
ページ 製品番号 製品名 変更内容 変更前 変更後

P27,P31 AM5560
平均台用着地マット
オーバーマットタイプ

製品番号の訂正 AM5560 AM5660

P30 AM7310
つり輪用着地マット

EV　スタンダードタイプ
製品番号の訂正 AM7310 AM7110

P33 AH040006
運搬車

ゆか弾性パネル運搬専用台車
送料の訂正 区分20 区分M

P103 DG902100
バドミントン用マット
オフィシャルコート

仕様の訂正 世界バドミントン連盟認定品
世界バドミントン連盟認定品

認定手続中（コロナ禍影響によ
る）

P103 HP1000 コート搬車 仕様の訂正 幅1700 長さ2441 高さ1410mm 幅1520 長さ2441 高さ1410mm

P110 DH9526 卓球台　内折式 送料の追加 - 区分M

P110 DH9525 卓球台　内折式 送料の追加 - 区分M

P110 DH9528 卓球台　内折式 送料の追加 - 区分M

P110 DH9527 卓球台　内折式 送料の追加 - 区分M

P110 DH9524 卓球台　内折式 送料の追加 - 区分M

P110 DH9523 卓球台　内折式 送料の追加 - 区分M

P110 DH9833 卓球台　内折式 送料の追加 - 区分M

P110 DH9349 卓球台　内折式 送料の追加 - 区分M

P110 DH9347 卓球台　内折式 送料の追加 - 区分M

P110 DH9349 卓球台　内折式 仕様の訂正 厚み　22mm 厚み　25mm

P110 DH9347 卓球台　内折式 仕様の訂正 厚み　22mm 厚み　25mm

P110 DH9347 卓球台　内折式 仕様の訂正 内折式 セパレート式

P110 DH9527 卓球台　内折式 価格の訂正
本体価格￥260,600
（税込￥286,600）

本体価格￥260,600
（税込￥286,660）

P111 DH9203
卓球用ネット

VCサポート専用
製品番号の訂正 DH9202 DH9203

P112 DH911003
卓球フェンスBF-1
防災時対応タイプ

価格の訂正
本体価格￥11,100
（税込￥12,210）

本体価格￥11,300
（税込￥12,430）

P135 HB9320 フェーズムーブ 単位の訂正 （個） （組）

P135 HB9330 フェーズムーブ 単位の訂正 （個） （組）

P135 HB9300 フェーズムーブ　2×2×2m 製品番号の訂正 HB9300 HT940000

P135 HB9310 フェーズムーブ　3×3×2m 製品番号の訂正 HB9310 HT941000

P135 HB9320 フェーズムーブ　2×2×1.5m 製品番号の訂正 HB9320 HT942000

P135 HB9330 フェーズムーブ　3×3×1.5m 製品番号の訂正 HB933000 HT943000

P135 HB9350 簡易ウォール　2wayﾀｲﾌﾟ 製品番号の訂正 HB9350 HZ936000

P160 EA960080
柔道畳SV230Ⅰ
密着式、約17.5kg

仕様の追加 - 株式会社九櫻製

P160 EA960081
柔道畳SV230Ⅰ
密着式、約17.5kg

仕様の追加 - 株式会社九櫻製

P160 EA931073
柔道畳KL-ATK

カバー式、約13.5kg
仕様の追加 - 石井化成工業株式会社製

P160 EA931080
柔道畳KL-ATK

カバー式、約13.5kg
仕様の追加 - 石井化成工業株式会社製

P160 EA931081
柔道畳KL-ATK

カバー式、約13.5kg
仕様の追加 - 石井化成工業株式会社製

P160 EA931084
柔道畳KL-ATK

カバー式、約13.5kg
仕様の追加 - 石井化成工業株式会社製
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P160 EA932073
柔道畳KL-ATK

