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FUKAYA専売商品　価格改定　　　改定日：2019年8月1日（木）
カテゴリー 商品名称 現行価格 新価格 カタログ

トレーナー本体 ＳｍａｒｔＴｕｒｂｏ　ＫＡＧＵＲＡ　ＤＤ　ＬＳＤ９２００ ¥100,000 ¥108,000 P.05

トレーナー本体 ＳｍａｒｔＴｕｒｂｏ　ＫＡＧＵＲＡ　ＴＤ　ＬＳＴ９２００ ¥82,500 ¥86,000 P.06

トレーナー本体 Ｓｍａｒｔ　Ｔｕｒｂｏ　ＫＡＧＵＲＡ　TD　負荷ユニット　　　　　 ¥70,000 ¥60,000 P.07

トレーナーオプション ミノウラ　ハートレートセンサー　ａｎｔ＋　　　　　　　　　　 ¥6,204 ¥6,700 P.08

トレーナーオプション セフティーネット　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ¥1,944 ¥2,200 P.08

トレーナーオプション トレーナーマット４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ¥3,241 ¥3,500 P.08

トレーナーオプション 防振パッドセット（２個入）　　　　　　　　　　　　　　　　　 ¥1,648 ¥1,800 P.08

トレーナーオプション ホームトレーナータイヤ　イレイサー　　　　　　　　　　　　　 ¥3,900 ¥4,000 P.08

ホルダー ＴＰＨ－１　タブレットＰＣホルダー　　　　　　　　　　　　 ¥3,639 ¥4,000 P.08

トレーナー本体 ＬｉｖｅＲｉｄｅ　ＬＲ９６１　　　　　　　　　 ¥39,815 ¥42,000 P.09

トレーナー本体 ＬｉｖｅＲｉｄｅ　ＬＲ５４１　　　　　　　　　 ¥35,185 ¥37,000 P.09

トレーナー本体 ＬＲ５４１　ＳＷフレーム単品　ブラック　　　　　　　　　　　 ¥21,296 ¥22,500 P.09

トレーナー本体 ＭＡＧＲＩＤＥ－Ｑ　　　　　　　　　 ¥20,370 ¥21,000 P.10

トレーナー本体 ＬｉｖｅＲｉｄｅ　ＬＲ３４１　　　　　　　　　 ¥25,000 ¥26,500 P.10

トレーナー本体 ＲＤＡ２４２９－Ｒ　リムドライブ　リモコン式　　 ¥31,481 ¥32,800 P.10

トレーナー本体 ＬｉｖｅＲｉｄｅ　ＬＲ２４０　小径車用トレーナー　リモコン式 ¥29,722 ¥31,000 P.10

トレーナーオプション マグライザー　３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ¥1,111 ¥1,200 P.10

トレーナーオプション マグライザー　Ｇ ¥1,306 ¥1,480 P.10

トレーナーオプション 専用クイックレリーズ　　　　 ¥509 ¥800 P.10

トレーナーオプション 特殊フレームエンド用クイックセット　リア　　　　　　　　　　 ¥3,426 ¥3,600 P.10

トレーナーオプション １２ｍｍリアスルーアクスルアダプター（ネジピッチ＝１．５）　 ¥1,130 ¥1,300 P.10

トレーナーオプション １２ｍｍリアスルーアクスルアダプター（ネジピッチ＝１．０）　 ¥1,130 ¥1,300 P.10

トレーナーオプション １２ｍｍリアスルーアクスルアダプター（ネジピッチ＝１．７５） ¥1,130 ¥1,300 P.10

トレーナーオプション １２ｍｍリアスルーアクスルアダプター　テーパー（Ｐ＝１．０） ¥1,130 ¥1,300 P.10

トレーナー本体 ＬｉｖｅＲｉｄｅ　ＦＧ―５４２　ＨＹＢＲＩＤ　ＲＯＬＬＥＲ　 ¥51,000 ¥53,000 P.11

トレーナー本体 ＬｉｖｅＲｉｄｅ　ＦＧ－２２０　ＨＹＢＲＩＤ　ＲＯＬＬＥＲ　 ¥37,037 ¥38,600 P.12

トレーナーオプション ＦＧ５４２　１５／１１０ｍｍブースト規格用フォークマウント　 ¥2,759 ¥3,100 P.12

トレーナーオプション ＦＧ２２０　１５／１１０ｍｍ　ブーストハブフォーク受け　　　 ¥1,880 ¥2,100 P.12

トレーナー本体 ＡｂｓｏｒｂＲｏｌｌ　Ｒ８２０Ａ　振動吸収３本ローラー　　 ¥100,000 ¥100,000 P.13

トレーナー本体 ＬｉｖｅＲｏｌｌ　Ｒ８００　三本ローラー  ¥67,130 ¥69,000 P.14

トレーナー本体 ＬｉｖｅＲｏｌｌ　Ｒ７２０ ¥39,500 ¥40,800 P.14

トレーナーオプション Ｒ７２０用　アクションブリッジ　　　　　　　　　　　　　　　 ¥8,520 ¥9,200 P.14

トレーナーオプション Ｒ７２０用　負荷ユニット　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ¥3,389 ¥3,750 P.14

