
価格変更対象製品リスト

ビタビット プレミアム

品番 JAN 商品名 価格（税込） 価格（税込）

622-212-01-000 4009209379746 ビタビット プレミアム 1.8 L スキレット ¥44,000 ¥48,400

622-212-02-070 4009209379715 ビタビット プレミアム 2.5 L ¥46,200 ¥51,700

622-412-03-070 4009209379722 ビタビット プレミアム 3.5 L ¥48,400 ¥53,900

622-412-04-070 4009209379739 ビタビット プレミアム 4.5 L ¥49,500 ¥55,000

622-412-06-070 4009209379784 ビタビット プレミアム 6.0 L ¥55,000 ¥60,500

622-412-11-070 4009209379807 ビタビット プレミアム セット（2.5 L スキレット＋4.5 L） ¥81,400 ¥90,200

オリジナル プロフィ コレクション

品番 JAN 商品名 価格（税込） 価格（税込）

084-128-16-000 4009209379913 オリジナル プロフィ コレクション　シチューポット　16cm ¥29,700 ¥31,900

084-128-20-000 4009209379920 オリジナル プロフィ コレクション　シチューポット　20cm ¥33,000 ¥35,200

084-128-24-000 4009209379937 オリジナル プロフィ コレクション　シチューポット　24cm ¥38,500 ¥40,700

084-138-16-000 4009209380490 オリジナル プロフィ コレクション キャセロール 16cm ¥28,600 ¥30,800

084-138-20-000 4009209379944 オリジナル プロフィ コレクション　キャセロール　20cm ¥31,900 ¥34,100

084-138-24-000 4009209379951 オリジナル プロフィ コレクション　キャセロール　24cm ¥37,400 ¥39,600

084-158-16-100 4009209379968 オリジナル プロフィ コレクション　ソースパン　16cm ¥29,700 ¥30,800

084-148-20-100 4009209380421 オリジナル プロフィ コレクション コニカルパン 20cm ¥36,300 ¥38,500

084-198-16-100 4009209380438 オリジナル プロフィ コレクション マルチポット 16cm ¥29,700 ¥31,900

084-108-20-000 4009209380414 オリジナル プロフィ コレクション マルチスター 20cm ¥63,800 ¥67,100

084-378-24-100 4009209380773 オリジナル プロフィ コレクション フライパン 24cm ¥33,000 ¥35,200

084-378-28-100 4009209380766 オリジナル プロフィ コレクション フライパン 28cm ¥37,400 ¥39,600

084-388-24-100 4009209380445 オリジナル プロフィ コレクション サーブパン 24cm ¥33,000 ¥35,200

084-388-28-100 4009209379982 オリジナル プロフィ コレクション サーブパン 28cm ¥37,400 ¥39,600

207204 4573392728150 オリジナルプロフィサーブパンセット24 ¥34,100 ¥36,300

207205 4573392728167 オリジナルプロフィサーブパンセット28 ¥38,500 ¥40,700

084-128-03-000 4009209382852 オリジナル　プロフィ コレクション　セット A ¥75,900 ¥79,200

084-379-05-000 4009209384016 オリジナル プロフィ コレクション セットG ¥132,000 ¥138,600

084-108-16-600 4009209380506 オリジナル プロフィ コレクション　フタ 16cm ¥5,280 ¥5,500

084-108-20-600 4009209380513 オリジナル プロフィ コレクション　フタ 20cm ¥6,160 ¥6,380

084-108-24-600 4009209380520 オリジナル プロフィ コレクション　フタ 24cm ¥7,040 ¥7,260

アダマント プレミアム

品番 JAN 商品名 価格（税込） 価格（税込）

138-105-20-100 4009209374734 アダマント プレミアム 20cm ¥22,000 ¥23,100

138-105-24-100 4009209374741 アダマント プレミアム 24cm ¥24,200 ¥25,300

