
令和4年 7月 1日

お客様各位

商品価格改定についてのご案内

拝啓　皆様におかれましてはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

　平素は、 弊社の製品をご愛顧頂きましてまことに有難うございます。

　さて、 マスコミ報道等でご存じのとおり、 昨今のコロナ禍に加えて為替は 1 ドル 130 円を超え、 更なる高値の可能性

を含んで推移しています。

　当社におきましてもこれまで諸経費の削減をはじめ企業努力により価格の維持に努力してまいりましたが、 為替と長

期にわたる製造メーカーからの値上げを吸収しきれず、 経営を圧迫する事態となっております。

　つきましては、 まことに遺憾ではございますが、 商品価格を改定させていただくことになりました。 何卒ご理解を賜り

ますようお願い申し上げます。

　価格改定商品の種類に関しましてはリストをご参照ください。

　リスト及びカタログに記載のない製品も価格改定している場合がございますのでお手数ではございますが都度見積も

りをご依頼いただくようお願い申し上げます

敬具

記

1.　価格改定の実施時期

	 令和 4 年 8 月 1日受注分より

 お問い合わせ先

有限会社タートルマリン

長崎県西海市西彼町喰場郷938-7

tel.	0959-29-5055

fax.	0959-29-5566	
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品番 品名 旧価格 新価格
SLEIPNER 電動スラスター SE シリーズ

SE30/125S2 電動スラスター　SE30 12V ￥196,000 ￥235,000
SE40/125S2 電動スラスター　SE40 12V ￥215,000 ￥258,000
SE50/125S2-12V 電動スラスター　SE50 12V ￥244,000 ￥293,000
SE50/125S2-24V 電動スラスター　SE50 24V ￥244,000 ￥293,000
SE60/185S2-12V 電動スラスター　SE60 12V ￥256,400 ￥308,000
SE60/185S2-24V 電動スラスター　SE60 24V ￥256,400 ￥308,000
SE80/185T-12V 電動スラスター　SE80 12V ￥358,000 ￥430,000
SE80/185T-24V 電動スラスター　SE80 24V ￥358,000 ￥430,000
SE100/185T-12V 電動スラスター　SE100 12V ￥482,000 ￥578,000
SE100/185T-24V 電動スラスター　SE100 24V ￥482,000 ￥578,000
SE120/215T-24V 電動スラスター　SE120 24V ￥528,000 ￥634,000
SE130/250T-12V 電動スラスター　SE130 12V ￥562,000 ￥674,000
SE130/250T-24V 電動スラスター　SE130 24V ￥562,000 ￥674,000
SE150/215T-24V 電動スラスター　SE150 24V ￥650,000 ￥780,000
SE170/250TC 電動スラスター　SE170 24V ￥697,000 ￥836,000
SE210/250TC 電動スラスター　SE210 24V ￥898,000 ￥1,080,000
SE250/300TC 電動スラスター　SE250 24V ￥996,000 ￥1,200,000
SE300/300TC 電動スラスター　SE300 24V ￥1,220,000 ￥1,460,000

SLEIPNER 電動防爆スラスター SE-IP シリーズ
SE30/125S2-12IP 電動防爆スラスター　SE30-IP ￥324,000 ￥389,000
SE40/125S2-12IP 電動防爆スラスター　SE40-IP ￥338,000 ￥406,000
SE60/185S2-12IP 電動防爆スラスター　SE60-IP 12V ￥363,000 ￥436,000
SE60/185S-24IP 電動防爆スラスター　SE60-IP 24V ￥363,000 ￥436,000
SE80/185T-12IP 電動防爆スラスター　SE80-IP 12V ￥493,000 ￥592,000
SE80/185T-24IP 電動防爆スラスター　SE80-IP 24V ￥493,000 ￥592,000
SE100/185T-12IP 電動防爆スラスター　SE100-IP 12V ￥672,000 ￥806,000
SE100/185T-24IP 電動防爆スラスター　SE100-IP 24V ￥672,000 ￥806,000
SE130/250T-12IP 電動防爆スラスター　SE130-IP 12V ￥770,000 ￥924,000
SE130/250T-24IP 電動防爆スラスター　SE130-IP 24V ￥770,000 ￥924,000
SE170/250TC-IP 電動防爆スラスター　SE170-IP 24V ￥864,000 ￥1,037,000
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品番 品名 旧価格 新価格
SLEIPNER AC 電動スラスター SAC シリーズ

SAC240/250-C-2-H AC電動スラスター　SAC240/250-C-2-H ￥2,500,000 ￥3,000,000 
SAC240/250-C-2-V AC電動スラスター　SAC240/250-C-2-V ￥2,500,000 ￥3,000,000 
SAC240/250-C-4-H AC電動スラスター　SAC240/250-C-4-H ￥2,340,000 ￥2,810,000 
SAC240/250-C-4-V AC電動スラスター　SAC240/250-C-4-V ￥2,340,000 ￥2,810,000 
SAC320/300-I-2-H AC電動スラスター　SAC320/300-I-2-H ￥2,700,000 ￥3,240,000 
SAC320/300-I-2-V AC電動スラスター　SAC320/300-I-2-V ￥2,700,000 ￥3,240,000 
SAC320/300-I-4-H AC電動スラスター　SAC320/300-I-4-H ￥2,700,000 ￥3,240,000 
SAC320/300-I-4-V AC電動スラスター　SAC320/300-I-4-V ￥2,700,000 ￥3,240,000 
SAC450/386-C-2-H AC電動スラスター　SAC450/386-C-2-H ￥4,540,000 ￥5,450,000 
SAC450/386-C-2-V AC電動スラスター　SAC450/386-C-2-V ￥4,540,000 ￥5,450,000 
SAC450/386-C-4-H AC電動スラスター　SAC450/386-C-4-H ￥4,250,000 ￥5,100,000 
SAC450/386-C-4-V AC電動スラスター　SAC450/386-C-4-V ￥4,250,000 ￥5,100,000 
SAC520/386-C-2-H AC電動スラスター　SAC520/386-C-2-H ￥5,300,000 ￥6,360,000 
SAC520/386-I-2-V AC電動スラスター　SAC520/386-I-2-V ￥4,800,000 ￥5,760,000 
SAC520/386-I-4-H AC電動スラスター　SAC520/386-I-4-H ￥4,500,000 ￥5,400,000 
SAC520/386-I-4-V AC電動スラスター　SAC520/386-I-4-V ￥4,500,000 ￥5,400,000 
SAC700/412-C-2-H AC電動スラスター　SAC700/412-C-2-H ￥6,700,000 ￥8,040,000 
SAC700/412-C-2-V AC電動スラスター　SAC700/412-C-2-V ￥6,700,000 ￥8,040,000 
SAC700/412-C-4-H AC電動スラスター　SAC700/412-C-4-H ￥5,960,000 ￥7,150,000 
SAC700/412-C-4-V AC電動スラスター　SAC700/412-C-4-V ￥5,960,000 ￥7,150,000 
SAC750/513-I-4-H AC電動スラスター　SAC750/513-I-4-H ￥6,600,000 ￥7,920,000 
SAC750/513-I-4-V AC電動スラスター　SAC750/513-I-4-V ￥6,600,000 ￥7,920,000 
SAC900/513-I-4-H AC電動スラスター　SAC900/513-I-4-H ￥7,240,000 ￥8,690,000 
SAC900/513-I-4-V AC電動スラスター　SAC900/513-I-4-V ￥7,240,000 ￥8,690,000 
SAC1100/513-C-4-H AC電動スラスター　SAC1100/513-C-4-H ￥8,230,000 ￥9,880,000 
SAC1100/513-C-4-V AC電動スラスター　SAC1100/513-C-4-V ￥8,213,000 ￥9,860,000 
SAC1100/513-I-4-H AC電動スラスター　SAC1100/513-I-4-H ￥7,660,000 ￥9,190,000 
SAC1100/513-I-4-V AC電動スラスター　SAC1100/513-I-4-V ￥7,660,000 ￥9,190,000 
SAC1300/610-I-4-H AC電動スラスター　SAC1300/610-I-4-H ￥10,200,000 ￥12,240,000 
SAC1300/610-I-4-V AC電動スラスター　SAC1300/610-I-4-V ￥10,200,000 ￥12,240,000 
SAC1400/610-I-4-H AC電動スラスター　SAC1400/610-I-4-H ￥11,500,000 ￥13,800,000 
SAC1400/610-I-4-V AC電動スラスター　SAC1400/610-I-4-V ￥11,500,000 ￥13,800,000 
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品番 品名 旧価格 新価格
SLEIPNER 油圧スラスター SH シリーズ

