


商 品 名 規 格 JANコード 現⾏
上代

変更後
上代

ダイナミック919 ブルー 4909986111822 \44,000 \45,000

スピード ライト 4909986111808 \20,000 \20,000

ワインレッド 4909986228421 \32,000 \32,000

シルバー 4909986228377 \32,000 \32,000

ピンク 4909986222559 \32,000 \32,000

ブラック 4909986222764 \32,000 \32,000

スピード3 ワインレッド 4909986222344 \28,300 \28,000

シャーク ライト 4909986111655 \21,000 \21,000

ブルー 4909986222504 \36,500 \36,500

ワインレッド 4909986222832 \36,500 \36,500

シャーク3 ブルー 4909986222375 \32,800 \33,000

ミニマイクロ 7213435005066 \28,000 \32,000

0.5mm刃付き 4909986228384 \12,800 \12,800

1ｍｍ刃付き 4909986222276 \13,600 \13,600

ヘアーペン2 4909986222474 \14,800 \14,800

ヘアーペンL1 4909986111792 \16,800 \16,800

ピンク 4909986222818 \13,000 \13,000

レッド 4909986222771 \13,000 \13,000

ドッグヘアーペン 4909986222610 \4,800 \4,800

F.I.A.®ネイルクリッパー ブラック 471252312610 \13,600 \13,600

0.1-1mm 4909986222207 \4,250 \4,470

0.5-2.5mm 4909986222214 \5,200 \5,460

1-3mm 4909986222238 \5,200 \5,460

3-5mm 4909986222245 \5,200 \5,460

6-8mm 4909986222269 \7,050 \7,410

F.I.A. 価格表

F.I.A.®スピードL1 

シャークL1 

ジッパー2 

ピーウィー2

替刃 スピード⽤



商 品 名 規 格 JANコード 現⾏
上代

変更後
上代

9-11mm 4909986222283 \7,550 \7,930

コームセット スピード⽤ 3/6/9/12/19/25 4909986222290 オープン オープン

0.1mm 4909986222641 \5,200 \5,460

0.25mm 757054004910 \5,200 \5,460

0.5mm 757054004903 \5,200 \5,460

1mm 757054004897 \4,500 \4,730

2mm 757054004873 \5,200 \5,460

3.2mm 757054004835 \5,600 \5,880

6.4mm 757054004828 \6,000 \6,300

9.6mm 757054004811 \6,400 \6,720

13mm 757054004804 \6,800 \7,140

16mm 4909986111556 \7,200 \7,560

コームセット シャーク⽤
3/6/10/13/16/
19/22/25/32

4909986222252 \7,200 \7,560

0.25mm 757054508005 \5,200 \5,460

0.5mm 757054508012 \5,200 \5,460

1mm 757054508029 \4,500 \4,730

2mm 757054508043 \5,200 \5,460

3.2mm 757054508074 \5,600 \5,880

6.4mm 757054508098 \6,000 \6,300

9.6mm 757054508111 \6,400 \6,720

13mm 757054508227 \6,800 \7,140

替刃 クロス⽤ 1mm 787054010062 \2,300 \2,420

0.2mm 757054004682 \3,000 \3,150

0.5mm 757054004675 \3,000 \3,150

1mm 4712523125264 \3,800 \3,990

0.6mm 4909986228346 \3,000 \3,150

替刃 スピード⽤

替刃 シャーク⽤ 

替刃ミニＶｉ/
ミニマイクロ⽤
（ｵｽﾀｰ可）

替刃 ジッパー⽤

替刃ﾋﾟｰｳｨｰ/ﾍｱｰﾍﾟﾝ/
ﾄﾞｯｸﾞﾍｱｰﾍﾟﾝ⽤



商 品 名 規 格 JANコード 現⾏
上代

変更後
上代

0.25mm 787054014107 \3,000 \3,150

473ｍｌ 615276019450 \4,000 \4,100

237ｍｌ 615276019474 \2,800 \3,360

473ｍｌ 615276119945 \4,000 \4,400

237ｍｌ 615276019719 \2,800 \3,360

H-42 詰め替え⽤ 1890ｍｌ 615276019672 \14,400 \14,500

洗浄＆クール 550ml 757054303006 \2,800 \3,360

イエロー 4909986222306 \1,800 \1,860

ピンク 4712523123741 \1,800 \1,860

H-42 ジャー

H-42 スプレー

マジックタオル

替刃ﾋﾟｰｳｨｰ/ﾍｱｰﾍﾟﾝ/
ﾄﾞｯｸﾞﾍｱｰﾍﾟﾝ⽤


