
 
 

◆ ◆ ◆ 特価車リスト ◆ ◆ ◆ 
 

　 　  
               17’ Wiler「Zero 7 F/S」                    19’ Wilier「Zero 7 ULTREGRA」            19’ Wilier「Cento 1 Air ULTEGRA」 
      定価￥540,000 → 販売価格 ASK                定価￥631,800 → 販売価格 ASK                 定価￥426,600 → 販売価格 ASK 
                        サイズ：M                                                  サイズ：M                                                   サイズ：S 

 

　　 　　  
 19’ Wilier「Cento 10 Elite ULTEGRA」                 19’ BASSO「IMOLA」                             19’ BASSO「IMOLA」 
      定価￥523,800 → 販売価格 ASK             定価￥118,800 → 販売価格￥83,200           定価￥118,800 → 販売価格￥83,200 
                        サイズ：M                                                  サイズ：530                                                サイズ：530 
 

　 　  
          19’ BASSO「VIPER SORA」                    19’ BASSO「VIPER SORA」    18’ Cinelli「STRATO FASTER ULTEGRA」 
    定価￥118,800 → 販売価格￥83,200          定価￥118,800 → 販売価格￥83.200          定価￥680,400 → 販売価格￥338,000 
                      サイズ：480                                             サイズ：510、530                                           サイズ：M 
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       18’ Cinelli「EXPERIENCE 105」              19’ Cinelli「EXPERIENCE 105」           18-19’ Cinelli「SEMPER DISC 105」 
   定価￥205,200 → 販売価格￥135,000        定価￥205,000 → 販売価格￥164,000        定価￥210,600 → 販売価格￥168,500 
                       サイズ：XS                                                サイズ：S、M                                                サイズ：S 
 

　 　  
      19’ Cinelli「ZYDECO Apex MIX」  19’ COMMENCAL「META HT AM Cr-Mo F/S」      19’ FUJI「TAHOE 29 1.5」 
   定価￥216,000 → 販売価格￥172,800       定価￥150,984 → 販売価格￥130,000             定価￥225,566 → 販売価格 ASK 
                         サイズ：S                                                   サイズ：M                                                サイズ：17" 
 

　 　  
                    19’ FUJI「RAIZ」                               19’ GIOS「NATURE 105」                       LIBERTA「LIBERTA UNO」 
       定価￥63,720 → 販売価格 ASK              定価￥257,040 → 販売価格￥167,000          定価￥75,600 → 販売価格￥49,800 
                         サイズ：15”                                           サイズ：490、520                             サイズ：540 
 

　 　  
         LIBERTA「LIBERTA UNO」             19’ LOOK「795 BLADE RS DISC F/S」   19’ LOOK「765 OPTIMUM ULTEGRA
」 
    定価￥75,600 → 販売価格￥49,800              定価￥442,800 → 販売価格 ASK                 定価￥334,800 → 販売価格 ASK 
                    サイズ：470                                                    サイズ：M                                                 サイズ：XS 
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         19’ MARIN「FAIRFAX SE」      19’ MARIN「FOUR CORNERS ORTLIEB」19’ MARIN「FOUR CORNERS ORTLIEB
」 
   定価￥52,920 → 販売価格￥39,800              定価￥150,120 → 販売価格￥98,000          定価￥150,120 → 販売価格￥98,000 
                   サイズ：17"(M)                                                サイズ：XS                                                 サイズ：S 
 

　 　  
          19’ MARIN「NICASIO SE」               18’ MERIDA「BIG.NINE LIMITED」       18’ MERIDA「SCULTURA TEAM F/S」 
   定価￥81,000 → 販売価格￥48,600              定価￥183,492 → 販売価格 ASK               定価￥322,920 → 販売価格 ASK 
                    サイズ：500                                       サイズ：48  購入特典あり                         サイズ：52  購入特典あり 
 

　 　  
   18’ MERIDA「SCULTURA TEAM」             18’ MERIDA「REACTO 4000」                 18’ MERIDA「REACTO 4000」 
   定価￥1,188,000 → 販売価格 ASK              定価￥268,920 → 販売価格 ASK                定価￥268,920 → 販売価格 ASK 
           サイズ：50  購入特典あり              サイズ：44、47、50、54  購入特典あり        サイズ：44、47、50、52、54、56 
                                                                                                                                                             購入特典あり 
 

　 　  
      18’ MERIDA「REACTO 5000」                18’ MERIDA「REACTO 5000」                   19’ MERIDA「REACTO 400」 
     定価￥312,120 → 販売価格 ASK               定価￥312,120 → 販売価格 ASK             定価￥183,492 → 販売価格￥128,400 
      サイズ：44、50  購入特典あり           サイズ：44、47、50、52  購入特典あり            サイズ：47、50、52、54、56 
                                                                                                                                        カラー：チーム、シルクアンスラサイト 