138-105-26-100 4009209374758 アダマント プレミアム 26cm ¥27,500 ¥28,600

138-105-28-100 4009209374765 アダマント プレミアム 28cm ¥29,700 ¥30,800

ボン

品番 JAN 商品名 価格（税込） 価格（税込）

086-112-16-000 4009209363554 ボン シチューポット 16cm ¥20,900 ¥22,000

086-112-20-000 4009209363561 ボン シチューポット 20cm ¥23,100 ¥24,200

086-122-20-000 4009209363585 ボン キャセロール 20㎝ ¥22,000 ¥23,100

086-152-16-000 4009209363592 ボン ソースパン 16cm（フタ付き） ¥19,800 ¥20,900

ハンブルク

品番 JAN 商品名 価格（税込） 価格（税込）

081-110-20-000 4009209346526 ハンブルク シチューポット 20cm ¥19,800 ¥20,900

081-110-24-000 4009209346533 ハンブルク シチューポット 24cm ¥23,100 ¥24,200

081-120-20-000 4009209346540 ハンブルク キャセロール 20cm ¥18,700 ¥19,800

081-150-16-000 4009209215518 ハンブルク ソースパン 16cm ¥15,400 ¥16,500

ヴィセオ

品番 JAN 商品名 価格（税込） 価格（税込）

084-127-20-001 4009209344058 ヴィセオ キャセロール 20cm ¥17,600 ¥20,900

084-117-16-001 4009209344027 ヴィセオ シチューポット 16cm ¥14,300 ¥19,800

084-117-20-001 4009209344034 ヴィセオ シチューポット 20cm ¥18,700 ¥22,000

084-117-24-001 4009209344041 ヴィセオ シチューポット 24cm ¥22,000 ¥25,300

084-157-16-101 4009209344065 ヴィセオ ソースパン 16cｍ ¥12,100 ¥16,500

スティルックス プロ

品番 JAN 商品名 価格（税込） 価格（税込）

121-402-20-100 4009209381411 スティルックス プロ 20cm ¥19,800 ¥20,900

121-402-24-100 4009209381428 スティルックス プロ 24cm ¥24,200 ¥25,300

121-402-28-100 4009209381435 スティルックス プロ 28cm ¥28,600 ¥29,700

ファミリーライン

品番 JAN 商品名 価格（税込） 価格（税込）

33-110-05 4009209288628 ファミリーライン 5点セット ¥49,500 ¥55,000

コペンハーゲン

品番 JAN 商品名 価格（税込） 価格（税込）

040-114-05-000 4009209371207 コペンハーゲンセット ¥49,500 ¥55,000

サンフランシスコ

品番 JAN 商品名 価格（税込） 価格（税込）

040-113-16-000 4009209372587 サンフランシスコ シチューポット 16cm ¥11,000 ¥12,100

040-113-20-000 4009209372594 サンフランシスコ シチューポット 20cm ¥13,200 ¥14,300

040-113-24-000 4009209372600 サンフランシスコ シチューポット 24cm ¥15,400 ¥16,500

040-123-16-000 4009209372617 サンフランシスコ キャセロール 16cm ¥11,000 ¥12,100

040-123-20-000 4009209372624 サンフランシスコ キャセロール 20cm ¥12,100 ¥13,200

040-153-16-100 4009209372631 サンフランシスコ ソースパン 16cm ¥7,700 ¥8,800

040-113-03-000 4009209372761 サンフランシスコ セット A ¥31,900 ¥35,200

040-113-05-000 4009209372754 サンフランシスコ セットC ¥47,300 ¥52,800

現行価格 新価格　2023/04/03~

現行価格 新価格　2023/04/03~
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現行価格 新価格　2023/04/03~

現行価格 新価格　2023/04/03~

現行価格 新価格　2023/04/03~
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現行価格 新価格　2023/04/03~



