
製品名 現行価格(税込)  新価格 (税込)

ソーラーRGB ¥77,000 ¥84,700

アクアスカイ RGB 60 シルバー ¥39,800 ¥44,000

パワーコード S-70 (本体） ¥12,100 ¥13,310

ライトスクリーン60  W60×H36用 ¥24,200 ¥26,620

パレングラス TYPE-2　CO2用 ¥5,830 ¥6,380

パレングラス TYPE-3　CO2用 ¥5,830 ¥6,380

パレングラス・ミニ　CO2用 ¥9,680 ¥10,670

パレングラス・ビートル　30Ø　CO2用 ¥10,340 ¥11,330

パレングラス・ビートル　40Ø　CO2用 ¥12,100 ¥13,310

CO2グラスカウンター ¥5,720 ¥6,270

CO2ツイストカウンター ¥13,200 ¥14,520

CO2アタッシュレギュレーター ¥12,100 ¥13,310

CO2アドバンスシステム‐フォレスト ¥16,500 ¥18,150

CO2フォレストボトル ¥1,320 ¥1,430

電磁弁／EL-バルブ ¥10,450 ¥11,550

スーパージェットフィルターES-150　Ver.2 ¥35,200 ¥38,500

スーパージェットフィルターES-300　Ver.2　リリィタイプ ¥38,500 ¥42,900

スーパージェットフィルターES-600　水深36cm用 ¥60,500 ¥67,100

ブッパⅡ ¥14,300 ¥15,730

リリィパイプ　P-1　Ø10 ¥7,150 ¥7,920

リリィパイプ　P-2　Ø13 ¥7,480 ¥8,250

リリィパイプ　P-4　Ø13 ¥9,130 ¥10,010

リリィパイプ　P-6　Ø13 ¥9,900 ¥10,890

リリィパイプ　P-6　Ø17 ¥10,780 ¥11,880

ニュー・リリィパイプ　V-3　Ø13 ¥8,800 ¥9,680

ニュー・リリィパイプ　V-5　Ø13 ¥10,780 ¥11,880

ニュー・リリィパイプ　V-7　Ø17 ¥13,200 ¥14,520

リリィパイプ・スピン　P-1　Ø10 ¥7,700 ¥8,470

リリィパイプ・スピン　P-2　Ø13 ¥8,140 ¥8,910

リリィパイプ・ミニ　P-1　Ø10 ¥6,380 ¥7,040

リリィパイプ・ミニ　P-2　Ø13 ¥6,930 ¥7,590

リリィパイプ・ミニ　V-1　Ø13 ¥6,050 ¥6,710

リリィパイプ・ミニ　V-2　Ø13 ¥6,600 ¥7,260

クリアホース　10Ø　3m　内径9mm / 外径12mm ¥1,100 ¥1,210
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クリアホース　13Ø　3m　内径12mm / 外径16mm ¥1,320 ¥1,430

