
■　PRICE LIST　■  　 I.M.Door Collection Apr-08

価格変更、掲載ミス等ございますので、ご注文前に必ずお見積もりをお取りください。 カタログ　P77～P87

室内ドア/ＥＫシリーズ　スウェーデン ※表示価格は税抜です。別途消費税と送料がかかります。

*受注生産品（デザインにより制作期間が異なりますのでお問合せ下さい）

2009年4月出荷分より価格が値上がりします。値上がり率は製品によって異なりますのでお問合せ下さい。

金額の出し方： ドア本体価格+枠+ハンドル+運賃（航空便/船便）+オプション+国内運賃（お見積）

※その他塗装色、素材をご希望の場合はお問合せ下さい

■輸入諸経費

シングル 親子ドア ダブルドア ２-３セット 通常納期（現地ﾎﾘﾃﾞｰ期間、年末年始除く）

航空便 ¥94,500 ¥105,000 ¥126,000 ¥147,000 約3週間～9週間(ﾃﾞｻﾞｲﾝにより異なります）

船便 約8週間～16週間(ﾃﾞｻﾞｲﾝにより異なります）

■ドア本体価格（枠・ハンドルは別途）、サイズはドア本体サイズ

カタログ品番 表面素材/仕上げ W625/725/825 W925 ﾀﾞﾌﾞﾙ/親子 備考
ｘH1940/2040 ｘH1940/2040 価格

EK7000ダブル ホワイト塗装＆オーク ¥613,000 ダブルドア　クリアガラス＆カットデコ　

EK7003 オーク/ウェンゲステイン ¥184,000 ¥197,000 スモークガラス

EK7000 オーク/ラッカー ¥268,000 ¥282,000 クリアガラス＆カットデコ　

EK7000 ホワイト塗装＆オーク ¥281,000 ¥295,000 スモークガラス

EK7002スライド オーク/ラッカー ¥744,000 ¥757,000 ｽﾍﾟｰｽｾｰﾋﾞﾝｸﾞｽﾗｲﾄﾞ金具付、ｽﾓｰｸｶﾞﾗｽ

EK7001 チェリー/ラッカー ¥224,000 ¥237,000 クリア＆サンドデコールガラス

EK7002 チェリー/ラッカー ¥171,000 ¥184,000 クリアガラス

EK7004 バーチ/ラッカー ¥272,000 ¥285,000 オパールガラス

EK7001 ホワイト塗装 ¥200,000 ¥213,000 クリア＆サンドデコールガラス

EK-ADDERA-15 バーチ/ラッカー ¥442,000 ダブルドア、ラミネートクリアガラス

EK-ADDERA-std ホワイト塗装 ¥57,000 ¥72,000

EK-ADDERA-P020 ホワイト塗装 ¥107,000 オパールガラス

EK-ADDERA-P011 ホワイト塗装 ¥194,000 オパールガラス

EK-ADDERA-P004 オーク/ラッカー ¥289,000 オパールガラス

EK-ADDERA-P016 オーク/ラッカー ¥177,000 クリアガラス

EK-ADDERA-8001 バーチ/ラッカー ¥113,000 ¥127,000

EK-ADDERA-P014 ホワイト塗装 ¥101,000 オパールガラス

EK-ADDERA-P007 ホワイト塗装＆オーク ¥125,000 オパールガラス

EK-ADDERA-P001 オーク/ラッカー ¥162,000 オパールガラス

EK400(MILANO) オーク/ウェンゲステイン ¥341,000 ¥355,000

EK402(MILANO) オーク/ウェンゲステイン ¥232,000 ¥247,000

EK481(MILANO) オーク/ウェンゲステイン ¥439,000 ¥454,000 クリアガラス

EK483(MILANO) オーク/ウェンゲステイン ¥530,000 ¥544,000 クリアガラス

EK-ADDERA(ADDERA) ｳｪﾝｹﾞｽﾃｲﾝｵｰｸ&ｳｫﾙﾅｯﾂﾊﾟﾈﾙ ¥181,000 ¥196,000

EK-ADDERA25(ADDERA) オーク/ウェンゲステイン ¥215,000 ¥230,000 オパールガラス

EK403(MILANO) オーク/ラッカー 廃盤

EK401(MILANO) オーク/ラッカー ¥174,000 ¥189,000

EK534(KUNGSATER) ホワイト塗装 ¥172,000 ¥196,000 4mm強化クリアガラス

EK533ﾀﾞﾌﾞﾙ(KUNGSATER) ホワイト塗装 ¥471,000 4mm強化ｸﾘｱｶﾞﾗｽ&ﾌﾞﾙｰｶﾞﾗｽ

EK533ﾀﾞﾌﾞﾙ(KUNGSATER) ホワイト塗装 ¥402,000 4mm強化クリアガラス

EK572(KUNGSATER) オーク/ラッカー ¥250,000 ¥274,000 4mm強化クリアガラス

EK565(KUNGSATER) オーク/ラッカー ¥196,000 ¥211,000

EK562(KUNGSATER) オーク/ラッカー ¥180,000 ¥195,000

EK562(KUNGSATER) オーク/アンティーク ¥196,000 ¥211,000

EK565(KUNGSATER) オーク/パテネート ¥208,000 ¥223,000

EK534(KUNGSATER) ホワイト塗装 ¥172,000 ¥196,000 4mm強化クリアガラス

EK570(KUNGSATER) オーク/ラッカー ¥258,000 ¥283,000 4mm強化クリアガラス

EK570親子(KUNGSATER) オーク/ラッカー ¥517,000

EK542 クリアパイン/ラッカー 廃盤（類似品EK663バーチ）

¥115,500
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EK550 クリアパイン/ラッカー 廃盤（類似品EK670バーチ）

