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ワンダード 価格改定品一覧表

2022年6月
JANコード 型番 製品名 色規格 改定前価格（税込） 改定後価格（税込）

プロヴォーク  シリーズ

0850026438154 PKLT-BK-3 プロヴォーク  ライト ブラック ¥30,800 ¥39,050

0850026438161 PKLT-GN-3 プロヴォーク  ライト ワサッチグリーン ¥30,800 ¥39,050

0850026438178 PKLT-BL-3 プロヴォーク  ライト エーゲブルー ¥30,800 ¥39,050

0850026438765 PKLT-TA-3 プロヴォーク  ライト ユマタン ¥30,800 ¥39,050

0850008909931 PK41-BK-PB-3 プロヴォーク  41 フォトグラフィー  バンドル ブラック ¥46,200 ¥59,400

0850008909924 PK41-BK-3 プロヴォーク  41 ブラック ¥34,100 ¥46,420

0850026438031 PK31-BK-PB-3 プロヴォーク  31  フォトグラフィー  バンドル ブラック ¥41,800 ¥52,800

0850026438055 PK31-GN-PB-3 プロヴォーク  31  フォトグラフィー  バンドル ワサッチグリーン ¥41,800 ¥52,800

0850026438079 PK31-BL-PB-3 プロヴォーク  31  フォトグラフィー  バンドル エーゲブルー ¥41,800 ¥52,800

0850026438789 PK31-TA-PB-3 プロヴォーク  31  フォトグラフィー  バンドル ユマタン ¥41,800 ¥52,800

0850026438024 PK31-BK-3 プロヴォーク  31 ブラック ¥30,800 ¥42,790

0850026438048 PK31-GN-3 プロヴォーク  31 ワサッチグリーン ¥30,800 ¥42,790

0850026438062 PK31-BL-3 プロヴォーク  31 エーゲブルー ¥30,800 ¥42,790

0850026438741 PK31-TA-3 プロヴォーク  31 ユマタン ¥30,800 ¥42,790

0850008909955 PK21-BK-PB-3 プロヴォーク  21  フォトグラフィー  バンドル ブラック ¥38,500 ¥48,840

0850008909979 PK21-GN-PB-3 プロヴォーク  21  フォトグラフィー  バンドル ワサッチグリーン ¥38,500 ¥48,840

0850008909993 PK21-BL-PB-3 プロヴォーク  21  フォトグラフィー  バンドル エーゲブルー ¥38,500 ¥48,840

0850026438772 PK21-TA-PB-3 プロヴォーク  21  フォトグラフィー  バンドル ユマタン ¥38,500 ¥48,840

0850008909948 PK21-BK-3 プロヴォーク  21 ブラック ¥27,500 ¥39,270

0850008909962 PK21-GN-3 プロヴォーク  21 ワサッチグリーン ¥27,500 ¥39,270

0850008909986 PK21-BL-3 プロヴォーク  21 エーゲブルー ¥27,500 ¥39,270

0850026438758 PK21-TA-3 プロヴォーク  21 ユマタン ¥27,500 ¥39,270

カメラキューブ

0850008909603 CCPD-BK-1 プロ ディープ  カメラ キューブ ブラック ¥18,700 ¥22,880

0850008909061 CCPP-BK-1 プロ プラス カメラ キューブ ブラック ¥15,950 ¥18,810

0850008909054 CCP-BK-1 プロ カメラ キューブ ブラック ¥14,300 ¥17,050

0850008909597 CCED-BK-1 エッセンシャル  ディープ  カメラ キューブ ブラック ¥12,980 ¥15,620

0850008909047 CCEP-BK-1 エッセンシャル  プラス カメラ キューブ ブラック ¥9,900 ¥12,320

0850008909030 CCE-BK-1 エッセンシャル  カメラ キューブ ブラック ¥8,580 ¥10,560

0850008909023 CCMP-BK-1 ミニ プラス カメラ キューブ ブラック ¥7,700 ¥9,790

0850008909016 CCM-BK-1 ミニ カメラ キューブ ブラック ¥7,150 ¥9,130

デュオ＆D1ファニーパック