SH100/185T-U06 油圧スラスター　SH100/185T-U06 ￥336,400 ￥400,000 
SH100/185T-U08 油圧スラスター　SH100/185T-U08 ￥336,400 ￥400,000 
SH100/185T-U10 油圧スラスター　SH100/185T-U10 ￥336,400 ￥400,000 
SH100/185T-U11 油圧スラスター　SH100/185T-U11 ￥336,400 ￥400,000 
SH160/215T-U06 油圧スラスター　SH160/215T-U06 ￥417,600 ￥500,000 
SH160/215T-U08 油圧スラスター　SH160/215T-U08 ￥417,600 ￥500,000 
SH160/215T-U10 油圧スラスター　SH160/215T-U10 ￥417,600 ￥500,000 
SH160/215T-U14 油圧スラスター　SH160/215T-U14 ￥417,600 ￥500,000 
SH160/215T-U11 油圧スラスター　SH160/215T-U11 ￥417,600 ￥500,000 
SH240/250TC-U08 油圧スラスター　SH240/250TC-U08 ￥568,400 ￥682,000 
SH240/250TC-U10 油圧スラスター　SH240/250TC-U10 ￥568,400 ￥682,000 
SH240/250TC-U11 油圧スラスター　SH240/250TC-U11 ￥568,400 ￥682,000 
SH240/250TC-U14 油圧スラスター　SH240/250TC-U14 ￥568,400 ￥682,080 
SH240/250TC-U16 油圧スラスター　SH240/250TC-U16 ￥568,400 ￥682,000 
SH240/250TC-U19 油圧スラスター　SH240/250TC-U19 ￥568,400 ￥682,000 
SH320/300TC-BA16 油圧スラスター　SH320/300TC-BA16 ￥1,060,000 ￥1,270,000 
SH320/300TC-BA19 油圧スラスター　SH320/300TC-BA19 ￥1,060,000 ￥1,270,000 
SH320/300TC-U11 油圧スラスター　SH320/300TC-U11 ￥648,000 ￥778,000 
SH320/300TC-U14 油圧スラスター　SH320/300TC-U14 ￥648,000 ￥778,000 
SH320/300TC-U16 油圧スラスター　SH320/300TC-U16 ￥648,000 ￥778,000 
SH320/300TC-U19 油圧スラスター　SH320/300TC-U19 ￥648,000 ￥778,000 
SH320/300TC-U23 油圧スラスター　SH320/300TC-U23 ￥648,000 ￥778,000 
SH360/300TC-BA19 油圧スラスター　SH360/300TC-BA19 ￥1,496,000 ￥1,795,000 
SH360/300TC-BA23 油圧スラスター　SH360/300TC-BA23 ￥1,496,000 ￥1,795,000 
SH360/300TC-G23 油圧スラスター　SH360/300TC-G23 ￥1,220,000 ￥1,460,000 
SH360/300TC-G26 油圧スラスター　SH360/300TC-G26 ￥1,220,000 ￥1,460,000 
SH400/300TC-BA19 油圧スラスター　SH400/300TC-BA19 ￥2,319,000 ￥2,783,000 
SH400/300TC-BA23 油圧スラスター　SH400/300TC-BA23 ￥2,319,000 ￥2,783,000 
SH400/300TC-BA32 油圧スラスター　SH400/300TC-BA32 ￥2,319,000 ￥2,783,000 
SH400/300TC-G23 油圧スラスター　SH400/300TC-G23 ￥2,050,000 ￥2,460,000 
SH400/300TC-G26 油圧スラスター　SH400/300TC-G26 ￥2,050,000 ￥2,460,000 
SH420/386TC-BA32 油圧スラスター　SH420/386TC-BA32 ￥1,400,000 ￥1,680,000 
SH420/386TC-BA40-S 油圧スラスター　SH420/386TC-BA40-S ￥1,400,000 ￥1,680,000 
SH420/386TC-BA40 油圧スラスター　SH420/386TC-BA40 ￥1,530,000 ￥1,836,000 
SH420/386TC-U26 油圧スラスター　SH420/386TC-U26 ￥1,038,000 ￥1,246,000 
SH420/386TC-U29 油圧スラスター　SH420/386TC-U29 ￥1,038,000 ￥1,246,000 
SH420/386TC-U33 油圧スラスター　SH420/386TC-U33 ￥1,038,000 ￥1,246,000 
SH420/386TC-U37 油圧スラスター　SH420/386TC-U37 ￥1,038,000 ￥1,246,000 
SH550/386TC-BA32 油圧スラスター　SH550/386TC-BA32 ￥1,340,000 ￥1,608,000 
SH550/386TC-BA40 油圧スラスター　SH550/386TC-BA40 ￥1,490,000 ￥1,788,000 
SH550/386TC-BA40-S 油圧スラスター　SH550/386TC-BA40-S ￥1,700,000 ￥2,040,000 
SH550/386TC-BA45 油圧スラスター　SH550/386TC-BA45 ￥1,490,000 ￥1,788,000 
SH550/386TC-BA60 油圧スラスター　SH550/386TC-BA60 ￥1,570,000 ￥1,884,000 
SH550/386TC-P52 油圧スラスター　SH550/386TC-P52 ￥1,340,000 ￥1,608,000 
SH550/386TC-U37 油圧スラスター　SH550/386TC-U37 ￥1,057,000 ￥1,268,400 
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品番 品名 旧価格 新価格
SH700/412-BA45 油圧スラスター　SH700/412-BA45 ￥2,910,000 ¥3,490,000 
SH700/412-BA56 油圧スラスター　SH700/412-BA56 ￥3,040,000 ¥3,650,000 
SH700/412-BA60 油圧スラスター　SH700/412-BA60 ￥3,040,000 ¥3,650,000 
SH700/412-BA75 油圧スラスター　SH700/412-BA75 ￥3,230,000 ¥3,880,000 
SH1000/513-BA60 油圧スラスター　SH1000/513-BA60 ￥3,260,000 ¥3,910,000 
SH1000/513-BA75 油圧スラスター　SH1000/513-BA75 ￥3,260,000 ¥3,910,000 
SH1000/513-BA80 油圧スラスター　SH1000/513-BA80 ￥3,320,000 ¥3,980,000 
SH1000/513-BA90 油圧スラスター　SH1000/513-BA90 ￥3,480,000 ¥4,180,000 
SH1000/513-BA110D13 油圧スラスター　SH1000/513-BA110D13 ￥3,790,000 ¥4,550,000 
SH1000/513-BA125 油圧スラスター　SH1000/513-BA125 ￥3,840,000 ¥4,610,000 
SH1000/513-G75 油圧スラスター　SH1000/513-G75 ￥2,900,000 ¥3,480,000 

SLEIPNER リトラクタブルスラスター SR シリーズ
SR80/185T-12V リトラクタブルスラスター　SR80/185T-12V ￥900,000 ￥1,080,000 
SR80/185T-24V リトラクタブルスラスター　SR80/185T-24V ￥900,000 ￥1,080,000 
SR100/185T-12V リトラクタブルスラスター　SR100/185T-12V ￥1,010,000 ￥1,210,000 
SR100/185T-24V リトラクタブルスラスター　SR100/185T-24V ￥1,010,000 ￥1,210,000 
SRV80/185T-12V リトラクタブルスラスター　SRV80/185T-12V ￥780,000 ￥936,000 
SRV80/185T-24V リトラクタブルスラスター　SRV80/185T-24V ￥780,000 ￥936,000 
SRV100/185T-12V リトラクタブルスラスター　SRV100/185T-12V ￥890,000 ￥1,070,000 
SRV100/185T-24V リトラクタブルスラスター　SRV100/185T-24V ￥890,000 ￥1,070,000 
SRV130/250T-12V リトラクタブルスラスター　SRV130/250T-12V ￥2,050,000 ￥2,460,000 
SRV130/250T-24V リトラクタブルスラスター　SRV130/250T-24V ￥2,050,000 ￥2,460,000 
SRV170/250TC リトラクタブルスラスター　SRV170/250TC ￥2,140,000 ￥2,570,000 
SRV210/250TC リトラクタブルスラスター　SRV210/250TC ￥2,390,000 ￥2,870,000 
SRL80/185T-12V リトラクタブルスラスター　SRL80/185T-12V ￥1,090,000 ￥1,308,000 
SRL80/185T-24V リトラクタブルスラスター　SRL80/185T-24V ￥1,090,000 ￥1,308,000 
SRL100/185T-12V リトラクタブルスラスター　SRL100/185T-12V ￥1,170,000 ￥1,400,000 
SRL100/185T-24V リトラクタブルスラスター　SRL100/185T-24V ￥1,170,000 ￥1,400,000 
SRL130/250T-12V リトラクタブルスラスター　SRL130/250T-12V ￥2,282,000 ￥2,740,000 
SRL130/250T-24V リトラクタブルスラスター　SRL130/250T-24V ￥2,282,000 ￥2,740,000 
8700 リトラクタブルスラスター専用タッチパネル ￥37,000 ￥56,000 
SRF-185-GRP ハルケース　トンネル径185mm用 ￥110,000 ￥132,000 
SRF-250-GRP ハルケース　トンネル径250mm用 ￥160,000 ￥192,000 
SRF-300-GRP ハルケース　トンネル径300mm用 ￥360,000 ￥432,000 
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品番 品名 旧価格 新価格
SLEIPNER 外付型スラスター SX シリーズ

SX80/185T-12V 外付け型スラスター　SX80/185T-12V ￥645,000 ￥774,000 
SX80/185T-24V 外付け型スラスター　SX80/185T-24V ￥645,000 ￥774,000 
SX100/185T-12V 外付け型スラスター　SX100/185T-12V ￥775,000 ￥930,000 
SX100/185T-24V 外付け型スラスター　SX100/185T-24V ￥775,000 ￥930,000 
SX35/140-12V-50MM 外付け型スラスター　SX35/140-12V-50MM ￥490,000 ￥588,000 
SX50/140-12V-50MM 外付け型スラスター　SX50/140-12V-50MM ￥550,000 ￥660,000 
POD-SX35/50-50MM SX35/50用ハイドロポッド ￥91,000 ￥137,000 
SM-148171 SX35/50用エクステンダー10mm厚 ￥19,000 ￥29,000 
SM-148170 SX35/50用エクステンダー50mm厚 ￥71,000 ￥107,000 
SM-130773 SX35/50用カウル ￥16,000 ￥24,000 
SM-130789 SX35/50用グリッド ￥15,000 ￥22,500 