EK552(KUNGSATER) クリアパイン/ラッカー 廃盤

EK503(KUNGSATER) 節有パイン/ホワイトステイン ¥90,000 ¥105,000

EK502(KUNGSATER) 節有パイン/ラッカー ¥72,000 ¥87,000

EK505(KUNGSATER) 節有パイン/ラッカー ¥82,000 ¥97,000

EK504(KUNGSATER) 節有パイン/ラッカー ¥82,000 ¥97,000

EK502(KUNGSATER) 節有パイン/アシッドステイン ¥80,000 ¥96,000

EK515(KUNGSATER) 節有パイン/ラッカー ¥141,000 ¥165,000 4mm強化クリアガラス

EK512(KUNGSATER) 節有パイン/ラッカー ¥141,000 ¥165,000 4mm強化クリアガラス

EK510(KUNGSATER)親子 節有パイン/ラッカー ¥298,000 ¥298,000 4mm強化クリアガラス

EK502(KUNGSATER)ﾀﾞﾌﾞﾙ 節有パイン/ラッカー ¥313,000 4mm強化クリアガラス

EK630(KUNGSATER) アンティークレッド ¥133,000 ¥150,000

EK620(KUNGSATER) ｱﾝﾁｰｸ・ライトプロバンス ¥138,000 ¥154,000

EK610(KUNGSATER) ｱﾝﾃｨｰｸ・ﾌﾞﾗｯｸ/ﾎﾜｲﾄ色 ¥128,000 ¥144,000

EK630(KUNGSATER) アンティークブルー ¥133,000 ¥150,000

EK306(FJORDTRE) 節有パイン/ラッカー ¥42,000 ¥56,000

EK306(FJORDTRE) 節有パイン/ﾎﾜｲﾄｽﾃｲﾝ ¥56,000 ¥70,000

EK306(FJORDTRE) 節有パイン/ｱｼｯﾄﾞｽﾃｲﾝ ¥50,000 ¥64,000

EK306(FJORDTRE) 節有パイン/オークステイン ¥56,000 ¥70,000

EK306(FJORDTRE) 節有パイン/ハニーステイン ¥56,000 ¥70,000

EK306(FJORDTRE) 節有パイン/チェリーステイン ¥56,000 ¥70,000

EK318(FJORDTRE) 節有パイン/ラッカー 廃盤

EK314(FJORDTRE) 節有パイン/アシッドステイン ¥121,000 ¥100,000

EK312(FJORDTRE) 節有パイン/ラッカー ¥68,000 ¥82,000

EK312(FJORDTRE) 節有パイン/ハニーステイン ¥81,000 ¥95,000

EK315(FJORDTRE) 節有パイン/ラッカー ¥157,000 ¥180,000 4mm強化クリアガラス

EK307(FJORDTRE) 節有パイン/ラッカー ¥134,000 ¥157,000 4mm強化クリアガラス

EK313(FJORDTRE) 節有パイン/ラッカー ¥141,000 ¥165,000 4mm強化クリアガラス

EK313(FJORDTRE)ダブル 節有パイン/ラッカー ¥298,000 4mm強化クリアガラス

