2019年11月版
カタログのご利用にあたって
●
●
●
●
●
●

本価格表の有効期限は、2020年3月末日です。有効期限内であっても価格や仕様など予告なく変更する場合があります。表記の「税込価格」は
2019年11月現在の消費税率（10%）に基づきます。
本カタログに掲載の写真は、色調・形状等が実際のものとは異なる場合があります。正しい製品画像についてはCG画像をご参照ください。
運賃、組立費、据付費、基礎工事費は別途お見積りをいたします。
一部製品はご注文承り後のお取寄せにつき、納入まで3ヶ月ほどかかる場合があります。
本製品の設置に際しては、標準施工図に基づいて工事を行ってください。
メンテナンス、保守管理について、他の遊具同様使用頻度に応じた定期点検をお勧めいたします。

掲載ページ
商品番号
商 品 名
MOMENTS TODDLER モーメンツトドラー
25
M18801-01P
ロッキング ダック
25
M18901-01P
ロッキング エレファント
26
M19001-01P
ロッキング ポニーシーソー
27
M62080-3418P
ブッシュウォーク
27
M19101-3517P
トドラースピカ
28
M95172-3717P
デイジースイング
28
MSC540100-3417P
雲のクライマー
29
MSC541701-3017P / 3417P トドラーキャッスル
30
MSC542401-3017P / 3417P トドラータウン
30
MSC542701-3418P（※） タウン・スライド
31
M26101-3418P
デイジーデスクセット
31
MSC540500-3417P
ファニーフェンス
32
MSC541000-3417P
フォレスト
32
MSC541100-3417P
キリン
33
MSC541400-3017P / 3417P ダブルカー
33
MSC541600-3017P / 3417P ジャングルアドベンチャー
34
MSC540700-3417P
マジックブッシュ
34
MSC540800-3417P
ワークショップ
35
M41000-3018P / 3118P トドラーハウス・レッド
35
M41100-3018P / 3118P トドラーハウス・イエロー
36
M41200-3018P / 3118P トドラーハウス・グリーン
36
MSC541500-3017 P / 3417P ダブルハウス
37
M53600-3018P/3418P
トドラートレイン・汽車
37
M53700-3018P/3418P
トドラートレイン・客車
38
M53800-3018P/3418P
トドラートレイン・貨物車
39
PCM000110-0601
プレイパネル・カウンター
39
PCM000210-0601
プレイパネル・コーナー
40
PCM000310-0601
プレイパネル・タウン
41
PCM000410-0601
プレイパネル・ネットタウン
42
PCM000510-0601
プレイパネル・トンネルタウン
MOMENTS SPRING スプリング
48
M10170-01P
スプリング にわとり
48
M10670-01P
スプリング にわとりB
49
M160126
（※）
スプリング うさぎ
49
M12301-01P
スプリング こぞう
49
M11315-01P
スプリング ドラゴン
50
M12406-01P
スプリング かめ
50
M16701-01P
スプリング シャーク
50
M16601-01P
スプリング 救急車
51
M17203-01P
スプリング ホース（赤）
51
M17202-01P
スプリング ホース（オレンジ）
51
M13070-01P
スプリング オートバイ
52
M13300-01
スプリング ジギー
52
M13400-01
スプリング ザギー
53
M12870-01P
スプリング クローバー
53
M14374-01P
アルバトロス
54
M18301-01P
モーターサイクルシーソー
54
M18201-01P
おうまのシーソー
55
M18601-01P
お庭のシーソー
56
M18701-01P
海のシーソー
MOMENTS ROLE-PLAY 想像あそび
58
M23070-3418P
ガーデンテーブル

仕

様

本体価格

税込価格

埋込
埋込
埋込
埋込
埋込
埋込
埋込
アンカー / 据置、または埋込
アンカー / 据置、または埋込
埋込
埋込
埋込
お取り扱いを終了いたしました
お取り扱いを終了いたしました
アンカー / 据置、または埋込
アンカー / 据置、または埋込
埋込
埋込
アンカー / 据置、または埋込
アンカー / 据置、または埋込
お取り扱いを終了いたしました
アンカー / 据置、または埋込
アンカー / 据置、または埋込
アンカー / 据置、または埋込
お取り扱いを終了いたしました
埋込
お取り扱いを終了いたしました
埋込
埋込
埋込