SLEIPNER 外付型スラスター EX シリーズ
EX35S 外付型スラスター　EX35S ￥510,000 ￥612,000 
EX55S 外付型スラスター　EX55S ￥550,000 ￥660,000 
EX95S 外付型スラスター　EX95S ￥710,000 ￥852,000 
EX110D 外付型スラスター　EX110D ￥1,280,000 ￥1,536,000 
EX180D 外付型スラスター　EX180D ￥1,420,000 ￥1,704,000 
EX25C 外付型スラスター　EX25C ￥530,000 ￥636,000 
EX40C 外付型スラスター　EX40C ￥550,000 ￥660,000 
EX55C 外付型スラスター　EX55C ￥630,000 ￥756,000 
EX70C 外付型スラスター　EX70C ￥710,000 ￥852,000 
50152 アダプター付取付キット ￥41,000 ￥61,500 
50151 基本取付キット ￥30,000 ￥45,000 
6 1266 EXシリーズスラスター専用Yコネクタ ￥4,400 ￥8,800 
50320 プロペラキット（EX35S, EX55S, EX110D, EX25C, EX40C用） ￥15,000 ￥22,500 
50321 プロペラキット（EX75S, EX95S, EX180D, EX55C, EX70C用） ￥15,000 ￥22,500 
50211 バッテリーチャージャー（コンバーター機能付） ￥44,000 ￥66,000 
50155 Vシェイプハル用GRP製アダプター ￥82,000 ￥123,000 
50154 ステンレス製スラスタープロテクター ￥35,000 ￥53,000 

SLEIPNER コントロールパネル
8950G タッチパネル ￥26,800 ￥40,000 
8960G ジョイスティックパネル ￥37,000 ￥56,000 
8940G デュアルジョイスティックパネル ￥65,000 ￥98,000 
8909C ドッキングパネル ￥63,000 ￥95,000 

SLEIPNER オートマチックメインスイッチ
897612 オートマチックメインスイッチ12V ￥74,000 ￥110,000 
897624 オートマチックメインスイッチ24V ￥74,000 ￥110,000 

操作パネル用ケーブル
6 1277-07M 操作パネル用ケーブル4リード7m長 ￥5,800 ¥8,700 
6 1277-09M 操作パネル用ケーブル4リード9m長 ￥6,600 ¥9,900 
6 1277-12M 操作パネル用ケーブル4リード12m長 ￥8,400 ¥12,600 
6 1277-15M 操作パネル用ケーブル4リード15m長 ￥9,500 ¥14,000 
6 1277-18M 操作パネル用ケーブル4リード18m長 ￥10,400 ¥15,600 
6 1277-22M 操作パネル用ケーブル4リード22m長 ￥11,400 ¥17,000 
6 1278-04M 操作パネル用ケーブル5リード4m長 ￥4,200 ¥6,300 
6 1278-07M 操作パネル用ケーブル5リード7m長 ￥6,300 ¥9,500 
6 1278-09M 操作パネル用ケーブル5リード9m長 ￥7,700 ¥11,600 
6 1278-12M 操作パネル用ケーブル5リード12m長 ￥9,500 ¥14,300 
6 1278-18M 操作パネル用ケーブル5リード18m長 ￥13,200 ¥19,800 
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品番 品名 旧価格 新価格
SLEIPNERY コネクター

6-1274 Y-コネクター（4リード） ￥2,800 ￥4,200 
6-1275 Y-コネクター（5リード） ￥3,500 ￥5,300 

SLEIPNER ヒューズ / ヒューズホルダ
ANLHOLD-C カバー付きヒューズホルダー ￥10,000 ￥15,000 
ANLHOLD ヒューズホルダー ￥8,400 ￥12,600 
ANL80 ANLヒューズ80A ￥3,200 ￥4,800 
ANL100 ANLヒューズ100A ￥3,200 ￥4,800 
ANL125 ANLヒューズ125A ￥3,200 ￥4,800 
ANL150 ANLヒューズ150A ￥3,200 ￥4,800 
ANL250 ANLヒューズ250A ￥3,200 ￥4,800 
ANL325 ANLヒューズ325A ￥3,200 ￥4,800 
ANL400 ANLヒューズ400A ￥3,200 ￥4,800 
ANL500 ANLヒューズ500A ￥3,200 ￥4,800 

SLEIPNER コンバージョンボックス
10112A コンバージョンボックス（SE120/130/150/170） ￥214,000 ￥257,000 
15112A コンバージョンボックス（SE210/SP240） ￥244,000 ￥293,000 

SLEIPNER スラスター配線キット
HYD-61229 油圧用エレクトリックコントロールボックス ￥20,000 ￥24,000 

SLEIPNER ジンク
3 1180 A スラスター用ジンク ￥1,600 ￥2,400 
7 1190 A スラスター用ジンク ￥2,300 ￥3,450 
20 1180 A スラスター用ジンク ￥5,600 ￥8,400 
10 1180 スラスター用ジンク ￥4,100 ￥6,200 
6 1180 スラスター用ジンク ￥1,500 ￥2,300 
50 1180 A スラスター用ジンク ￥21,000 ￥31,500 
7 1180 スラスター用ジンク ￥2,300 ￥3,500 
4 1190 スラスター用ジンク ￥6,800 ￥10,200 
140629 スラスター用ジンク ￥8,400 ￥12,600 
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品番 品名 旧価格 新価格
SLEIPNER プロペラ

3 1260 プロペラ ￥7,500 ￥11,300 
3 1260 A プロペラ ￥7,500 ￥11,300 
3 1261 プロペラ ￥8,900 ￥13,400 
5 1260 プロペラ ￥9,000 ￥13,500 
4 1261 プロペラ ￥13,700 ￥20,600 
7 1260 プロペラ ￥12,800 ￥19,200 
7 1261 (SM-151911) プロペラ ￥13,700 ￥20,550 
9 1261 プロペラ ￥37,100 ￥55,700 
4 1250 プロペラ ￥10,000 ￥15,000 
7 1250 プロペラ ￥13,000 ￥19,500 
6 1269 プロペラ ￥25,000 ￥37,500 
10 1270 LH プロペラ ￥45,000 ￥67,500 
10 1270 RH プロペラ ￥45,000 ￥67,500 
SM-148600 (10 1271 RH) プロペラ ￥47,600 ￥71,000 
SM-148601 (10 1271 LH) プロペラ ￥47,600 ￥71,000 
20 110LH プロペラ ￥48,700 ￥73,000 
20 110RH プロペラ ￥48,700 ￥73,000 
SM-130945 プロペラ ￥50,000 ￥75,000 
SM-130943 プロペラ ￥50,000 ￥75,000 
50 1270 RH プロペラ ￥154,000 ￥185,000 
50 1270 LH プロペラ ￥154,000 ￥185,000 

SLEIPNER GRP トンネル
5002 GRPトンネル　Φ125×900×4mm ￥24,400 ¥36,600 
5003 GRPトンネル　Φ125×1250×4mm ￥31,000 ¥46,500 
6030 GRPトンネル　Φ140×750×4mm ￥24,000 ¥36,000 
6031 GRPトンネル　Φ125×1000×4mm ￥32,000 ¥48,000 
8010 GRPトンネル　Φ185×1000×4mm ￥32,500 ¥48,800 
9001 GRPトンネル　Φ185×850×6mm ￥38,300 ¥57,500 
9010 GRPトンネル　Φ185×1000×6mm ￥44,000 ¥66,000 
9015 GRPトンネル　Φ185×1500×6mm ￥62,000 ¥93,000 
12010 GRPトンネル　Φ215×1000×6mm ￥54,000 ¥81,000 
12015 GRPトンネル　Φ215×1500×6mm ￥76,600 ¥115,000 
10010 GRPトンネル　Φ250×1000×7mm ￥65,000 ¥97,500 
10015 GRPトンネル　Φ250×1500×7mm ￥92,800 ¥139,200 
10020 GRPトンネル　Φ250×2000×7mm ￥131,000 ¥157,000 
13010 GRPトンネル　Φ300×1000×10mm ￥114,800 ¥138,000 
13015 GRPトンネル　Φ300×1500×10mm ￥154,400 ¥185,000 
13020 GRPトンネル　Φ300×2000×10mm ￥206,400 ¥248,000 
13710 GRPトンネル　Φ386.4×1000×12mm ￥178,000 ¥214,000 
13715 GRPトンネル　Φ386.4×1500×12mm ￥267,000 ¥320,000 
13720 GRPトンネル　Φ386.4×2000×12mm ￥356,000 ¥427,000 
13725 GRPトンネル　Φ386.4×2500×12mm ￥444,000 ¥533,000 
13734 GRPトンネル　Φ412×1000×16mm ￥403,000 ¥484,000 
13735 GRPトンネル　Φ412×1500×16mm ￥600,000 ¥720,000 
13736 GRPトンネル　Φ412×2000×16mm ￥789,000 ¥947,000 
13718 GRPトンネル　Φ513×1500×16mm ￥680,000 ¥816,000 
13723 GRPトンネル　Φ513×2000×16mm ￥930,000 ¥1,120,000 
13729 GRPトンネル　Φ513×2500×16mm ￥1,120,000 ¥1,340,000 
13730 GRPトンネル　Φ513×3000×16mm ￥1,290,000 ¥1,548,000 
13733 GRPトンネル　Φ513×5000×16mm ￥2,250,000 ¥2,700,000 
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品番 品名 旧価格 新価格
SLEIPNERGRP トンネル

13719 GRPトンネル　Φ610×1500×18mm ￥710,000 ￥852,000 
13724 GRPトンネル　Φ610×2000×18mm ￥970,000 ￥1,160,000 
13732 GRPトンネル　Φ610×2500×18mm ￥1,180,000 ￥1,420,000 
13731 GRPトンネル　Φ610×3000×18mm ￥1,350,000 ￥1,620,000 

