
⼊数 JANコード 定価 注⽂数 備考欄
　No.１　プロペラ (右) ボス無 ⽳三⾓ ｼﾙﾊﾞｰ   ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞﾈ材 ３ 4560195810014 ¥650

　No.１　プロペラ (左) ボス無 ⽳三⾓ ｼﾙﾊﾞｰ    ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞﾈ材 ３ 4560195810021 ¥650

　No.２　プロペラ (右） ﾊﾄﾒ4.5mm ボス付 ｼﾙﾊﾞｰ ｽﾃﾝﾚｽ製 ３ 4560195810038 ¥720

　No.２　プロペラ (左） ﾊﾄﾒ4.5mm ボス付 ｼﾙﾊﾞｰ ｽﾃﾝﾚｽ製 ３ 4560195810045 ¥720

　No.２-Ⅱ プロペラ (右） ボス無 ⽳六⾓ ﾌﾞﾗｽ製 ３ 4560195850300 ¥580

　No.２-Ⅱ プロペラ (左） ボス無 ⽳六⾓ ﾌﾞﾗｽ製 ３ 4560195850317 ¥580

　No.３　プロペラ (右） ﾊﾄﾒ3.0mm ボス付 ｼﾙﾊﾞｰ ﾌﾞﾗｽ製 ３ 4560195810052 ¥600

　No.３　プロペラ (左） ﾊﾄﾒ3.0mm ボス付 ｼﾙﾊﾞｰ ﾌﾞﾗｽ製 ３ 4560195810069 ¥600

　No.３-Ⅱ プロペラ (右） ボス無 ⽳六⾓ ﾌﾞﾗｽ製 ３ 4560195850324 ¥480

　No.３-Ⅱ プロペラ (左） ボス無 ⽳六⾓ ﾌﾞﾗｽ製 ３ 4560195850331 ¥480

  No.４　直ペラ  48mm ｽﾃﾝﾚｽ製 ４ 4560195850386 ¥500

  No.４-Ⅱ 直ペラ  48mm ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞﾈ材 ４ 4560195850119 ¥560

  No.５　プロペラ (右） ﾊﾄﾒ2.0mm ボス付 ｼﾙﾊﾞｰ ﾌﾞﾗｽ製 ３ 4560195850393 ¥450

  No.５　プロペラ (左） ﾊﾄﾒ2.0mm ボス付 ｼﾙﾊﾞｰ ﾌﾞﾗｽ製 ３ 4560195850409 ¥450

  No.５-Ⅱ プロペラ (右） ボス無 ⽳六⾓ ﾌﾞﾗｽ製 ３ 4560195850126 ¥420

  No.５-Ⅱ プロペラ (左） ボス無 ⽳六⾓ ﾌﾞﾗｽ製 ３ 4560195850133 ¥420

  No.６　プロペラ ＦＲＯＮＴハトメ4.5mm ｼﾙﾊﾞｰ ﾌﾞﾗｽ製 ２ 4560195850416 ¥500

お問い合わせはこちらまで!
年　　　　月　　　　日

帳合先

1.プロペラ

店舗名

品　　名　（素材、他）

No.1 (右) ボス無⽳三⾓ No.1 (左) ボス無 ⽳三⾓ No.2（右） ﾊﾄﾒ4.5m/m ボス付 No.2 (左） ﾊﾄﾒ4.5m/m ボス付 No.2-Ⅱ (右） ボス無 ⽳六⾓ No.2-Ⅱ (左） ボス無 ⽳六⾓

No.3 (右） ﾊﾄﾒ3.0m/m ボス付 No.3 (左） ﾊﾄﾒ3.0m/m ボス付 No.3-Ⅱ (右） ボス無⽳六⾓ No.3-Ⅱ (左） ボス無⽳六⾓ No.4 直ペラ 48m/m No.4-Ⅱ  直ペラ 48m/m

