
シールド関連 価格表
2021年11月1日 改定

フルフェイス

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

VAS-V ポスト付シールド
ライトスモーク ¥4,400 ¥5,400 4530935549993 011053

クリアー ¥4,400 ¥5,000 4530935415748 011054
スモーク ¥4,400 ¥5,400 4530935415755 011055

VAS-V プロシェードシステム クリアー ¥7,000 ¥7,600 4530935427864 011070
VAS-V PS サンバイザー スモーク ¥2,600 ¥3,200 4530935427888 011073

VAS-V PS サンバイザーミラー
スモーク/ シルバー ¥6,800 ¥7,400 4530935516216 011074
スモーク/ レッド ¥6,800 ¥7,400 4530935516223 011075
スモーク/ ブルー ¥6,800 ¥7,400 4530935516230 011076

VAS-Vダブルレンズシールド
クリアー ¥10,000 ¥10,600 4530935462001 011063

セミスモーク ¥10,000 ¥11,000 4530935462018 011064

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

スーパーアドシス I ポスト付シールド
クリアー ¥4,400 ¥4,700 4530935264988 011111
スモーク ¥4,400 ¥5,000 4530935264995 011112

スーパーアドシス I プロシェードシステム ¥6,800 ¥7,400 4530935391042 011125
スーパーアドシス I PS サンバイザー スモーク ¥2,600 ¥3,200 4530935391059 011134

スーパーアドシス I PS ロングサンバイザー スモーク ¥2,700 ¥3,300 4530935409594 011136
スーパーアドシス I

PS ロングサンバイザーミラー
スモーク/ シルバー ¥6,800 ¥7,400 4530935409563 011115
スモーク/ ブルー ¥6,800 ¥7,400 4530935409587 011117

スーパーアドシス I ダブルレンズシールド
クリアー ¥9,000 ¥9,300 4530935265008 011121

セミスモーク ¥9,000 ¥9,600 4530935265015 011122

スーパーアドシス L シールド
クリアー ¥4,000 ¥4,300 4530935000647 011501
スモーク ¥4,000 ¥4,600 4530935000654 011502

ライトスモーク ¥4,000 ¥4,600 4530935000661 011503

スーパーアドシス L ポスト付シールド
クリアー ¥4,400 ¥4,700 4530935000715 011515
スモーク ¥4,400 ¥5,000 4530935000722 011516

SAL ダブルレンズシールド
クリアー ¥8,000 ¥8,300 4530935238088 011531

セミスモーク ¥8,000 ¥8,600 4530935238095 011532

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



フルフェイス〈価格改定なし〉

製品名 カラー 希望小売価格
（税抜）

商品
コード

VAS-V MV シールド
セミスモーク ¥4,500 011056

クリアー ¥4,500 011057
スモーク ¥4,500 011058

VAS-V ティアオフシールド（5 枚 1 組） クリアー ¥900 011065
VAS-V PS ノンバイザーシールド ¥4,800 011071

VAS-V MV ピンロック120 クリアー ¥2,800 011079
SAI MV ブローピンロックシート120 クリアー ¥2,800 011080

AR フォグフリーシート クリアー ¥3,000 011083

スーパーアドシス I シールド
（仕様変更品）

クリアー ¥4,000 011101
スモーク ¥4,000 011102

ライトスモーク ¥4,000 011103
セミスモーク ¥4,000 011104

SAI PS ノンバイザーシールド ¥4,600 011126
SAI  MAX-V ブロー付シールド クリアー ¥4,400 011151

SAI ミラーシールド

ライトスモーク/ シルバー ¥7,800 011170
ライトスモーク/ レッド ¥7,800 011171
ライトスモーク/ ブルー ¥7,800 011172

ライトスモーク/グリーン ¥7,800 011173
セミスモーク/ シルバー ¥7,800 011175
セミスモーク/ レッド ¥7,800 011176
セミスモーク/ ブルー ¥7,800 011177

セミスモーク/グリーン ¥7,800 011178
スーパーアドシス I 用ティアオフシールド（5 枚 1 組） ¥900 011387

ロードレース用ティアオフシールド（5 枚 1 組） ¥900 011390
SAL ダブルレンズティアオフシールド ¥900 011529

VAS-V PS ピボットカバー ¥300 111138
PS ピボットカバー ¥300 111137



オープンフェイス

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

VAS-Z ブローシールド

クリアー ¥4,200 ¥5,000 4530935524518 031001
ライトスモーク ¥4,200 ¥5,600 4530935524525 031002
セミスモーク ¥4,200 ¥5,600 4530935524532 031003

スモーク ¥4,200 ¥5,600 4530935524549 031004

VAS-Z2 ブローシールド
（仕様変更品）

クリアー ー ¥5,000 4530935614790 031015
ライトスモーク ー ¥5,000 4530935614806 031016
セミスモーク ー ¥5,000 4530935614813 031017

スモーク ー ¥5,000 4530935614820 031018

VAS-Z プロシェードキット

グラスホワイト ¥7,800 ¥9,150 4530935524587 031035
グラスブラック ¥7,800 ¥9,150 4530935524594 031036

フラットブラック ¥7,800 ¥9,150 4530935524600 031037
スモーク ¥7,800 ¥9,150 4530935524617 031038

