
2022 年 5 月 19 日

お取引様各位

有限会社タートルマリン

価格改定のお知らせ

拝啓 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、 日々厳しい状況が続いているところではありま

すが、 お客様におかれましては平素よりタートルマリンをご利用いただきまして、 誠にありがとうござ

います。

　さて、 このような折、 大変心苦しいお願いとなりますが、 弊社商品の価格改定を実施する運びとな

りましたことを、 ご報告差し上げます。

昨今のコロナ禍、 各種原材料価格と輸送費の高騰によりやむなく価格改定させていただく判断をい

たしました。

　なお、 改定後の価格に関しては価格改定リストをご覧ください。

　一部商品におきましてはカタログ発行後に価格改定を実施しており 2022 年度カタログに記載され

ている価格と異なる商品がございます。

　此度の改定により、 お客様のご負担が大きくなってしまいますことを心よりお詫びいたしますととも

に、 今後とも変わらぬご愛顧のほど、 お願い申し上げます。

敬具



表示価格は全て税抜金額となります

価格改定表
KOHLER 社発電機

モデル 旧価格 新価格
発電機本体
6EKOD（サウンドシールド付） ￥2,100,000 ￥2,560,000
6EKOD（サウンドシールド無） ￥1,800,000 ￥2,110,000
9EKOZD（サウンドシールド付） ￥2,290,000 ￥2,630,000
9EKOZD（サウンドシールド無） ￥2,000,000 ￥2,190,000
11EKOZD（サウンドシールド付） ￥2,560,000 ￥2,910,000
11EKOZD（サウンドシールド無） ￥2,270,000 ￥2,460,000
11EKOZD（サウンドシールド付　3相モデル） ￥2,730,000 ￥3,100,000
11EKOZD（サウンドシールド無　3相モデル） ￥2,440,000 ￥2,660,000
14EKOZD（サウンドシールド付） ￥2,930,000 ￥3,600,000
14EKOZD（サウンドシールド無） ￥2,550,000 ￥2,990,000
14EKOZD（サウンドシールド付　3相モデル） ￥2,970,000 ￥3,640,000
14EKOZD（サウンドシールド無　3相モデル） ￥2,590,000 ￥3,030,000
16EKOZD（サウンドシールド付） ￥3,220,000 ￥3,680,000
16EKOZD（サウンドシールド無） ￥2,840,000 ￥3,070,000
16EKOZD（サウンドシールド付　3相モデル） ￥3,300,000 ￥3,730,000
16EKOZD（サウンドシールド無　3相モデル） ￥2,880,000 ￥3,110,000
21EKOZD（サウンドシールド付） ￥3,640,000 ￥3,850,000
21EKOZD（サウンドシールド無） ￥3,180,000 ￥3,230,000
21EKOZD（サウンドシールド付　3相モデル） ￥3,690,000 ￥3,900,000
21EKOZD（サウンドシールド無　3相モデル） ￥3,230,000 ￥3,290,000
24EKOZD（サウンドシールド付） ￥4,150,000 ￥4,260,000
24EKOZD（サウンドシールド無） ￥3,690,000 ￥3,650,000
24EKOZD（サウンドシールド付　3相モデル） ￥4,200,000 ￥4,320,000
24EKOZD（サウンドシールド無　3相モデル） ￥3,740,000 ￥3,700,000
32EKOZD（サウンドシールド付） ￥4,800,000 ￥5,500,000
32EKOZD（サウンドシールド無） ￥4,190,000 ￥4,730,000
32EKOZD（サウンドシールド付　3相モデル） ￥4,970,000 ￥5,470,000
32EKOZD（サウンドシールド無　3相モデル） ￥4,370,000 価格未定
40EKOZD（サウンドシールド付） ￥5,430,000 ￥5,930,000
40EKOZD（サウンドシールド無） ￥4,830,000 ￥5,140,000
40EKOZD（サウンドシールド付　3相モデル） ￥5,620,000 ￥6,000,000
40EKOZD（サウンドシールド無　3相モデル） ￥5,000,000 ￥5,200,000
発電機アクセサリ
GM32335-KP1 リモートコントロールパネル ￥20,000 ￥25,000
GM88293-KP1 デジタルリモートコントロールパネル（EKOZDシリーズ用） ￥300,000 ￥380,000
GM32333-KP1 リモートパネル用ハーネス15フィート [4.5m] ￥24,000 ￥27,000
GM32333-KP2 リモートパネル用ハーネス25フィート [7.5m] ￥35,000 ￥41,000
GM91774-KP1 リモートパネル用ハーネス15フィート [4.5m] ￥27,000 ￥31,000
GM91774-KP2 リモートパネル用ハーネス25フィート [7.5m] ￥32,000 ￥37,000
GM88294-KP1 リモートパネル用ハーネス25フィート [7.5m] ￥27,000 ￥31,000
GM88294-KP2 リモートパネル用ハーネス50フィート [15m] ￥32,000 ￥37,000
GM88294-KP3 リモートパネル用ハーネス100フィート [30m] ￥59,000 ￥75,000