SLEIPNER スターンスラスタートンネル
90124I スターンスラスタートンネルΦ125mm（SE30/40） ￥47,600 ￥71,400 
90052I スターンスラスタートンネルΦ185mm（SE60） ￥66,000 ￥99,000 
90086I スターンスラスタートンネルΦ185mm（SE80/100） ￥77,800 ￥117,000 
90135I スターンスラスタートンネルΦ215mm（SE120/150） ￥123,000 ￥148,000 
90150I スターンスラスタートンネルΦ250mm（SE130/170） ￥100,000 ￥120,000 
90180I スターンスラスタートンネルΦ250mm（SE210） ￥160,000 ￥192,000 
90200I スターンスラスタートンネルΦ300mm（SP240/280, SE250/300） ￥170,600 ￥205,000 
90550 スターンスラスタートンネルΦ386mm（SH420/550） ￥470,000 ￥564,000 
90700 スターンスラスタートンネルΦ412mm（SH700） ￥978,000 ￥1,170,000 

SLEIPNER スターンスラスターカウルセット
90126 カウルセット（PVC製, SE30/40） ￥25,600 ￥38,000 
90075 カウルセット（GRP製ショートモデル, SE60/80/100） ￥29,000 ￥43,500 
90136 カウルセット（GRP製, SE120/150） ￥43,000 ￥64,500 
90130 カウルセット（SE130/170/210） ￥94,000 ￥140,000 
90220 カウルセット（GRP製, SP240/285, SE250/300） ￥54,600 ￥82,000 
90080 カウルセット（PVC製, SX80/100） ￥29,000 ￥43,500 
90560 カウルセット（GRP製, SH420/550） ￥218,000 ￥262,000 

SLEIPNER S-link
PJC211 DCスピードコントロールパネル（シングル） ￥96,800 ￥116,000 
PJC212 DCスピードコントロールパネル（デュアル） ￥109,000 ￥130,000 
PJC221 DCスピードコントロールパネル（シングル　AC/油圧用） ￥107,100 ￥130,000 
PJC222 DCスピードコントロールパネル（デュアル　AC/油圧用） ￥111,600 ￥130,000 
897612 S-Link用オートマチックメインスイッチ12V ￥102,000 ￥122,000
897624 S-Link用オートマチックメインスイッチ24V ￥102,000 ￥122,000
PPC520 DCスピードコントロールユニットPPC520 ￥260,000 ￥312,000 
PPC820 DCスピードコントロールユニットPPC820 ￥330,000 ￥396,000 
PPC840 DCスピードコントロールユニットPPC840 ￥390,000 ￥468,000 
81998 S-linkアップグレードキット ￥12,800 ￥19,200
81999 S-linkアップグレードキット ￥12,800 ￥19,200
6 1320-0,2M バックボーンケーブル（長さ0.2m） ￥8,120 ￥12,200 
6 1320-2M バックボーンケーブル（長さ2m） ￥9,800 ￥14,700 
6 1320-4M バックボーンケーブル（長さ4m） ￥12,000 ￥18,000 
6 1320-7M バックボーンケーブル（長さ7m） ￥15,300 ￥23,000 
6 1320-10M バックボーンケーブル（長さ10m） ￥19,500 ￥29,300 
6 1320-15M バックボーンケーブル（長さ15m） ￥24,700 ￥37,100 
6 1320-20M バックボーンケーブル（長さ20m） ￥31,900 ￥47,900 
6 1321-0,4M スパーケーブル（長さ0.4m） ￥8,120 ￥12,200 
6 1321-1M スパーケーブル（長さ1m） ￥8,600 ￥12,900 
6 1321-3M スパーケーブル（長さ3m） ￥10,900 ￥16,400 
6 1321-5M スパーケーブル（長さ5m） ￥13,000 ￥19,500 
6 1328 パワーケーブル ￥5,800 ￥8,700 
6 1326 Tコネクター ￥6,000 ￥9,000 
6 1403 Tコネクター（4ポート） ￥14,000 ￥21,000 
6 1322 バックボーン延長コネクター ￥5,600 ￥8,400 
6 1327 エンドターミネーター ￥4,100 ￥6,200 
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品番 品名 旧価格 新価格
KOHLER ディーゼルエンジン発電機（サウンドシールド付）

6EKOD ディーゼルエンジン発電機　6EKOD　サウンドシールド付 ￥2,560,000 ￥2,700,000 
9EKOZD ディーゼルエンジン発電機　9EKOZD　サウンドシールド付 ￥2,630,000 ￥3,130,000 
11EKOZD (単相) ディーゼルエンジン発電機　11EKOZD (単相)　サウンドシールド付 ￥2,910,000 ￥3,450,000 
11EKOZD (三相) ディーゼルエンジン発電機　11EKOZD (三相)　サウンドシールド付 ￥3,100,000 ￥3,700,000 
14EKOZD (単相) ディーゼルエンジン発電機　14EKOZD (単相)　サウンドシールド付 ￥3,600,000 ￥4,280,000 
14EKOZD (三相) ディーゼルエンジン発電機　14EKOZD (三相)　サウンドシールド付 ￥3,640,000 ￥4,330,000 
16EKOZD (単相) ディーゼルエンジン発電機　16EKOZD (単相)　サウンドシールド付 ￥3,680,000 ￥4,370,000 
16EKOZD (三相) ディーゼルエンジン発電機　16EKOZD (三相)　サウンドシールド付 ￥3,730,000 ￥4,430,000 
21EKOZD (単相) ディーゼルエンジン発電機　21EKOZD (単相)　サウンドシールド付 ￥3,850,000 ￥4,570,000 
21EKOZD (三相) ディーゼルエンジン発電機　21EKOZD (三相)　サウンドシールド付 ￥3,990,000 ￥4,640,000 
24EKOZD (単相) ディーゼルエンジン発電機　24EKOZD (単相)　サウンドシールド付 ￥4,260,000 ￥5,070,000 
24EKOZD (三相) ディーゼルエンジン発電機　24EKOZD (三相)　サウンドシールド付 ￥4,320,000 ￥5,130,000 
32EKOZD (単相) ディーゼルエンジン発電機　32EKOZD (単相)　サウンドシールド付 ￥5,500,000 ￥6,550,000 
32EKOZD (三相) ディーゼルエンジン発電機　32EKOZD (三相)　サウンドシールド付 ￥5,470,000 ￥6,620,000 
40EKOZD (単相) ディーゼルエンジン発電機　40EKOZD (単相)　サウンドシールド付 ￥5,930,000 ￥7,040,000 
40EKOZD (三相)　 ディーゼルエンジン発電機　40EKOZD (三相)　サウンドシールド付 ￥6,000,000 ￥7,100,000 

KOHLER ディーゼルエンジン発電機（サウンドシールド無）
6EKOD ディーゼルエンジン発電機　6EKOD　サウンドシールド無 ￥2,110,000 ￥2,300,000 
9EKOZD ディーゼルエンジン発電機　9EKOZD　サウンドシールド無 ￥2,190,000 ￥2,600,000 
11EKOZD (単相) ディーゼルエンジン発電機　11EKOZD (単相)　サウンドシールド無 ￥2,460,000 ￥2,920,000 
11EKOZD (三相) ディーゼルエンジン発電機　11EKOZD (三相)　サウンドシールド無 ￥2,660,000 ￥3,160,000 
14EKOZD (単相) ディーゼルエンジン発電機　14EKOZD (単相)　サウンドシールド無 ￥2,990,000 ￥3,550,000 
14EKOZD (三相) ディーゼルエンジン発電機　14EKOZD (三相)　サウンドシールド無 ￥3,030,000 ￥3,600,000 
16EKOZD (単相) ディーゼルエンジン発電機　16EKOZD (単相)　サウンドシールド無 ￥3,070,000 ￥3,650,000 
16EKOZD (三相) ディーゼルエンジン発電機　16EKOZD (三相)　サウンドシールド無 ￥3,110,000 ￥3,700,000 
21EKOZD (単相) ディーゼルエンジン発電機　21EKOZD (単相)　サウンドシールド無 ￥3,230,000 ￥3,840,000 
21EKOZD (三相) ディーゼルエンジン発電機　21EKOZD (三相)　サウンドシールド無 ￥3,290,000 ￥3,900,000 
24EKOZD (単相) ディーゼルエンジン発電機　24EKOZD (単相)　サウンドシールド無 ￥3,650,000 ￥4,340,000 
24EKOZD (三相) ディーゼルエンジン発電機　24EKOZD (三相)　サウンドシールド無 ￥3,700,000 ￥4,400,000 
32EKOZD (単相) ディーゼルエンジン発電機　32EKOZD (単相)　サウンドシールド無 ￥4,730,000 ￥5,620,000 
32EKOZD (三相) ディーゼルエンジン発電機　32EKOZD (三相)　サウンドシールド無 ￥5,700,000 
40EKOZD (単相) ディーゼルエンジン発電機　40EKOZD (単相)　サウンドシールド無 ￥5,140,000 ￥6,100,000 
40EKOZD (三相)　 ディーゼルエンジン発電機　40EKOZD (三相)　サウンドシールド無 ￥5,200,000 ￥6,200,000 

