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品名 税込 税抜 税込 税抜

ティーディマンフルセット ¥50,600 ¥46,000 ¥44,000 ¥40,000

E.A.MATTES（マテス） 羊毛シートセーバー ¥19,800 ¥18,000 ¥17,600 ¥16,000

ACAVALLO ゲルインシートセーバー ¥17,600 ¥16,000 ¥15,400 ¥14,000

ACAVALLO ゲルインシートセーバー 20mm ¥18,700 ¥17,000 ¥16,500 ¥15,000

エントラント サドルカバーⅢ ¥8,800 ¥8,000 ¥6,600 ¥6,000

Amerigo（アメリゴ） ベスプッチ ハンティング胸ガイ ¥42,900 ¥39,000 ¥38,500 ¥35,000

JEFFRIES（ジェフリーズ） ランニングマルタンガール ¥19,800 ¥18,000 ¥16,500 ¥15,000

JEFFRIES（ジェフリーズ） ハンティングタイプ胸ガイ ¥31,900 ¥29,000 ¥28,600 ¥26,000

JEFFRIES（ジェフリーズ） マルタンパーツ ¥13,200 ¥12,000 ¥9,900 ¥9,000

Amerigo（アメリゴ） コンビネーション胸ガイ ¥41,800 ¥38,000 ¥37,400 ¥34,000

Amerigo（アメリゴ） エラスティック Y字胸ガイ ¥33,000 ¥30,000 ¥29,700 ¥27,000

SCHOCKEMOHLE（ショッケミューレ） ボディーガード ¥2,750 ¥2,500 ¥1,980 ¥1,800

Amerigo（アメリゴ） ビブマルタンガール ¥16,500 ¥15,000 ¥13,200 ¥12,000

E.A.MATTES（マテス） 羊毛ハーフパッド ¥29,700 ¥27,000 ¥26,400 ¥24,000

ACAVALLO エアリリース・ソフトゲル ¥13,200 ¥12,000 ¥12,100 ¥11,000

ACAVALLO ゲル リアライザー ¥11,550 ¥10,500 ¥10,450 ¥9,500

ACAVALLO ウィザーズフリー メモリーゲルパッド AC215 ¥28,600 ¥26,000 ¥26,400 ¥24,000

ACAVALLO レスピラ エアリリース ソフトゲルパッド AC141 ¥11,550 ¥10,500 ¥10,450 ¥9,500

ACAVALLO レスピラ エアリリース ソフトゲルパッド フロントライザー AC142 ¥13,200 ¥12,000 ¥12,100 ¥11,000

SCHOCKEMOHLE（ショッケミューレ） ネオスター ゼッケン ¥10,450 ¥9,500 ¥8,800 ¥8,000

ACAVALLO ゲル フロントライザー モア ¥9,350 ¥8,500 ¥8,250 ¥7,500

SCHOCKEMOHLE（ショッケミューレ) ダイナマイト ゼッケン ¥14,300 ¥13,000 ¥13,200 ¥12,000

ポリマー･フード付 プラスチック鐙 ¥10,450 ¥9,500 ¥9,350 ¥8,500

Amerigo（アメリゴ） アルミ鐙 ¥33,000 ¥30,000 ¥29,700 ¥27,000

Amerigo（アメリゴ） セーフティー鐙 ¥58,300 ¥53,000 ¥52,800 ¥48,000

Primal（プライマル） 鐙革 ¥13,200 ¥12,000 ¥9,900 ¥9,000

Amerigo（アメリゴ） 鐙革 ¥22,000 ¥20,000 ¥19,800 ¥18,000

DEVOUCOUX（デボクー） ドレッサージュ　鐙革 ¥33,000 ¥30,000 ¥30,800 ¥28,000

DEVOUCOUX（デボクー） ソミュール 鐙革 ¥33,000 ¥30,000 ¥30,800 ¥28,000

Amerigo（アメリゴ） シングル鐙革 ¥19,800 ¥18,000 ¥17,050 ¥15,500