表示価格は全て税抜金額となります

価格改定表
GROCO 社配管部品

モデル 旧価格 新価格
スルハル HTH シリーズ
HTH-500-S ￥4,200 ￥5,100
HTH-625-S ￥3,600 ￥4,400
HTH-750-S ￥3,600 ￥4,400
HTH-1000-S ￥4,400 ￥5,200
HTH-1125-S ￥4,500 ￥5,300
HTH-1250-S ￥8,700 ￥8,900
HTH-1500-S ￥7,500 ￥10,800
HTH-2000-S ￥11,000 ￥13,400
スルハル TH シリーズ
TH-500-W ￥3,000 ￥3,400
TH-750-W ￥3,000 ￥3,500
TH-1000-W ￥4,800 ￥5,300
TH-1250-W ￥8,500 ￥9,300
TH-1500-W ￥11,000 ￥12,400
TH-2000-W ￥14,000 ￥16,500
TH-300-W（ねじ規格：BSPP） ￥35,000 ￥41,600
スクープ型スルハル STH シリーズ
STH-500-W ￥4,600 ￥5,200
STH-750-W ￥5,800 ￥6,200
STH-1000-W ￥7,300 ￥8,700
STH-1250-W ￥9,900 ￥12,500
STH-1500-W ￥11,000 ￥13,900
STH-2000-W ￥21,000 ￥27,000
スルハルエルボ HTHC シリーズ
HTHC-750-S ￥6,300 ￥7,500
HTHC-1000-S ￥7,900 ￥9,400
HTHC-1250-S ￥10,500 ￥14,500
HTHC-1500-S ￥15,000 ￥19,800
HTHC-2000-S ￥18,000 ￥23,500
ホースニップル PTH シリーズ
PTH-500 ￥1,100 ￥1,100
PTH-5062 ￥1,100 ￥1,100
PTH-750 ￥1,200 ￥1,400
PTH-1000 ￥1,800 ￥2,000
PTH-1250 ￥3,000 ￥3,500
PTH-1500 ￥3,900 ￥4,400
PTH-2000 ￥5,200 ￥6,200
PTH-2500 ￥8,500 ￥10,400
PTH-3000 ￥13,500 ￥15,800
PTH-4000 ￥22,000 ￥30,000
PTH-3PD75（ねじ規格：BSPP） ￥14,000 ￥15,600



表示価格は全て税抜金額となります

価格改定表
GROCO 社配管部品

モデル 旧価格 新価格
異径ホースニップル FF シリーズ
FF-500 ￥1,400 ￥1,400
FF-750 ￥1,700 ￥1,800
FF-1000 ￥2,100 ￥2,500
FF-1125 ￥2,100 ￥2,400
FF-1250 ￥3,600 ￥3,900
FF-1500 ￥4,200 ￥4,600
FF-2000 ￥8,500 ￥10,800
FF-2500 ￥11,000 ￥15,000
FF-3000 ￥18,000 ￥24,500
ホースニップルエルボ PTHC シリーズ
PTHC-5062 ￥1,700 ￥1,800
PTHC-750 ￥1,900 ￥2,300
PTHC-1000 ￥3,000 ￥3,400
PTHC-1250 ￥4,400 ￥4,900
PTHC-1500 ￥5,900 ￥6,800
PTHC-2000 ￥8,700 ￥9,700
PTHC-2500 ￥13,500 ￥15,500
PTHC-3000 ￥17,000 ￥20,000
PTHC-4000 ￥56,000 ￥75,000
PTHC-3PD75（ねじ規格：BSPP） ￥18,000 ￥20,500
異径ホースニップルエルボ FFC シリーズ
FFC-500 ￥2,100 ￥2,500
FFC-750 ￥3,000 ￥3,400
FFC-1000 ￥4,500 ￥4,900
FFC-1250 ￥6,800 ￥7,700
FFC-1500 ￥8,800 ￥9,800
FFC-2000 ￥19,000 ￥24,800
FFC-2500 ￥31,500 ￥42,200
FFC-3000 ￥48,000 ￥66,800
ボールバルブ IBV シリーズ
IBV-250 ￥3,000 ￥3,400
IBV-375 ￥3,000 ￥3,400
IBV-500 ￥4,300 ￥4,600
IBV-750 ￥5,100 ￥5,500
IBV-1000 ￥9,500 ￥10,700
IBV-1250 ￥12,000 ￥14,300
IBV-1500 ￥18,000 ￥19,800
IBV-2000 ￥28,000 ￥33,600
IBV-2500 ￥51,000 ￥63,000
IBV-3000 ￥83,000 ￥106,000
IBV-3000BSPP（ねじ規格：BSPP） ￥87,000 ￥100,000