トレーナーオプション ロングスライドレール　Ｒ７００／Ｒ７２０用 ¥3,056 ¥3,300 P.14

トレーナー本体 ＭＯＺ　ＲＯＬＬＥＲ　３本ローラー　　　　　 ¥32,593 ¥33,500 P.15

トレーナーオプション アクションブリッジ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ¥8,278 ¥9,000 P.15

トレーナーオプション ＭＯＺ　ＲＯＬＬＥＲ用負荷ユニット ¥6,019 ¥6,900 P.15

展示什器 バイクタワー２０Ｄ　シルバー ¥19,000 ¥19,800 P.18

展示什器 バイクタワー２５Ｄ　オールブラック ¥19,000 ¥19,800 P.18

展示什器 Ｐ－５００ＡＬ－６Ｓ　シルバー　自立式展示什器　　　　　　　　　　　　 ¥24,074 ¥25,000 P.19

展示什器 Ｐ－５００ＡＬ－７Ｓ　ブラック　自立式展示什器　　　　　　　 ¥24,074 ¥25,000 P.19

展示什器 Ｐ－６００ＡＬ－６Ｓ　クローゼットサイクリスト ¥23,611 ¥24,500 P.20

展示什器オプション バイククレードル２０．１　　 ¥4,398 ¥4,800 P.20

展示什器オプション バイククレードル２０．２　 ¥4,630 ¥5,000 P.20

展示什器オプション バイククレードル２５．１　黒　　 ¥3,287 ¥3,600 P.20

展示什器オプション バイククレードル２５．２　黒　　 ¥3,287 ¥3,600 P.20

展示什器オプション ホイールアタッチメント３ ¥3,009 ¥3,400 P.21

展示什器オプション バスケットアタッチメント２ ¥5,000 ¥5,500 P.21

展示什器オプション ＨＭＡ－１　フック式メンテナンスアタッチメント　　　　　　　 ¥2,907 ¥3,400 P.21

共通オプション ホイールアタッチメント用１４２／１４８兼用アタッチメント　　 ¥2,491 ¥2,800 P.21

展示什器オプション トレーナーホルダー　（固定トレーナー用）　　　　　　　　　　 ¥1,759 ¥2,000 P.22
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展示什器オプション トレーナーホルダー（３本ローラー用）　　　　　　　　　　　　 ¥1,759 ¥2,000 P.22

