
平成 29 年 1 月吉日 

 

                        

                      パワーエンタープライズ株式会社 

                      静岡県富士市森島 197-3 

                      TEL0545-30-9111 FAX0545-30-9112 

 

商品定価改定のご案内 

 

謹啓 

皆様におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

また、日頃より一方ならぬご高配を賜り、御礼申し上げます。 

 

さてこのたび、弊社の一部商品の定価改定についてご案内致します。 

対象となる商品は、以下の通りです。 

・ＲＯＴＲＥＸタービンチャージャー(キットおよび一部補修品) 

・ヘヴィーメタルヘッドガスケット 

 ・スーパーケブラーⅡタイミングベルト 

 ・スーパーケブラーＶベルト 

新定価は別紙記載の通りとなります。 

 

 誠に勝手ではございますが改定は 2017 年 2 月 1 日受注分より適用と 

させていただきます。 

皆様には諸事情ご賢察の上、今後とも弊社商品をご愛顧賜りますようお願い

申し上げます。 

                                   

敬具 

 

 

 

 



■■■■　ＲＯＴＲＥＸ　ＲＯＴＲＥＸ　ＲＯＴＲＥＸ　ＲＯＴＲＥＸ

ＫＩＴ ～2017.1まで 2017.2～2017.2～2017.2～2017.2～

品番 車種 旧定価 改定定価改定定価改定定価改定定価

マツダ ROADSTER（ﾛｰﾄﾞｽﾀｰ）FULL \550,000 \600,000\600,000\600,000\600,000

ROADSTER（ﾛｰﾄﾞｽﾀｰ）ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾚｽ \450,000 \500,000\500,000\500,000\500,000