EK315(FJORDTRE) 節有パイン/オークステイン ¥175,000 ¥198,000 4mm強化クリアガラス

EK317(FJORDTRE) 節有パイン/ブラウンステイン ¥195,000 ¥219,000

EK521(KUNGSATER) ホワイト塗装 ¥84,000 ¥100,000

EK522(KUNGSATER) ホワイト塗装 ¥75,000 ¥90,000

EK525(KUNGSATER) ホワイト塗装 ¥84,000 ¥100,000

EK523(KUNGSATER) ホワイト塗装 ¥84,000 ¥100,000

EK523(KUNGSATER) 特注色 ¥112,000 ¥127,000

EK524(KUNGSATER) ホワイト塗装 ¥84,000 ¥100,000

EK531(KUNGSATER) ホワイト塗装 ¥167,000 ¥191,000 4mm強化クリアガラス

EK532(KUNGSATER) ホワイト塗装 ¥147,000 ¥171,000 4mm強化クリアガラス

EK535(KUNGSATER) ホワイト塗装 ¥147,000 ¥171,000 4mm強化クリアガラス

EK530(KUNGSATER)ﾀﾞﾌﾞﾙ ホワイト塗装 ¥325,000 4mm強化クリアガラス

EK531(KUNGSATER)ﾀﾞﾌﾞﾙ ホワイト塗装 ¥350,000 4mm強化クリアガラス

EK366(POLAR) ホワイト塗装 ¥40,000 ¥47,000

EK421(POLAR) ホワイト塗装 ¥31,000 ¥4,000

EK352(POLAR) ホワイト塗装 ¥31,000 ¥38,000

EK355(POLAR) ホワイト塗装 ¥31,000 ¥38,000

EK522(KUNGSATER) ホワイト塗装 ¥75,000 ¥90,000
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EK530(KUNGSATER) ホワイト塗装 ¥154,000 ¥179,000 4mm強化クリアガラス

EK522(KUNGSATER)ｽﾗｲﾄﾞ ホワイト塗装 ¥183,000 ¥214,000 ダブルポケットスライディングドア

EK1070(POLAR) ホワイト塗装 ¥162,000 ¥170,000 クリアガラス

EK1070(POLAR) ｵﾌﾟｼｮﾝ塗装ﾗｲﾄﾍﾞｰｼﾞｭ ¥190,000 ¥197,000 クリアガラス

EK1070(POLAR) ｵﾌﾟｼｮﾝ塗装ｴｯｸﾞｼｪﾙ ¥190,000 ¥197,000 クリアガラス

EK1070(POLAR) ｵﾌﾟｼｮﾝ塗装バニラ ¥190,000 ¥197,000 クリアガラス

EK1070(POLAR) ｵﾌﾟｼｮﾝ塗装ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ ¥190,000 ¥197,000 クリアガラス

EK1070(POLAR) ｵﾌﾟｼｮﾝ塗装ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ ¥190,000 ¥197,000 クリアガラス