¥160,000
¥285,000
¥285,000
¥400,000
¥170,000
¥310,000
¥240,000
¥1,450,000
¥1,840,000
¥1,100,000
¥360,000
¥150,000
¥930,000
¥920,000
¥380,000
¥370,000
¥900,000
¥770,000
¥890,000
¥700,000
¥580,000
¥200,000
¥440,000
¥890,000
¥1,150,000

¥176,000
¥313,500
¥313,500
¥440,000
¥187,000
¥341,000
¥264,000
¥1,595,000
¥2,024,000
¥1,210,000
¥396,000
¥165,000
¥1,023,000
¥1,012,000
¥418,000
¥407,000
¥990,000
¥847,000
¥979,000
¥770,000
¥638,000
¥220,000
¥484,000
¥979,000
¥1,265,000

埋込
埋込
埋込 在庫終了次第、お取り扱いを終了いたします
埋込
埋込
お取り扱いを終了いたしました
お取り扱いを終了いたしました
埋込
埋込
埋込
埋込
お取り扱いを終了いたしました
お取り扱いを終了いたしました
埋込
埋込
埋込
埋込
埋込
埋込

¥140,000
¥330,000
¥230,000
¥190,000
¥210,000
¥250,000
¥143,000
¥143,000
¥230,000
¥220,000
¥380,000
¥460,000
¥380,000
¥830,000
¥820,000

¥154,000
¥363,000
¥253,000
¥209,000
¥231,000
¥275,000
¥157,300
¥157,300
¥253,000
¥242,000
¥418,000
¥506,000
¥418,000
¥913,000
¥902,000

埋込

¥400,000

¥440,000
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商品番号
商 品 名
58
M24370-3418P
クロコベンチ
59
M24070-3218P
（※）
飛行機ベンチ
59
M24170-3218P
（※）
汽車ベンチ
59
M24270-3218P
（※）
客車ベンチ
60
M52570-3417P
スチームエンジン 汽車
60
M52670-3417P
スチームエンジン 客車
60
M52900-3317P
接続板
61
M53570-3418P / 5018P ファイヤーエンジン
61
M53170-3313P / 5013P キャンピングカー
62
M700070-3518P
レッドハウス
62
M700071-3518P
ブルーハウス
63
MS3270-3713P
（※※※） 海賊船
MOMENTS SANDPIT 砂場
66
MSC541900-3417P
サンド・ワークステーション
66
M51200-3218P
サンドピットペンタゴン
67
MSC541801-3417P
サンドファクトリー S
67
MSC541803-3417P
サンドファクトリー L
68
M58200-3713P
サンドワークス
68
M57170-3317P
クルクルテーブル
69
M59170-3417P
グランカナル
70
M59070-3413P
リトルマーメイド
MOMENTS STORYMAKER ストーリーメーカー
73
MSC640700-3717P（※※※） ストーリーメーカー 6407
74
MSC641100-3717P
ストーリーメーカー ラージ 6411
75
MSC640500-3717P
ストーリーメーカー ラージ 6405
76
MSC640800-3717P（※※※） ストーリーメーカー 6408
77
MSC642300-3717P
ストーリーメーカー 6423
78
MSC641000-3717P
ストーリーメーカー ラージ 6410
79
MSC641300-3717P
ストーリーメーカー タワー
79
MSC641400-3717P
ストーリーメーカー タワー ネット
80
MSC641600-3717P
ストーリーメーカー 6416
81
MSC641800-3717P
ストーリーメーカー ラージ 6418
82
MSC642200-3717P
ストーリーメーカー キャッスル
MOMENTS TRIACTION トライアクション
84
TR200900-3713BP
トライアクション 2009P
85
TR201000-3713BP
トライアクション 2010P
86
TR100100-3713BP
トライアクション 1001P
86
TR000400-3717BP
トライアクション 0004P
MOMENTS COMBINATION モーメンツコンビネーション
93
PCM100103-0604
モーメンツ・コンビネーション 1103
93
PCM100103-0610
モーメンツ・コンビネーション 1103
93
PCM100103-0616
モーメンツ・コンビネーション 1103
93
PCM100104-0604
モーメンツ・コンビネーション 1104
93
PCM100104-0610
モーメンツ・コンビネーション 1104
93
PCM100104-0616
モーメンツ・コンビネーション 1104
94
PCM100204-0904
モーメンツ・コンビネーション 1204
94
PCM100204-0910
モーメンツ・コンビネーション 1204
94
PCM100204-0916
モーメンツ・コンビネーション 1204
94
PCM100403-0904
モーメンツ・コンビネーション 1403
94
PCM100403-0910
モーメンツ・コンビネーション 1403
94
PCM100403-0916
モーメンツ・コンビネーション 1403
95
PCM100404-0904
モーメンツ・コンビネーション 1404
95
PCM100404-0910
モーメンツ・コンビネーション 1404
95
PCM100404-0916
モーメンツ・コンビネーション 1404
95
PCM200108-0604
モーメンツ・コンビネーション 2108
95
PCM200108-0610
モーメンツ・コンビネーション 2108
95
PCM200108-0616
モーメンツ・コンビネーション 2108
96
PCM200109-0604
モーメンツ・コンビネーション 2109
96
PCM200109-0610
モーメンツ・コンビネーション 2109
96
PCM200109-0616
モーメンツ・コンビネーション 2109
97
PCM200110-0604
モーメンツ・コンビネーション 2110
97
PCM200110-0610
モーメンツ・コンビネーション 2110
97
PCM200110-0616
モーメンツ・コンビネーション 2110
97
PCM200304-0904
モーメンツ・コンビネーション 2304
97
PCM200304-0910
モーメンツ・コンビネーション 2304
97
PCM200304-0916
モーメンツ・コンビネーション 2304
98
PCM200307-0904
モーメンツ・コンビネーション 2307
98
PCM200307-0910
モーメンツ・コンビネーション 2307
98
PCM200307-0916
モーメンツ・コンビネーション 2307
98
PCM200309-0904
モーメンツ・コンビネーション 2309
98
PCM200309-0910
モーメンツ・コンビネーション 2309
98
PCM200309-0916
モーメンツ・コンビネーション 2309
99
PCM300104-0904
モーメンツ・コンビネーション 3104
99
PCM300104-0910
モーメンツ・コンビネーション 3104