0850008909207 DUO-BK-1 デュオ デイパック ブラック ¥31,900 ¥42,020

0850008909214 D1FP-BK-1 D1 ファニーパック ブラック ¥11,000 ¥13,530

ヘクサード

0851459007733 HA45-BK-1 ヘクサード  アクセス  ダッフル  45L ブラック ¥39,600 ¥49,940

0851459007993 HA45-GN-1 ヘクサード  アクセス  ダッフル  45L ワサッチグリーン ¥39,600 ¥49,940

0851459007986 HA45-BL-1 ヘクサード  アクセス  ダッフル  45L エーゲブルー ¥39,600 ¥49,940

0851459007757 HC60-BK-1 ヘクサード  キャリーオール  ダッフル  60L ブラック ¥36,300 ¥48,400

0851459007740 HC40-BK-1 ヘクサード  キャリーオール  ダッフル  40L ブラック ¥33,000 ¥42,790

フェルンヴェー＆ルートパック

0850008909627 FWML-ML-BK-1 フェルンヴェー  50 M/L ブラック ¥50,600 ¥66,220

0850008909641 FWML-ML-TN-1 フェルンヴェー  50 M/L ゴビタン ¥50,600 ¥66,220

0850008909610 FWSM-SM-BK-1 フェルンヴェー  50 S/M ブラック ¥50,600 ¥66,220

0850008909634 FWSM-SM-TN-1 フェルンヴェー  50 S/M ゴビタン ¥50,600 ¥66,220

0850008909665 RCP-BK-1 ルート パック ブラック ¥9,900 ¥13,530

0850008909672 RCP-TN-1 ルート パック ゴビタン ¥9,900 ¥13,530

ポーチ

0850008909887 TP-LG-BK-1 テク ポーチ ラージ ブラック ¥8,580 ¥11,550

0850008909870 TP-MD-BK-1 テク ポーチ ミディアム ブラック ¥6,380 ¥9,130

0850008909863 TP-SM-BK-1 テク ポーチ スモール ブラック ¥4,180 ¥6,380

0850008909856 TB-LG-BK-1 トイレタリーバッグ  ラージ ブラック ¥8,580 ¥11,550

0850008909849 TB-MD-BK-1 トイレタリーバッグ  ミディアム ブラック ¥5,720 ¥7,920

0850008909894 TP-SP-BK-1 キャリー  ストラップ ブラック ¥2,750 ¥4,400
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アクセサリー＆パッカブルバッグ

0850026438116 ASPM-BK-1 プレミアム  アクセサリー  ストラップス ブラック ¥5,500 ¥7,920

0850026438123 ASPM-CM-1 プレミアム  アクセサリー  ストラップス カモ ¥5,500 ¥7,920

0850026438147 ASPM-RD-1 プレミアム  アクセサリー  ストラップス アーチーズレッド ¥5,500 ¥7,920

0850026438130 ASPM-TN-1 プレミアム  アクセサリー  ストラップス タン ¥5,500 ¥7,920

0851459007016 ASTRAPS-BLK アクセサリー  ストラップス ブラック ¥2,530 ¥3,630

0851459007054 WSTRAPS-BLK ウエスト  ストラップ ブラック ¥3,300 ¥4,400

0889509052518 POUCH-BLK ワンダード  ポーチ ブラック ¥4,180 ¥5,610

0850008909658 RFL-BK-1 レインフライ  ラージ ブラック ¥4,950 ¥6,380

0851459007511 RF-BK-1 レインフライ ブラック ¥3,300 ¥4,400

0851459007771 ICS-BK-1 インフレータブル  カメラ キューブ ブラック ¥7,700 ¥9,900

0851459007948 ILC-BK-1 インフレータブル  レンズ ケース ブラック ¥8,580 ¥10,780

0851459007900 DT5-BK-1 ディートゥア  ヒップ パック ブラック ¥9,240 ¥11,550

製品に関するお問い合わせ

銀一株式会社 海外商品部

TEL: 03-5550-5036
FAX: 03-3541-2445

distribution@ginichi.com
http://www.ginichi.co.jp/

http://www.ginichi.co.jp/

