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0447-FD 4571344919274    ヘビーデューティー スチールピニオンギア 36T(48P)  ¥680  ¥734 3 月下旬

0448-FD 4571344919281     ヘビーデューティー スチールピニオンギア 37T(48P)  ¥680 ¥734 3 月下旬

0449-FD 4571344919298     ヘビーデューティー スチールピニオンギア 39T(48P)  ¥680 ¥734 3 月下旬

0450-FD 4571344919304     ヘビーデューティー スチールピニオンギア 40T(48P)  ¥680 ¥734 3 月下旬

0191-FD 既存おすすめ商品 ヘビーデューティー スチールピニオンギア 16T(48P)  ¥680 ¥734 随時出荷

0108-FD 既存おすすめ商品 ヘビーデューティー スチールピニオンギア 17T(48P)  ¥680 ¥734 随時出荷

0109-FD 既存おすすめ商品 ヘビーデューティー スチールピニオンギア 18T(48P)  ¥680 ¥734 随時出荷

0072-FD 既存おすすめ商品 ヘビーデューティー スチールピニオンギア 19T(48P)  ¥680 ¥734 随時出荷

0073-FD 既存おすすめ商品 ヘビーデューティー スチールピニオンギア 20T(48P)  ¥680 ¥734 随時出荷

0074-FD 既存おすすめ商品 ヘビーデューティー スチールピニオンギア 21T(48P)  ¥680 ¥734 随時出荷

0075-FD 既存おすすめ商品 ヘビーデューティー スチールピニオンギア 22T(48P)  ¥680 ¥734 随時出荷

0076-FD 既存おすすめ商品 ヘビーデューティー スチールピニオンギア 34T(48P)  ¥680 ¥734 随時出荷

0077-FD 既存おすすめ商品 ヘビーデューティー スチールピニオンギア 35T(48P)  ¥680 ¥734 随時出荷

0110-FD 既存おすすめ商品 ヘビーデューティー スチールピニオンギア 38T(48P)  ¥680 ¥734 随時出荷

0107-FD 既存おすすめ商品 FR-D 用ローギアード ピニオンギアセット (0次減速用 18/38T)  ¥1,350 ¥1,458 随時出荷

品 番 出荷予定日J A N 商 品 名 ご注文数定 価 定 価
(税別） (税込）

0259-FD 人気再入荷商品ご案内     GX フロントナックル Ver.3 (silver)  ¥3,800  ¥4,104 3 月下旬

0260-FD 人気再入荷商品ご案内     GX フロントナックル Ver.3 (black)  ¥3,800 ¥4,104 3 月下旬

0261-FD 人気再入荷商品ご案内     GX フロントナックル Ver.3 (blue)  ¥3,800 ¥4,104 3 月下旬

0262-FD 人気再入荷商品ご案内 GXフロントナックル Ver.3 (red)  ¥3,800 ¥4,104 3 月下旬

0336-FD 人気再入荷商品ご案内 インテリジェンス Yアーム Ver.4（2.5mm/Silver）  ¥4,500 ¥4,860 随時出荷

0337-FD 人気再入荷商品ご案内 インテリジェンス Yアーム Ver.4（2.5mm/Black）  ¥4,500 ¥4,860 随時出荷

0338-FD 人気再入荷商品ご案内 インテリジェンス Yアーム Ver.4（2.5mm/Blue）  ¥4,500 ¥4,860 随時出荷

0339-FD 人気再入荷商品ご案内 インテリジェンス Yアーム Ver.4（2.5mm/Red）  ¥4,500 ¥4,860 随時出荷

0340-FD 人気再入荷商品ご案内 インテリジェンス Yアーム Ver.4（3mm/Silver）  ¥4,500 ¥4,860 随時出荷

0341-FD 人気再入荷商品ご案内 インテリジェンス Yアーム Ver.4（3mm/Black）  ¥4,500 ¥4,860 随時出荷

0342-FD 人気再入荷商品ご案内 インテリジェンス Yアーム Ver.4（3mm/Blue）  ¥4,500 ¥4,860 随時出荷

0343-FD 人気再入荷商品ご案内 インテリジェンス Yアーム Ver.4（3mm/Red）  ¥4,500 ¥4,860 随時出荷

0367-FD 人気再入荷商品ご案内 HDアッパーアーム BB EDITION 4mmシャフト仕様 (Silver)  ¥6,400 ¥6,912 3 月下旬

0368-FD 人気再入荷商品ご案内 HDアッパーアーム BB EDITION 4mmシャフト仕様 (Black)  ¥6,400 ¥6,912 3 月下旬

0369-FD 人気再入荷商品ご案内 HDアッパーアーム BB EDITION 4mmシャフト仕様 (Blue)  ¥6,400 ¥6,912 3 月下旬

0370-FD 人気再入荷商品ご案内 HDアッパーアーム BB EDITION 4mmシャフト仕様 (Red)  ¥6,400 ¥6,912 3 月下旬

0371-FD 人気再入荷商品ご案内 YD-2 用 HDアッパーアーム BB EDITION 2.5mm専用シャフト付 (Black)  ¥5,900 ¥6,372 3 月下旬

0404-FD 人気再入荷商品ご案内 VXサスペンションシステム Ver.4 YD（Silver）  ¥12,000 ¥12,960 3 月下旬

0405-FD 人気再入荷商品ご案内 VXサスペンションシステム Ver.4 YD（Black）  ¥12,000 ¥12,960 3 月下旬

0406-FD 人気再入荷商品ご案内 VXサスペンションシステム Ver.4 YD（Blue）  ¥12,000 ¥12,960 3 月下旬

0407-FD 人気再入荷商品ご案内 VXサスペンションシステム Ver.4 YD（Red）  ¥12,000 ¥12,960 3 月下旬

0417-FD 人気再入荷商品ご案内 VXギアバルク Ver.2 フローティングサスマウントレス仕様（Silver）  ¥9,200 ¥9,936 3 月下旬

0418-FD 人気再入荷商品ご案内 VXギアバルク Ver.2 フローティングサスマウントレス仕様（Black）  ¥9,200 ¥9,936 3 月下旬

0419-FD 人気再入荷商品ご案内 VXギアバルク Ver.2 フローティングサスマウントレス仕様（Blue）  ¥9,200 ¥9,936 3 月下旬

0420-FD 人気再入荷商品ご案内 VXギアバルク Ver.2 フローティングサスマウントレス仕様（Red）  ¥9,200 ¥9,936 3 月下旬

ヘビーデューティースチールピニオンギアに36/37/39/40Tがラインナップ。
ヘビーデューティースチールピニオンギアに36/37/39/40Tの 4種が追加されます。
FR-D/MR-D/KENBRO CONCEPTのミッション部はWRAP-UP純正品の使用を
おすすめします。アルミ（ハードアルマイト含む）他素材のピニオンと併用すると、
著しくギアが磨耗しミッションが破損する場合があります。

人気定番アイテムの再入荷ご案内