KOHLER 発電機アクセサリ
GM32335-S リモートコントロールパネル ￥25,000 ￥47,000
GM88293-KP1 デジタルリモートコントロールパネル（EKOZシリーズ用） ￥380,000 ￥443,000
GM32333-KP1 リモートパネル用ケーブル（ハーネス）15フィート（約4.5m） ￥27,000 ￥35,000
GM32333-KP2 リモートパネル用ケーブル（ハーネス）25フィート（約7.5m） ￥41,000 ￥50,000
GM88294-KP1 リモートパネル用ケーブル（ハーネス）25フィート（約7.5m） ￥31,000 ￥40,000
GM88294-KP2 リモートパネル用ケーブル（ハーネス）50フィート（約15m） ￥37,000 ￥47,000
GM88294-KP3 リモートパネル用ケーブル（ハーネス）100フィート（約30m） ￥75,000 ￥95,000
GM91774-KP1 リモートパネル用ケーブル（ハーネス）15フィート（約4.5m） ￥31,000 ￥47,000
GM91774-KP2 リモートパネル用ケーブル（ハーネス）25フィート（約7.5m） ￥37,000 ￥56,000
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品番 品名 旧価格 新価格
PLANUS マリントイレ

PN-ELSA-24 マリントイレエリート　スタンダード24V ￥195,000 ￥234,000
PN-10EAS マリントイレエリート　ボウル ￥53,000 ￥75,000 
PN-PW026 マリントイレエリート　ブラケット ￥3,000 ￥7,500 
PN-PW001 マリントイレエリート　排出ポンプ12V ￥46,000 ￥50,000 
PN-PW002 マリントイレエリート　排出ポンプ24V ￥46,000 ￥50,000 
PN-PW003 マリントイレエリート　サイフォンホース ￥7,000 ￥8,200 
PN-PW005 マリントイレエリート　排出パイプ ￥7,000 ￥8,200 
PN-PW007 マリントイレエリート　吸水パイプ ￥4,000 ￥5,200 
PN-01ELO マリントイレエリート　便座シート ￥17,000 ￥42,500 
PN-PE021 マリントイレエリート　ベントループ吸水バルブ ￥5,000 ￥8,200 
PN-PE022 マリントイレエリート　ベントループ排水バルブ ￥6,000 ￥8,200 

GROCO スルハル HTH シリーズ
HTH-500-S スルハルHTHシリーズ　1/2" ￥5,100 ￥6,800
HTH-625-S スルハルHTHシリーズ　5/8" ￥4,400 ￥5,900
HTH-750-S スルハルHTHシリーズ　3/4" ￥4,400 ￥5,900
HTH-1000-S スルハルHTHシリーズ　1" ￥5,200 ￥7,100
HTH-1125-S スルハルHTHシリーズ　1-1/8" ￥5,300 ￥7,300
HTH-1250-S スルハルHTHシリーズ　1-1/4" ￥8,900 ￥12,000
HTH-1500-S スルハルHTHシリーズ　1-1/2" ￥10,800 ￥14,700
HTH-2000-S スルハルHTHシリーズ　2" ￥13,400 ￥18,000

GROCO スルハル TH シリーズ
TH-500-W スルハルTHシリーズ　1/2" ￥3,400 ￥3,700
TH-750-W スルハルTHシリーズ　3/4" ￥3,500 ￥4,200
TH-1000-W スルハルTHシリーズ　1" ￥5,300 ￥6,000
TH-1250-W スルハルTHシリーズ　1-1/4" ￥9,300 ￥10,300
TH-1500-W スルハルTHシリーズ　1-1/2" ￥12,400 ￥13,800
TH-2000-W スルハルTHシリーズ　2" ￥16,500 ￥20,000
TH-300-W スルハルTHシリーズ　3"（ねじ規格BSPP） ￥41,600 ￥54,000
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品番 品名 旧価格 新価格
GROCO スクープ型スルハル STH シリーズ

STH-500-W スクープ型スルハルSTHシリーズ　1/2" ￥5,200 ￥6,400
STH-750-W スクープ型スルハルSTHシリーズ　3/4" ￥6,200 ￥7,800
STH-1000-W スクープ型スルハルSTHシリーズ　1" ￥8,700 ￥10,800
STH-1250-W スクープ型スルハルSTHシリーズ　1-1/4" ￥12,500 ￥15,500
STH-1500-W スクープ型スルハルSTHシリーズ　1-1/2" ￥13,900 ￥17,200
STH-2000-W スクープ型スルハルSTHシリーズ　2" ￥27,000 ￥30,500

GROCO スルハルエルボ HTHC シリーズ
HTHC-750-S スルハルエルボHTHCシリーズ　3/4" ￥7,500 ￥9,500
HTHC-1000-S スルハルエルボHTHCシリーズ　1" ￥9,400 ￥12,000
HTHC-1250-S スルハルエルボHTHCシリーズ　1-1/4" ￥14,500 ￥18,900
HTHC-1500-S スルハルエルボHTHCシリーズ　1-1/2" ￥19,800 ￥32,400
HTHC-2000-S スルハルエルボHTHCシリーズ　2" ￥23,500 ￥30,700

GROCO ホースニップル PTH シリーズ
PTH-500 ホースニップルPTHシリーズ　1/2" ￥1,100 ￥1,500
PTH-5062 ホースニップルPTHシリーズ　1/2" or 5/8" ￥1,100 ￥1,500
PTH-750 ホースニップルPTHシリーズ　3/4" ￥1,400 ￥1,700
PTH-1000 ホースニップルPTHシリーズ　1" ￥2,000 ￥2,400
PTH-1250 ホースニップルPTHシリーズ　1-1/4" ￥3,500 ￥4,400
PTH-1500 ホースニップルPTHシリーズ　1-1/2" ￥4,400 ￥5,400
PTH-2000 ホースニップルPTHシリーズ　2" ￥6,200 ￥7,600
PTH-2500 ホースニップルPTHシリーズ　2-1/2" ￥10,400 ￥13,000
PTH-3000 ホースニップルPTHシリーズ　3" ￥15,800 ￥19,400
PTH-4000 ホースニップルPTHシリーズ　4" ￥30,000 ￥37,500
PTH-3PD75 ホースニップルPTHシリーズ　3"（ねじ規格BSPP） ￥15,600 ￥19,600

GROCO 異径ホースニップル FF シリーズ
FF-500 異径ホースニップルFFシリーズ　1/2" ￥1,400 ￥1,900
FF-750 異径ホースニップルFFシリーズ　3/4" ￥1,800 ￥2,400
FF-1000 異径ホースニップルFFシリーズ　1" ￥2,500 ￥2,900
FF-1125 異径ホースニップルFFシリーズ　1-1/8" ￥2,400 ￥3,000
FF-1250 異径ホースニップルFFシリーズ　1-1/4" ￥3,900 ￥4,900
FF-1500 異径ホースニップルFFシリーズ　1-1/2" ￥4,600 ￥5,900
FF-2000 異径ホースニップルFFシリーズ　2" ￥10,800 ￥13,300
FF-2500 異径ホースニップルFFシリーズ　2-1/2" ￥15,000 ￥18,600
FF-3000 異径ホースニップルFFシリーズ　3" ￥24,500 ￥30,400

GROCO ホースニップルエルボ PTHC シリーズ
PTHC-5062 ホースニップルエルボPTHCシリーズ　1/2" or 5/8" ￥1,800 ￥2,200
PTHC-750 ホースニップルエルボPTHCシリーズ　3/4" ￥2,300 ￥2,700
PTHC-1000 ホースニップルエルボPTHCシリーズ　1" ￥3,400 ￥4,000
PTHC-1250 ホースニップルエルボPTHCシリーズ　1-1/4" ￥4,900 ￥6,100
PTHC-1500 ホースニップルエルボPTHCシリーズ　1-1/2" ￥6,800 ￥8,400
PTHC-2000 ホースニップルエルボPTHCシリーズ　2" ￥9,700 ￥12,000
PTHC-2500 ホースニップルエルボPTHCシリーズ　2-1/2" ￥15,500 ￥19,000
PTHC-3000 ホースニップルエルボPTHCシリーズ　3" ￥20,000 ￥26,000
PTHC-4000 ホースニップルエルボPTHCシリーズ　4" ￥75,000 ￥93,000
PTHC-3PD75 ホースニップルエルボPTHCシリーズ　3"（ねじ規格BSPP） ￥20,500 ￥25,500
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品番 品名 旧価格 新価格
GROCO 異径ホースニップルエルボ FFC シリーズ

FFC-500 異径ホースニップルエルボFFCシリーズ　1/2" ￥2,500 ￥3,200
FFC-750 異径ホースニップルエルボFFCシリーズ　3/4" ￥3,400 ￥4,200
FFC-1000 異径ホースニップルエルボFFCシリーズ　1" ￥4,900 ￥6,000
FFC-1250 異径ホースニップルエルボFFCシリーズ　1-1/4" ￥7,700 ￥9,600
FFC-1500 異径ホースニップルエルボFFCシリーズ　1-1/2" ￥9,800 ￥12,300
FFC-2000 異径ホースニップルエルボFFCシリーズ　2" ￥24,800 ￥30,500
FFC-2500 異径ホースニップルエルボFFCシリーズ　2-1/2" ￥42,200 ￥52,000
FFC-3000 異径ホースニップルエルボFFCシリーズ　3" ￥66,800 ￥83,000

GROCO ボールバルブ IBV シリーズ
IBV-250 ボールバルブIBVシリーズ　1/4" ￥3,400 ￥4,200
IBV-375 ボールバルブIBVシリーズ　3/8" ￥3,400 ￥4,200
IBV-500 ボールバルブIBVシリーズ　1/2" ￥4,600 ￥5,900
IBV-750 ボールバルブIBVシリーズ　3/4" ￥5,500 ￥6,900
IBV-1000 ボールバルブIBVシリーズ　1" ￥10,700 ￥13,000
IBV-1250 ボールバルブIBVシリーズ　1-1/4" ￥14,300 ￥17,600
IBV-1500 ボールバルブIBVシリーズ　1-1/2" ￥19,800 ￥24,800
IBV-2000 ボールバルブIBVシリーズ　2" ￥33,600 ￥43,000
IBV-2500 ボールバルブIBVシリーズ　2-1/2" ￥63,000 ￥80,500
IBV-3000 ボールバルブIBVシリーズ　3" ￥106,000 ￥136,000
IBV-3000 BSPP ボールバルブIBVシリーズ　3"（ねじ規格BSPP） ￥100,000 ￥136,000