ゴム付 ウレタン ドレッサージュ腹帯 ¥13,200 ¥12,000 ¥11,000 ¥10,000

E.A.MATTES（マテス） 羊毛ドレッサージュ腹帯 羊毛取外タイプ ¥33,000 ¥30,000 ¥28,600 ¥26,000

Amerigo（アメリゴ） エラスティックスタッド腹帯（両ゴム付） ¥71,500 ¥65,000 ¥66,000 ¥60,000

Amerigo（アメリゴ） プロテクタードレッサージュ腹帯 ¥50,600 ¥46,000 ¥47,300 ¥43,000

Amerigo（アメリゴ） GH02 ゴム付腹帯 ¥36,300 ¥33,000 ¥33,000 ¥30,000

DEVOUCOUX（デボクー） アリュール腹帯 ¥49,500 ¥45,000 ¥46,200 ¥42,000

DEVOUCOUX（デボクー） スタッドガード腹帯 ¥74,800 ¥68,000 ¥69,300 ¥63,000

DEVOUCOUX（デボクー） ストラップドレッサージュ腹帯 ¥71,500 ¥65,000 ¥66,000 ¥60,000

JEFFRIES（ジェフリーズ） シャンポン＆ゴッグ ¥38,500 ¥35,000 ¥33,000 ¥30,000

JEFFRIES（ジェフリーズ） ワンタッチ折返し手綱 ¥26,400 ¥24,000 ¥24,200 ¥22,000

JEFFRIES（ジェフリーズ） ティーディマン 折り返し本体 ¥24,200 ¥22,000 ¥19,800 ¥18,000

ガースベルト ¥4,400 ¥4,000 ¥3,850 ¥3,500

JEFFRIES（ジェフリーズ） ティーディマン 布手綱 ¥26,400 ¥24,000 ¥24,200 ¥22,000

Amerigo（アメリゴ） ベスプッチ大勒頭絡セット 手綱付 ¥64,900 ¥59,000 ¥60,500 ¥55,000

SCHOCKEMOHLE（ショッケミューレ） スタンフォード 水勒頭絡 ¥58,300 ¥53,000 ¥52,800 ¥48,000

DEVOUCOUX（デボクー） チベルタ 水勒頭絡 ¥82,500 ¥75,000 ¥69,300 ¥63,000

SCHOCKEMOHLE（ショッケミューレ） エクイタス ガンマ 大勒頭絡 ¥68,200 ¥62,000 ¥63,800 ¥58,000

Amerigo（アメリゴ） ベスプッチ 水勒頭絡 ¥40,700 ¥37,000 ¥35,200 ¥32,000

SCHOCKEMOHLE（ショッケミューレ） エクイタス オメガ 水勒頭絡 ¥60,500 ¥55,000 ¥57,200 ¥52,000

SCHOCKEMOHLE（ショッケミューレ） ダイア 額革 ¥13,200 ¥12,000 ¥11,000 ¥10,000

J-布手綱ＤＸ 茶 3/4" ¥26,400 ¥24,000 ¥22,000 ¥20,000

JEFFRIES（ジェフリーズ） 布手綱（1/2” ¥23,100 ¥21,000 ¥18,700 ¥17,000

JEFFRIES（ジェフリーズ） 布手綱 （3/4”） ¥26,400 ¥24,000 ¥22,000 ¥20,000

JEFFRIES（ジェフリーズ） 小勒ラバー ストッパー付（5/8”） ¥27,500 ¥25,000 ¥23,100 ¥21,000

SCHOCKEMOHLE（ショッケミューレ） デュラソフトグリップ手綱 ¥19,800 ¥18,000 ¥17,600 ¥16,000

SCHOCKEMOHLE（ショッケミューレ） デュラソフト手綱 ワイドタイプ ¥22,000 ¥20,000 ¥19,800 ¥18,000

大勒銜 スタンダードタイプ ¥11,000 ¥10,000 ¥8,800 ¥8,000

旧価格値上価格



HERM SPRENGER（ハームスプレンガー） KKコンラッド ウルトラ水勒銜 ¥23,100 ¥21,000 ¥20,900 ¥19,000

HERM SPRENGER（ハームスプレンガー） ダイナミックエッグバット ¥29,700 ¥27,000 ¥26,400 ¥24,000