価格変更対象製品リスト

スナッキー

品番 JAN 商品名 価格（税込） 価格（税込）

008-126-14-000 4009209238487 スナッキー キャセロール 14cm ¥6,600 ¥7,700

08-166-121 4009209238494 スナッキー ソースパン12cm(フタなし) ¥4,400 ¥5,500

008-166-14-100 4009209238500 スナッキー ソースパン 14cm ¥5,500 ¥6,600

カターニャ

品番 JAN 商品名 価格（税込） 価格（税込）

081-353-24-100 4009209327358 カターニャ 24cm ¥13,200 ¥14,300

081-353-28-100 4009209327365 カターニャ 28cm ¥19,800 ¥20,900

スペリオ

品番 JAN 商品名 価格（税込） 価格（税込）

16-001-00-500 4573392724664 スペリオ エッグロースター 小 ¥9,900 ¥11,000

16-003-00-500 4573392724671 スペリオ エッグロースター 大 ¥12,100 ¥13,200

部品

品番 JAN 商品名 価格（税込） 価格（税込）

620-100-01-850 4009209307404 スキレット本体用取っ手（内径18cm用） ¥2,200 ¥2,530

620-300-02-850 4009209307411 P スキレット本体用取っ手 22cm ¥2,200 ¥2,530

620-100-02-850 4009209307435 P 本体用取っ手 18cm用 ¥2,200 ¥2,530

620-300-04-850 4009209307442 P 本体用取っ手 22cm用 ¥2,200 ¥2,530

620-700-08-850 4009209307466 P 本体用取っ手 26cm ¥2,200 ¥2,530

610-100-02-850 4009209307374 C 本体用取っ手 18cm用 ¥2,200 ¥2,530

610-700-08-850 4009209307398 C 本体用取っ手 26cm ¥2,200 ¥2,530

11-631-02-640 4009209185262 2.5L 浅型補助用取っ手 ¥2,200 ¥2,530

11-631-02-630 4009209185255 2.5L 浅型本体用取っ手 ¥2,200 ¥2,530

610-300-02-850 4009209307350 C スキレット本体用取っ手 22cm ¥2,200 ¥2,530

610-300-04-850 4009209307381 ビタクイック本体用取っ手 22cm ¥2,200 ¥2,530

18-632-130 4009209089515 本体取っ手 6L用 ¥2,200 ¥2,530

18-632-140 4009209089508 本体用補助取っ手 ¥1,980 ¥2,310

610-110-02-840 4009209374833 本体用補助取っ手（内径18cm用） ¥2,200 ¥2,530

610-310-04-840 4009209374857 本体用補助取っ手（内径22cm用） ¥2,200 ¥2,530

600-100-02-840 4009209307503 P&C 補助取っ手 18cm用 ¥2,200 ¥2,530

600-300-04-840 4009209307510 P&C 本体用補助取っ手 22cm ¥2,200 ¥2,530

600-300-02-840 4009209307480 P&C 本体用補助取っ手 22cm ¥2,200 ¥2,530

600-700-08-840 4009209307527 P&C 本体用補助取っ手 26cm ¥2,200 ¥2,530

610-110-01-840 4009209374826 スキレット本体用補助取っ手（内径18cm用） ¥2,200 ¥2,530

630-300-04-850 4009209322759 エディション本体用取っ手22㎝ ¥2,640 ¥3,080

630-300-04-840 4009209322797 エディション本体用補助取っ手22㎝ ¥2,640 ¥3,080

620-000-11-770 4009209357768 Premium フタ用取っ手 ¥4,510 ¥5,280

610-000-11-770 4009209358925 Comfort フタ用取っ手 ¥4,180 ¥4,840

630-000-00-770 4009209322704 エディション フタ取っ手 ¥5,610 ¥6,490

600-000-11-770 4009209358901 Vitaquick フタ用取っ手 ¥4,180 ¥4,840

18-633-290 4009209089591 フタ用取っ手 ¥3,850 ¥4,510

610-010-00-700 4009209374871 メインバルブ（ビタビットプレミアム） ¥8,030 ¥9,240

600-000-00-700 4009209322438 ビタクイック メインバルブ ¥4,180 ¥4,840

600-041-00-700 4009209352732 ＶＱメインバルブオレンジ ¥4,180 ¥4,840

600-321-00-700 4009209353807 ビタクイック メインバルブ レッド ¥4,180 ¥4,840

600-030-00-700 4009209350752 ビタクイック モノ メインバルブ ¥4,180 ¥4,840

37-668-700 4009209100418 メインバルブ一式 ¥5,500 ¥6,380

18-632-490 4009209089584 メインバルブ一式 ¥4,840 ¥5,610

32-601-206 4009209214528 パッキン(内径18cm用) ¥3,080 ¥3,520

32-631-206 4009209198606 パッキン(内径22cm用) ¥3,080 ¥3,520

32-691-206 4009209206523 シリコンパッキン 26cm ¥3,080 ¥3,520

600-000-18-795 4009209307695 P&C ゴムパッキン 18cm ¥3,080 ¥3,520

600-000-22-795 4009209307701 P&C ゴムパッキン 22cm ¥3,080 ¥3,520

600-000-26-795 4009209307718 P&C ゴムパッキン 26cm ¥3,520 ¥3,960

600-000-00-712 4009209307640 P&C ゴムリング付フタ用取っ手ネジ ¥660 ¥770