展示什器オプション エクストラハンガーキット４ ¥4,139 ¥4,600 P.22

展示什器オプション バイククレードル　ＢＣ－Ｖ１　 ¥2,435 ¥2,700 P.22

展示什器 ＤＳ－２２００　ブラック　　　　　　　 ¥13,800 ¥14,200 P.23

展示什器 ＤＳ－２１００　ブラウン　 ¥13,241 ¥13,300 P.23

展示什器 ＤＳ－１０００　ブラック ¥7,800 ¥8,200 P.23

展示什器 ＤＳ－１０００　ホワイト　 ¥7,800 ¥8,200 P.23

展示什器 ＬＥＶＥＬ－１００　スタンド　　　　　　　　　　　　　　　　 ¥16,300 ¥17,000 P.24

展示什器 ＬＥＶＥＬ－１００　ジョイントキット　　　　　　　　　　　　 ¥9,000 ¥9,500 P.24

展示什器 Ｌｕｓｓｏ－ｍＭ　立掛けスタンド　　　　　　　　　　　　　　 ¥17,050 ¥17,800 P.24

展示什器 Ｓ＋Ｗ－ｍＭ　木製スタンド　　　　　　　　　　　　　　　　　 ¥15,540 ¥16,200 P.24

スタンド ＤＳ－７０ＭＰ　　　　　　　 ¥4,000 ¥4,200 P.26

スタンド ＤＳ－８０　　　　　　 ¥3,167 ¥3,350 P.26

スタンド ＤＳ－５４０ＣＳ　ディスプレイスタンド ¥4,550 ¥4,780 P.27

スタンド ＳＰＮ－２０　クランク差込式　　 ¥4,134 ¥4,300 P.27

ワークスタンド ＲＳ－１８００　　　　　　　 ¥19,400 ¥20,000 P.28

ワークスタンド ＣＲ－１００　チェーンローラー　　　　　　　　　　　　　　　 ¥1,250 ¥1,500 P.28

ワークスタンド ＨＭＳ－２０ＴＳ　エアロ／インテグレーテッドピラー用　　　　 ¥6,852 ¥7,200 P.29

ワークスタンド ＲＳ－５０００　ワークスタンド　　　　　　　　　　 ¥24,630 ¥25,500 P.29

車載器 ＶＥＲＧＯ－ＴＦ２　Ｗｉｔｈホルダー ¥14,815 ¥15,200 P.32

車載器 ＶＥＲＧＯ－ＴＦ１　ヴァーゴ　１台用　　　　　　　　　　　　 ¥7,500 ¥7,900 P.32

車載器 ＶＥＲＧＯ－ＴＦ３　ヴァーゴ　３台用　　　　　　　　　　　　 ¥17,593 ¥18,500 P.32

車載器オプション リアエンドサポート３　＜ＶＥＲＧＯ－ＴＦ＞　　　　　　　　　 ¥3,759 ¥4,300 P.34

車載器オプション ワイドストローク　クイックレリーズ　（ＶＥＲＧＯ－ＴＦ用）　 ¥546 ¥800 P.34

車載器オプション ＶＥＲＧＯ　ＴＦ用　１５／１１０　ブーストハブ用フォーク受け ¥787 ¥1,000 P.34

車載器オプション ＴＦホイールサポート用１２／１５スルーアクスル用クイック　　 ¥1,250 ¥1,400 P.34

車載器オプション ＶＥＲＧＯ－ＴＦ　ハイトスペーサー　　　　　　　　　　　　　 ¥1,700 ¥1,900 P.34

車載器オプション ＶＥＲＧＯ－ＴＦ用ホイールサポート　　　　　　　　　　　　　 ¥2,259 ¥2,500 P.34

車載器オプション ＶＥＲＧＯ－ＴＦ用アタッチメントのみ　９ｍｍ／１５ｍｍ兼用　 ¥4,009 ¥4,400 P.34

車載器オプション ＡＳＢ－１０　アシストバー　　　　　　　　　　　　　　　　　 ¥2,509 ¥2,900 P.34

共通オプション １２ｍｍ　フロントスルーアクスル用スペーサー　１００ｍｍ　　 ¥278 ¥380 P.34

共通オプション １２ｍｍ　リアスルーアクスル用スペーサー　１４２ｍｍ　　　　 ¥352 ¥450 P.34

共通オプション １２ｍｍ　リア　スルーアクスル用スペーサー　１４８ｍｍ　　　 ¥380 ¥480 P.34

キャリア ＦＰＲ－３０００　フロントパニアラック　　　　　　　　　　　 ¥5,648 ¥6,200 P.35

キャリア ＭＴ－４０００ＳＦ　サスペンションフォーク用フロントキャリア ¥6,306 ¥6,800 P.35

キャリア ＲＣ－１２００　ロード・クロスバイク用キャリア　　　　　　　 ¥6,900 ¥7,000 P.35

キャリア キャリア用リアスルーアクスル（Ｍ１２×１４２／Ｐ＝１．０）　 ¥1,417 ¥1,600 P.35

キャリア キャリア用リアスルーアクスル（Ｍ１２×１４２／Ｐ＝１．５）　 ¥1,417 ¥1,600 P.35

キャリア キャリア用リアスルーアクスル（Ｍ１２×１４２／Ｐ＝１．７５） ¥1,417 ¥1,600 P.35

キャリア キャリア用Ｆスルーアクスル（Ｍ１２×１００／Ｐ＝１．０）　　 ¥1,315 ¥1,500 P.35

キャリア キャリア用Ｆスルーアクスル（Ｍ１２×１００／Ｐ＝１．５）　　 ¥1,315 ¥1,500 P.35

スタンド ＱＵＳ－１０ＦＫ　クイックアップスタンド　　　　　　　　　　 ¥1,790 ¥1,900 P.35

スタンド ＰＨＳ－１　Ｂｉｋｅ　Ｒｅｓｔ　（バイクレスト）　スタンド　 ¥1,759 ¥1,900 P.35

ホルダー ＤＡＶＯＳ　ＦＢＳ－１　フロントバックサポーター　　　　　　 ¥2,730 ¥2,900 P.37

ボトルケージ ＤＡＶＯＳ　グラベルケージ　シルバー　　　　　　　　　　　　 ¥861 ¥1,000 P.38

ボトルケージ ＤＡＶＯＳ　グラベルケージ　ホワイト　　　　　　　　　　　　 ¥861 ¥1,000 P.38

ボトルケージ ＤＡＶＯＳ　グラベルケージ　チタン　　　　　　　　　　　　　 ¥861 ¥1,000 P.38

ボトルケージ ＤＡＶＯＳ　グラベルケージ　ブラック　　　　　　　　　　　　 ¥861 ¥1,000 P.38

ホルダー ＢＯＨ－２００　ブラック　ボルト付　ＣＯ２ボンベホルダー　　 ¥509 ¥650 P.38

ホルダー ＳＢＳ－２５０　サドルバックスタビライザー　　　　　　　　　 ¥2,260 ¥2,500 P.38