HERM SPRENGER（ハームスプレンガー） ダイナミック RSエッグバット ¥27,500 ¥25,000 ¥25,300 ¥23,000

HERM SPRENGER（ハームスプレンガー） 大勒銜 42278 ¥38,500 ¥35,000 ¥36,300 ¥33,000

HERM SPRENGER（ハームスプレンガー） KKコンラッド ウルトラ小勒銜 ¥23,100 ¥21,000 ¥20,900 ¥19,000

HERM SPRENGER（ハームスプレンガー） ノボコンタクト ルーズリング 40456 ¥27,500 ¥25,000 ¥24,200 ¥22,000

HERM SPRENGER（ハームスプレンガー） ノボコンタクト エッグバット 40356 ¥31,900 ¥29,000 ¥28,600 ¥26,000

ビットガードゴム ¥1,100 ¥1,000 ¥770 ¥700

JEFFRIES（ジェフリーズ） ペラムコンバーター ¥8,800 ¥8,000 ¥6,600 ¥6,000

ACAVALLO ゲル・ビットガード ¥3,080 ¥2,800 ¥2,640 ¥2,400

クイックネオプロブーツ 前肢 ¥7,700 ¥7,000 ¥6,600 ¥6,000

クイックネオプロブーツ 後肢 ¥6,600 ¥6,000 ¥6,050 ¥5,500

クイックネオプロブーツ 後肢ロング ¥8,250 ¥7,500 ¥7,150 ¥6,500

VEREDUS（ベルダス） ステーブルブーツ エヴォ 前肢 ¥26,400 ¥24,000 ¥24,200 ¥22,000

VEREDUS（ベルダス） ステーブルブーツ エヴォ 後肢 ¥27,500 ¥25,000 ¥25,300 ¥23,000

VEREDUS（ベルダス） TRCベント 前肢 ¥18,700 ¥17,000 ¥16,500 ¥15,000

VEREDUS（ベルダス） TRCベント 後肢 ¥13,200 ¥12,000 ¥12,100 ¥11,000

VEREDUS（ベルダス） TRプロ 前肢 ¥17,600 ¥16,000 ¥15,400 ¥14,000

VEREDUS（ベルダス） TRプロ 後肢 ¥12,100 ¥11,000 ¥11,000 ¥10,000

VEREDUS（ベルダス） TRCベント 後肢ロング ¥19,800 ¥18,000 ¥17,600 ¥16,000

SCHOCKEMOHLE（ショッケミューレ） クイックドライ 小 ¥4,950 ¥4,500 ¥3,850 ¥3,500

SCHOCKEMOHLE（ショッケミューレ） クイックドライ 大 ¥5,500 ¥5,000 ¥4,400 ¥4,000

スリッポンワンコ ¥4,950 ¥4,500 ¥4,400 ¥4,000

クラシック ノーターン ベルブーツ ¥9,350 ¥8,500 ¥8,250 ¥7,500

クラシック ディー・ノーターン ベルブーツ ¥7,700 ¥7,000 ¥6,600 ¥6,000

クラシック ネオプレーン ベルブーツ ¥11,550 ¥10,500 ¥10,450 ¥9,500

VEREDUS（ベルダス） ピアッフェ シールドワンコ 前肢用 ¥30,800 ¥28,000 ¥27,500 ¥25,000

Bucas（ビューカス） トラベルブーツ 2 ¥42,900 ¥39,000 ¥35,200 ¥32,000

SCHOCKEMOHLE（ショッケミューレ） メンフィス ホルター ¥6,600 ¥6,000 ¥6,050 ¥5,500

ロープ曳手 ¥2,750 ¥2,500 ¥2,420 ¥2,200

SCHOCKEMOHLE（ショッケミューレ） ロープ曳手 II ¥2,750 ¥2,500 ¥2,200 ¥2,000

ナスカン付チェーン ¥1,320 ¥1,200 ¥1,100 ¥1,000

ヘイネット ¥2,200 ¥2,000 ¥1,650 ¥1,500

飼桶 ¥11,550 ¥10,500 ¥10,450 ¥9,500

水桶 ¥8,250 ¥7,500 ¥7,150 ¥6,500

レッグソーカー ¥13,200 ¥12,000 ¥10,560 ¥9,600

