
【2022FW ケンコー社インポート商品　価格改定表】

●諸事情により2022年9月1日より一部商品の価格変更をさせて頂きます。

●為替の変動や輸入コストの変動等により、今後または２２FW期中の変更の可能性もございます旨ご了承ください。

　大変申し訳ございませんが、何卒ご理解賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

秋頃には新しいカタログもご案内できる予定です。新製品も盛沢山でアウトドアで役立つ魅力ある

商品をご案内させて頂きますので引き続きご愛顧頂けますようよろしくお願い致します。

株式会社ケンコー社

ブランド 品番 品名
現行

税込価格

9/1～新

税込価格

フィッツ F1001 ミディアムハイカークルー ¥3,146 ¥3,520

フィッツ F1002 ライトハイカークルー ¥2,970 ¥3,300

フィッツ F1003 ライトハイカークォーター ¥2,750 ¥2,970

フィッツ F1005 ミディアムラグドクルー ¥2,640 ¥2,970

フィッツ F1008 ヘビーエクスペディションブーツ ¥3,256 ¥3,300

インジンジ 261110 ラン　LWノーショウ ¥1,540 ¥1,650

インジンジ 261130 ラン　LWミニクルー ¥1,540 ¥1,650

インジンジ 262110 ラン　OWノーショウ ¥1,540 ¥1,650

インジンジ 262130 ラン　OWミニクルー ¥1,540 ¥1,650

インジンジ 261111 ウイメンズ　ラン　LWノーショウ ¥1,540 ¥1,650

インジンジ 213130 トレイル　MWミニクルー ¥1,870 ¥1,980

インジンジ 213170 トレイル　MWクルー ¥1,980 ¥2,090

インジンジ 213131 ウイメンズ　トレイル　MWミニクルー ¥1,870 ¥1,980

インジンジ 213171 ウイメンズ　トレイル　MWクルー ¥1,980 ¥2,090

インジンジ 060270 ライナー　クルー ¥1,320 ¥1,430

インジンジ 052100 スポーツ　LWヒドゥン ¥1,320 ¥1,540

インジンジ 052230 スポーツ　OWミニクルー ¥1,320 ¥1,540

インジンジ 052270 スポーツ　OWクルー ¥1,320 ¥1,650

ゼロシューズ ZLM & ZLW ゼレン（メンズ＆ウイメンズ） ¥16,500 ¥17,600

ゼロシューズ HFM & HFW エイチエフエス（メンズ＆ウイメンズ） ¥14,960 ¥16,280

ゼロシューズ PRM & PRW プリオ（メンズ＆ウイメンズ） ¥11,000 ¥12,980

ゼロシューズ TSM & TSW 360°（メンズ＆ウイメンズ） ¥14,960 ¥15,950

ゼロシューズ XCM & XCW エクスカージョンフュージョン（メンズ＆ウイメンズ） ¥18,700 ¥19,800

ゼロシューズ APM & APW アプトス（メンズ＆ウイメンズ） ¥8,580 ¥8,800

ゼロシューズ HHM ハナ　ヘンプ ¥11,000 ¥12,100
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ブルーアイス 100017 ムーンライト　３５L ¥25,080 ¥28,380