EK376(STIL) ホワイト塗装 ¥29,000 ¥39,000

EK374(STIL) ホワイト塗装 ¥29,000 ¥39,000

EK378(STIL) ホワイト塗装 ¥29,000 ¥39,000

EK377(STIL)ﾀﾞﾌﾞﾙ ホワイト塗装 ¥248,000 4mm強化クリアガラス

EK375(STIL) ホワイト塗装 ¥105,000 ¥119,000 4mm強化クリアガラス

EK377(STIL) ホワイト塗装 ¥117,000 ¥131,000 4mm強化クリアガラス

EK379(STIL) ホワイト塗装 ¥117,000 ¥131,000 4mm強化クリアガラス

EK383(STIL) ホワイト塗装 ¥125,000 ¥139,000 4mm強化クリアガラス

EK1015(POLAR) ホワイト塗装 ¥105,000 ¥112,000 4mm強化クリアガラス

EK1002(POLAR) ホワイト塗装 ¥85,000 ¥92,000 4mm強化クリアガラス

EK1003(POLAR) ホワイト塗装 ¥82,000 ¥110,000 4mm強化クリアガラス

EK1021(POLAR) ホワイト塗装 ¥65,000 ¥73,000 4mm強化クリアガラス

EK1000(POLAR) 特注色 ¥46,000 ¥53,000

EK1061(POLAR)ﾀﾞﾌﾞﾙ ホワイト塗装 ¥221,000 4mm強化クリアガラス

EK378(STIL) ホワイト塗装 ¥29,000 ¥39,000

EK1001(POLAR) ホワイト塗装 ¥69,000 ¥81,000 4mm強化クリアガラス

EK1000(POLAR) ホワイト塗装 ¥18,000 ¥26,000

EK660(KUNGSATER) バーチ/ラッカー 廃盤

EK663(KUNGSATER) バーチ/ラッカー 廃盤

EK670(KUNGSATER) バーチ/ラッカー 廃盤 4mm強化クリアガラス

EK670(KUNGSATER)親子 バーチ/ラッカー 廃盤 4mm強化クリアガラス

EK670(KUNGSATER)ﾀﾞﾌﾞﾙ バーチ/ラッカー 廃盤 4mm強化クリアガラス

EK663(KUNGSATER) バーチ/ﾊﾆｰｽﾃｲﾝ 廃盤

EK664(KUNGSATER) バーチ/ﾊﾆｰｽﾃｲﾝ 廃盤

EK670(KUNGSATER) バーチ/ﾊﾆｰｽﾃｲﾝ 廃盤 4mm強化クリアガラス

EK663(KUNGSATER) バーチ/ﾁｪﾘｰｽﾃｲﾝ 廃盤

EK1031(SKOG) オーク/ラッカー ¥171,000 4mm強化クリアガラス

EK1035(SKOG)親子 オーク/ラッカー ¥337,000 4mm強化クリアガラス

EK421(URBAN) バーチ/ラッカー ¥100,000 ¥107,000

EK1061(URBAN) ビーチ ¥160,000

EK1000(URBAN) オーク/ラッカー ¥59,000 ¥66,000

EK1000(URBAN) チェリー 廃盤

EK1000(URBAN) バーチ/ラッカー ¥59,000 ¥66,000

EK1000(URBAN) ガボン/ラッカー ¥41,000 ¥48,000

EK1000(URBAN) ビーチ/ラッカー ¥56,000 ¥63,000

■枠セット価格　：　三方枠　ノックダウン納品、取り付用ビスドリル穴加工済（14/6mm）
●標準パイン枠 タイプ 見込92mm 見込118mm 見込145mm
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無塗装 シングルドア枠 ¥14,000 ¥18,000 ¥30,000