レッグソーカー用コイル ¥3,300 ¥3,000 ¥2,200 ¥2,000

デラックスマズル ¥11,550 ¥10,500 ¥10,560 ¥9,600

レッグソーカー ホースキット ¥13,200 ¥12,000 ¥8,800 ¥8,000

ツイン仕上げブラシ ¥8,250 ¥7,500 ¥6,600 ¥6,000

ナイロン仕上げブラシ（ソフトタッチフレックス） ¥3,300 ¥3,000 ¥2,530 ¥2,300

ナチュラル仕上げブラシ II （ソフトタッチフレックス） ¥4,950 ¥4,500 ¥3,850 ¥3,500

Vale Brothers（ベールブラザーズ） KBF99 仕上げブラシ ¥4,950 ¥4,500 ¥3,850 ¥3,500

ナイロン根ブラシ（ソフトタッチカヌー） ¥2,200 ¥2,000 ¥1,650 ¥1,500

ナイロン根ブラシ ロング（ソフトタッチカヌー） ¥2,200 ¥2,000 ¥1,650 ¥1,500

水ブラシ（ソフトタッチカヌー） ¥2,750 ¥2,500 ¥2,090 ¥1,900

Vale Brothers（ベールブラザーズ） KBF99 根ブラシ ¥4,950 ¥4,500 ¥3,850 ¥3,500

ボディゴムブラシ ¥1,320 ¥1,200 ¥990 ¥900

小判型金クシ ¥1,320 ¥1,200 ¥990 ¥900

ソフトフェイスブラシ ¥1,100 ¥1,000 ¥880 ¥800

ウォッシュミット USA ¥2,090 ¥1,900 ¥1,760 ¥1,600

HERM SPRENGER（ハームスプレンガー） ブリストル / ピンブラシ ¥4,400 ¥4,000 ¥3,630 ¥3,300

スケルトンブラシ ¥1,100 ¥1,000 ¥880 ¥800

Vale Brothers（ベールブラザーズ） KBF99 フェイスブラシ ¥2,200 ¥2,000 ¥1,980 ¥1,800

アルミクシ（大） ¥550 ¥500 ¥440 ¥400

アルミ水切り ¥1,100 ¥1,000 ¥660 ¥600

ﾀﾃｶﾞﾐすき ﾅｲﾌ ¥2,750 ¥2,500 ¥1,980 ¥1,800

ﾀﾃｶﾞﾐすき ﾊﾞｻﾐ ¥2,750 ¥2,500 ¥2,530 ¥2,300

タテガミ用輪ゴム ¥550 ¥500 ¥440 ¥400



168 グルーミングボックス ¥3,850 ¥3,500 ¥3,520 ¥3,200

169 グルーミングボックス ¥7,150 ¥6,500 ¥6,600 ¥6,000

Vale Brothers（ベールブラザーズ） KBF99　5点セット ¥16,500 ¥15,000 ¥14,300 ¥13,000

Hydrophane（ハイドロフェーン） レザードレッシング 500ml ¥2,750 ¥2,500 ¥2,200 ¥2,000

Absorbine ワンステップ 425g ¥3,300 ¥3,000 ¥2,640 ¥2,400

Amerigo（アメリゴ） ソフトグリース 500ml ¥4,180 ¥3,800 ¥3,520 ¥3,200

Effax（エファックス） レザーソフト ブラシ付き 475ml ¥3,300 ¥3,000 ¥2,970 ¥2,700

Amerigo（アメリゴ） ソフトクリーン 500ml ¥3,850 ¥3,500 ¥3,520 ¥3,200

Amerigo（アメリゴ） ソフトケア 500ml ¥4,950 ¥4,500 ¥4,400 ¥4,000

Hydrophane（ハイドロフェーン） ブルーム ホワイトホース シャンプー 1L ¥4,950 ¥4,500 ¥4,400 ¥4,000

Hydrophane（ハイドロフェーン） レディエンス メイン＆テール コンディショナー 500ml ¥3,300 ¥3,000 ¥2,750 ¥2,500

KEVIN BACON’S（ケビンベーコン） フーフドレッシング 1L ¥3,850 ¥3,500 ¥3,300 ¥3,000

KEVIN BACON’S（ケビンベーコン） フーフドレッシング 2.5L ¥6,930 ¥6,300 ¥6,380 ¥5,800