密着式、約13.5kg
仕様の追加 - 石井化成工業株式会社製

P160 EA932080
柔道畳KL-ATK

密着式、約13.5kg
仕様の追加 - 石井化成工業株式会社製

P160 EA932081
柔道畳KL-ATK

密着式、約13.5kg
仕様の追加 - 石井化成工業株式会社製

P160 EA932084
柔道畳KL-ATK

密着式、約13.5kg
仕様の追加 - 石井化成工業株式会社製

P160 EA931073
柔道畳KL-ATK

カバー式、約13.5kg
価格の訂正

本体価格￥32,000
（税込￥35,200）

本体価格￥30,000
（税込￥33,000）

P160 EA931080
柔道畳KL-ATK

カバー式、約13.5kg
価格の訂正

本体価格￥32,000
（税込￥35,200）

本体価格￥30,000
（税込￥33,000）

P160 EA931081
柔道畳KL-ATK

カバー式、約13.5kg
価格の訂正

本体価格￥32,000
（税込￥35,200）

本体価格￥30,000
（税込￥33,000）

P160 EA931084
柔道畳KL-ATK

カバー式、約13.5kg
価格の訂正

本体価格￥32,000
（税込￥35,200）

本体価格￥30,000
（税込￥33,000）

P160 EA932073
柔道畳KL-ATK

密着式、約13.5kg
価格の訂正

本体価格￥30,000
（税込￥33,000）

本体価格￥32,000
（税込￥35,200）

P160 EA932080
柔道畳KL-ATK

密着式、約13.5kg
価格の訂正

本体価格￥30,000
（税込￥33,000）

本体価格￥32,000
（税込￥35,200）

P160 EA932081
柔道畳KL-ATK

密着式、約13.5kg
価格の訂正

本体価格￥30,000
（税込￥33,000）

本体価格￥32,000
（税込￥35,200）

P160 EA932084
柔道畳KL-ATK

密着式、約13.5kg
価格の訂正

本体価格￥30,000
（税込￥33,000）

本体価格￥32,000
（税込￥35,200）

P160 EA933073
柔道畳SJT-10

カバー式、約10kg
価格の訂正

本体価格￥29,000
（税込￥31,900）

本体価格￥26,000
（税込￥28,600）

P160 EA933080
柔道畳SJT-10

カバー式、約10kg
価格の訂正

本体価格￥29,000
（税込￥31,900）

本体価格￥26,000
（税込￥28,600）

P160 EA933081
柔道畳SJT-10

カバー式、約10kg
価格の訂正

本体価格￥29,000
（税込￥31,900）

本体価格￥26,000
（税込￥28,600）

P160 EA933084
柔道畳SJT-10

カバー式、約10kg
価格の訂正

本体価格￥29,000
（税込￥31,900）

本体価格￥26,000
（税込￥28,600）

P160 EA934073
柔道畳SJT-10
密着式、約10kg

価格の訂正
本体価格￥27,000
（税込￥29,700）

本体価格￥28,000
（税込￥30,800）

P160 EA934080
柔道畳SJT-10
密着式、約10kg

価格の訂正
本体価格￥27,000
（税込￥29,700）

本体価格￥28,000
（税込￥30,800）

P160 EA934081
柔道畳SJT-10
密着式、約10kg

価格の訂正
本体価格￥27,000
（税込￥29,700）

本体価格￥28,000
（税込￥30,800）

P160 EA934084
柔道畳SJT-10
密着式、約10kg

価格の訂正
本体価格￥27,000
（税込￥29,700）

本体価格￥28,000
（税込￥30,800）

P161 EA9040
畳寄せ枠

ゴム製　直線型
仕様の訂正 幅525×奥行495×高さ43mm 幅531×奥行500×高さ44mm

P161 EA9041
畳寄せ枠

ゴム製　コーナー
仕様の訂正 幅525×奥行525×高さ43mm 幅531×奥行531×高さ44mm

P164 EZ935000 ヒロクリーン20L 製品番号の訂正 EZ935000 EA9350

P164 EZ935000 ヒロクリーン20L 価格の訂正
本体価格￥16,500
（税込￥18,150）