GROCO シーコックセット 626 シリーズ
626-0750-00 シーコックセット626シリーズ　3/4" ￥49,900 ￥63,000
626-1000-00 シーコックセット626シリーズ　1" ￥60,600 ￥76,000
626-1250-00 シーコックセット626シリーズ　1-1/4" ￥79,000 ￥102,000
626-1500-00 シーコックセット626シリーズ　1-1/2" ￥92,000 ￥118,000
626-2000-00 シーコックセット626シリーズ　2" ￥125,400 ￥162,000
626-2500-00 シーコックセット626シリーズ　2-1/2" ￥214,300 ￥285,000
626-3000-00 シーコックセット626シリーズ　3" ￥295,200 ￥415,000

GROCO フランジアダプター IBVF シリーズ
IBVF-750 フランジアダプターIBVFシリーズ　3/4" ￥8,200 ￥10,300
IBVF-1000 フランジアダプターIBVFシリーズ　1" ￥8,700 ￥11,000
IBVF-1500 フランジアダプターIBVFシリーズ　1-1/2" ￥13,000 ￥16,000
IBVF-2000 フランジアダプターIBVFシリーズ　2" ￥15,600 ￥19,400
IBVF-2500 フランジアダプターIBVFシリーズ　2-1/2" ￥28,400 ￥35,000
IBVF-3000 フランジアダプターIBVFシリーズ　3" ￥40,000 ￥50,000

GROCO ハルストレーナー SC シリーズ
SC-1000 ハルストレーナーSCシリーズ　1" ￥8,200 ￥10,000
SC-1500 ハルストレーナーSCシリーズ　1-1/2" ￥17,400 ￥21,600
SC-2500 ハルストレーナーSCシリーズ　2-1/2" ￥23,900 ￥29,500
SC-4300 ハルストレーナーSCシリーズ　4" ￥48,700 ￥49,000

GROCO 開閉ハルストレーナー ASC シリーズ
ASC-1250 開閉ハルストレーナーASCシリーズ　1-1/4" ￥23,600 ￥29,400
ASC-2000 開閉ハルストレーナーASCシリーズ　2" ￥33,900 ￥42,000
ASC-3000 開閉ハルストレーナーASCシリーズ　3" ￥61,700 ￥76,000
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品番 品名 旧価格 新価格
GROCO ポンプストレーナー WSB シリーズ

WSB-500-P ポンプストレーナーWSB500（ポリエチレンバスケット） ￥7,300 ￥9,600
WSB-1000-P ポンプストレーナーWSB1000（ポリエチレンバスケット） ￥12,000 ￥15,000
WSB-500-S ポンプストレーナーWSB500（ステンレスバスケット） ￥7,000 ￥8,800
WSB-750-S ポンプストレーナーWSB750（ステンレスバスケット） ￥7,500 ￥9,300
WSB-1000-S ポンプストレーナーWSB1000（ステンレスバスケット） ￥11,500 ￥14,000
WSB-1250-S ポンプストレーナーWSB1250（ステンレスバスケット） ￥11,500 ￥14,000

GROCO 海水ストレーナー ARG-S シリーズ
ARG-500-S 海水ストレーナーARG-500-S（ステンレスバスケット） ￥37,800 ￥48,000
ARG-750-S 海水ストレーナーARG-750-S（ステンレスバスケット） ￥38,800 ￥49,000
ARG-1000-S 海水ストレーナーARG-1000-S（ステンレスバスケット） ￥54,700 ￥70,000
ARG-1250-S 海水ストレーナーARG-1250-S（ステンレスバスケット） ￥59,300 ￥76,000
ARG-1500-S 海水ストレーナーARG-1500-S（ステンレスバスケット） ￥88,600 ￥113,000
ARG-2000-S 海水ストレーナーARG-2000-S（ステンレスバスケット） ￥94,200 ￥120,000
ARG-2500-S 海水ストレーナーARG-2500-S（ステンレスバスケット） ￥110,000 ￥140,000
ARG-3000-S 海水ストレーナーARG-3000-S（ステンレスバスケット） ￥122,000 ￥156,000

GROCO 海水ストレーナー ARG-P シリーズ
ARG-500-P 海水ストレーナーARG-500-P（ポリエチレンバスケット） ￥37,000 ￥48,000
ARG-750-P 海水ストレーナーARG-750-P（ポリエチレンバスケット） ￥37,800 ￥49,000
ARG-1000-P 海水ストレーナーARG-1000-P（ポリエチレンバスケット） ￥53,900 ￥69,000
ARG-1250-P 海水ストレーナーARG-1250-P（ポリエチレンバスケット） ￥58,800 ￥75,600
ARG-1500-P 海水ストレーナーARG-1500-P（ポリエチレンバスケット） ￥87,200 ￥112,000
ARG-2000-P 海水ストレーナーARG-2000-P（ポリエチレンバスケット） ￥93,000 ￥119,000
ARG-2500-P 海水ストレーナーARG-2500-P（ポリエチレンバスケット） ￥108,000 ￥139,000
ARG-3000-P 海水ストレーナーARG-3000-P（ポリエチレンバスケット） ￥120,000 ￥157,000

GROCO 海水ストレーナー ARG/WSB シリーズ　交換用バスケット
WSA-751 WSB-500/750用　SUS304製 ￥1,800… ￥2,200
PWSA-751 WSB-500/750用　ポリエチレン製 ￥2,300… ￥3,800
WSA-1001 WSB-1000用　SUS304製 ￥8,300… ￥10,000
PWSA-1001 WSB-1000用　ポリエチレン製 ￥2,900… ￥3,800
WSA-1251 WSB-1250用　SUS304製 ￥2,500… ￥3,000
PWSA-1251 WSB-1250用　ポリエチレン製 ￥2,900… ￥3,800
BS-1 ARG-500/755用　SUS304製 ￥13,700… ￥16,000
BP-1 ARG-500/755用　ポリエチレン製 ￥11,500… ￥14,000
BS-2 ARG-750用　SUS304製 ￥15,000… ￥17,300
BP-2 ARG-750用　ポリエチレン製 ￥12,200… ￥15,000
BS-3 ARG-1000用　SUS304製 ￥16,700… ￥19,000
BP-3 ARG-1000用　ポリエチレン製 ￥14,400… ￥17,800
BS-5 ARG-1250用　SUS304製 ￥18,200… ￥20,500
BP-5 ARG-1250用　ポリエチレン製 ￥16,200… ￥20,000
BS-6 ARG-1500用　SUS304製 ￥21,000… ￥24,000
BP-6 ARG-1500用　ポリエチレン製 ￥16,400… ￥20,500
BS-8 ARG-2000用　SUS304製 ￥23,200… ￥26,000
BP-8 ARG-2000用　ポリエチレン製 ￥19,400… ￥24,300
BS-11 ARG-2500/3025用　SUS304製 ￥25,700… ￥28,600
BP-11 ARG-2500/3025用　ポリエチレン製 ￥19,400… ￥24,000
BS-15 ARG-3000用　SUS304製 ￥27,900… ￥31,000
BP-15 ARG-3000用　ポリエチレン製 ￥20,000… ￥32,700
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品番 品名 旧価格 新価格
Lttle Giant 海水ポンプ

2-MD-115 海水ポンプ　115V/60Hz ￥39,800 ￥50,000
2-MD-230 海水ポンプ　230V/50, 60Hz ￥54,600 ￥69,000

CENTEK バーナトーンラウンド
1000145 バーナトーンラウンド 3" ￥64,000… ￥82,000 
1000165 バーナトーンラウンド 4" ￥87,000… ￥111,000 
1000108 バーナトーンラウンド 5" ￥152,000… ￥194,000 
1000112 バーナトーンラウンド 6" ￥180,000… ￥229,000 
1000120 バーナトーンラウンド 8" ￥337,000… ￥429,000 
1000235 バーナトーンラウンド 10" ￥664,000… ￥846,000 

CENTEK バーナリフト
1500071W バーナリフト 1-1/2" ￥62,000… ￥79,000 
1500026W バーナリフト 2" ￥64,000… ￥81,000 
1500034W バーナリフト 3" ￥75,000… ￥95,000 
1500088W バーナリフト 4" ￥102,000… ￥130,000 

CENTEK 排気・排水セパレーター
1020200 排気・排水セパレーター 2" ￥116,000… ￥148,000 
1020300 排気・排水セパレーター 3" ￥137,000… ￥174,000 
1020400 排気・排水セパレーター 4" ￥305,000… ￥389,000 

CENTEKEX アウトレット（フラッパー付）
1200300 EXアウトレット（フラッパー付 ） 2" ￥18,000… ￥23,000 
1200298 EXアウトレット（フラッパー付 ）3" ￥23,000… ￥29,000 
1200326 EXアウトレット（フラッパー付 ） 4" ￥33,000… ￥42,000 

CENTEK EX アウトレットリペアパーツ
1200344 EXアウトレットリペアパーツ 2" ￥1,900… ￥2,000 
1200313 EXアウトレットリペアパーツ 3" ￥2,200… ￥2,800 
1200340 EXアウトレットリペアパーツ 4" ￥3,800… ￥4,800 

CENTEK EX アウトレット
1200302 EXアウトレット 2" ￥5,500… ￥7,000 
1200287 EXアウトレット 3" ￥6,900… ￥8,800 
1200324 EXアウトレット 4" ￥11,000… ￥14,000 

