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商品名 色/サイズ
新価格

(税抜き）

新価格

（税込み）

旧価格

(税抜き）

旧価格

(税込み）
JANコード

デリケートクリーム ¥1,200 ¥1,320 ¥1,000 ¥1,100 4940356994263

デリケートクリーム ブラック ¥1,200 ¥1,320 ¥1,000 ¥1,100 4940356955196

デリケートクリーム Mサイズ ¥2,600 ¥2,860 ¥2,500 ¥2,750 4940356954540

デリケートクリームLサイズ ¥6,100 ¥6,710 ¥6,000 ¥6,600 4940356995093

ポンプ式デリケートクリーム ¥2,900 ¥3,190 ¥2,800 ¥3,080 4940356942233

デリケートクリーム つめかえ用 ¥2,300 ¥2,530 ¥2,200 ¥2,420 4940356937246

アニリンカーフクリーム ¥1,200 ¥1,320 ¥1,000 ¥1,100 4940356994256

アニリンカーフクリーム Lサイズ ¥6,100 ¥6,710 ¥6,000 ¥6,600 4940356979475

メタリックシュークリームジャー ゴールド ¥1,200 ¥1,320 ¥1,000 ¥1,100 4940356937208

メタリックシュークリームジャー シルバー ¥1,200 ¥1,320 ¥1,000 ¥1,100 4940356937192

メタリックシュークリームジャー ブロンズ ¥1,200 ¥1,320 ¥1,000 ¥1,100 4940356937185

メタリックシュークリームジャー プラチナ ¥1,200 ¥1,320 ¥1,000 ¥1,100 4940356937178

ハイシャインワックス ブラック ¥1,000 ¥1,100 ¥900 ¥990 4940356934603

ハイシャインワックス ニュートラル ¥1,000 ¥1,100 ¥900 ¥990 4940356934610

ハイシャインワックス バーガンディ ¥1,000 ¥1,100 ¥900 ¥990 4940356934566

ハイシャインワックス ライトタン ¥1,000 ¥1,100 ¥900 ¥990 4940356934597

ハイシャインワックス ミッドタン ¥1,000 ¥1,100 ¥900 ¥990 4940356934580

ハイシャインワックス ダークタン ¥1,000 ¥1,100 ¥900 ¥990 4940356934573

スエードカラーダイムリキッド ブラック ¥1,200 ¥1,320 ¥1,000 ¥1,100 4940356957855

スエードカラーダイムリキッド ミディアムブラウン ¥1,200 ¥1,320 ¥1,000 ¥1,100 4940356957848

スエードカラーダイムリキッド ダークブラウン ¥1,200 ¥1,320 ¥1,000 ¥1,100 4940356957831

スエードカラーダイムリキッド ボルドー ¥1,200 ¥1,320 ¥1,000 ¥1,100 4940356957794

スエードカラーダイムリキッド ネイビーブルー ¥1,200 ¥1,320 ¥1,000 ¥1,100 4940356957817

スエードカラーダイムリキッド グレー ¥1,200 ¥1,320 ¥1,000 ¥1,100 4940356957787

スエードカラーダイムリキッド グリーン ¥1,200 ¥1,320 ¥1,000 ¥1,100 4940356957763

スエードカラーダイムリキッド ブラウン ¥1,200 ¥1,320 ¥1,000 ¥1,100 4940356952546

スエードカラーダイムリキッド レッド ¥1,200 ¥1,320 ¥1,000 ¥1,100 4940356957800

スエードカラーダイムリキッド キャメル ¥1,200 ¥1,320 ¥1,000 ¥1,100 4940356957824

スエードカラーダイムリキッド サンド ¥1,200 ¥1,320 ¥1,000 ¥1,100 4940356957770

エクストラホワイト ¥1,200 ¥1,320 ¥1,000 ¥1,100 4940356952423

レザーマニキュア＋ ブラック ¥1,300 ¥1,430 ¥1,200 ¥1,320 4940356947658

レザーマニキュア＋ ホワイト ¥1,300 ¥1,430 ¥1,200 ¥1,320 4940356947566

レザーマニキュア＋ ライトブラウン ¥1,300 ¥1,430 ¥1,200 ¥1,320 4940356947627

レザーマニキュア＋ ロンドンタン ¥1,300 ¥1,430 ¥1,200 ¥1,320 4940356947610

レザーマニキュア＋ ミディアムブラウン ¥1,300 ¥1,430 ¥1,200 ¥1,320 4940356947634

レザーマニキュア＋ ダークブラウン ¥1,300 ¥1,430 ¥1,200 ¥1,320 4940356947641

レザーマニキュア＋ ネイビーブルー ¥1,300 ¥1,430 ¥1,200 ¥1,320 4940356947559

レザーマニキュア＋ バーガンディ ¥1,300 ¥1,430 ¥1,200 ¥1,320 4940356947603

レザーマニキュア＋ ベージュ ¥1,300 ¥1,430 ¥1,200 ¥1,320 4940356947573

レザーマニキュア＋ グリーン ¥1,300 ¥1,430 ¥1,200 ¥1,320 4940356947542

レザーマニキュア＋ イエロー ¥1,300 ¥1,430 ¥1,200 ¥1,320 4940356947580

レザーマニキュア＋ レッド ¥1,300 ¥1,430 ¥1,200 ¥1,320 4940356947597

ステインリムーバー60 ¥700 ¥770 ¥600 ¥660 4940356997691

ステインクレンジングウォーター ¥1,100 ¥1,210 ¥1,000 ¥1,100 4940356973107

ステインクレンジングウォーター ラージ ¥2,300 ¥2,530 ¥2,200 ¥2,420 4940356954748
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商品名 色/サイズ
新価格

