
商品価格改定一覧
2022年8月1日より変更　

　　定価変更
送料 　　　　税込み 　　消費税別
区分 商品番号 　　　　　商品名  本体価格      旧単価

P3
Ｄ RM-16 ランニングマシン用ゴムマット 100×200×0.5cm ¥19,800 ¥18,000 ¥16,000
S TRI-60 トレッドミル用シリコンオイル1kg缶 ¥6,600 ¥6,000 ¥6,000
A OIL-900 トレッドミル専用シリコンスプレー ¥990 ¥900 ¥900

P8
J HJ-2021 低速ヘルスジョガー 100V 肘掛けパッド付き ¥302,500 ¥275,000 ¥250,000

問/受 HJ-2021G 低速ヘルスジョガー 100V　HMT-Pガード付 ¥412,500 ¥375,000 ¥350,000
S HJ-2021S 専用ステップ台 ¥20,350 ¥18,500 ¥17,000
J HJ-400 ヘルスジョガー：手摺付きウオーカー100V ¥484,000 ¥440,000 ¥400,000

問/受 HJ-400G ヘルスジョガー：手摺付きHMT-Pガード付 ¥594,000 ¥540,000 ¥500,000
P9 　家庭用

G HJ-2017 ヘルスジョガー 100V ¥159,500 ¥145,000 ¥125,000

Ｐ11 　　アップライトバイク　：業務用
D RM-53 サイクル用ゴムマット 60ｘ100ｘ0.3cm ¥6,600 ¥6,000 ¥5,300
D RM-105 サイクル用ゴムマット 100ｘ200ｘ0.3cm ¥12,650 ¥11,500 ¥10,500

Ｐ12 　　　　アップライトバイク＆ステップ
G CH－3296 エクササイズ　バイク ¥291,500 ¥265,000 ¥250,000
問 DK-1007A アップライト　バイク ¥128,700 ¥117,000 ¥115,000
問 DK-8920 アップライト　バイク ¥75,680 ¥68,800 ¥64,000
問 DK-8702P アップライト　バイク（折り畳み式） ¥74,580 ¥67,800 ¥62,800
G SEG-9770 アッパーロアーバイク ¥198,000 ¥180,000 ¥165,000
S SEG-977B 車椅子使用専用バー ¥7,700 ¥7,000 ¥6,000

P13 リカンベント　バイク
I RB-3500AD リカンベント バイク ¥385,000 ¥350,000 ¥330,000
Ｈ SFR-40 リカンベントバイク ¥220,000 ¥200,000 ¥180,000
Ｇ RB-4700 リカンベントバイク ¥154,000 ¥140,000 ¥120,000

Ｐ14 手脚運動・リハビリ用機器
G CH-360 電動式　関節可動域 360リハビリマシン ¥363,000 ¥330,000 ¥320,000
E ＳＢ－0010 スポット☆バイク ¥99,000 ¥90,000 ¥85,000
E PB-200 電動式手脚　トレーニング器具 ラビット　 ¥148,500 ¥135,000 ¥110,000

P１6 リラクゼーション
H TE-480E テーブルローラーE型 ネット付 ¥550,000 ¥500,000 ¥480,000
H TD-430D テーブルローラーD型 ネット付 ¥495,000 ¥450,000 ¥430,000
G BE-380 ビューティーローラーE型 ネット付 ¥440,000 ¥400,000 ¥380,000
G BD-330 ビューティーローラーD型 ネット付 ¥385,000 ¥350,000 ¥330,000
G CR-270 シェイプアップローラー ネット付 ¥319,000 ¥290,000 ¥270,000
A FB-100用　ダブルベルト　 ¥12,100 ¥11,000 ¥10,000

問/受 DX-386 ベルトトレーナー ¥440,000 ¥400,000 ¥386,000
A 386-L ベルトトレーナー用広幅ベルト ¥14,300 ¥13,000 ¥12,000
A 386-S ベルトトレーナー用細幅ベルト ¥14,300 ¥13,000 ¥12,000

P１7 振動マシン＆ストレッチ
問/受 TM-223 　　　　　　　　ツイストマシン ¥242,000 ¥220,000 ¥200,000
問/受 TM-101A 　　　　　　　　ロールベンチ・プラス ¥242,000 ¥220,000 ¥200,000