No.5 (右） ﾊﾄﾒ2.0m/m ボス付 No.5 (左） ﾊﾄﾒ2.0m/m ボス付 No.5-Ⅱ (右） ボス無 ⽳六⾓ No.5-Ⅱ (左） ボス無 ⽳六⾓ No.6 ＦＲＯＮＴハトメ4.5m/m
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⼊数 JANコード 定価 注⽂数 備考欄
  No.７　プロペラ ラウンドタイプ20mm ｼﾙﾊﾞｰ ﾌﾞﾗｽ製 ４ 4560195850423 ¥280
  No.７　プロペラ ラウンドタイプ25mm ｼﾙﾊﾞｰ ﾌﾞﾗｽ製 ４ 4560195850430 ¥280
  No.７-Ⅱ プロペラ ラウンドタイプ 20mm ｽﾃﾝﾚｽ製 ４ 4560195850140 ¥280
  No.７-Ⅱ プロペラ ラウンドタイプ 25mm ｽﾃﾝﾚｽ製 ４ 4560195850157 ¥280
　No.7-Ⅲ プロペラ ラウンドタイプ 16mm ｼﾙﾊﾞｰ ﾌﾞﾗｽ製 ４ 4560195890313 ¥400
  No.８　プロペラ (右） ﾊﾄﾒ2.0mm ボス付 ｼﾙﾊﾞｰ ﾌﾞﾗｽ製 ３ 4560195830012 ¥450
  No.８　プロペラ (左） ﾊﾄﾒ2.0mm ボス付 ｼﾙﾊﾞｰ ﾌﾞﾗｽ製 ３ 4560195830029 ¥450
  No.８-Ⅱ プロペラ (右） ボス無 ⽳六⾓ ﾌﾞﾗｽ製 ３ 4560195850348 ¥420
  No.８-Ⅱ プロペラ (左） ボス無 ⽳六⾓ ﾌﾞﾗｽ製 ３ 4560195850355 ¥420
  No.９　ミニペラ（右） 21mm        ｽﾃﾝﾚｽ製 ５ 4560195830036 ¥300
  No.９　ミニペラ（左） 21mm ｽﾃﾝﾚｽ製 ５ 4560195830883 ¥300
　No.１０　直ペラ（M）  42mm ｽﾃﾝﾚｽ製 ４ 4560195830333 ¥500
　No.１０　直ペラ（Ｌ）  52mm ｽﾃﾝﾚｽ製 ４ 4560195830340 ¥560
　No.１１　直ペラ（M）  42mm ｽﾃﾝﾚｽ製 ４ 4560195830357 ¥500
　No.１１　直ペラ（Ｌ）  52mm ｽﾃﾝﾚｽ製 ４ 4560195830364 ¥560
　No.１２　直ペラ（M）  42mm ｽﾃﾝﾚｽ製 ４ 4560195830371 ¥500
　No.１２　直ペラ（Ｌ）  52mm ｽﾃﾝﾚｽ製 ４ 4560195830388 ¥560
　No.１２-Ⅱ 直ペラ（M） 42mm ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞﾈ材 ４ 4560195850164 ¥560
　No.１３　直ペラ（ⅩＬ） 65mm　⽳六⾓ ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞﾈ材 ３ 4560195850171 ¥660

お問い合わせはこちらまで!

品　　名　（素材、他）

帳合先店舗名
年　　　　月　　　　日

1.プロペラ

No.7 ラウンドタイプ20m/m No.7 ラウンドタイプ25m/m No.7-Ⅱ ラウンドタイプ 20m/m No.7-Ⅱ ラウンドタイプ 25m/m     

No.8 (右） ﾊﾄﾒ2.0mm ボス付 No.8 (左）ﾊﾄﾒ2.0mm ボス付 No.8-Ⅱ (右）ボス無⽳六⾓ No.8-Ⅱ (左）ボス無⽳六⾓ No.9 ミニペラ（右） 21mm        No.9 ミニペラ（左） 21mm 

No.10 直ペラ（M） 42mm No.10 直ペラ（Ｌ） 52mm No.11 直ペラ（M） 42mm No.11 直ペラ（Ｌ） 52mm No.12 直ペラ（M） 42mm No.12 直ペラ（Ｌ） 52mm

No.12-Ⅱ直ペラ（M）42mm No.13 直ペラ（ⅩＬ）65mm ⽳六⾓

No.7-Ⅲ ラウンドタイプ１６ｍ/ｍ
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