(税抜き）

新価格

（税込み）

旧価格

(税抜き）

旧価格

(税込み）
JANコード

サドルソープ ¥1,200 ¥1,320 ¥900 ¥990 4940356993792

ワックスクリーナー ¥1,500 ¥1,650 ¥1,200 ¥1,320 4940356942226

ポリッシングコットン ミニ(3枚入り) ¥500 ¥550 ¥400 ¥440 4940356941175

ポリッシングコットン ¥500 ¥550 ¥400 ¥440 4940356997776

グローブクロス ブラック ¥600 ¥660 ¥500 ¥550 4940356992764

グローブクロス ブラウン ¥600 ¥660 ¥500 ¥550 4940356992757

シルキーレザーグローブ ブラック ¥3,000 ¥3,300 ¥2,800 ¥3,080 4940356939417

シルキーレザーグローブ ブラウン ¥3,000 ¥3,300 ¥2,800 ¥3,080 4940356939400

サドルアップ レザーグローブ ¥3,000 ¥3,300 ¥2,800 ¥3,080 4940356937444

クリーニングスポンジ ¥500 ¥550 ¥450 ¥495 4940356998834

レザースティック ¥10,000 ¥11,000 ¥9,000 ¥9,900 4940356987395

ジェットブーツキーパー ¥2,200 ¥2,420 ¥2,000 ¥2,200 4940356998520

SR100EX 35 ¥10,000 ¥11,000 ¥9,000 ¥9,900 4940356980440

SR100EX 36 ¥10,000 ¥11,000 ¥9,000 ¥9,900 4940356980433

SR100EX 37 ¥10,000 ¥11,000 ¥9,000 ¥9,900 4940356980426

SR100EX 38 ¥10,000 ¥11,000 ¥9,000 ¥9,900 4940356983229

SR100EX 39 ¥10,000 ¥11,000 ¥9,000 ¥9,900 4940356983212

SR100EX 40 ¥10,000 ¥11,000 ¥9,000 ¥9,900 4940356983205

SR100EX 41 ¥10,000 ¥11,000 ¥9,000 ¥9,900 4940356983199

SR100EX 42 ¥10,000 ¥11,000 ¥9,000 ¥9,900 4940356983182

SR100EX 43 ¥10,000 ¥11,000 ¥9,000 ¥9,900 4940356983175

SR100EX 44 ¥10,000 ¥11,000 ¥9,000 ¥9,900 4940356983168

SR100EX 45 ¥10,000 ¥11,000 ¥9,000 ¥9,900 4940356983151

SR200EX 38 ¥10,000 ¥11,000 ¥9,000 ¥9,900 4940356983144

SR200EX 39 ¥10,000 ¥11,000 ¥9,000 ¥9,900 4940356983137

SR200EX 40 ¥10,000 ¥11,000 ¥9,000 ¥9,900 4940356983120

SR200EX 41 ¥10,000 ¥11,000 ¥9,000 ¥9,900 4940356983113

SR200EX 42 ¥10,000 ¥11,000 ¥9,000 ¥9,900 4940356983106

SR200EX 43 ¥10,000 ¥11,000 ¥9,000 ¥9,900 4940356983090

SR200EX 44 ¥10,000 ¥11,000 ¥9,000 ¥9,900 4940356983083

SR200EX 45 ¥10,000 ¥11,000 ¥9,000 ¥9,900 4940356983076

SR300EX 38 ¥10,500 ¥11,550 ¥9,500 ¥10,450 4940356983069

SR300EX 39 ¥10,500 ¥11,550 ¥9,500 ¥10,450 4940356983052

SR300EX 40 ¥10,500 ¥11,550 ¥9,500 ¥10,450 4940356983045

SR300EX 41 ¥10,500 ¥11,550 ¥9,500 ¥10,450 4940356983038

SR300EX 42 ¥10,500 ¥11,550 ¥9,500 ¥10,450 4940356983021

SR300EX 43 ¥10,500 ¥11,550 ¥9,500 ¥10,450 4940356983014

SR300EX 44 ¥10,500 ¥11,550 ¥9,500 ¥10,450 4940356983007

SR300EX 45 ¥10,500 ¥11,550 ¥9,500 ¥10,450 4940356982994

シューズブラシ ミニ ブラック ¥500 ¥550 ¥400 ¥440 4940356991613

シューズブラシ ミニ ホワイト ¥500 ¥550 ¥400 ¥440 4940356991606

ホースブラシミニ ¥600 ¥660 ¥500 ¥550 4940356989535

SANOHATA BRUSH 手植え豚毛 黒 ¥18,000 ¥19,800 ¥15,000 ¥16,500 4940356941113

SANOHATA BRUSH 手植え豚毛 白 ¥18,000 ¥19,800 ¥15,000 ¥16,500 4940356941120

SANOHATA BRUSH 手植え馬毛 ¥19,000 ¥20,900 ¥16,000 ¥17,600 4940356941137

SANOHATA BRUSH 手植え山羊 ¥20,000 ¥22,000 ¥17,000 ¥18,700 4940356941106

SANOHATA BRUSH手植え白馬毛コードバン用 ¥19,000 ¥20,900 ¥16,000 ¥17,600 4940356933286

ラテックス&スプラッシュブラシ ¥900 ¥990 ¥700 ¥770 4940356957558

Rセット+ ¥21,000 ¥23,100 ¥20,000 ¥22,000 4940356947306

トラディショナルケアセット ¥12,000 ¥13,200 ¥10,000 ¥11,000 4940356969681

セントジョージ ¥7,000 ¥7,700 ¥6,000 ¥6,600 4940356994164

メンズセット ¥5,500 ¥6,050 ¥5,000 ¥5,500 4940356999473
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商品名 色/サイズ
新価格