親子・ダブルドア枠 ¥17,000 ¥22,000 ¥36,000

ホワイト塗装 シングルドア枠 ¥24,000 ¥28,000 ¥41,000

親子・ダブルドア枠 ¥28,000 ¥33,000 ¥48,000

クリアーラッカー仕上げ シングルドア枠 ¥21,000 ¥25,000

親子・ダブルドア枠 ¥25,000 ¥30,000

オプション色塗装 シングルドア枠 ¥40,000 ¥44,000 ¥61,000

親子・ダブルドア枠 ¥46,000 ¥51,000 ¥70,000

特注色塗装 シングルドア枠 ¥40,000 ¥44,000 ¥61,000

親子・ダブルドア枠 ¥46,000 ¥51,000 ¥70,000

ステイン仕上げ等 シングルドア枠 ¥24,000 ¥28,000

親子・ダブルドア枠 ¥28,000 ¥33,000

●パイン差込型枠 タイプ 見込92mm 見込118mm 見込145mm
無塗装 シングルドア枠 ¥18,000 ¥22,000

親子・ダブルドア枠 ¥22,000 ¥27,000

ホワイト塗装 シングルドア枠 ¥29,000 ¥33,000

親子・ダブルドア枠 ¥33,000 ¥38,000

クリアーラッカー仕上げ シングルドア枠 ¥25,000 ¥29,000

親子・ダブルドア枠 ¥29,000 ¥34,000

オプション色塗装 シングルドア枠 ¥44,000 ¥49,000

親子・ダブルドア枠 ¥51,000 ¥56,000

特注色塗装 シングルドア枠 ¥44,000 ¥49,000

親子・ダブルドア枠 ¥51,000 ¥56,000

ステイン仕上げ等 シングルドア枠 ¥28,000 ¥32,000

親子・ダブルドア枠 ¥33,000 ¥38,000

●無垢ビーチ差込型枠

無塗装 シングルドア枠 ¥52,000 ¥60,000

親子・ダブルドア枠 ¥70,000 ¥80,000

クリアーラッカー仕上げ シングルドア枠 ¥59,000 ¥67,000

親子・ダブルドア枠 ¥77,000 ¥88,000

●無垢バーチ差込型枠

無塗装 シングルドア枠 ¥52,000 ¥60,000

親子・ダブルドア枠 ¥70,000 ¥80,000

クリアーラッカー仕上げ シングルドア枠 ¥59,000 ¥67,000

親子・ダブルドア枠 ¥77,000 ¥88,000

●無垢オーク差込型枠

無塗装 シングルドア枠 ¥69,000 ¥80,000

親子・ダブルドア枠 ¥89,000 ¥104,000

クリアーラッカー仕上げ シングルドア枠 ¥76,000 ¥88,000

親子・ダブルドア枠 ¥97,000 ¥112,000

オイル仕上げ シングルドア枠 ¥76,000 ¥88,000

親子・ダブルドア枠 ¥97,000 ¥112,000

パテネート仕上げ シングルドア枠 ¥108,000 ¥120,000

親子・ダブルドア枠 ¥130,000 ¥146,000

アンティーク仕上げ シングルドア枠 ¥95,000 ¥107,000

親子・ダブルドア枠 ¥117,000 ¥132,000

ウエンゲステイン仕上げ シングルドア枠 ¥95,000 ¥107,000

親子・ダブルドア枠 ¥117,000 ¥132,000

●無垢チェリー差込型枠



■　PRICE LIST　■  　 I.M.Door Collection Apr-08

価格変更、掲載ミス等ございますので、ご注文前に必ずお見積もりをお取りください。 カタログ　P77～P87

室内ドア/ＥＫシリーズ　スウェーデン ※表示価格は税抜です。別途消費税と送料がかかります。

*受注生産品（デザインにより制作期間が異なりますのでお問合せ下さい）

2009年4月出荷分より価格が値上がりします。値上がり率は製品によって異なりますのでお問合せ下さい。

金額の出し方： ドア本体価格+枠+ハンドル+運賃（航空便/船便）+オプション+国内運賃（お見積）

※その他塗装色、素材をご希望の場合はお問合せ下さい

無塗装 シングルドア枠 ¥99,000 ¥118,000

親子・ダブルドア枠 ¥135,000 ¥158,000

クリアーラッカー仕上げ シングルドア枠 ¥107,000 ¥125,000

親子・ダブルドア枠 ¥144,000 ¥167,000

●開口用枠 同価格 同価格

■差込用ケーシング　
※ｼﾝﾌﾟﾙﾀｲﾌﾟ：56mm、ﾃﾞｺﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟ：67mm

シングル用 親子・ﾀﾞﾌﾞﾙ用

材質（タイプ） 仕上げ 5x2200mm 6ｘ2200mm
パイン 無塗装 ¥18,000 ¥21,000

(ｼﾝﾌﾟﾙ･ﾃﾞｺﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟ) クリアーラッカー仕上げ ¥30,000 ¥36,000

ステイン仕上げ等 ¥34,000 ¥41,000

MDF ホワイト塗装 ¥24,000 ¥28,000

(ｼﾝﾌﾟﾙ･ﾃﾞｺﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟ) オプション色塗装 ¥40,000 ¥44,000