本体価格￥14,000
（税込￥15,400）

P171 DR9410 風船バレージャイアントSG20 価格の訂正
本体価格￥3,900
（税込￥4,290）

本体価格￥3,280
（税込￥3,608）

P176 LZ9410 パーテーションLight2ｍ 製品番号の訂正 LZ9410 HZ9410

P176 LZ9420
ベルトパーテーション

AW屋外対応
PEﾍﾞﾙﾄ5m ﾍｱﾗｲﾝ

製品番号の訂正 LZ9420 HZ9420

P176 LZ9430
ベルトパーテーション

AW屋外対応
PEﾍﾞﾙﾄ5m ﾎﾟｰﾙ黒

製品番号の訂正 LZ9430 HZ9430

P190 BH9610
ZERO-I

ショルダー・エレベイション
製品番号の訂正 BH9610 BH961000

P190 BH961001
ZERO-I

チェスト・エクステンション
製品番号の訂正 BH961001 BH961100



P190 BH961002
ZERO-I

アダクター・エクステンション
製品番号の訂正 BH961002 BH961200

P190 BH961003
ZERO-I

ヒップフ・レックス
製品番号の訂正 BH961003 BH961300

P190 BH961004
ZERO-I

クラス・エクステンション
製品番号の訂正 BH961004 BH961400

P192 BN5010 スーパインプレスベンチ 仕様の訂正
スタンド幅

（シャフト受け寸法）1204mm
スタンド幅

（シャフト受け寸法）1250mm

P195 BB9193
ストラクチャーシリーズ

パワーラック
価格の訂正

本体価格\896,000
（税込¥985,600）

本体価格\900,000
（税込\990,000）

P195 BB9194
ストラクチャーシリーズ

ハーフラック
価格の訂正

本体価格\790,000
（税込¥869,000）

本体価格\780,000
（税込\858,000）

P195 BB919910
ストラクチャーシリーズ

プラットフォーム
廃番 - 後継品なし

P195 BB919510
ストラクチャーシリーズ

パワーラック用インサート
廃番 - 後継品なし

P195 BB919610
ストラクチャーシリーズ

ハーフラック用インサート
廃番 - 後継品なし

P196 BT9A3610 ブラックレザーベルト（パッド付） 価格の訂正
本体価格￥6,200
（税込￥6,820）

本体価格￥5,200
（税込￥5,720）

P196 BT9A3620 ブラックレザーベルト（パッド付） 価格の訂正
本体価格￥6,200
（税込￥6,820）

本体価格￥5,200
（税込￥5,720）

P196 BT9A3630 ブラックレザーベルト（パッド付） 価格の訂正
本体価格￥6,200
（税込￥6,820）

本体価格￥5,200
（税込￥5,720）

P196 BT9A3640 ブラックレザーベルト（パッド付） 価格の訂正
本体価格￥6,200
（税込￥6,820）

本体価格￥5,200
（税込￥5,720）

P196 BT9A3650 ブラックレザーベルト（パッド付） 価格の訂正
本体価格￥6,200
（税込￥6,820）

本体価格￥5,200
（税込￥5,720）

P199 BC9A1301
バーベルセット Φ28　長さ

1860mm　バー（BC9A3051）
製品名の訂正

バーベルセット Φ28　長さ
1860mm　バー（BC9A3051）

バーベルセット Φ28　長さ
2070mm　バー（BC9A3055）

P199 BC9A1401
バーベルセット Φ28　長さ

1860mm　バー（BC9A3051）
製品名の訂正

バーベルセット Φ28　長さ
1860mm　バー（BC9A3051）

バーベルセット Φ28　長さ
2070mm　バー（BC9A3055）

P199 BC9A1501
バーベルセット Φ28　長さ

1860mm　バー（BC9A3051）
製品名の訂正

バーベルセット Φ28　長さ
1860mm　バー（BC9A3051）

バーベルセット Φ28　長さ
2070mm　バー（BC9A3055）

P199 BC9A1601
バーベルセット Φ28　長さ

1860mm　バー（BC9A3051）
製品名の訂正

バーベルセット Φ28　長さ
1860mm　バー（BC9A3051）

バーベルセット Φ28　長さ