仕
様
埋込
埋込
埋込
埋込
埋込、またはアンカー / 据置
埋込、またはアンカー / 据置
埋込、またはアンカー / 据置
埋込、またはアンカー / 据置
埋込、またはアンカー / 据置
埋込、またはアンカー / 据置
埋込、またはアンカー / 据置
仕様変更をした新商品に切り替え

本体価格
¥250,000
¥680,000
¥400,000
¥390,000
¥1,580,000
¥1,750,000
¥80,000
¥2,380,000
¥800,000
¥620,000
¥620,000
-

税込価格
¥275,000
¥748,000
¥440,000
¥429,000
¥1,738,000
¥1,925,000
¥88,000
¥2,618,000
¥880,000
¥682,000
¥682,000
-

埋込
埋込
埋込
埋込
埋込
埋込
埋込
埋込

¥520,000
¥310,000
¥590,000
¥990,000
¥2,310,000
¥180,000
¥1,660,000
¥1,490,000

¥572,000
¥341,000
¥649,000
¥1,089,000
¥2,541,000
¥198,000
¥1,826,000
¥1,639,000

仕様変更をした新商品に切り替え
埋込
埋込
仕様変更をした新商品に切り替え
お取り扱いを終了いたしました
埋込
お取り扱いを終了いたしました
お取り扱いを終了いたしました
埋込
埋込
埋込

