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アイテム 品名 改定前 改定後

ZEE LINE
（ 海外生産 ）

ORIGINAL
LINE

（ 国内生産 ）

ワンピース Z SPEED DUALSUIT　5～9着 ¥16,500 ¥19,800 値上げ
Z SPEED DUALSUIT　10着～ ¥15,400 ¥18,700 値上げ

パンツ

Z FLEX SHORTS（肩ひも付き）　5～9着
Z FLEX SHORTS（肩ひも付き）　10着～

¥8,800 ¥10,450 値上げ
¥8,250 ¥9,900 値上げ

Z FLEX SHORTS（肩ひも無し）　5～9着
Z FLEX SHORTS（肩ひも無し）　10着～

¥7,700 ¥9,900 値上げ
¥7,150 ¥9,240 値上げ

半袖

Z SPEED JERSEY　5～9着 ¥9,900 ¥12,100
Z SPEED JERSEY　10着～ ¥9,350 ¥11,440

値上げ

Z EQUIPE JERSEY　5～9着 ¥8,800 ¥10,450 値上げ
値上げ

Z EQUIPE JERSEY　10着～ ¥8,250 ¥9,900 値上げ
Z EASY JERSEY　5～9着 ¥7,150 ¥8,800 値上げ
Z EASY JERSEY　10着～ ¥6,710 ¥8,250 値上げ

長袖

Z WIND BREAKER　5～9着 ¥10,450 ¥11,550 値上げ
Z WIND BREAKER　10着～ ¥9,900 ¥11,000 値上げ
Z THERMO JACKET　5～9着 ¥10,450 ¥13,200 値上げ
Z THERMO JACKET　10着～ ¥9,900 ¥12,430 値上げ

半袖

レジェフィット2.0半袖ジャージ ¥12,650 ¥13,200 値上げ
スタンダード半袖ジャージ ¥12,650 ¥12,650
レジェフィットスピード半袖ジャージ ¥15,400 ¥16,500 値上げ
レジェフィットクレスト半袖ジャージ ¥14,850 ¥15,400 値上げ
Tシャツ ¥7,150 ¥7,150

長袖

レジェフィット長袖ジャージ ¥13,750 ¥14,300 値上げ
夏用長袖ジャージ ¥13,750 ¥13,750
ウインドテックジャケット ¥16,500 ¥17,050 値上げ
ウインドブレーカー ¥14,850 ¥14,850
ライトサーモジャケット ¥16,500 ¥17,600 値上げ
プレミアムサーモジャケット ¥20,900 ¥20,900
レーシングサーモジャケット ¥14,850 ¥15,950 値上げ
ダウンヒルジャージ ¥13,750 ¥14,300 値上げ

■改定価格　　価格は全て【税込】表示です

■改定時期　　2022年5月20日(金) ご注文分より（一部の進行途中のご注文を除く）

価格改定のお知らせ

記

株式会社ウエイブワン
代表取締役　中田　明

2022年4月22日

拝啓　時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素より格段のご高配を賜り誠にありがとうございます。

さて、既に報道機関でも報じられております通り、昨今の世界情勢により原材料費、輸送費が高騰しており、また、
急速な円安傾向も続き更なる高値で推移しております。

弊社におきましても、生産の効率化や諸経費の削減を行い価格の維持に努めてまいりましたが、長期にわたる原材料
費と輸送コストの上昇により、今後の同等の価格の維持が困難となりました。

つきましては、誠に不本意ながら2022年5月20日(金)より価格の改定を実施させていただきます。
日頃よりご愛顧いだいておりますお客様方には、大変なご負担をおかけいたしますが、どうかご理解いただきますと
ともに今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう心よりお願い申し上げます。

改定価格につきましては下記をご高覧ください。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具

フルオーダー
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ORIGINAL
LINE

（ 国内生産 ）

ワンピース

スピードエアロスーツ ¥26,400 ¥26,400
スピードデュアルスーツ 半袖 ¥26,400 ¥26,400
スピードデュアルスーツ 長袖 ¥27,500 ¥27,500
デュアルスーツ ¥25,300 ¥25,300
サイクルワンピース ¥17,600 ¥18,700 値上げ
シクロデュアルスーツ ¥25,300 ¥26,400 値上げ
エアロスーツ ¥22,000 ¥22,000

ベスト ウインドテックベスト ¥12,100 ¥13,750 値上げ
ウインドベスト ¥9,900 ¥11,000 値上げ

トライアスロン

トライフィットスーツ 袖あり ¥20,900 ¥22,000 値上げ
トライフィットスーツ 袖なし ¥18,700 ¥19,800 値上げ
トライジャージ ¥9,900 ¥11,000 値上げ
トライパンツ ¥12,100 ¥13,200 値上げ
トライスキン ¥6,600 ¥7,700 値上げ

ランニング

ランニングシャツ ¥7,150 ¥7,150
ランニングパンツ ¥7,700 ¥7,700
ジョギングパンツ ¥7,700 ¥7,700
たすき ¥3,960 ¥3,960

アクセサリー

アクセサリー

アクセサリー

アクセサリー

アクセサリー

スピードシューズカバー ¥6,380 ¥6,380
ミドルソックス ¥2,420 ¥2,420
レジェフィットグローブ ¥6,050 ¥6,050
サイクルグローブ　ロング ¥5,610 ¥6,050 値上げ
アームウォーマー ¥3,300 ¥3,850 値上げ
レッグウォーマー ¥6,050 ¥6,600 値上げ
ネックカバー ¥3,740 ¥3,740
サイクルキャップ ¥2,200 ¥3,080 値上げ
パイレーツヘアバンド ¥2,200 ¥3,080 値上げ
サコッシュ ¥3,300 ¥3,300
チームフラッグ ¥8,690 ¥8,690
フレアサイクルスカート ¥7,150 ¥7,150
ドッグジャージ ¥6,160 ¥6,160

アイテム

セミオーダー

アイテム 品名 改定前 改定後

パンツ

レジェフィット75パンツ（肩ひも付き） ¥12,650 ¥13,750 値上げ
レジェフィット75パンツ（肩ひも無し） ¥12,100 ¥13,200 値上げ
レジェフィットサイクルパンツ（肩ひも付き） ¥12,650 ¥13,750 値上げ
レジェフィットサイクルパンツ（肩ひも無し） ¥12,100 ¥13,200 値上げ
スタンダードサイクルパンツ（肩ひも付き） ¥12,650 ¥13,750 値上げ
スタンダードサイクルパンツ（肩ひも無し） ¥12,100 ¥13,200 値上げ
レジェフィットサーモパンツ（肩ひも付き） ¥13,750 ¥14,850 値上げ
レジェフィットサーモパンツ（肩ひも無し） ¥13,200 ¥14,300 値上げ

ロングタイツ
ロングタイツ ¥13,750 ¥15,400 値上げ
ウインドシールドロングタイツ ¥15,950 ¥18,150 値上げ
フルジップパンツ ¥16,500 ¥17,050 値上げ

品名 改定前 改定後

WAVE ONE, Lab

レーシングサーモジャケット ¥13,750 ¥14,850 値上げ

半袖

パンツ

半袖ジャージ ¥10,450 ¥10,450
半袖ジャージ キッズ＆ベビー ¥ 9,020 ¥ 9,020
サイクルパンツ ¥10,450 ¥11,550 値上げ

長袖
夏用長袖ジャージ ¥12,650 ¥12,650
ウインドブレーカー ¥13,750 ¥13,750