(税抜き）

新価格

（税込み）

旧価格

(税抜き）

旧価格

(税込み）
JANコード

C41 カラーメタルシューホーン ブラック ¥1,100 ¥1,210 ¥1,000 ¥1,100 4940356994461

C41 カラーメタルシューホーン イエロー ¥1,100 ¥1,210 ¥1,000 ¥1,100 4940356994508

C41 カラーメタルシューホーン シルバー ¥1,100 ¥1,210 ¥1,000 ¥1,100 4940356987999

C41 カラーメタルシューホーン レッド ¥1,100 ¥1,210 ¥1,000 ¥1,100 4940356994492

C41 カラーメタルシューホーン ブルー ¥1,100 ¥1,210 ¥1,000 ¥1,100 4940356994485

C16 カラーメタルシューホーン ブラック ¥600 ¥660 ¥500 ¥550 4940356994515

C16 カラーメタルシューホーン イエロー ¥600 ¥660 ¥500 ¥550 4940356994553

C16 カラーメタルシューホーン シルバー ¥600 ¥660 ¥500 ¥550 4940356988002

C16 カラーメタルシューホーン レッド ¥600 ¥660 ¥500 ¥550 4940356994546

C16 カラーメタルシューホーン ブルー ¥600 ¥660 ¥500 ¥550 4940356994539

ラクシャリーA シューホーン ¥3,000 ¥3,300 ¥2,400 ¥2,640 4940356992306

ラクシャリーC シューホーン ¥3,000 ¥3,300 ¥2,600 ¥2,860 4940356992290

シューホーン H47 ¥25,000 ¥27,500 ¥23,000 ¥25,300 4940356996892

シューホーン F21 ¥14,000 ¥15,400 ¥12,000 ¥13,200 4940356995055

D42 メタルシューホーン ¥1,800 ¥1,980 ¥1,500 ¥1,650 4940356992276

プリンセス ベージュ レディスS ¥1,800 ¥1,980 ¥1,700 ¥1,870 4940356991989

プリンセス ベージュ レディスM ¥1,800 ¥1,980 ¥1,700 ¥1,870 4940356991972

プリンセス ベージュ レディスL ¥1,800 ¥1,980 ¥1,700 ¥1,870 4940356991965

プレジデント ベージュ メンズS ¥1,800 ¥1,980 ¥1,700 ¥1,870 4940356992023

プレジデント ベージュ メンズM ¥1,800 ¥1,980 ¥1,700 ¥1,870 4940356992016

プレジデント ベージュ メンズL ¥1,800 ¥1,980 ¥1,700 ¥1,870 4940356992009

プレジデント ベージュ メンズEXL ¥1,800 ¥1,980 ¥1,700 ¥1,870 4940356991996

プリンセス ブラック レディスS ¥1,800 ¥1,980 ¥1,700 ¥1,870 4940356988972

プリンセス ブラック レディスM ¥1,800 ¥1,980 ¥1,700 ¥1,870 4940356988965

プリンセス ブラック レディスL ¥1,800 ¥1,980 ¥1,700 ¥1,870 4940356988958

プレジデント ブラック メンズS ¥1,800 ¥1,980 ¥1,700 ¥1,870 4940356988941