¥5,740,000
¥4,710,000
¥5,680,000
¥4,800,000
¥6,090,000
¥8,400,000

¥6,314,000
¥5,181,000
¥6,248,000
¥5,280,000
¥6,699,000
¥9,240,000

お取り扱いを終了いたしました
お取り扱いを終了いたしました
お取り扱いを終了いたしました
お取り扱いを終了いたしました

-

-

お取り扱いを終了いたしました
赤：スチールポスト／埋込
緑：パインポスト／埋込
お取り扱いを終了いたしました
赤：スチールポスト／埋込
緑：パインポスト／埋込
お取り扱いを終了いたしました
赤：スチールポスト／埋込
緑：パインポスト／埋込
お取り扱いを終了いたしました
赤：スチールポスト／埋込
緑：パインポスト／埋込
お取り扱いを終了いたしました
赤：スチールポスト／埋込
緑：パインポスト／埋込
お取り扱いを終了いたしました
赤：スチールポスト／埋込
緑：パインポスト／埋込
お取り扱いを終了いたしました
赤：スチールポスト／埋込
緑：パインポスト／埋込
お取り扱いを終了いたしました
赤：スチールポスト／埋込
緑：パインポスト／埋込
お取り扱いを終了いたしました
赤：スチールポスト／埋込
緑：パインポスト／埋込
お取り扱いを終了いたしました
お取り扱いを終了いたしました
お取り扱いを終了いたしました
お取り扱いを終了いたしました
赤：スチールポスト／埋込
緑：パインポスト／埋込
お取り扱いを終了いたしました
赤：スチールポスト／埋込

¥1,160,000
¥1,160,000
¥1,520,000
¥1,520,000
¥2,740,000
¥2,740,000
¥2,060,000
¥2,060,000
¥3,480,000
¥3,480,000
¥3,900,000
¥3,900,000
¥3,420,000
¥3,420,000
¥4,040,000
¥4,040,000
¥4,100,000
¥4,100,000
¥3,900,000
¥3,900,000
¥4,900,000

¥1,276,000
¥1,276,000
¥1,672,000
¥1,672,000
¥3,014,000
¥3,014,000
¥2,266,000
¥2,266,000
¥3,828,000
¥3,828,000
¥4,290,000
¥4,290,000
¥3,762,000
¥3,762,000
¥4,444,000
¥4,444,000
¥4,510,000
¥4,510,000
¥4,290,000
¥4,290,000
¥5,390,000
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商品番号
99
PCM300104-0916
100
PCM300107-0904
100
PCM300107-0910
100
PCM300107-0916
100
PCM300108-0904
100
PCM300108-0910
100
PCM300108-0916
101
PCM400103-0904
101
PCM400103-0910
101
PCM400103-0916
ELEMENTS エレメンツ
105
ELE400134-3717BL
105
ELE400134-3717RE
105
ELE400141-3717BL
105
ELE400141-3717RE
106
ELE400051-3717BL
106
ELE400051-3717RE
106
ELE400047-3717BL
106
ELE400047-3717RE
107
ELE400133-3717BL
107
ELE400133-3717RE
108
ELE400048-3717BL
108
ELE400048-3717RE
109
ELE400016-3717BL
109
ELE400016-3717RE
109
ELE400017-3717BL
109
ELE400017-3717RE
110
ELE400049-3717BL
110
ELE400049-3717RE
110
ELE400030-3717BL
110
ELE400030-3717RE
111
ELE400050-3717BL
111
ELE400050-3717RE
112
ELE400231-3717BL
112
ELE400231-3717RE
113
ELE400232-3717BL
113
ELE400232-3717RE
114
ELE400114-3717BL
114
ELE400114-3717RE
115
ELE400002-01E
115
ELE400002-01F
115
ELE400020-01E
115
ELE400020-01F
115
ELE400019-01E
115
ELE400019-01F
116
ELE400021-3718
116
ELE400060-3717
116
ELE400060-3720
117
ELE400006-3717BL
118
KSW92003-0910
（※※）
118
ELE500086-3717
SIK-Holz ジクホルツ
121
SI3919
121
SI3113SP
122
SI43121
122
SI315SP
123
SI557615
123
SI510
124
SI5837
124
SI58682
125
SI526
125
SI53739
PIONEER パイオニア
137
PNR.000.204
138
PNR.000.105
138
PNR.000.202
139
PNR.000.203
139
PNR.000.206
140
PNR.000.303
141
PNR.000.401
141
PNR.000.402
142
PNR.010.005
143
PNR.020.001
144
PNR.030.001

商 品 名
モーメンツ・コンビネーション 3104
モーメンツ・コンビネーション 3107
モーメンツ・コンビネーション 3107
モーメンツ・コンビネーション 3107
モーメンツ・コンビネーション 3108
モーメンツ・コンビネーション 3108
モーメンツ・コンビネーション 3108
モーメンツ・コンビネーション 4103
モーメンツ・コンビネーション 4103
モーメンツ・コンビネーション 4103