　　定価変更

送料 　　消費税別
区分 商品番号 　　　　　商品名 　　　　税込み  本体価格      旧単価

P21-22 高齢者筋力向上パワーリハビリ・運動療法
問/受 ＳＨＭ－02 ローイング＆チェスト ¥617,100 ¥561,000 ¥510,000
問/受 ＳＨＭ－05 アブドミナル＆バック ¥617,100 ¥561,000 ¥510,000
問/受 ＳＨＭ－07 アブダクション＆アダクション ¥641,300 ¥583,000 ¥530,000
問/受 ＳＨＭ－0９ レッグエクステンション＆カール ¥641,300 ¥583,000 ¥530,000
問/受 ＳＨＭ－１０ レッグプレス ¥665,500 ¥605,000 ¥550,000
問/受 ＳＨＭ－02Ｃ ローイング＆チェスト ¥677,600 ¥616,000 ¥560,000
問/受 ＳＨＭ－05Ｃ アブドミナル＆バック ¥677,600 ¥616,000 ¥560,000
問/受 ＳＨＭ－07Ｃ アブダクション＆アダクション ¥701,800 ¥638,000 ¥580,000
問/受 ＳＨＭ－0９Ｃ レッグエクステンション＆カール ¥701,800 ¥638,000 ¥580,000
問/受 ＳＨＭ－１０Ｃ レッグプレス ¥726,000 ¥660,000 ¥600,000
問/受 ＳＨＭ－02Ｓ ローイング＆チェスト ¥798,600 ¥726,000 ¥660,000
問/受 ＳＨＭ－05Ｓ アブドミナル＆バック ¥798,600 ¥726,000 ¥660,000
問/受 ＳＨＭ－07Ｓ アブダクション＆アダクション ¥822,800 ¥748,000 ¥680,000
問/受 ＳＨＭ－0９Ｓ レッグエクステンション＆カール ¥822,800 ¥748,000 ¥680,000
問/受 ＳＨＭ－１０Ｓ レッグプレス ¥847,000 ¥770,000 ¥700,000

P31 あったらイイネ！健康応援グッズ
Ａ ＮＦ－350 のび～る®フィットネスバンド ¥2,640 ¥2,400 ¥2,200
A JT-1035P のび～る🄬🄬チューブ ピンク 5kgf 弱 ¥1,320 ¥1,200 ¥1,000
A JT-1035B のび～る🄬🄬チューブ ブルー 7kgf 中 ¥1,320 ¥1,200 ¥1,000
A JT-1035G のび～る🄬🄬チューブ グリーン 9kgf 強 ¥1,320 ¥1,200 ¥1,000
A EB-01G でらバンド 灰色 ¥1,540 ¥1,400 ¥1,200
A EB-01YG でらバンド 黄緑色 ¥1,540 ¥1,400 ¥1,200
S AB-89 アシストベルト S 89cm ¥7,700 ¥7,000 ¥6,000
S AB-98 アシストベルト M 98cm ¥7,700 ¥7,000 ¥6,000
S AB-112 アシストベルト L 112cm ¥8,250 ¥7,500 ¥6,500
S AB-125 アシストベルト XL 125cm ¥8,250 ¥7,500 ¥6,500

P34 遊び・エクササイズ・測定器
C CH-40B ジャンポリン 青色 マット付約120ｘ120cm ¥29,150 ¥26,500 ¥22,800
C CH-40R ジャンポリン 赤色 マット付約120ｘ120cm ¥29,150 ¥26,500 ¥22,800
C CH-40YG ジャンポリン 緑色 マット付約120ｘ120cm ¥29,150 ¥26,500 ¥22,800
S CH-20 ジャンポリン 手すり ¥8,800 ¥8,000 ¥7,000
E CH-140 大型55インチジャンピング・高さ2段式約11：23ｃｍ ¥41,800 ¥38,000 ¥35,000

P35 ＥＶＡ ジョイント式ソフトマット
問 SM-20 赤/青 1mＸ1mＸ20mm ¥6,600 ¥6,000 ¥5,800
問 SM-21 黄/緑 1mＸ1mＸ20mm ¥6,600 ¥6,000
問 SM-30 赤/青 1mＸ1mＸ30mm ¥8,800 ¥8,000 ¥7,800
問 SM-31 黄/緑 1mＸ1mＸ30mm ¥8,800 ¥8,000
問 SM-40 畳模様 1mＸ1mＸ40mm ¥11,000 ¥10,000 ¥9,800
S CH1・2・3 足つぼマッサージ板6枚入り ¥16,500 ¥15,000 ¥13,800
S CH1・2・3 足つぼマッサージ板6枚入り ¥16,500 ¥15,000 ¥13,800
S CH1・2・3 足つぼマッサージ板6枚入り ¥16,500 ¥15,000 ¥13,800

Ｐ36 リサイクルエコマット ジョイント式 エコマーク認定番号08-128-020
S CM-100 ジョイント式 エコマット 黒１枚 ¥8,800 ¥8,000 ¥7,500
E CM-110 ジョイント式 エコマット 黒9枚組 ¥79,200 ¥72,000 ¥67,500
S CM-620 ジョイント式 エコマット グリーン1枚 ¥10,120 ¥9,200 ¥8,500
S CM-630 ジョイント式 エコマット グレー1枚 ¥10,120 ¥9,200 ¥8,500
S ST-59N セーフティエコマット 1枚 ¥7,150 ¥6,500 ¥5,600
A ST-59TN セーフティエコマットX型継手 １本 ¥275 ¥250 ¥200
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