プレジデント ブラック メンズM ¥1,800 ¥1,980 ¥1,700 ¥1,870 4940356988934

プレジデント ブラック メンズL ¥1,800 ¥1,980 ¥1,700 ¥1,870 4940356988927

プレジデント ブラック メンズEXL ¥1,800 ¥1,980 ¥1,700 ¥1,870 4940356988910

プリンセスハーフ ベージュ レディスSM ¥1,200 ¥1,320 ¥1,000 ¥1,100 4940356991934

プリンセスハーフ ベージュ レディスL ¥1,200 ¥1,320 ¥1,000 ¥1,100 4940356991927

プレジデントハーフ ベージュ ¥1,200 ¥1,320 ¥1,000 ¥1,100 4940356991958

プリンセスハーフ ブラック レディスSM ¥1,200 ¥1,320 ¥1,000 ¥1,100 4940356991910

プリンセスハーフ ブラック レディスL ¥1,200 ¥1,320 ¥1,000 ¥1,100 4940356991903

プレジデントハーフ ブラック ¥1,200 ¥1,320 ¥1,000 ¥1,100 4940356991941

リラックスフォーム ベージュ レディスSM ¥1,500 ¥1,650 ¥1,400 ¥1,540 4940356991859

リラックスフォーム ベージュ レディスL ¥1,500 ¥1,650 ¥1,400 ¥1,540 4940356991842

リラックスフォーム ベージュ メンズSM ¥1,500 ¥1,650 ¥1,400 ¥1,540 4940356991873

リラックスフォーム ベージュ メンズL ¥1,500 ¥1,650 ¥1,400 ¥1,540 4940356991866

リラックスフォーム ブラック レディスSM ¥1,500 ¥1,650 ¥1,400 ¥1,540 4940356989641

リラックスフォーム ブラック レディスL ¥1,500 ¥1,650 ¥1,400 ¥1,540 4940356989634

リラックスフォーム ブラック メンズSM ¥1,500 ¥1,650 ¥1,400 ¥1,540 4940356989627

リラックスフォーム ブラック メンズL ¥1,500 ¥1,650 ¥1,400 ¥1,540 4940356989610

トリプルアーチサポート ベージュ レディスSM ¥2,400 ¥2,640 ¥2,200 ¥2,420 4940356991811

トリプルアーチサポート ベージュ レディスL ¥2,400 ¥2,640 ¥2,200 ¥2,420 4940356991804

トリプルアーチサポート ベージュ メンズSM ¥2,400 ¥2,640 ¥2,200 ¥2,420 4940356991835

トリプルアーチサポート ベージュ メンズL ¥2,400 ¥2,640 ¥2,200 ¥2,420 4940356991828

トリプルアーチサポート ブラック レディスSM ¥2,400 ¥2,640 ¥2,200 ¥2,420 4940356989689

トリプルアーチサポート ブラック レディスL ¥2,400 ¥2,640 ¥2,200 ¥2,420 4940356989672

トリプルアーチサポート ブラック メンズSM ¥2,400 ¥2,640 ¥2,200 ¥2,420 4940356989665

トリプルアーチサポート ブラック メンズL ¥2,400 ¥2,640 ¥2,200 ¥2,420 4940356989658
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商品名 色/サイズ
新価格