表示価格は全て税抜金額となります

価格改定表
GROCO 社配管部品

モデル 旧価格 新価格
シーコックセット 626 シリーズ
626-0750-00 ￥42,000 ￥49,900
626-1000-00 ￥50,000 ￥60,600
626-1250-00 ￥64,000 ￥79,000
626-1500-00 ￥75,000 ￥92,000
626-2000-00 ￥98,000 ￥125,400
626-2500-00 ￥163,000 ￥214,300
626-3000-00 ￥215,000 ￥295,200
ハルストレーナー SC シリーズ
SC-1000 ￥7,200 ￥8,200
SC-1500 ￥14,000 ￥17,400
SC-2500 ￥20,000 ￥23,900
SC-4300 ￥42,000 ￥48,700
開閉ハルストレーナー ASC シリーズ
ASC-1250 ￥20,000 ￥23,600
ASC-2000 ￥26,000 ￥33,900
ASC-3000 ￥47,000 ￥61,700
ポンプストレーナー WSB シリーズ
WSB-500-P ￥6,900 ￥7,300
WSB-1000-P ￥11,000 ￥12,000
WSB-500-S ￥6,600 ￥7,000
WSB-750-S ￥6,900 ￥7,500
WSB-1000-S ￥10,500 ￥11,500
WSB-1250-S ￥11,000 ￥11,500
海水ストレーナー ARG-S シリーズ
ARG-500-S ￥30,000 ￥37,800
ARG-750-S ￥30,500 ￥38,800
ARG-1000-S ￥43,500 ￥54,700
ARG-1250-S ￥46,500 ￥59,300
ARG-1500-S ￥69,600 ￥88,600
ARG-2000-S ￥73,000 ￥94,200
ARG-2500-S ￥86,500 ￥110,000
ARG-3000-S ￥89,000 ￥122,000
海水ストレーナー ARG-S シリーズ
ARG-500-P ￥29,900 ￥37,000
ARG-750-P ￥30,300 ￥37,800
ARG-1000-P ￥43,800 ￥53,900
ARG-1250-P ￥47,400 ￥58,800
ARG-1500-P ￥69,750 ￥87,200
ARG-2000-P ￥68,900 ￥93,000
ARG-2500-P ￥81,000 ￥108,000
ARG-3000-P ￥88,500 ￥120,000



表示価格は全て税抜金額となります

価格改定表
GROCO 社配管部品

モデル 旧価格 新価格
海水ストレーナー ARG/WSB シリーズ　交換用バスケット
WSA-751 ￥1,400 ￥1,800
PWSA-751 ￥1,600 ￥2,300
WSA-1001 ￥4,000 ￥8,300
PWSA-1001 ￥2,000 ￥2,900
WSA-1251 ￥4,000 ￥2,500
PWSA-1251 ￥2,000 ￥2,900
BS-1 ￥7,900 ￥13,700
BP-1 ￥7,200 ￥11,500
BS-2 ￥8,100 ￥15,000
BP-2 ￥7,700 ￥12,200
BS-3 ￥9,000 ￥16,700
BP-3 ￥9,200 ￥14,400
BS-5 ￥9,500 ￥18,200
BP-5 ￥10,600 ￥16,200
BS-6 ￥10,600 ￥21,000
BP-6 ￥11,500 ￥16,400
BS-8 ￥11,300 ￥23,200
BP-8 ￥12,400 ￥19,400
BS-11 ￥11,700 ￥25,700
BP-11 ￥12,200 ￥19,400
BS-15 ￥12,600 ￥27,900
BP-15 ￥12,800 ￥20,000