仕
様
緑：パインポスト／埋込
お取り扱いを終了いたしました
お取り扱いを終了いたしました
お取り扱いを終了いたしました
お取り扱いを終了いたしました
赤：スチールポスト／埋込
緑：パインポスト／埋込
お取り扱いを終了いたしました
赤：スチールポスト／埋込
緑：パインポスト／埋込

本体価格
¥4,900,000
¥5,200,000
¥5,200,000
¥5,140,000
¥5,140,000

税込価格
¥5,390,000
¥5,720,000
¥5,720,000
¥5,654,000
¥5,654,000

ライトハウス 青
ライトハウス 赤
ファイヤーステーション 青
ファイヤーステーション 赤
ムーバー 青
ムーバー 赤
サーキット 2 青
サーキット 2 赤
セッティング 青
セッティング 赤
コンテスター 青
コンテスター 赤
スライドタワー 青
スライドタワー 赤
ディスカバー 青
ディスカバー 赤
ダブルスライドタワー 青
ダブルスライドタワー 赤
トラベラー 青
トラベラー 赤
タワー 青
タワー 赤
ジム 2 青
ジム 2 赤
フォート 青
フォート 赤
パレス 青
パレス 赤
スプリングレーサー 赤
スプリングレーサー 黄
スプリングスティンガー 赤
スプリングスティンガー 黄
スピード 赤
スピード 黄
ブレイザー
マルチスピナー・カルーセル
マルチスピナー・カルーセル
ハンモック
ブランコ
三連バー

埋込
埋込
埋込
埋込
お取り扱いを終了いたしました
お取り扱いを終了いたしました
埋込
埋込
お取り扱いを終了いたしました
お取り扱いを終了いたしました
埋込
埋込
お取り扱いを終了いたしました
お取り扱いを終了いたしました
お取り扱いを終了いたしました
お取り扱いを終了いたしました
埋込
埋込
埋込
埋込
埋込
埋込
埋込
埋込
埋込
埋込
埋込
埋込
埋込
埋込
埋込
埋込
お取り扱いを終了いたしました
お取り扱いを終了いたしました
埋込
コンクリート埋込
土埋込
お取り扱いを終了いたしました
埋込
お取り扱いを終了いたしました

¥3,100,000
¥3,100,000
¥3,700,000
¥3,700,000
¥1,900,000
¥1,900,000
¥2,810,000
¥2,810,000
¥1,390,000
¥1,390,000
¥1,570,000
¥1,570,000
¥3,600,000
¥3,600,000
¥5,100,000
¥5,100,000
¥5,190,000
¥5,190,000
¥10,260,000
¥10,260,000
¥250,000
¥250,000
¥250,000
¥250,000
¥760,000
¥1,400,000
¥1,400,000
¥420,000
-

¥3,410,000
¥3,410,000
¥4,070,000
¥4,070,000
¥2,090,000
¥2,090,000
¥3,091,000
¥3,091,000
¥1,529,000
¥1,529,000
¥1,727,000
¥1,727,000
¥3,960,000
¥3,960,000
¥5,610,000
¥5,610,000
¥5,709,000
¥5,709,000
¥11,286,000
¥11,286,000
¥275,000
¥275,000
¥275,000
¥275,000
¥836,000
¥1,540,000
¥1,540,000
¥462,000
-

フィッシャーマンズ・ハウス
シュピールハウス（スベリ台付き）
バードネスト・スイング
クロス・タワー（スベリ台付き）
スパイラル・ハウス
シュピールタワー・ノイス
シュピールタワー・ルマーランド
パームハウス
ライトハウス
エクスプローラー＆モーターボート

お取り扱いを終了いたしました

¥2,900,000
¥750,000
¥2,800,000
¥4,950,000
¥9,700,000

¥3,190,000
¥825,000
¥3,080,000
¥5,445,000
¥10,670,000

¥2,150,000
¥1,130,000
¥1,410,000
¥1,930,000
¥3,900,000
¥1,390,000
¥3,560,000
¥5,890,000

¥2,365,000
¥1,243,000
¥1,551,000
¥2,123,000
¥4,290,000
¥1,529,000
¥3,916,000
¥6,479,000