(税抜き）

新価格

（税込み）

旧価格

(税抜き）

旧価格

(税込み）
JANコード

コンプリートアーチサポート ベージュ レディスS ¥3,200 ¥3,520 ¥3,000 ¥3,300 4940356980471

コンプリートアーチサポート ベージュ レディスM ¥3,200 ¥3,520 ¥3,000 ¥3,300 4940356980464

コンプリートアーチサポート ベージュ レディスL ¥3,200 ¥3,520 ¥3,000 ¥3,300 4940356980457

コンプリートアーチサポート ベージュ メンズS ¥3,200 ¥3,520 ¥3,000 ¥3,300 4940356980549

コンプリートアーチサポート ベージュ メンズM ¥3,200 ¥3,520 ¥3,000 ¥3,300 4940356980532

コンプリートアーチサポート ベージュ メンズL ¥3,200 ¥3,520 ¥3,000 ¥3,300 4940356980525

コンプリートアーチサポート ベージュ メンズEXL ¥3,200 ¥3,520 ¥3,000 ¥3,300 4940356980518

コンプリートアーチサポート ブラック レディスS ¥3,200 ¥3,520 ¥3,000 ¥3,300 4940356980501

コンプリートアーチサポート ブラック レディスM ¥3,200 ¥3,520 ¥3,000 ¥3,300 4940356980495

コンプリートアーチサポート ブラック レディスL ¥3,200 ¥3,520 ¥3,000 ¥3,300 4940356980488

コンプリートアーチサポート ブラック メンズS ¥3,200 ¥3,520 ¥3,000 ¥3,300 4940356980587

コンプリートアーチサポート ブラック メンズM ¥3,200 ¥3,520 ¥3,000 ¥3,300 4940356980570

コンプリートアーチサポート ブラック メンズL ¥3,200 ¥3,520 ¥3,000 ¥3,300 4940356980563

コンプリートアーチサポート ブラック メンズEXL ¥3,200 ¥3,520 ¥3,000 ¥3,300 4940356980556

レザータンパッド＋ ¥1,200 ¥1,320 ¥1,000 ¥1,100 4940356947382

プリンセスクッション＋ S ¥2,800 ¥3,080 ¥2,700 ¥2,970 4940356947450

プリンセスクッション＋ M ¥2,800 ¥3,080 ¥2,700 ¥2,970 4940356947443

プリンセスクッション＋ L ¥2,800 ¥3,080 ¥2,700 ¥2,970 4940356947436

プレジデントクッション＋ S ¥2,800 ¥3,080 ¥2,700 ¥2,970 4940356947498

プレジデントクッション＋ M ¥2,800 ¥3,080 ¥2,700 ¥2,970 4940356947481

プレジデントクッション＋ L ¥2,800 ¥3,080 ¥2,700 ¥2,970 4940356947474

プレジデントクッション＋ EXL ¥2,800 ¥3,080 ¥2,700 ¥2,970 4940356947467

ストレートステップ ベージュ レディスF ¥1,300 ¥1,430 ¥1,200 ¥1,320 4940356991736

ストレートステップ ベージュ メンズF ¥1,300 ¥1,430 ¥1,200 ¥1,320 4940356991743

ストレートステップ ブラック レディスF ¥1,300 ¥1,430 ¥1,200 ¥1,320 4940356984721

ストレートステップ ブラック メンズF ¥1,300 ¥1,430 ¥1,200 ¥1,320 4940356984738

スキッドプルーフベージュ ¥1,000 ¥1,100 ¥900 ¥990 4940356991798