SIOSAI 社マリンエアコン他

モデル 旧価格 新価格
マリンエアコン
AMP8KU マリンエアコン8000BTUモデル（115V/60Hz） ￥230,000 ￥265,000
AMP12KU マリンエアコン10000BTUモデル（115V/60Hz） ￥255,000 ￥290,000
AMP16KU マリンエアコン16000BTUモデル（115V/60Hz） ￥285,000 ￥328,000
AMP8KE マリンエアコン8000BTUモデル（220V/50Hz） ￥230,000 ￥265,000
AMP10KE マリンエアコン10000BTUモデル（220V/50Hz） ￥235,000 ￥270,000
AMP12KE マリンエアコン12000BTUモデル（220V/50Hz） ￥255,000 ￥290,000
AMP16KE マリンエアコン16000BTUモデル（220V/50Hz） ￥285,000 ￥328,000
マリンエアコン　起動補助装置
AMP115SB マリンエアコン起動補助装置（115Vモデル専用） ￥35,000 ￥40,000
AMP220SB マリンエアコン起動補助装置（220Vモデル専用） ￥35,000 ￥40,000
マリンエアコン　インバーターセット
AMP8KUE-12 マリンエアコン8000BTU+インバーター2500W 12V ￥317,000 ￥352,000
AMP8KUE-24 マリンエアコン8000BTU+インバーター2500W 24V ￥317,000 ￥352,000
AMP12KUE-12 マリンエアコン12000BTU+インバーター2500W 12V ￥377,000 ￥417,000
AMP12KUE-24 マリンエアコン12000BTU+インバーター2500W 24V ￥377,000 ￥417,000
マリン造水機
AQWM-060E マリン造水機60リットルモデル ￥1,150,000 ￥1,265,000



表示価格は全て税抜金額となります

価格改定表
LITTLE GIANT 社ポンプ

モデル 旧価格 新価格
海水ストレーナー ARG/WSB シリーズ　交換用バスケット
2-MD-115 海水ポンプ115V仕様 ￥36,000 ￥39,800
2-MD-230 海水ポンプ230V仕様 ￥41,000 ￥54,600

CENTEK 社排気配管部品

モデル 旧価格 新価格
バーナトーンラウンド
1000145 バーナトーンラウンド3インチ ￥53,000 ￥64,000
1000165 バーナトーンラウンド4インチ ￥73,000 ￥87,000
1000108 バーナトーンラウンド5インチ ￥127,000 ￥152,000
1000112 バーナトーンラウンド6インチ ￥150,000 ￥180,000
1000120 バーナトーンラウンド8インチ ￥280,000 ￥337,000
1000235 バーナトーンラウンド10インチ ￥553,000 ￥664,000
バーナリフト
1500071W バーナリフト1.5インチ ￥52,000 ￥62,000
1500026W バーナリフト2インチ ￥53,000 ￥64,000
1500034W バーナリフト3インチ ￥62,000 ￥75,000
1500088W バーナリフト4インチ ￥68,000 ￥102,000
排気・排水セパレーター
1020200 排気排水セパレーター2インチモデル ￥97,000 ￥116,000
1020300 排気排水セパレーター3インチモデル ￥114,000 ￥137,000
1020400 排気排水セパレーター4インチモデル ￥231,000 ￥305,000
Ex アウトレット
1200300W Exアウトレットフラッパー付　2インチ ￥15,000 ￥18,000
1200298W Exアウトレットフラッパー付　3インチ ￥19,000 ￥23,000
1200326W Exアウトレットフラッパー付　4インチ ￥25,000 ￥33,000
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インチ） ￥1,500 ￥1,900
1200313 Exアウトレットリペアパーツ（3インチ） ￥1,800 ￥2,200
1200340 Exアウトレットリペアパーツ（4インチ） ￥2,900 ￥3,800
Ex アウトレット
1200302W Exアウトレット　2インチ ￥4,600 ￥5,500
1200287W Exアウトレット　3インチ ￥5,800 ￥6,900
1200324W Exアウトレット　4インチ ￥8,300 ￥11,000

セット商品

モデル 旧価格 新価格
発電機インストレーションキット
S6EK 6~11EKOZD用発電機インストレーションキット ￥93,500 ￥109,000
S14EK 14~24EKOZD用発電機インストレーションキット ￥106,900 ￥125,400
S30EK 32~40EKOZD用発電機インストレーションキット ￥156,800 ￥211,400
エアコン取付キット
AC-HK01-1 マリンエアコン取付キット（ポンプ無） ￥19,800 ￥21,000
AC-HK01-P マリンエアコン取付キット（115V仕様ポンプ有） ￥57,100 ￥62,200
AC-HK01-230P マリンエアコン取付キット（230V仕様ポンプ有） ￥62,100 ￥77,000
マリン冷水機配管キット
AWC-4000-HK マリン冷水機配管キット ￥156,600 ￥180,100
マリントイレ配管取付キット
TK01 トイレ配管キット ￥46,900 ￥51,000



表示価格は全て税抜金額となります

価格改定表
PLANUS 社製マリントイレ

モデル 旧価格 新価格
マリントイレ
PN-ELSA-12 マリントイレエリート　スタンダード12V ￥195,000 ￥234,000
PN-ELSA-24 マリントイレエリート　スタンダード24V ￥195,000 ￥234,000

その他製品

モデル 旧価格 新価格
ニューチーク用接着剤
TM-29904 シアノボンド ￥1,300 ￥1,600