VAS-Z PS ノンバイザーシールド ¥4,500 ¥5,300 4530935524563 031025
VAS-Z PS サンバイザー スモーク ¥2,600 ¥3,200 4530935524570 031027

VAS-Z PS ロングサンバイザー スモーク ¥2,800 ¥3,400 4530935534609 031028

VAS-Z PS ロングサンバイザーミラー
スモーク/ シルバー ¥6,900 ¥7,500 4530935534616 031029
スモーク/ レッド ¥6,900 ¥7,500 4530935534623 031030
スモーク/ ブルー ¥6,900 ¥7,500 4530935534630 031031

VAS-Z ミラーシールド

ライトスモーク/ シルバー ¥7,800 ¥9,200 4530935534524 031006
ライトスモーク/ レッド ¥7,800 ¥9,200 4530935534531 031007
ライトスモーク/ ブルー ¥7,800 ¥9,200 4530935534548 031008

ライトスモーク/グリーン ¥7,800 ¥9,200 4530935534555 031009
セミスモーク/ シルバー ¥7,800 ¥9,200 4530935534562 031010
セミスモーク/ レッド ¥7,800 ¥9,200 4530935534579 031011
セミスモーク/ ブルー ¥7,800 ¥9,200 4530935534586 031012
セミスモーク/グリーン ¥7,800 ¥9,200 4530935534593 031013

CT-M シールド
クリアー ¥4,000 ¥4,400 4530935352012 031445
スモーク ¥4,000 ¥4,800 4530935352029 031446

ライトスモーク ¥4,000 ¥4,800 4530935352036 031447

スーパーアドシス MZ シールド

クリアー ¥4,000 ¥4,900 4530935304479 031480
スモーク ¥4,000 ¥5,400 4530935304486 031481

ライトスモーク ¥4,000 ¥5,400 4530935304493 031482
セミスモーク ¥4,000 ¥5,400 4530935319800 031483

スーパーアドシス ZR シールド

クリアー ¥4,000 ¥4,900 4530935000975 031565
スモーク ¥4,000 ¥5,400 4530935000982 031566

ライトスモーク ¥4,000 ¥5,400 4530935000999 031567
セミスモーク ¥4,000 ¥5,400 4530935073849 031568

SAZR ミラーシールド

ライトスモーク/ シルバー ¥7,600 ¥9,000 4530935327645 031200
ライトスモーク/ レッド ¥7,600 ¥9,000 4530935327652 031201
ライトスモーク/ ブルー ¥7,600 ¥9,000 4530935327669 031202

ライトスモーク/グリーン ¥7,600 ¥9,000 4530935327676 031203
セミスモーク/ シルバー ¥7,600 ¥9,000 4530935327683 031205
セミスモーク/ レッド ¥7,600 ¥9,000 4530935327690 031206
セミスモーク/ ブルー ¥7,600 ¥9,000 4530935327706 031207
セミスモーク/グリーン ¥7,600 ¥9,000 4530935327713 031208



ツアークロス〈価格改定なし〉

製品名 カラー 希望小売価格
（税抜）

商品
コード

TX ピンロックシート120 クリアー ¥2,800 011081

オープンフェイス〈価格改定なし〉

製品名 カラー 希望小売価格
（税抜）

商品
コード

VAS-Z PS ピポットカバー ¥300 031024
VAS-Z ピンロックシート120 クリアー ¥2,800 031145

CT ピンロックシート クリアー ¥2,400 031146

ツアークロス

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

TX ピンロック用シールド
クリアー ¥4,200 ¥4,600 4530935261178 031427
スモーク ¥4,200 ¥5,000 4530935261185 031428

ライトスモーク ¥4,200 ¥5,000 4530935261192 031429

TX ピンロックブローシールド
クリアー ¥4,400 ¥4,800 4530935349326 031430
スモーク ¥4,400 ¥5,200 4530935349333 031431

ライトスモーク ¥4,400 ¥5,200 4530935349340 031432

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

SAMZ ミラーシールド

ライトスモーク/ シルバー ¥7,600 ¥9,000 4530935327720 031210
ライトスモーク/ レッド ¥7,600 ¥9,000 4530935327737 031211
ライトスモーク/ ブルー ¥7,600 ¥9,000 4530935327744 031212

ライトスモーク/グリーン ¥7,600 ¥9,000 4530935327751 031213
セミスモーク/ シルバー ¥7,600 ¥9,000 4530935327768 031215
セミスモーク/ レッド ¥7,600 ¥9,000 4530935327775 031216
セミスモーク/ ブルー ¥7,600 ¥9,000 4530935327782 031217
セミスモーク/グリーン ¥7,600 ¥9,000 4530935327799 031218

ニューコンペシールド
クリアー ¥5,200 ¥5,600 4530935000692 031506
スモーク ¥5,200 ¥6,100 4530935000708 031507

セミスモーク ¥5,200 ¥6,100 4530935168279 031508
スーパーアドシス ZL シールド クリアー ¥3,600 ¥4,500 4530935233625 031510

アップタウン 2 シールド
クリアー ¥4,400 ¥5,300 4530935154388 031545
スモーク ¥4,400 ¥5,800 4530935154395 031546

ライトスモーク ¥4,400 ¥5,800 4530935154401 031547
ハイパーT プロ ロックガード クリアー ¥3,500 ¥3,700 4530935458431 095721