スキッドプルーフブラック ¥1,000 ¥1,100 ¥900 ¥990 4940356991781

ヒールパッド ベージュ レディスF ¥1,000 ¥1,100 ¥900 ¥990 4940356991880

ヒールパッド ベージュ メンズF ¥1,000 ¥1,100 ¥900 ¥990 4940356991897

ヒールパッド ブラック レディスF ¥1,000 ¥1,100 ¥900 ¥990 4940356984707

ヒールパッド ブラック メンズF ¥1,000 ¥1,100 ¥900 ¥990 4940356984714

エクササイズ ベージュ レディスS ¥2,300 ¥2,530 ¥2,000 ¥2,200 4940356992184

エクササイズ ベージュ レディスM ¥2,300 ¥2,530 ¥2,000 ¥2,200 4940356992177

エクササイズ ベージュ レディスL ¥2,300 ¥2,530 ¥2,000 ¥2,200 4940356992160

エクササイズ ベージュ メンズS ¥2,300 ¥2,530 ¥2,000 ¥2,200 4940356992221

エクササイズ ベージュ メンズM ¥2,300 ¥2,530 ¥2,000 ¥2,200 4940356992214

エクササイズ ベージュ メンズL ¥2,300 ¥2,530 ¥2,000 ¥2,200 4940356992207

エクササイズ ベージュ メンズEXL ¥2,300 ¥2,530 ¥2,000 ¥2,200 4940356992191

エクササイズ ブラック レディスS ¥2,300 ¥2,530 ¥2,000 ¥2,200 4940356989603

エクササイズ ブラック レディスM ¥2,300 ¥2,530 ¥2,000 ¥2,200 4940356989597

エクササイズ ブラック レディスL ¥2,300 ¥2,530 ¥2,000 ¥2,200 4940356989580

エクササイズ ブラック メンズS ¥2,300 ¥2,530 ¥2,000 ¥2,200 4940356989573

エクササイズ ブラック メンズM ¥2,300 ¥2,530 ¥2,000 ¥2,200 4940356989566

エクササイズ ブラック メンズL ¥2,300 ¥2,530 ¥2,000 ¥2,200 4940356989559

エクササイズ ブラック メンズEXL ¥2,300 ¥2,530 ¥2,000 ¥2,200 4940356989542

フットレスト ベージュ レディスS ¥1,700 ¥1,870 ¥1,500 ¥1,650 4940356992085

フットレスト ベージュ レディスM ¥1,700 ¥1,870 ¥1,500 ¥1,650 4940356992078

フットレスト ベージュ レディスL ¥1,700 ¥1,870 ¥1,500 ¥1,650 4940356992061

フットレスト ブラック レディスS ¥1,700 ¥1,870 ¥1,500 ¥1,650 4940356992054

フットレスト ブラック レディスM ¥1,700 ¥1,870 ¥1,500 ¥1,650 4940356992047

フットレスト ブラック レディスL ¥1,700 ¥1,870 ¥1,500 ¥1,650 4940356992030

アーチフィッター ベージュ レディスF ¥1,300 ¥1,430 ¥1,100 ¥1,210 4940356991750

アーチフィッター ベージュ メンズF ¥1,300 ¥1,430 ¥1,100 ¥1,210 4940356991767

アーチフィッター ブラック レディスF ¥1,300 ¥1,430 ¥1,100 ¥1,210 4940356984684

アーチフィッター ブラック メンズF ¥1,300 ¥1,430 ¥1,100 ¥1,210 4940356984691
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