ROADSTER（ﾛｰﾄﾞｽﾀｰ）I/J・ｻﾌﾞｺﾝﾚｽ \380,000 \420,000\420,000\420,000\420,000

ROADSTER（ﾛｰﾄﾞｽﾀｰ）ｾｯﾄｱｯﾌﾟ \320,000 \360,000\360,000\360,000\360,000

品番 車種 旧定価 改定定価改定定価改定定価改定定価

トヨタ ROT-11６ ＶＯＸＹ８０ \420,000 \450,000\450,000\450,000\450,000

ROT-112 MR-S 1800cc（ｴﾑｱｰﾙｴｽ） \520,000 \600,000\600,000\600,000\600,000

ROT-109 Vitz（ｳﾞｨｯﾂ） \500,000 \550,000\550,000\550,000\550,000

ROT-101 VITZ/YARIS(ｳﾞｨｯﾂ・ﾔﾘｽ） \500,000 \550,000\550,000\550,000\550,000

ROT-104 CROWN ATHELETE（ｸﾗｳﾝｱｽﾘｰﾄ） \760,000 \800,000\800,000\800,000\800,000

ROT-103 RACTIS 1500cc（ﾗｸﾃｨｽ） \500,000 \550,000\550,000\550,000\550,000

ROT-114 RACTIS 1500cc（ﾗｸﾃｨｽ） \500,000 \550,000\550,000\550,000\550,000

ROT-111 RACTIS 1300cc（ﾗｸﾃｨｽ） \450,000 \500,000\500,000\500,000\500,000

ROT-105 iQ(ｱｲｷｭｰ）1000cc \350,000 \400,000\400,000\400,000\400,000

ROT-106 iQ(ｱｲｷｭｰ）1300cc \450,000 \500,000\500,000\500,000\500,000

ホンダ ROH-105 CR-Z（ｼｰｱｰﾙｾﾞｯト） \400,000 \450,000\450,000\450,000\450,000

ROH-104 FREED（ﾌﾘｰﾄﾞ） \500,000 \550,000\550,000\550,000\550,000

INSIGHT(ｲﾝｻｲﾄ）ST1: \350,000 \400,000\400,000\400,000\400,000

INSIGHT(ｲﾝｻｲﾄ）ST2: \500,000 \550,000\550,000\550,000\550,000

ROH-102 NEW FIT(GE)(ﾌｨｯﾄ） \500,000 \550,000\550,000\550,000\550,000

FIT(GD)（ﾌｨｯﾄ）ST1: \350,000 \400,000\400,000\400,000\400,000

FIT(GD)（ﾌｨｯﾄ）ST2:: \500,000 \550,000\550,000\550,000\550,000

ROH-100 STEP WGN（ｽﾃｯﾌﾟﾜｺﾞﾝ \520,000 \550,000\550,000\550,000\550,000

ROH-106 STEP WGN（ｽﾃｯﾌﾟﾜｺﾞﾝ \520,000 \550,000\550,000\550,000\550,000

ROH-107 FREED Hyblid（ﾌﾘｰﾄﾞﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ） \350,000 \400,000\400,000\400,000\400,000

ROH-108 STREAM（ｽﾄﾘｰﾑ） \520,000 \550,000\550,000\550,000\550,000

ミツビシ ROM-100 DELICA D:5(ﾃﾞﾘｶD5） \420,000 \450,000\450,000\450,000\450,000

ROM-101 OUTLANDER （ｱｳﾄﾗﾝﾀﾞｰ） \420,000 \450,000\450,000\450,000\450,000

ダイハツ ROD-100 ESSE（ｴｯｾ）ST2: \480,000 \500,000\500,000\500,000\500,000

スズキ ROS-103 JimnySIERRA（ジムニーシエラ） \500,000 \550,000\550,000\550,000\550,000

ROS-102 SPLASH（ｽﾌﾟﾗｯｼｭ） \500,000 \550,000\550,000\550,000\550,000

ROS-100 JIMNY（ｼﾞﾑﾆｰ）6型ST2 \520,000 \550,000\550,000\550,000\550,000

JIMNY（ｼﾞﾑﾆｰ）7型ST2 \520,000 \550,000\550,000\550,000\550,000

補修品

RO-TT004 オイルホース \2,400 \5,000\5,000\5,000\5,000

RO-TP-## プーリー \10,000 \12,000\12,000\12,000\12,000

※2017※2017※2017※2017年2月1日年2月1日年2月1日年2月1日よりよりよりより上記定価上記定価上記定価上記定価へへへへ変更変更変更変更となりますとなりますとなりますとなります。。。。

※※※※定価改定商品定価改定商品定価改定商品定価改定商品のみのみのみのみ記載記載記載記載しておりますしておりますしておりますしております、、、、上記以外上記以外上記以外上記以外のものにのものにのものにのものに関関関関してはしてはしてはしては変更変更変更変更はございませんはございませんはございませんはございません。。。。