2070mm　バー（BC9A3055）

P200 BC95ST
プレートホルダー
Φ28・Φ50兼用

製品番号の訂正 BC95ST BD95ST

P200 BC9A3051
エクササイズスタンドバー

Φ28mm用
仕様の訂正 内寸法　1220mm 内寸法　1310mm

P201 BB9BLOPS オリンピックシャフト（IPF） 製品名の訂正 オリンピックシャフト（IPF） セラミックシャフト

P201 BB9BLOPSH
ハードクローム

オリンピックシャフト
製品名の訂正

ハードクローム
オリンピックシャフト

ハードクロムシャフト

P209 BG860004
V75i/V77i用プリンタ

（オプション）
送料の訂正 区分13 区分3

P211 BG9INXSC
エリプティカル・

クロストレーナー　SC
廃番 -

後継品あります
お問合わせください

P213 BE9D7049 ウォーターバッグ 製品番号の訂正 BE9D7049 BH9D7049

P225 BH9391
エアロビクスマット

カバー コスモスペーサー
(TH3500)

製品番号の訂正
エアロビクスマット

カバー コスモスペーサー
(TH3500)

エアロビクスマット
カバー 東レテトロターポリン

P229 BH9RSRK12
レップセット専用ラック

（12セット用）
在庫なくなり次第廃番 - 後継品なし

P230 BH9RGB15
クラブ・ジムボール

Φ550mm
在庫なくなり次第廃番 - 後継品なし

P230 BH9RGB16
クラブ・ジムボール

Φ650mm
廃番 - 後継品なし

P230 BH9RGB17
クラブ・ジムボール

Φ750mm
廃番 - 後継品なし



P231 BF9C9060 メディシンボール 1㎏ 廃番 - 後継品なし

P231 BF9C9061 メディシンボール 2㎏ 製品番号の訂正 BF9C9061 BH9C9061

P231 BF9C9062 メディシンボール 3㎏ 製品番号の訂正 BF9C9062 BH9C9062

P231 BF9C9063 メディシンボール 4㎏ 製品番号の訂正 BF9C9063 BH9C9063

P231 BF9C9064 メディシンボール 5㎏ 製品番号の訂正 BF9C9064 BH9C9064

P231 BF9C9065 メディシンボール 6㎏ 製品番号の訂正 BF9C9065 BH9C9065

P231 BF9C9066 メディシンボール 7㎏ 製品番号の訂正 BF9C9066 BH9C9066

P231 BF9C9067 メディシンボール 8㎏ 製品番号の訂正 BF9C9067 BH9C9067

P231 BF9C9068 メディシンボール 9㎏ 製品番号の訂正 BF9C9068 BH9C9068

P231 BF9C9069 メディシンボール 10㎏ 製品番号の訂正 BF9C9069 BH9C9069

P232 BH9976 MIUNO Be Reborn 廃番 - 後継品なし

P232 BH9974 プシュット 仕様の訂正 トレーニングDVD付 削除

P234 BH910002 フィットネス・バー　2kg（紫） 在庫なくなり次第廃番 - 後継品なし

P234 BH910003 フィットネス・バー　3kg（橙） 在庫なくなり次第廃番 - 後継品なし

P234 BH910004 フィットネス・バー　4kg（緑） 在庫なくなり次第廃番 - 後継品なし

P234 BH910005 フィットネス・バー　5kg（青） 在庫なくなり次第廃番 - 後継品なし

P235 BG900682
折りたたみ式

ウォーキングポール
仕様の訂正 ブルー パープル

P235 BG9006
折りたたみ式

ウォーキングポール
仕様の訂正

●サイズ：伸縮時93～
112cm、収納時39.5cm

●適応身長：145～175cm
●質量約505g/組

●サイズ：伸縮時92～110cm、
収納時約384mm

●適応身長：146～175cm
●質量約550g/組

P237 LB9630 徒手筋力計　モービィ 廃番 -
後継品あります

お問合わせください

P238 BJ9976 マッサージチェア　EP-MA101 廃番 -
後継品あります

お問合わせください

P242 LD9410
マルチ周波数体組成計
MC-780A-N　ﾎﾟｰﾙﾀｲﾌﾟ

仕様の訂正
カラー表示

ブラックFIT(88)
カラー表示

マットグレー(88)