                                                                                                                                         購入特典あり 
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        19’ MERIDA「REACTO 4000」                 19’ MERIDA「REACTO 5000」                 19’ MERIDA「REACTO 5000」 
       定価￥268,920 → 販売価格 ASK                定価￥312,120 → 販売価格 ASK                定価￥312,120 → 販売価格 ASK 
   サイズ：44、47、50、52、54、56                 サイズ：44、47、50、52、54                    サイズ：44、47、50、52、54 
     カラー：チーム、マットブラック                                 購入特典あり                                             購入特典あり 
                       購入特典あり 
 

　 　  
      19’ MERIDA「SCULTURA 400」                19’ MERIDA「SCULTURA 700」              19’ MERIDA「SCULTURA 4000」 
  定価￥161,892 → 販売価格￥113,300         定価￥194,292 → 販売価格￥136,000             定価￥214,920 → 販売価格 ASK 
            サイズ：47、50、52、56                         サイズ：44、47、50、52、54                    サイズ：47、50、52、54、56 
カラー：ホワイト、マットダークシルバー                         購入特典あり                                               購入特典あり 
                        購入特典あり 

   　 　  
     19’ MERIDA「SCULTURA 4000」             19’ MERIDA「SCULTURA 5000」             19’ MERIDA「SCULTURA 5000」 
      定価￥214,920 → 販売価格 ASK                定価￥268,920 → 販売価格 ASK                 定価￥268,920 → 販売価格 ASK 
       サイズ：47、50、52、54、56                 サイズ：44、47、50、52、54、56             サイズ：44、47、50、52、54、56 
                       購入特典あり                                              購入特典あり                                                購入特典あり  
 

 

　 　  
 19’ MERIDA「SCULTURA DISC 400」     19’ MERIDA「SCULTURA DISC 400」  19’ MERIDA「SCULTURA YC EDITON
」 
  定価￥209,895 → 販売価格￥146,900        定価￥209,895 → 販売価格￥146,900            定価￥594,000 → 販売価格 ASK 
        サイズ：44、47、50、52、56               サイズ：44、47、50、52、54、56                         サイズ：47、50、52 
                       購入特典あり                                              購入特典あり                                                購入特典あり 
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  19’ MERIDA「SCULTURA LIMITED」       19’ MERIDA「GRANSPEED 80-MD」        19’ MERIDA「CROSSWAY 100-R」 
      定価￥430,920 → 販売価格 ASK               定価￥79,812 → 販売価格￥55,900            定価￥60,372 → 販売価格￥42,200 
               サイズ：50、52、54                                       サイズ：47、50                                              サイズ：46 
                       購入特典あり　　　　　　　　　　　      購入特典あり                                              購入特典あり 
 

　 　  
             18’ RIDLEY「FENIX C」                       19’ RIDLEY「FENIX SL DISC」                19’ RIDLEY「FENIX SL DISC」 
   定価￥289,800 → 販売価格￥178,000            定価￥360,720 → 販売価格 ASK                定価￥360,720 → 販売価格 ASK 
                     サイズ：XXS                                               サイズ：XS、S                                    サイズ：XXS、XS、S 
 

　 　  
         19’ RIDLEY「HELIUM SLA」                    19’ RIDLEY「HELIUM SLA」                        19’ RIDLEY「TEMPO」 
      定価￥139,320 → 販売価格 ASK                定価￥139,320 → 販売価格 ASK                 定価￥89,640 → 販売価格 ASK 
              サイズ：XXS、XS、S                                 サイズ：XXS、XS、S                                   サイズ：420、470 
 

　　 　　  
              19’ RIDLEY「TEMPO」                         18’ RIDLEY「FENIX SL F/S」                 19’ RIDLEY「NOAH FAST F/S」 
      定価￥89,640 → 販売価格 ASK               定価￥246,240 → 販売価格￥148,000             定価￥514,080 → 販売価格 ASK 
                      サイズ：420                                                    サイズ：S                                                   サイズ：S 
 

Cinelli、COMMENCAL、FUJI、GIOS、LIBERTA、MARIN、MERIDA(アルミモデル)は通販可能！ 
本州内まで完成車1台につき　送料￥5,000円(税抜)　で発送致します！ 

(配送業者の変更、日時指定はお受け出来ませんので予めご了承ください) 
 

ご不明な点などございましたらお気軽にお問い合わせください！ 
Tel：072-771-1771　Mail：shopmaster@itami-kanzaki.com 
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