CENTEK レデューサー
1200222 レデューサー（3.5" - 4"） ￥20,000… ￥25,000 
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品番 品名 旧価格 新価格
AQUATECHNO 吸い込みグリル　チーク調

AC-A8X8 吸い込みグリルチーク調 8"×8" ￥19,000… ￥22,000 
AC-A10X8 吸い込みグリルチーク調 10"×8" ￥20,000… ￥23,000 
AC-A11X8 吸い込みグリルチーク調 11"×8" ￥21,000… ￥23,700 

AQUATECHNO 吸い込みグリル　プラスチック
AC-L8X10RF 吸い込みグリル　プラスチック 8"×10" ￥18,000… ￥19,800 
AC-L10X10RF 吸い込みグリル　プラスチック 10"×10" ￥20,000… ￥22,000 
AC-L10X14RF 吸い込みグリル　プラスチック 10"×14" ￥23,000… ￥24,600 

AQUATECHNO 円形プラスチックグリル（グローバルスタイル）
AC-DBK3 円形プラスチックグリル（グローバルスタイル　カラー：黒） ￥6,000… ￥8,400 
AC-DW3 円形プラスチックグリル（グローバルスタイル　カラー：白） ￥6,000… ￥9,900 

AQUATECHNO 吹き出しグリル　プラスチック
AC-J10X4R 吹き出しグリル　プラスチック10"×4" ￥14,000… ￥16,300 
AC-K5X5R-3 吹き出しグリル　プラスチック 5"×5" ￥16,000… ￥18,000 
AC-K6X6R-4 吹き出しグリル　プラスチック 6"×6" ￥22,000… ￥24,600 

AQUATECHNO ホースアダプタ
AC-E34R ホースアダプタ 4" to 3" ￥2,000… ￥2,600 
AC-M54 ホースアダプタ 5" to 4" ￥7,000… ￥7,600 

AQUATECHNO ダクトリング
AC-G4 ダクトリング 4" ￥2,000… ￥3,500 
AC-G6 ダクトリング 6" ￥2,400… ￥4,100 

AQUATECHNO トランジションボックス
AC-F104 トランジッションボックス 10"×4" ￥7,000… ￥8,900 
AC-111240 トランジッションボックス 12"×4" ￥7,000… ￥11,000 
AC-111260 トランジッションボックス 12"×6" ￥7,000… ￥11,000 

AQUATECHNO 吹き出しグリル　チーク調
AC-B10X4 吹き出しグリル　チーク調 10"×4" ￥14,000… ￥23,000 
AC-101240 吹き出しグリル　チーク調 12"×4" ￥15,000… ￥24,000 
AC-101260 吹き出しグリル　チーク調 12"×6" ￥16,000… ￥27,400 

AQUATECHNO ダクト Y 分岐
AC-H433 ダクトY分岐（in 4", out 3" & 3"） ￥12,000… ￥18,000 
AC-H444 ダクトY分岐（in 4", out 4" & 4"） ￥12,000… ￥18,000 
AC-H643 ダクトY分岐（in 6", out 4" & 3"） ￥12,000… ￥18,000 
AC-H644 ダクトY分岐（in 6", out 4" & 4"） ￥12,000… ￥18,000 
AC-H664 ダクトY分岐（in 6", out 6" & 4"） ￥12,000… ￥18,000 
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品番 品名 旧価格 新価格
White Elephant ワイパーモーター

WEM1055-TM-2 ワイパーモーター40W 12V ￥20,000 ￥24,000
WEM2055-TM-2 ワイパーモーター40W 24V ￥20,000 ￥24,000

White Elephant ワイパーブレード
WEB-400-B ワイパーブレード400mm長 ￥2,700… ￥3,200 
WEB-450-B ワイパーブレード450mm長 ￥3,300… ￥3,800 
WEB-500-B ワイパーブレード500mm長 ￥3,500… ￥4,000 
WEB-550-B ワイパーブレード550mm長 ￥3,600… ￥4,100 
WEB-600-B ワイパーブレード600mm長 ￥3,600… ￥4,200 

White Elephant アジャスタブルワイパーアーム
WEA-350J-B アジャスタブルワイパーアーム（調整幅350～450mm） ￥5,800… ￥6,200 
WEA-450J-B アジャスタブルワイパーアーム（調整幅450～550mm） ￥6,200… ￥7,300 
WEA-550J-B アジャスタブルワイパーアーム（調整幅550～650mm） ￥6,700… ￥7,900 

White Elephant その他ワイパー部品
WEH-4500 ウォッシャーホース　5m ￥1,000… ￥1,400 
WEH-4500-3 ウォッシャーホース　50m ￥10,000… ￥14,000 
WEC-9001 Tコネクター ￥140… ￥140 
WEF01 ウォッシャーホースデッキアウトレット ￥500… ￥600 
WES-9090 ワイパースイッチ（WEM1055, WEM2055専用） ￥2,600… ￥2,800 
WEC-9902 WES-9090専用ワイパースイッチ延長ケーブル2m ￥3,400… ￥1,600 
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品番 品名 旧価格 新価格
Johnson pump アクアジェットポンプ

JP-WPS29-A アクアジェットポンプ JP-WPS29 12V ￥19,000… ￥21,400 
JP-WPS29-B アクアジェットポンプ JP-WPS29 24V ￥19,000… ￥21,400 
JP-WPS35-A アクアジェットポンプ JP-WPS35 12V ￥22,000… ￥26,700 
JP-WPS35-B アクアジェットポンプ JP-WPS35 24V ￥22,000… ￥26,700 
JP-WPS40-A アクアジェットポンプ JP-WPS40 12V ￥34,000… ￥43,000 
JP-WPS40-B アクアジェットポンプ JP-WPS40 24V ￥34,000… ￥43,000 
JP-WPS52-A アクアジェットポンプ JP-WPS52 12V ￥43,000… ￥52,000 
JP-WPS52-B アクアジェットポンプ JP-WPS52 24V ￥43,000… ￥54,000 

Johnson pump アクアジェットフローマスターポンプ
JP-WPSFM-A アクアジェットフローマスターポンプ12V ￥61,000… ￥75,000 
JP-WPSFM-B アクアジェットフローマスターポンプ24V ￥61,000… ￥77,000 

Johnson pump アクアジェット・ウーノ Johnson pump
JP-UM34-A アクアジェット・ウーノ MAX3.5 12V ￥89,000… ￥92,000 
JP-U50-A アクアジェット・ウーノ 5.0 12V ￥102,000… ￥118,000 
JP-U50-B アクアジェット・ウーノ 5.0 24V ￥102,000… ￥118,000 

Johnson pump アキュムレータータンク
JP-ACT アキュムレータータンク ￥19,000… ￥21,000 

Johnson pump ストレーナー
JP-ST-90 ストレーナー　ポンプ直付けモデル　エルボ型 ￥4,000… ￥4,800 
JP-ST-S ストレーナー　ホース接続モデル　ストレート型 ￥4,000… ￥5,000 

Johnson pump コネクター
JP-KT46783 コネクター 1/2"ホース 3/8"ネジ　2個セット ￥1,000… ￥1,400 
JP-KT46784 コネクター 3/4"ホース 3/8"ネジ　2個セット ￥1,000… ￥1,400 
JP-KT46939 コネクター 90°エルボ　3/4"ホース　2個セット ￥1,000… ￥1,400 
JP-KT46938 コネクター 90°エルボ　1/2"ホース　2個セット ￥1,000… ￥1,400 
JP-KT47098 コネクター 1/2"ネジ　2個セット ￥1,000… ￥1,400 

Johnson pump ウォッシュダウンポンプキット
JP-WDK52-A ウォッシュダウンポンプキット 5.2 12V ￥57,000… ￥69,000 
JP-WDK52-B ウォッシュダウンポンプキット 5.2 24V ￥57,000… ￥69,000 
JP-09-10615 ウォッシュダウンポンプ　コイルホース&スプレーガン ￥19,000… ￥12,300 
JP-09-10616 バルクヘッドフィッティング ￥7,000… ￥8,400 

Johnson pump ビルジポンプ
JP-B0400-A B400ビルジポンプ 12V ￥4,000… ￥6,500 
JP-B0630-A L450ビルジポンプ 12V ￥5,000… ￥5,500 
JP-B1000-A L650ビルジポンプ 12V ￥10,000… ￥10,000 
JP-B1000-B L650ビルジポンプ 24V ￥10,000… ￥11,000 
JP-B1150-A L750ビルジポンプ 12V ￥11,000… ￥11,600 
JP-B1150-B L750ビルジポンプ 24V ￥11,000… ￥12,000 

Johnson pump ヘビーデューティビルジポンプ
JP-B1600-A L1600ビルジポンプ 12V ￥19,000… ￥21,000 
JP-B1600-B L1600ビルジポンプ 24V ￥19,000… ￥22,000 
JP-B2200-B L2200ビルジポンプ 24V ￥27,000… ￥30,000 
JP-B4000-B L4000ビルジポンプ 24V ￥43,000… ￥49,500 

Johnson pump 電子オートマチックビルジポンプ
JP-UC0630-A L450UC 電子オートマチックビルジポンプ 12V ￥16,000… ￥17,000 
JP-UC1000-A L650UC 電子オートマチックビルジポンプ 12V ￥19,000… ￥21,000 
JP-UC1000-B L650UC 電子オートマチックビルジポンプ 24V ￥19,000… ￥22,700 
JP-UC1150-A L750UC 電子オートマチックビルジポンプ 12V ￥20,000… ￥23,000 
JP-UC1150-B L750UC 電子オートマチックビルジポンプ 24V ￥20,000… ￥24,000 
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品番 品名 旧価格 新価格
Johnson pump アルティマビルジポンプ