特注色塗装 ¥40,000 ¥44,000

オーク、ビーチ 無塗装 ¥38,000 ¥45,000

(ﾃﾞｺﾚｰｼｮﾝﾀｲﾌﾟ) クリアーラッカー仕上げ ¥50,000 ¥61,000

オイル仕上げ（オーク） ¥50,000 ¥61,000

ｱﾝﾃｨｰｸ、ｳｪﾝｹﾞｽﾃｲﾝ（オーク） ¥56,000 ¥67,000

パテネート仕上げ（オーク） ¥78,000 ¥93,000

オーク、ビーチ、チェリー 無塗装 ¥35,000 ¥42,000

バーチ クリアーラッカー仕上げ ¥48,000 ¥57,000

(ｼﾝﾌﾟﾙﾀｲﾌﾟ) オイル仕上げ（オーク） ¥48,000 ¥57,000

ｱﾝﾃｨｰｸ、ｳｪﾝｹﾞｽﾃｲﾝ（オーク） ¥53,000 ¥64,000

パテネート仕上げ（オーク） ¥73,000 ¥88,000

差込無しMDF ｱﾝﾃｨｰｸ、ｳｪﾝｹﾞｽﾃｲﾝ（オーク） ¥16,000 （加算）

■片引戸枠セット価格　：　パインの引戸はノックダウン納品、その他は組立済。パイン以外の部材は外観部分のみの化粧仕上

外付け用

タイプ 壁厚95mm 壁厚122mm
パイン 無塗装 ¥69,000 ¥69,000 ¥42,000

クリアーラッカー仕上げ ¥96,000 ¥96,000 ¥62,000

ステイン仕上げ等 ¥96,000 ¥96,000 ¥62,000

ホワイト塗装 ¥83,000 ¥83,000 ¥49,000

オプション色塗装 ¥130,000 ¥130,000 ¥78,000

特注色塗装 ¥130,000 ¥130,000 ¥78,000

オーク 無塗装 ¥171,000 ¥171,000 ¥63,000

クリアーラッカー仕上げ ¥189,000 ¥189,000 ¥71,000

オイル仕上げ（オーク） ¥189,000 ¥189,000 ¥74,000

パテネート仕上げ（オーク） ¥201,000 ¥201,000 ¥86,000

アンティーク、ウエンゲステイン仕上げ（オーク） ¥189,000 ¥189,000 ¥74,000

ビーチ 無塗装 ¥171,000 ¥171,000 ¥63,000

クリアーラッカー仕上げ ¥189,000 ¥189,000 ¥71,000

バーチ 無塗装 ¥171,000 ¥171,000 ¥63,000

クリアーラッカー仕上げ ¥189,000 ¥189,000 ¥71,000

チェリー 無塗装 ¥171,000 ¥171,000 ¥63,000

クリアーラッカー仕上げ ¥189,000 ¥189,000 ¥71,000

ポケットスライディングドア用
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価格変更、掲載ミス等ございますので、ご注文前に必ずお見積もりをお取りください。 カタログ　P77～P87

室内ドア/ＥＫシリーズ　スウェーデン ※表示価格は税抜です。別途消費税と送料がかかります。

*受注生産品（デザインにより制作期間が異なりますのでお問合せ下さい）

2009年4月出荷分より価格が値上がりします。値上がり率は製品によって異なりますのでお問合せ下さい。

金額の出し方： ドア本体価格+枠+ハンドル+運賃（航空便/船便）+オプション+国内運賃（お見積）

※その他塗装色、素材をご希望の場合はお問合せ下さい

※ポケットスライディングドア用枠セット　：レール、金具含む。高さ2090mm（現場カット可1990mmまで）

■ハンドル

ハンドルタイプ 素材 鍵付 ｻﾑﾀｰﾝﾛｯｸ付 ｶﾀﾛｸﾞ品番
Verona F1　アルミシルバー ¥12,000 ¥16,000 H1

F9　アルミステン色 ¥16,000 ¥20,000

F69　マットステンレス ¥37,000 ¥49,000

F71　シャイニーブラス ¥20,000 ¥30,000

F72　マットブラス ¥18,000 ¥26,000 H2

F49　シャイニークローム ¥25,000 ¥40,000

Porto F71　シャイニーブラス ¥17,000 ¥26,000 H4

F72　マットブラス ¥17,000 ¥26,000

F49　シャイニークローム ¥21,000 ¥32,000 H3

Monte Carlo F46-R ｻﾃﾝｸﾛｰﾑ/ｼｬｲﾆｰｸﾛｰﾑ ¥79,000 ¥98,000 H5

F74-R ﾏｯﾄﾌﾞﾗｽ/ｼｬｲﾆｰﾌﾞﾗｽ ¥79,000 ¥98,000

Capri F49/F69 ｼｬｲﾆｰｸﾛｰﾑ/ﾏｯﾄｽﾃﾝﾚｽ ¥35,000 ¥46,000

F72/F69　ﾏｯﾄﾌﾞﾗｽ/ﾏｯﾄｽﾃﾝﾚｽ ¥35,000 ¥46,000 H6

Tokyo F1　アルミシルバー ¥13,000 ¥16,000 H7

F9　アルミステン色 ¥15,000 ¥18,000

Almeria F71　シャイニーブラス ¥9,000 H8