クリアホース　17Ø　3m　内径15mm / 外径20mm ¥1,760 ¥1,980

キューブガーデン・スペリア　W10×D10×H10cm　ガラス厚3mm ¥30,800 ¥37,400

キューブガーデン・スペリア　W20×D20×H20cm　ガラス厚3mm ¥56,100 ¥67,100

キューブガーデン・スペリア　W30×D30×H30cm　ガラス厚5mm ¥165,000 ¥198,000

キューブガーデン・スペリア　W45×D30×H30cm　ガラス厚5mm ¥198,000 ¥237,600

キューブガーデン・スペリア　W60×D30×H36cm　ガラス厚5mm ¥275,000 ¥330,000

キューブガーデン　W20×D20×H20cm　ガラス厚5mm ¥6,050 ¥6,710

キューブガーデン　W30×D30×H30cm　ガラス厚5mm ¥7,150 ¥8,470

キューブガーデン　W30×D18×H24cm　ガラス厚5mm ¥6,050 ¥7,260

キューブガーデン　W36×D22×H26cm　ガラス厚5mm ¥6,600 ¥7,920

キューブガーデン　W45×D27×H20cm　ガラス厚5mm ¥8,800 ¥9,680

キューブガーデン　W45×D27×H30cm　ガラス厚5mm ¥9,130 ¥10,890

キューブガーデン　W60×D30×H25cm　ガラス厚5mm ¥11,000 ¥12,100

キューブガーデン　W60×D30×H36cm　ガラス厚6mm ¥13,200 ¥14,520

キューブガーデン　W60×D30×H45cm　ガラス厚6mm ¥23,100 ¥25,410

キューブガーデン　W60×D45×H36cm　ガラス厚6mm ¥24,200 ¥26,620

キューブガーデン　W90×D45×H45cm　ガラス厚10mm ¥47,300 ¥57,200

キューブガーデン　W120×D50×H50cm　ガラス厚12mm ¥77,000 ¥91,300

キューブガーデン　W150×D60×H60cm　ガラス厚15mm ¥330,000 ¥363,000

キューブガーデン　W180×D60×H60cm　ガラス厚15mm ¥418,000 ¥459,800

メタルキャビネット 60 シルバー ¥55,000 ¥60,500

キューブキャビネット・クリア　W30×D30×H70cm ¥29,700 ¥32,670

木製ベース　W30×D30cm用 ¥9,900 ¥14,850

ガーデンマット　W30×D30（cm）用　5mm厚 ¥930 ¥1,030

ガーデンマット　W30×D18（cm）用　5mm厚 ¥930 ¥1,030

ガーデンマット　W36×D22（cm）用　5mm厚 ¥930 ¥1,030

ガーデンマット　W45×D30（cm）用　5mm厚 ¥930 ¥1,030

ガーデンマット　W60×D30（cm）用　5mm厚 ¥1,210 ¥1,320

ガーデンマット　W60×D45（cm）用　5mm厚 ¥1,760 ¥1,980

ガーデンマット　W90×D45（cm）用　8mm厚 ¥3,520 ¥3,850

ガーデンマット　W120×D50（cm）用　8mm厚 ¥5,060 ¥5,610

NAサーモメーターJ-05WH　5mm用 ¥1,040 ¥1,100

NAサーモメーターJ-06WH　6mm用 ¥1,040 ¥1,100

NAサーモメーターJ-10WH　10mm用 ¥1,430 ¥1,540

NAサーモメーターJ-12WH　12mm用 ¥1,650 ¥1,870

パワーサンド・ベーシック S  1L ¥1,540 ¥1,650



パワーサンド・ベーシック S  2L ¥2,310 ¥2,530

パワーサンド・アドバンス S  2L ¥2,860 ¥3,190

パワーサンド・アドバンス M  6L ¥7,150 ¥7,920

アクアソイル-アマゾニア　9L ¥3,630 ¥3,960

アクアソイル-アマゾニア　パウダータイプ　　3L ¥3,080 ¥3,410

アクアソイル-アマゾニア Ver.2 3L ¥1,700 ¥1,870

アクアソイル-アマゾニア Ver.2 9L ¥3,520 ¥3,850

アクアグラベル　2kg ¥660 ¥720

アクアグラベル　8kg ¥1,430 ¥1,540

ラプラタサンド　2kg ¥990 ¥1,100

ラプラタサンド　8kg ¥2,750 ¥3,080

コロラドサンド　2kg ¥990 ¥1,100

コロラドサンド　8kg ¥2,750 ¥3,080

ブライティK 180mL ¥1,320 ¥1,430

ブライティK 300mL ¥1,980 ¥2,200

グリーンブライティ・ニュートラルK 180mL ¥1,320 ¥1,430

グリーンブライティ・ニュートラルK 300mL ¥1,980 ¥2,200

グリーンブライティ・ニトロ 180mL ¥1,320 ¥1,430

グリーンブライティ・ニトロ 300mL ¥1,980 ¥2,200

グリーンブライティ・ミネラル 180mL ¥1,320 ¥1,430

グリーンブライティ・ミネラル 300mL ¥1,980 ¥2,200

グリーンブライティ・アイアン 180mL ¥1,320 ¥1,430

グリーンブライティ・アイアン 300mL ¥1,980 ¥2,200

NAウォーター ¥11,000 ¥15,400

プレフィルター PP5 ¥990 ¥1,100

カーボンフィルター HD30 ¥2,750 ¥3,080

カーボンフィルター HD300 ¥6,600 ¥7,260

カチオンフィルター（軟水化用） ¥5,280 ¥5,830

ドロップチェッカー ¥4,290 ¥4,730

pHキット ¥1,650 ¥1,870

パックチェッカーpH　水素イオン濃度 ¥1,100 ¥1,210

パックチェッカーTH　全硬度 ¥1,100 ¥1,210

プロシザース・スプリング　ストレートタイプ ¥7,040 ¥7,700

プロシザース・スプリング　カーブタイプ ¥7,040 ¥7,700

プロシザース・ショート　ストレートタイプ ¥8,030 ¥8,800

プロシザース・ショート　カーブタイプ ¥8,030 ¥8,800

プロシザース・ウェーブ ¥11,000 ¥12,100



プロシザース S  ストレートタイプ ¥8,800 ¥9,680

プロシザース S  カーブタイプ ¥8,800 ¥9,680

サンドフラッター ¥3,410 ¥3,740

プロレイザー ¥7,150 ¥7,920

プロレイザー・ミニ ¥5,060 ¥5,610

プロレイザー用替え刃（2枚組み） ¥220 ¥240

プロレイザー・ミニ用替え刃（2枚組み） ¥190 ¥220

プロピンセット S ¥3,410 ¥3,740

プロピンセット M ¥3,740 ¥4,070

プロピンセット L ¥4,400 ¥4,840

プロピンセット XL ¥4,730 ¥5,170

プロピンセット・グリップタイプS ¥3,190 ¥3,520

プロピンセット・グリップタイプM ¥3,520 ¥3,850

プロピンセット・グリップタイプL ¥3,960 ¥4,400

プロピッカー ¥2,750 ¥3,080

プロブラッシュ ¥4,070 ¥4,510

プロブラッシュ・ハード ¥4,070 ¥4,510

FC ツールスタンド ¥19,800 ¥21,780