610-000-01-706 4009209307633 P&C ゴム部品 3点セット ¥2,530 ¥2,970

600-000-01-706 4009209322643 ビタクイック ゴム部品 3点セット ¥2,200 ¥2,530

610-000-00-711 4009209307596 P&C シリコンゴムキャップ ¥770 ¥990

610-000-00-733 4009209307626 P&C 安全バルブゴム ¥990 ¥1,210

011-631-00-750 4009209185231 アロマピー（ アロマピー用Oリング付属） ¥1,210 ¥1,430

011-631-03-760 4009209342351 アロマピー用 Oリング ¥550 ¥660

37-668-740 4009209102085 メインバルブゴム弁座 ¥770 ¥990

610-000-00-706 4009209307602 メインバルブシール ¥770 ¥990

18-632-740 4009209089560 メインバルブ用Oリング ¥770 ¥990

18-632-730 4009209089553 ロイヤルメインバルブ用バルブカバー ¥1,320 ¥1,540

18-632-410 4009209089539 弁座一式 ¥2,420 ¥2,860

11-601-630 4009209185170 NEWミニロイヤル 本体用取っ手 ¥2,200 ¥2,530

11-101-26-640 4009209178738 NEWロイヤル 8L10L補助取っ手 ¥2,200 ¥2,530

11-631-690 4009209247649 NEWロイヤル フタ用取っ手 ¥3,850 ¥4,510

11-631-01-700 4009209231556 NEWロイヤル メインバルブ ¥7,260 ¥8,360

31-653-01-720 4009209185330 NEWロイヤル メインバルブ用ゴムキャップ ¥660 ¥770

18-632-01-720 4009209185323 NEWロイヤル メインバルブ用ナット ¥990 ¥1,210

11-631-730 4009209185224 NEWロイヤル メインバルブ用バルブカバー ¥1,320 ¥1,540

11-631-640 4009209185194 NEWロイヤル 補助取っ手 ¥2,200 ¥2,530

11-631-630 4009209185187 NEWロイヤル 本体用取っ手 ¥2,200 ¥2,530

11-691-630 4009209185279 NEWロイヤル8 10L本体用取っ手 ¥2,200 ¥2,530

21-615-264 4009209190679 ミニロイヤル補助取っ手 ¥605 ¥770

021-636-03-750 4009209348025 シリコンゴムアロマピー ¥1,210 ¥1,430

現行価格 新価格　2023/04/03~

現行価格 新価格　2023/04/03~

現行価格 新価格　2023/04/03~

現行価格 新価格　2023/04/03~



価格変更対象製品リスト

部品（続）

品番 JAN 商品名 価格（税込） 価格（税込）

37-665-730 4009209092379 シリコンゴムキャップ ¥660 ¥770

20-653-720 4009209206738 シリコンゴムキャップ ¥660 ¥770

19-688-240 4009209184258 スポンジ シール ¥330 ¥440

610-000-00-734 4009209307589 ナット ¥1,210 ¥1,430

21-641-02-640 4009209206677 ブルーポイント 2.5L本体用補助取っ手 ¥2,200 ¥2,530

21-601-02-700 4009209228037 プルーポイント 2.5L用メインバルブ ¥4,400 ¥5,060

21-641-02-630 4009209206622 ブルーポイント スキレット本体用取っ手 ¥2,200 ¥2,530

21-641-690 4009209247656 ブルーポイント フタ用取っ手 ¥3,850 ¥4,510

21-641-700 4009209206691 プルーポイント メインバルブ一式 ¥4,400 ¥5,060

21-641-780 4009209206714 ブルーポイント メインバルブ用Oリング ¥660 ¥770

21-641-770 4009209206707 ブルーポイント メインバルブ用ビス ¥440 ¥550

21-641-630 4009209206608 ブルーポイント 本体用取っ手 ¥2,200 ¥2,530

21-601-02-630 4009209228068 ブルーポイント 本体用取っ手 2.5L用 ¥2,200 ¥2,530

21-641-640 4009209206653 ブルーポイント 本体用補助取っ手 ¥2,200 ¥2,530

21-601-02-640 4009209228075 ブルーポイント 本体用補助取っ手 2.5L用 ¥2,200 ¥2,530

20-653-740 4009209206721 ブルーポイント安全バルブゴム ¥880 ¥1,100

175-302-01-630 4009209281711 アルックス フライパンハンドル(20～26cm用) ¥1,980 ¥2,310

175-203-00-630 4009209281698 フライパンハンドル(深型20cm用) ¥3,520 ¥4,070

175-103-00-630 4009209281667 フライパンハンドル(深型24～28cm用) ¥3,520 ¥4,070

37-118-20-690 4009209178820 エクストラガラスフタつまみ ¥1,650 ¥1,980

175-105-00-630 4009209281674 フライパンハンドル(浅型24cm用) ¥3,520 ¥4,070

16-116-615 4009209275994 インテンザ サーモスター ¥2,860 ¥3,300

83-104-166 4009209252179 新プロコレクション 無水フタ 16cm ¥5,280 ¥5,500

83-104-186 4009209252742 新プロコレクション 無水フタ 18cm ¥5,610 ¥6,380

83-104-206 4009209252186 新プロコレクション 無水フタ 20cm ¥6,050 ¥7,260

83-104-246 4009209252193 新プロコレクション 無水フタ 24cm ¥6,930 ¥8,140

83-104-286 4009209252209 新プロコレクション 無水フタ 28cm ¥7,810 ¥9,020

現行価格 新価格　2023/04/03~