P238 BJ996400 パーフェクトボディ　MS-30 送料の訂正 区分19 区分21

P255 JR9413 キーウォーカーⅢ 価格の訂正
本体価格￥1,200
（税込￥1,320）

本体価格￥1,300
（税込￥1,430）

P255 JR9423 キーウォーカーⅢ　番号入り 価格の訂正
本体価格￥1,320
（税込￥1,452）

本体価格￥1,420
（税込￥1,562）

P266 JA900301 セーフティーリール 価格の訂正
本体価格￥18,000
（税込￥19,800）

本体価格￥20,000
（税込￥22,000）

P265 JA900302 セーフティーリール用交換ベルト 価格の訂正
本体価格￥1,800
（税込￥1,980）

本体価格￥2,000
（税込￥2,200）

P270 JG9198 マイプラロッカー 送料の訂正 区分7 区分13

P270 JG9194 テクセルボックス　4×4 仕様の訂正 幅960 奥行268 高さ920mm 幅920 奥行268 高さ960mm

P271 JG9098 スイムフィックスⅡ 製品番号の訂正 JG9098 JH909800

P272 JE902510 浮きうきポール 在庫なくなり次第廃番 -
後継品あります

お問合わせください

P272 JE902511 浮きうきポールジョイント大 在庫なくなり次第廃番 -
後継品あります

お問合わせください

P272 JE902512 浮きうきポール用ジョイント小 在庫なくなり次第廃番 -
後継品あります

お問合わせください

P272 JE9025 ポールラック 在庫なくなり次第廃番 -
後継品あります

お問合わせください



P274 JG905111
ストロークメイカーNEO

パープル　150×140mm
廃番 -

後継品あります
お問合わせください

P274 JG905112
ストロークメイカーNEO
オレンジ　170×160mm

廃番 -
後継品あります

お問合わせください

P274 JG905113
ストロークメイカーNEO

ライトブルー　190×180mm
廃番 -

後継品あります
お問合わせください

P274 JG905114
ストロークメイカーNEO
イエロー　210×200mm

廃番 -
後継品あります

お問合わせください

P274 JG905115
ストロークメーカーNEO
レッド　220×210mm

廃番 -
後継品あります

お問合わせください

P274 JG905116
ストロークメーカーNEO
パープル　230×220mm

廃番 -
後継品あります

お問合わせください

P275 JH9400 シューズそのままスリッパ 製品番号の訂正 JH9400 HZ9400

P277 JG9ST7KH
スポーツタイマー

（工事別）
仕様の訂正

壁掛け式／無線式／スター
ト・ストップ／リセット／10W

無線で2台以上のタイマーの
同時操作ができます。
（※25m遮へい物なし）

赤字部表記の削除

P281 JN950020 アクアピルNo.5 廃番 - 後継品なし

P283 JG9118 ライフジャケット TK18ARS 価格の訂正
本体価格\9,000
（税込¥9,900）

本体価格\8,200
（税込\9,020）

P288 JN9295 セーフティマット　ソフト 廃番 - 後継品なし

P288 JN9296 セーフティマット　ハード 廃番 - 後継品なし

P288 JN9294 ダイヤマット穴あり 価格の訂正
本体価格\38,000
（税込¥41,800）

本体価格\39,000
（税込\42,900）

P293 JG9448
コンドルバキュームクリーナー

CVC-1150WD E-182
製品番号の訂正 JG9448 JN944900

P298 DJ0611
フットサル用ゴール

折畳み式
送料の訂正 区分19 区分M

P313 -
壁面バスケット用
鉄骨補強参考図

（建設工事に含みます）
仕様の訂正

H鋼補強 H-100×100×5.5
×8程度

H鋼補強 H-100×100×6×8
程度

P344 送料区分
札幌
小樽

送料の訂正
送料区分24　￥27,940
送料区分25　￥26,620

送料区分24　￥26,620
送料区分25　￥27,940
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