プレイチェーン 204
プレイチェーン 105
プレイチェーン 202
プレイチェーン 203
プレイチェーン 206
プレイチェーン 303
プレイチェーン 401
プレイチェーン 402
パイオニア・アポロ 005
パイオニア・デュオクレス 001
パイオニア・ピタゴラス 001

お取り扱いを終了いたしました
お取り扱いを終了いたしました
お取り扱いを終了いたしました
お取り扱いを終了いたしました

お取り扱いを終了いたしました

お取り扱いを終了いたしました
お取り扱いを終了いたしました

掲載ページ
商品番号
商 品 名
145
PNR.040.001
パイオニア・アルキメデス 001
146
PNR.060.001
パイオニア・ユークリッド 001
147
PNR.070.001
パイオニア・ニコメデス 001
BLOQX ブロックス
150
BLX410101-3717 / 3017（※）
ブロックス１
150
BLX410102-3717 / 3017（※）
150
BLX410201-3717 / 3017（※）
ブロックス２
150
BLX410202-3717 / 3017（※）
150
BLX410301-3717 / 3017（※）
ブロックス３
150
BLX410302-3717 / 3017（※）
151
BLX410401-3717 / 3017（※）
ブロックス４
151
BLX410402-3717 / 3017（※）
151
BLX410501-3717 / 3017（※）
ブロックス５
151
BLX410502-3717 / 3017（※）
151
BLX410601-3717 / 3017（※）
ブロックス６
151
BLX410602-3717 / 3017（※）
COROCORD コロコルド
155
COR101701-1101
（※） コロコルド・ロープパルクール
157
COR206001-1101
（※） コロコルド・アークトンネル
158
COR202101-0301
（※） コロコルド・アークラダー ラージ
158
COR202001-0301（※） コロコルド・アークラダー ミニ
159
COR208301-0901
（※） コロコルド・ダブルロープ トライアル
159
COR208401-0901
（※） コロコルド・トリプルロープ トライアル
161
COR208001-0901
（※） コロコルド・UFO トライアル
162
COR207001-1101（※） コロコルド・エメラルド
163
COR483301-0406（※※） コロコルド・オクタネット
164
COR473301-0406（※※） コロコルド・スペースネット
165
COR252041-1101（※） コロコルド・キューブ
165
COR229001-1101
（※） コロコルド・ジグザグ
167
COR823001-1103（※） コロコルド・エクスプローラー アーチ
168
COR822001-1106
（※） コロコルド・パフォーマー アーチ
169
COR841001-0401（※） コロコルド・クラシック ドーム
170
COR842001-0401
（※） コロコルド・パフォーマー ドーム
GALAXY ギャラクシー
175
GXY801421-3717
スピカ 1
175
GXY801521-3717
スピカ 2
175
GXY801621-3717
スピカ 3
176
GXY801700-3717
ベガ
176
GXY934000-3717
ロックイット
177
GXY801900/801912-3717（※） アルゴ
177
GXY935000/935012-01 スターサーファー
178
GXY916000/916012-3417（※） スーパーノバ
179
GXY919000-3717
フレクサス
179
GXY957000-3817
サターンカルーセル
180
GXY954000 / 954012-3717 スタークウェイク
180
GXY946010 / 946012-3717 ミザールⅡ
181
GXY901010 / 901012-3717 パーボ
181
GXY936010-3717
リゲル
182
GXY903010 / 903012-3717 クーマ
183
GXY939010 / 939012-3717 レグルス
184
GXY902010 / 902012-3717 エニフ
185
GXY948010 / 948012-3717 アステリオンⅡ
186
GXY925010 / 925012-3717 キャノパス
187
GXY907010 / 907012-3717 イザール
188
GXY951010 / 951012-3717 アルタイルⅡ
189
GXY941010 / 941012-3717 アルデバラン
190
GXY949010 / 949012-3717 アキーラⅡ
191
GXY950010 / 950012-3717 アダラⅡ
192
GXY942010 / 942012-3717 ポルックス
193
GXY943010 / 943012-3717 ドラコ
194
GXY952010 / 952012-3717 アステローペⅡ
195
GXY953010 / 953012-3717 エメリード
FUNKY ELEMENTS ファンキーエレメンツ
199
ELE500103-3717
リッジ
199
ELE500010-3717
キャニオン
200
ELE500114-3717
タロス
FREE GAME フリーゲーム
211
FRE2111-3317
フリーゲーム・コスモス 12 × 24m
212
FRE2211-3317
フリーゲーム・コスモス 5m
212
FRE2212-3317
フリーゲーム・コスモス 9m
212
FRE2213-3317
フリーゲーム・コスモス 12m

