8002224213 ピックアップカバー　PC-41 G リア用 ¥3,100 ¥5,200

8002224231 ピックアップカバー　PC-43 CR　フロント用 ¥2,800 ¥3,200

8002224232 ピックアップカバー　PC-43 NI フロント用 ¥2,700 ¥3,050

8002224233 ピックアップカバー　PC-43 G フロント用 ¥3,100 ¥5,200

8002224411 ピックアップカバー　PC-J  WH フロント用 ¥300 ¥500

8002224412 ピックアップカバー　PC-J BK フロント用 ¥300 ¥500

8002224421 ピックアップカバー　PC-J WH リア用 ¥300 ¥500

8002224422 ピックアップカバー　PC-J BK リア用 ¥300 ¥500

8002224431 ピックアップカバー　PC-JM フロント用 ¥400 ¥540

8002224441 ピックアップカバー　PC-JM   リア用 ¥400 ¥540

8002225010 エスカッション　No.ES-1/BK フロント ¥480 ¥530

8002225011 エスカッション　No.ES-2/BK リア ¥480 ¥550

8002225012 エスカッション　No.ES-1/WH フロント ¥480 ¥530

8002225013 エスカッション　No.ES-2/WH リア ¥480 ¥550

8002225014 エスカッション　No.ES-1/IV フロント ¥480 ¥530

8002225015 エスカッション　No.ES-2/IV リア ¥480 ¥550

8002225018 エスカッション　No.ES-FP/BK フロント ¥400 ¥540

8002225019 エスカッション　No.ES-RP/BK リア ¥400 ¥560

8002225030 エスカッション　No.ES-R1/BK フロント ¥420 ¥580

8002225031 エスカッション　No.ES-R2/BK リア ¥420 ¥590

8002225032 エスカッション　No.ES-R1/CRM フロント ¥420 ¥580

8002225033 エスカッション　No.ES-R2/CRM リア ¥420 ¥590

8002229010 アジャスター　No.HAJ-P  2ケ/セット ¥840 ¥1,100

8002229020 アジャスター　No.HAJ-J ¥600 ¥800



価格改定のお知らせ 大和マーク株式会社

商品コード 商品名 旧価格 新定価

8002321301 ポット　No.CTS-250A（CTS製） ¥1,000 ¥1,100

8002321302 ポット　No.CTS-250B （CTS製） ¥1,000 ¥1,100

8002321311 ポット　No.CTS-500A （CTS製） ¥1,000 ¥1,100

8002321312 ポット　No.CTS-500B （CTS製） ¥1,000 ¥1,100

8002321101 ポット　No.PP-V 250KA ¥900 ¥1,020

8002321102 ポット　No.PP-V 250KB ¥900 ¥1,020

8002321111 ポット　No.PP-V 500KA ¥900 ¥1,020

8002321112 ポット　No.PP-V  500KB ¥900 ¥1,020

8002322010 オープンジャック　No.RG-100E NI ¥680 ¥710

8002322011 オープンジャック　No.RG-100E BK ¥770 ¥800

8002322012 オープンジャック　No.RG-100E G ¥870 ¥890

8002322020 オープンジャック　No.RG-100 NI ¥720 ¥740

8002322021 オープンジャック　No.RG-100 BK ¥800 ¥830

8002322022 オープンジャック　No.RG-100 G ¥900 ¥950

8002323110 トグルスイッチ　No.DM-20　N ¥1,300 ¥1,530

8002323111 トグルスイッチ　No.DM-20　B ¥1,600 ¥1,730

8002323112 トグルスイッチ　No.DM-20　G ¥1,600 ¥1,760

8002323120 トグルスイッチ　No.DM-70　N ¥1,300 ¥1,530

8002323121 トグルスイッチ　No.DM-70　B ¥1,600 ¥1,730

8002323122 トグルスイッチ　No.DM-70　G ¥1,600 ¥1,760

8002323310 ミニスイッチ　No.MS-SW-2N C ¥1,300 ¥1,670

8002323311 ミニスイッチ　No.MS-SW-2N B ¥1,400 ¥1,890

8002323320 ミニスイッチ　No.MS-SW-NFN C ¥1,400 ¥1,740

8002323321 ミニスイッチ　No.MS-SW-NFN B ¥1,400 ¥1,950

8002323330 ミニスイッチ　No.MS-SW-3N C ¥1,400 ¥1,800

8002323331 ミニスイッチ　No.MS-SW-3N B ¥1,400 ¥2,000

8002914511 木彫ヤスリCP　8型平極細目　MKCP008A5B ¥2,310 ¥2,540

8002914113 木彫ヤスリ150　平中目  柄付　MK150A3B ¥1,760 ¥2,030

8002914123 木彫ヤスリ150　半丸中目  柄付　MK150B3B ¥1,760 ¥2,030

8002914213 木彫ヤスリ200　平中目  柄付　MK200A3 ¥2,310 ¥2,660

8002914223 木彫ヤスリ200　半丸中目  柄付　MK200B3 ¥2,310 ¥2,660

8002914311 木彫ヤスリCP150　平極細目　MKCP150A5 ¥2,750 ¥3,030

8002914312 木彫ヤスリCP150　平細目　MKCP150A4 ¥2,530 ¥2,790

8002914321 木彫ヤスリCP150　半丸極細目　MKCP150B5 ¥2,750 ¥3,030

8002914322 木彫ヤスリCP150　半丸細目　MKCP150B4 ¥2,530 ¥2,790

8002914411 木彫ヤスリCP200　平極細目　MKCP200A5 ¥3,410 ¥3,750

8002914412 木彫ヤスリCP200　平細目　MKCP200A4 ¥3,080 ¥3,390

8002914421 木彫ヤスリCP200　半丸極細目　MKCP200B5 ¥3,410 ¥3,750

8002914422 木彫ヤスリCP200　半丸細目　MKCP200B4 ¥3,080 ¥3,390

8002914521 木彫ヤスリCP　8型半丸極細目　MKCP008B5B ¥2,310 ¥2,540

8002914592 カーブヤスリCP　8型半丸細目　MKCP008B4R ¥2,750 ¥3,030