ブルーアイス 100159 クメ　３０L ¥25,080 ¥27,280

ブルーアイス 100160 クメ　３８L ¥27,280 ¥30,580

ブルーアイス 100161 ヤギ　２５L ¥21,780 ¥24,200

ブルーアイス 100233 ヤギ　３５L ¥26,180 ¥27,500

ブルーアイス 100205 スクアロー　１２L ¥8,580 ¥9,680

ブルーアイス 100206 スクアロー　２２L ¥11,880 ¥14,080

ブルーアイス 100207 スクアロー　３２L ¥15,400 ¥18,480

ブルーアイス 100208 コアラ　ロープバッグ ¥6,820 ¥8,250

ブルーアイス 100305 ファイヤークレスト　２８L ¥19,800 ¥23,980

ブルーアイス 100306 ファイヤークレスト　３８L ¥22,000 ¥26,180

ブルーアイス 100009 コーカスプロ　ハーネス ¥14,080 ¥15,950

ブルーアイス 100010 コーカス　ハーネス ¥8,580 ¥9,900

ブルーアイス 100030 アダックス　ハーネス ¥14,080 ¥14,960

ブルーアイス HR04 コーカスライト　ハーネス ¥9,680 ¥10,890

ブルーアイス 100243 クエスタ　ハーネス ¥12,980 ¥14,080

ブルーアイス 100278 ウイメンズ　クエスタ　ハーネス ¥12,980 ¥14,080

ブルーアイス 100100 ブルーバード　アイスアックス ¥22,880 ¥26,400

ブルーアイス 100116 ハミングバード ¥28,380 ¥31,680

ブルーアイス 100121 ブラックバード ¥15,180 ¥16,280

ブルーアイス 100162 アキラ　ハンマー＆アッズ ¥20,680 ¥22,000

ブルーアイス 100244 フォーク ¥14,080 ¥15,950

ブルーアイス 100209 セイバー　チョークバッグ ¥2,970 ¥3,520

ブルーアイス 100210 センダー　チョークバッグ ¥2,750 ¥3,190

ブルーアイス 100266 ミッションライト６０ ¥1,430 ¥1,760

ブルーアイス 100266 ミッションライト１２０ ¥2,420 ¥2,750

ブルーアイス 100266 ミッションライト１８０ ¥3,190 ¥3,740
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バーゴ T-302 チタニウム　デカゴンストーブ ¥5,060 ¥5,720

バーゴ T-305 トライアドマルチフューエルストーブ ¥5,060 ¥5,720

バーゴ T-307 チタニウムコンバーターストーブ ¥6,600 ¥7,260

バーゴ T-420 アルミニウム　ウインドスクリーン　ナチュラル ¥2,310 ¥2,640

バーゴ T-421 アルミニウム　ウインドスクリーン　ブルー ¥2,310 ¥2,640

バーゴ T-422 アルミニウム　ウインドスクリーン　ブラック ¥2,310 ¥2,640

バーゴ T-216 チタニウム　カトラリーセット ¥4,400 ¥4,620

バーゴ T-223 チタニウムチョップスティックス ¥4,290 ¥5,170

バーゴ T-484 バイナリーカラビナ ¥3,960 ¥4,290

バーゴ T-492 バックカントリーカラビナ ¥3,960 ¥4,290

バーゴ T-311 アルコールフュ－エルボトル２４０ｍｌ ¥550 ¥770

バーゴ T-414 チタニウム　フリントライター ¥3,630 ¥3,960

バーゴ T-416 チタニウム　ホイッスル　（本体：４ｇ） ¥1,980 ¥2,200

バーゴ T-419 チタニウム　ポットリフター ¥4,290 ¥4,620

バーゴ T-428 チタニウム　マネークリップ ¥3,520 ¥3,850

バーゴ T-434 チタニウムホイッスル　クリップタイプ ¥1,980 ¥2,200

バーゴ T-467 アルティメットファイヤースターター ¥3,960 ¥4,620

バーゴ T-483 アルティメットファイヤースターター　ブレイズ ¥5,060 ¥5,500

バーゴ T-101 チタニウム　ステイク ¥605 ¥693

バーゴ T-104 チタニウム　ウルトラライトステイク ¥550 ¥660

バーゴ T-106 チタニウム　アッセント ¥715 ¥825

バーゴ T-107 チタニウム　ステイク　オレンジヘッド ¥605 ¥693

バーゴ T-471 チタニウム　ディグディグツール ¥3,960 ¥4,620

バーゴ T-310 チタニウムシェラカップ　マグナ ¥10,120 ¥12,100

バーゴ T-314 チタニウムボットボウル ¥6,380 ¥7,700

バーゴ T-401 チタニウム　Ｔｉ－Ｌｉｔｅマグ　７５０　　　　　　　　　　　　　　¥9,460 ¥10,890

バーゴ T-406 チタニウム　トラベルマグ　４５０ ¥5,280 ¥5,720

バーゴ T-417 チタニウム　Ｔｉ－Ｌｉｔｅマグ　９００ ¥10,450 ¥11,550

バーゴ T-427 チタニウム　ボット（ボトルポット） ¥18,480 ¥19,800

バーゴ T-447 チタニウム　ファンネル　フラスコ ¥12,100 ¥13,200

バーゴ T-466 チタニウムボット　７００ ¥18,480 ¥19,800

バーゴ T-472 フリップクージー ¥3,080 ¥3,300

バーゴ T-474 チタニウム　トラベルコーヒーフィルター ¥7,480 ¥8,250

バーゴ T-482 チタニウム　ボットＨＤ ¥23,980 ¥22,000

バーゴ T-319 チタニウムファイヤーボックス（網なし） ¥9,020 ¥9,460

バーゴ T-433 チタニウムファイヤー　ボックスグリル ¥14,080 ¥14,850

バーゴ T-436 ステンレススチール　ファイヤーボックスグリル ¥8,580 ¥9,350
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