仕

様

お取り扱いを終了いたしました
埋込、またはアンカー/据置（オレンジ）
埋込、またはアンカー/据置（黄緑）
埋込、またはアンカー/据置（オレンジ）
埋込、またはアンカー/据置（黄緑）
埋込、またはアンカー/据置（オレンジ）
埋込、またはアンカー/据置（黄緑）
埋込、またはアンカー/据置（オレンジ）
埋込、またはアンカー/据置（黄緑）
埋込、またはアンカー/据置（オレンジ）
埋込、またはアンカー/据置（黄緑）
埋込、またはアンカー/据置（オレンジ）
埋込、またはアンカー/据置（黄緑）
埋込
埋込
埋込
埋込
埋込
埋込
埋込
埋込
埋込
埋込
埋込
埋込
埋込
埋込
埋込
埋込
埋込
埋込
埋込
お取り扱いを終了いたしました
埋込
埋込（青、黄緑）
埋込（青、黄緑）
埋込（青、黄緑）
埋込
埋込
お取り扱いを終了いたしました
お取り扱いを終了いたしました
埋込（青、黄緑）
埋込
埋込（青、黄緑）
埋込（青、黄緑）
埋込（青、黄緑）
埋込（青、黄緑）
埋込（青、黄緑）
お取り扱いを終了いたしました
お取り扱いを終了いたしました
埋込（青、黄緑）
埋込（青、黄緑）
埋込（青、黄緑）
埋込（青、黄緑）
埋込（青、黄緑）
埋込（青、黄緑）
埋込（青、黄緑）

本体価格
¥4,960,000
¥8,810,000
-

税込価格
¥5,456,000
¥9,691,000
-

¥970,000
¥970,000
¥1,450,000
¥1,450,000
¥2,090,000
¥2,090,000
¥2,790,000
¥2,790,000
¥3,410,000
¥3,410,000
¥4,040,000
¥4,040,000

¥1,067,000
¥1,067,000
¥1,595,000
¥1,595,000
¥2,299,000
¥2,299,000
¥3,069,000
¥3,069,000
¥3,751,000
¥3,751,000
¥4,444,000
¥4,444,000

別途お見積り
別途お見積り
別途お見積り
別途お見積り
別途お見積り
別途お見積り
別途お見積り
別途お見積り
別途お見積り
別途お見積り
別途お見積り
別途お見積り
別途お見積り
別途お見積り
別途お見積り
別途お見積り
¥260,000
¥260,000
¥260,000
¥860,000
¥490,000
¥770,000
¥1,080,000
¥740,000
¥1,400,000
¥1,850,000
¥2,010,000
¥3,030,000
¥2,850,000
¥2,910,000
¥3,260,000
¥3,220,000
¥3,970,000
¥3,830,000
¥4,040,000
¥4,920,000
¥5,870,000
¥5,750,000
¥12,530,000

¥286,000
¥286,000
¥286,000
¥946,000
¥539,000
¥847,000
¥1,188,000
¥814,000
¥1,540,000
¥2,035,000
¥2,211,000
¥3,333,000
¥3,135,000
¥3,201,000
¥3,586,000
¥3,542,000
¥4,367,000
¥4,213,000
¥4,444,000
¥5,412,000
¥6,457,000
¥6,325,000
¥13,783,000

埋込
埋込
埋込

¥3,120,000
¥4,200,000
¥6,600,000

¥3,432,000
¥4,620,000
¥7,260,000

埋込
埋込
埋込
埋込

¥10,060,000
¥1,890,000
¥2,510,000
¥3,040,000

¥11,066,000
¥2,079,000
¥2,761,000
¥3,344,000

（※）商品番号を変更いたしました
（※※）商品番号および仕様を変更いたしました、詳細は営業担当者へお問い合わせください
（※※※）商品番号、仕様、価格を変更した新商品に切り替えとなります。詳細は営業担当者へお問い合わせください

発行月 2019年11月