KEVIN BACON’S（ケビンベーコン） フーフドレッシング 液体 1L ¥6,600 ¥6,000 ¥6,380 ¥5,800

KEVIN BACON’S（ケビンベーコン） フーフドレッシング 液体 500ml ¥3,850 ¥3,500 ¥3,300 ¥3,000

E.A.MATTES（マテス） 羊毛専用洗剤 ¥1,650 ¥1,500 ¥1,100 ¥1,000

蹄油用ブラシキャップ ¥330 ¥300 ¥220 ¥200

Leovet（レオベット） リオベティーズ Ⅱ ¥2,750 ¥2,500 ¥2,200 ¥2,000

Bucas（ビューカス） パワークーラー ¥23,100 ¥21,000 ¥20,900 ¥19,000

Bucas（ビューカス）　バズ・オフ・ゼブラ・フライシート ¥38,500 ¥35,000 ¥30,800 ¥28,000

Bucas（ビューカス）　ライディングラグ ゼブラ ¥28,600 ¥26,000 ¥24,200 ¥22,000

LAS（ラス） XT-B ジャンピング ¥28,600 ¥26,000 ¥25,300 ¥23,000

エントラント キャップカバー ¥2,200 ¥2,000 ¥1,650 ¥1,500

ゴーグル ¥3,300 ¥3,000 ¥2,200 ¥2,000

アスコットタイII ¥6,600 ¥6,000 ¥4,950 ¥4,500

アスコットタイII （レース） ¥7,150 ¥6,500 ¥6,050 ¥5,500

LA VALCHE（ラヴァルシェ） AIR RIDE　ジュニア ¥35,200 ¥32,000 ¥31,900 ¥29,000

Sergio Grasso（セルジオグラッソ） MRライン ブーツ ¥126,500 ¥115,000 ¥110,000 ¥100,000

Sergio Grasso（セルジオグラッソ） エブリ ブーツ ¥99,000 ¥90,000 ¥88,000 ¥80,000

LA VALCHE（ラヴァルシェ） クロノブーツ ¥154,000 ¥140,000 ¥137,500 ¥125,000

DeNiroBootCo（デニーロ） アドバンスドブーツ ¥55,000 ¥50,000 ¥49,500 ¥45,000

Tonics（トニックス） スペースⅡ ジョッパーブーツ ¥57,200 ¥52,000 ¥48,400 ¥44,000

Sergio Grasso（セルジオグラッソ） エントラント ブーツザック ¥7,700 ¥7,000 ¥6,050 ¥5,500

LA VALCHE（ラヴァルシェ） ブーツバッグ（ボストン） ¥22,000 ¥20,000 ¥19,800 ¥18,000

LA VALCHE（ラヴァルシェ） ブーツバッグ（トート） ¥20,900 ¥19,000 ¥19,250 ¥17,500

ﾌﾞｰﾂ ｼｪｰﾊﾟｰ ¥6,600 ¥6,000 ¥5,500 ¥5,000

オーバーブーツ / ロングタイプ ¥9,900 ¥9,000 ¥8,250 ¥7,500

Sergio Grasso（セルジオグラッソ） 靴クリーナー ¥2,200 ¥2,000 ¥1,650 ¥1,500

Sergio Grasso（セルジオグラッソ） 靴クリーム ¥2,750 ¥2,500 ¥2,200 ¥2,000

ナカット ハーフチャップス ¥11,000 ¥10,000 ¥9,900 ¥9,000

ナカット ハーフチャップス ショートタイプ ¥11,000 ¥10,000 ¥9,900 ¥9,000

Tonics（トニックス） シリウス チャップス ¥33,000 ¥30,000 ¥30,800 ¥28,000

HERM SPRENGER（ハームスプレンガー） ウルトラフィット拍車 棒丸リン ¥9,900 ¥9,000 ¥8,250 ¥7,500

HERM SPRENGER（ハームスプレンガー） ウルトラグリップ拍車　先丸 ¥8,800 ¥8,000 ¥7,150 ¥6,500

LA VALCHE（ラヴァルシェ） レインコート ユニセックス ¥33,000 ¥30,000 ¥29,700 ¥27,000


