
4輪ヘルメット 価格表
2021年11月1日 改定

製品名 カラー
旧

希望小売価格
（税抜）

新
希望小売価格
（税抜）

サイズ JANコード

GP-7 SRC

ー ¥500,000 XS 4530935600298
ー ¥500,000 S 4530935600304
ー ¥500,000 M 4530935600311
ー ¥500,000 L 4530935600328

GP-6 8859 WHITE

¥100,000 ¥102,000 (54) 4530935426850
¥100,000 ¥102,000 (55-56) 4530935426867
¥100,000 ¥102,000 (57-58) 4530935426874
¥100,000 ¥102,000 (59-60) 4530935426881
¥100,000 ¥102,000 (61-62) 4530935426898

GP-6S 8859 WHITE

¥56,000 ¥58,000 (54) 4530935426904
¥56,000 ¥58,000 (55-56) 4530935426911
¥56,000 ¥58,000 (57-58) 4530935426928
¥56,000 ¥58,000 (59-60) 4530935426935
¥56,000 ¥58,000 (61-62) 4530935426942

GP-5W 8859 WHITE

¥56,000 ¥58,000 (54) 4530935426959
¥56,000 ¥58,000 (55-56) 4530935426966
¥56,000 ¥58,000 (57-58) 4530935426973
¥56,000 ¥58,000 (59-60) 4530935426980
¥56,000 ¥58,000 (61-62) 4530935426997

GP-5WP 8859 WHITE

¥54,500 ¥56,500 (54) 4530935427000
¥54,500 ¥56,500 (55-56) 4530935427017
¥54,500 ¥56,500 (57-58) 4530935427024
¥54,500 ¥56,500 (59-60) 4530935427031
¥54,500 ¥56,500 (61-62) 4530935427048

GP-J3 8859

WHITE

¥43,600 ¥45,600 (54) 4530935427055
¥43,600 ¥45,600 (55-56) 4530935427062
¥43,600 ¥45,600 (57-58) 4530935427079
¥43,600 ¥45,600 (59-60) 4530935427086
¥43,600 ¥45,600 (61-62) 4530935427093

BLACK

¥43,600 ¥45,600 (54) 4530935427529
¥43,600 ¥45,600 (55-56) 4530935427536
¥43,600 ¥45,600 (57-58) 4530935427543
¥43,600 ¥45,600 (59-60) 4530935427550
¥43,600 ¥45,600 (61-62) 4530935427567

GP-J3 XO 8859
WHITE

¥45,600 ¥47,600 (63-64) 4530935427109
¥45,600 ¥47,600 (65) 4530935427116

BLACK
¥45,600 ¥47,600 (63-64) 4530935427574
¥45,600 ¥47,600 (65) 4530935427581



製品名 カラー
旧

希望小売価格
（税抜）

新
希望小売価格
（税抜）

サイズ JANコード

SK-6 PED WHITE

¥48,000 ¥50,000 (54) 4530935430222
¥48,000 ¥50,000 (55-56) 4530935430239
¥48,000 ¥50,000 (57-58) 4530935430246
¥48,000 ¥50,000 (59-60) 4530935430253
¥48,000 ¥50,000 (61-62) 4530935430260

CK-6K WHITE

¥36,000 ¥38,000 50-51cm 4530935516247
¥36,000 ¥38,000 52-53cm 4530935516254
¥36,000 ¥38,000 54-56cm 4530935516261
¥36,000 ¥38,000 57-58cm 4530935516278
¥36,000 ¥38,000 59cm 4530935516285



4輪用シールド関連 価格表
2021年11月1日 改定

製品名 カラー
旧

希望小売価格
（税抜）

新
希望小売価格
（税抜）

JANコード 商品
コード

GP-6 シールド
クリアー ¥6,000 ¥6,700 4530935286133 011280
スモーク ¥6,000 ¥7,800 4530935286140 011281

ライトスモーク ¥6,000 ¥7,800 4530935286157 011282

GP-6AF シールド（曇り止め）
クリアー ¥8,500 ¥9,200 4530935286164 011290
スモーク ¥8,500 ¥10,300 4530935286171 011291

ライトスモーク ¥8,500 ¥10,300 4530935286188 011292

GP-6 ダブルレンズシールド
クリアー ¥9,500 ¥10,200 4530935286195 011295

ライトスモーク ¥9,500 ¥11,300 4530935286201 011296

GP-6 8859 ミラーシールド

スモーク/ ゴールド ¥10,000 ¥11,800 4530935426249 011346
スモーク/ シルバー ¥10,000 ¥11,800 4530935426256 011348
スモーク/ ブルー ¥10,000 ¥11,800 4530935426263 011349

スモーク/グリーン ¥10,000 ¥11,800 4530935426270 011350

CK-6 シールド
クリアー ¥4,000 ¥4,400 4530935294862 011230
スモーク ¥4,000 ¥4,800 4530935294879 011231

セミスモーク ¥4,000 ¥4,800 4530935294886 011232

CK-6AF シールド
クリアー ¥6,500 ¥6,900 4530935558094 011233

セミスモーク ¥6,500 ¥7,300 4530935558100 011234

CK-6 ミラーシールド

スモーク/ レッド ¥7,800 ¥8,600 4530935546169 011255
スモーク/ シルバー ¥7,800 ¥8,600 4530935546176 011256
スモーク/ ブルー ¥7,800 ¥8,600 4530935546183 011257

スモーク/グリーン ¥7,800 ¥8,600 4530935546190 011258

GP-5X シールド
クリアー ¥6,000 ¥6,700 4530935223039 011321
スモーク ¥6,000 ¥7,800 4530935223046 011322

セミスモーク ¥6,000 ¥7,800 4530935223053 011323

GP-5X ダブルレンズシールド
クリアー ¥9,500 ¥10,200 4530935252503 011325

セミスモーク ¥9,500 ¥11,300 4530935252510 011326

GP-5 シールド
クリアー ¥6,000 ¥6,700 4530935151240 011301
スモーク ¥6,000 ¥7,800 4530935151257 011302

ライトスモーク ¥6,000 ¥7,800 4530935151264 011303

GP-5 ダブルレンズシールド
クリアー ¥9,500 ¥10,200 4530935240036 011315

ライトスモーク ¥9,500 ¥11,300 4530935240043 011316

価格改定なし

製品名 希望小売価格
（税抜）

商品
コード

GP-6 用ティアオフシールド（5 枚 1 組） ¥800 011386
GP-5 用ティアオフシールド（5 枚 1 組） ¥800 011389