 価格改定一覧 価格改定一覧 価格改定一覧 価格改定一覧　　（1/3）　　（1/3）　　（1/3）　　（1/3）

ROH-103

ROZ-100

ROH-101



■■■■　　　　ヘッドガスケットヘッドガスケットヘッドガスケットヘッドガスケット

～2017.1まで 2017.2～2017.2～2017.2～2017.2～

商品 旧定価 改定定価改定定価改定定価改定定価

4G63 \22,000 \28,000\28,000\28,000\28,000

RB26 \28,000 \34,000\34,000\34,000\34,000

RB25 \28,000 \35,000\35,000\35,000\35,000

SR20 \22,000 \25,000\25,000\25,000\25,000

VQ35 \30,000 \35,000\35,000\35,000\35,000

1JZ-GTE \30,000 \35,000\35,000\35,000\35,000

2JZ-GTE \30,000 \35,000\35,000\35,000\35,000

4A-G \12,000 \18,000\18,000\18,000\18,000

3S-G \22,000 \28,000\28,000\28,000\28,000

■■■■　　　　タイミングベルトタイミングベルトタイミングベルトタイミングベルト

～2017.1まで 2017.2～2017.2～2017.2～2017.2～

商品 旧定価 改定定価改定定価改定定価改定定価

EJ20 \17,800 \20,000\20,000\20,000\20,000

E07 \13,800 \14,000\14,000\14,000\14,000

B16A \13,800 \14,000\14,000\14,000\14,000

B16B/B16C \14,800 \15,000\15,000\15,000\15,000

EG6ZC SOHC \13,800 \14,000\14,000\14,000\14,000

H22A \14,800 \15,000\15,000\15,000\15,000

B20B \15,800 \16,000\16,000\16,000\16,000

C30A \19,800 \20,000\20,000\20,000\20,000

ランチア \15,800 \16,000\16,000\16,000\16,000

4Ｇ92 CJ4A/CA4A \15,800 \16,000\16,000\16,000\16,000

4G63 \15,800 \16,000\16,000\16,000\16,000

6G72 \17,800 \20,000\20,000\20,000\20,000

RB20/RB25/RB26 \12,800 \14,000\14,000\14,000\14,000

VG30 \17,800 \20,000\20,000\20,000\20,000

F6A \13,800 \14,000\14,000\14,000\14,000

4AG \13,800 \14,000\14,000\14,000\14,000

1JZ-GTE \14,800 \15,000\15,000\15,000\15,000

3S-G \14,800 \15,000\15,000\15,000\15,000

2JZ \14,800 \15,000\15,000\15,000\15,000

B6D/BPD \13,800 \14,000\14,000\14,000\14,000

4G63バランサー \4,800 \5,000\5,000\5,000\5,000

※2017※2017※2017※2017年2月1日年2月1日年2月1日年2月1日よりよりよりより上記定価上記定価上記定価上記定価へへへへ変更変更変更変更となりますとなりますとなりますとなります。。。。

　　　　価格改定一覧価格改定一覧価格改定一覧価格改定一覧　（2/3）　（2/3）　（2/3）　（2/3）



■■■■　Ｖ　Ｖ　Ｖ　Ｖベルトベルトベルトベルト

～2017.1まで 2017.2～2017.2～2017.2～2017.2～

商品 旧定価 改定定価改定定価改定定価改定定価

3PK-0850 \2,000 \2,500\2,500\2,500\2,500

3PK-0875 \2,000 \2,500\2,500\2,500\2,500

4PK-0765 \2,000 \2,500\2,500\2,500\2,500

4PK-0780 \2,000 \2,500\2,500\2,500\2,500

4PK-0820 \2,200 \3,000\3,000\3,000\3,000

4PK-0845 \2,200 \3,000\3,000\3,000\3,000

4PK-0875 \2,200 \3,000\3,000\3,000\3,000

4PK-0880 \2,200 \3,000\3,000\3,000\3,000

4PK-0885 \2,200 \3,000\3,000\3,000\3,000

4PK-0890 \2,200 \3,000\3,000\3,000\3,000

4PK-0910 \2,500 \3,500\3,500\3,500\3,500

4PK-0920 \2,500 \3,500\3,500\3,500\3,500

4PK-0925 \2,500 \3,500\3,500\3,500\3,500

4PK-0945 \2,500 \3,500\3,500\3,500\3,500

4PK-0950 \2,500 \3,500\3,500\3,500\3,500

4PK-0969 \2,500 \3,500\3,500\3,500\3,500

4PK-1180 \3,000 \3,500\3,500\3,500\3,500

4PK-1220 \3,000 \3,500\3,500\3,500\3,500

5PK-0877 \3,000 \3,500\3,500\3,500\3,500

5PK-0935 \3,000 \3,500\3,500\3,500\3,500

5PK-1138 \4,200 \5,000\5,000\5,000\5,000

5PK-1355 \4,200 \5,000\5,000\5,000\5,000

6PK-1045 \4,200 \6,000\6,000\6,000\6,000

6PK-1175 \4,200 \6,000\6,000\6,000\6,000

6PK-1790 \6,600 \8,000\8,000\8,000\8,000

6PK-1930 \6,600 \8,000\8,000\8,000\8,000

6PK-1940 \6,600 \8,000\8,000\8,000\8,000

6PK-1970 \6,600 \8,000\8,000\8,000\8,000

7PK-1553 \6,600 \8,000\8,000\8,000\8,000

※2017※2017※2017※2017年2月1日年2月1日年2月1日年2月1日よりよりよりより上記定価上記定価上記定価上記定価へへへへ変更変更変更変更となりますとなりますとなりますとなります。。。。

　　　　価格改定一覧価格改定一覧価格改定一覧価格改定一覧　（3/3）　（3/3）　（3/3）　（3/3）