JP-UB0600-A UB600電子オートマチックビルジポンプ ￥17,000… ￥17,000 
JP-UB0800-A UB800電子オートマチックビルジポンプ ￥18,000… ￥21,000 
JP-UB1000-A UB1000電子オートマチックビルジポンプ ￥21,000… ￥23,000 
JP-UB1250-A UB1250電子オートマチックビルジポンプ ￥24,000… ￥26,000 

Johnson pump ビルジポンプ各種パーツ
JP-ABS AS888 オートマチックビルジスイッチ ￥7,000… ￥7,800 
JP-BA12 電子ビルジアラームシステム12V ￥18,000… ￥22,000 
JP-BA24 電子ビルジアラームシステム24V ￥18,000… ￥22,000 
JP-BSP12 ビルジスイッチパネル12V ￥8,000… ￥10,000 
JP-BSP24 ビルジスイッチパネル24V ￥8,000… ￥11,000 
JP-UBS 電子ビルジスイッチ ￥11,000… ￥12,000 

Johnson pump グレイウォータータンク（電子ビルジスイッチ内蔵タンク）
JP-GWT グレイウォータータンク（ポンプは付属しません） ￥34,000… ￥40,000 
JP-VP16-A バイキング16 12V ￥34,000… ￥41,000 
JP-VP16-B バイキング16 24V ￥34,000… ￥43,000 
JP-MP-12 マセレーターポンプ 12V ￥34,000… ￥40,000 
JP-MP-24 マセレーターポンプ 24V ￥34,000… ￥43,000 
JP-KTV47116 バイキング16用オプションコネクタ 3/4"ホース 2個セット ￥700… ￥1,500 
JP-KTV47117 バイキング16用オプションコネクタ 1"ホース 2個セット ￥700… ￥1,500 
JP-KTV47118 バイキング16用オプションコネクタ 90°エルボ3/4"ホース 2個セット ￥700… ￥1,500 
JP-KTV47119 バイキング16用オプションコネクタ 90°エルボ1"ホース 2個セット ￥700… ￥1,500 

Johnson pump シャワーサンプ
JP-SS-12 シャワーサンプ 12V ￥30,000… ￥34,000 
JP-SS-24 シャワーサンプ 24V ￥30,000… ￥36,000 

Johnson pump フレキシブルインペラーポンプ
JP-F3B12 フレキシブルインペラーポンプ F3B 12V ￥35,000… ￥46,000 
JP-F3B24 フレキシブルインペラーポンプ F3B 24V ￥35,000… ￥46,000 
JP-F4B12 フレキシブルインペラーポンプ F4B 12V ￥52,000… ￥68,000 
JP-F4B24 フレキシブルインペラーポンプ F4B 24V ￥52,000… ￥68,000 
JP-VS バキュームスイッチ ￥9,000… ￥11,000 

Johnson pump サーキュレーションポンプ
JP-CM10-A サーキュレーションポンプ CM10 12V ￥31,000… ￥34,000 
JP-CM10-B サーキュレーションポンプ CM10 24V ￥31,000… ￥34,000 
JP-CM30-A サーキュレーションポンプ CM30 12V ￥34,000… ￥35,000 
JP-CM30-B サーキュレーションポンプ CM30 24V ￥34,000… ￥35,000 

Johnson pump マリン温水器
JP-47455 マリン温水器 120V（22リットルモデル） ￥85,000… ￥128,000 
JP-47457 マリン温水器 120V（45リットルモデル） ￥108,000… ￥160,000 
JP-47464-02 サーモスタットミキサーキット ￥24,000… ￥34,000 
56A130-02 逆流防止機能付圧力調整弁 ￥4,200… ￥8,400 
JP-56A280-3 ヒーターエレメント 120V ￥17,000… ￥21,000 
JP-56A280-2 ヒーターエレメント 220V ￥17,000… ￥21,000 
JP-56A280-1 アジャスタブルサーモスタット ￥6,000… ￥7,700 
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品番 品名 旧価格 新価格
Johnson pump 電動トイレ　

JP-TR12-ST 電動トイレ　レギュラーサイズ　12V ￥65,000… ￥82,000 
JP-TR24-ST 電動トイレ　レギュラーサイズ　24V ￥65,000… ￥83,000 

Johnson pump 電動トイレ　ベントループ
JP-TVL34 ベントループ　ホース径 3/4" ￥5,000… ￥6,500 
JP-TVL1 ベントループ　ホース径 1" ￥9,000… ￥9,700 
JP-TVL112 ベントループ　ホース径 1-1/2" ￥8,000… ￥8,000 

Johnson pump 電動トイレ　リペアパーツ
JP-8147241-05 便座シート・レギュラーサイズ ￥12,000… ￥17,000 
JP-8147245B ボウル・レギュラーサイズ ￥20,000… ￥26,000 
JP-8147640-01 インテイクエルボ ￥4,000… ￥5,900 
JP-8147246 インテイクエルボ（旧タイプ） ￥3,000… ￥3,700 
JP-8147446 ベースセット ￥12,000… ￥15,000 
JP-8147447 マセレーターセット ￥12,000… ￥15,000 
JP-8147448 ポンプキット ￥16,000… ￥21,600 
JP-8147449-01 モーター 12V ￥29,000… ￥38,500 
JP-8147449-02 モーター 24V ￥29,000… ￥38,500 
JP-8147450 ポンプフランジ ￥5,000… ￥5,700 
JP-8147451 ガスケットキット ￥10,000… ￥12,300 
JP-8147452 アウトレットキット ￥5,000… ￥6,700 
JP-09-847B インペラー ￥8,000… ￥9,500 
JP-8147453 シール ￥1,000… ￥1,200 
JP-8147443 モーターカバー ￥1,700… ￥2,000 
JP-8147274 ボウルガスケット ￥2,400… ￥2,900 
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品番 品名 旧価格 新価格
RARITAN マリン温水器

RR-170611 マリン温水器　6ガロン（22.7リットル）120V ￥190,000 ￥228,000
RR-170612 マリン温水器　6ガロン（22.7リットル）240V ￥192,000 ￥230,000
RR-171211 マリン温水器　12ガロン（45.4リットル）120V ￥200,000 ￥240,000
RR-171212 マリン温水器　12ガロン（45.4リットル）240V ￥202,000 ￥242,000
RR-172011 マリン温水器　20ガロン（75.7リットル）120V ￥214,000 ￥257,000
RR-172012 マリン温水器　20ガロン（75.7リットル）120V ￥216,000 ￥259,000
RR-1790610 6ガロンモデル用マグネシウム用アノード ￥12,000 ￥16,000
RR-1790010 12/20ガロンモデル用マグネシウム用アノード ￥12,000 ￥16,000
WH1A-S ヒートエレメント（ねじ込み式）1250W 120V ￥6,600 ￥10,000
WH1B-S ヒートエレメント（ねじ込み式）1250W 240V ￥6,600 ￥11,300
WH1A ヒートエレメント（ボルト取付式）1250W 120V ￥7,800 ￥10,500
WH16 サーモスタットAssy ￥19,500 ￥23,000
WH3 リリーフバルブ75psi（5.17bar） ￥8,400 ￥10,800

AQUATECHNO マリンインバーター
AEV-1000AH12 マリンインバーター1000Wモデル　12V ￥34,000… ￥43,000 
AEV-1000AH24 マリンインバーター1000Wモデル　24V ￥34,000… ￥43,000 
AEV-1500AH12 マリンインバーター1500Wモデル　12V ￥45,000… ￥58,000 
AEV-1500AH24 マリンインバーター1500Wモデル　24V ￥45,000… ￥58,000 
AEV-2500AH12 マリンインバーター2500Wモデル　12V ￥87,000… ￥113,000 
AEV-2500AH24 マリンインバーター2500Wモデル　24V ￥87,000… ￥113,000 
AEV-4000AH12 マリンインバーター4000Wモデル　12V ￥150,000… ￥189,000 
AEV-4000AH24 マリンインバーター4000Wモデル　24V ￥150,000… ￥189,000 
AEV-REM-AH インバーターリモートコントロールパネル ￥2,800… ￥3,400 

DC 電源供給装置
S-600-12 DC12V電源供給装置 600Wモデル ￥16,000… ￥22,000 
S-600-24 DC24V電源供給装置 600Wモデル ￥16,000… ￥22,000 

マリンバッテリーチャージャー 1Bank モデル
AEC-0212F バッテリーチャージャー2A 1Bankモデル（12V） ￥7,000 ￥8,000 
AEC-0224F バッテリーチャージャー2A 1Bankモデル（24V） ￥7,000 ￥8,000 
AEC-0724F バッテリーチャージャー7A 1Bankモデル（24V） ￥13,000 ￥16,000 
AEC-1012F バッテリーチャージャー10A 1Bankモデル（12V） ￥14,000 ￥17,000 
AEC-2512HL バッテリーチャージャー25A 1Bankモデル（12V） ￥28,000 ￥45,000 
AEC-5012HL バッテリーチャージャー50A 1Bankモデル（12V） ￥59,000 ￥71,000 

マリンデジタルバッテリーチャージャー 2Bank モデル
AEC-2512HL-2B デジタルバッテリーチャージャー25A 2Bankモデル（12V） ￥30,000 ￥38,000 
AEC-2324D-2B デジタルバッテリーチャージャー23A 2Bankモデル（24V） ￥62,000 ￥76,000 

マリン DC コンバーター
AED-2412-10A DCコンバーター10Aモデル ￥9,000 ￥11,000 
AED-2412-20A DCコンバーター20Aモデル ￥16,000 ￥21,000 



24


