
2019年2月　モンベル取り扱い商品　価格変更のお知らせ 2019年2月1日
（※別途消費税がかかります。）

品番 ブランド 品名
税抜き価格
(変更前）

税抜き価格
(2019年2月1日より）

1121582 モンベル シルクシーツ ¥12,800 ¥14,800
1122528 モンベル サンダードーム 1型 ¥34,400 ¥27,800
1122529 モンベル サンダードーム 2型 ¥36,600 ¥29,800
1123051 モンベル バーナーケース M ¥1,900 ¥2,200
1123158 モンベル メッシュスタッフバッグセット ¥3,600 ¥4,200
1123515 モンベル ウィーラーパック ¥6,191 ¥6,800
1123660 モンベル スタッフバッグ 1L ¥334 ¥500
1123661 モンベル スタッフバッグ 1.5L ¥381 ¥530
1123662 モンベル スタッフバッグ 2L ¥429 ¥580
1123663 モンベル スタッフバッグ 4L ¥572 ¥700
1123664 モンベル スタッフバッグ 9L ¥715 ¥800
1123665 モンベル スタッフバッグ 15L ¥858 ¥900
1124262 モンベル アクアテクト リストバンド ¥839 ¥950
1124300 モンベル エマージェンシー ポータブルセット ¥5,905 ¥6,800
1124512 モンベル チタンボール・ディッシュセット ¥3,715 ¥3,900
1124513 モンベル チタンシェラカップ300 ¥1,429 ¥1,600
1124514 モンベル チタンシェラカップ420 ¥1,715 ¥1,800
1124515 モンベル チタンカップ450 ¥1,810 ¥2,000
1124516 モンベル チタンカップ600 ¥2,286 ¥2,400
1124517 モンベル チタンサーモマグ 220 ¥2,762 ¥3,200
1124518 モンベル チタンサーモマグ 300 ¥3,239 ¥3,600
1124739 モンベル リチャージャブル パワーヘッドランプ ¥4,400 ¥3,900
1126136 モンベル アジャスタブルフィッシングベスト ¥16,800 ¥18,800
1126137 モンベル フィッシングメッシュベスト ¥15,800 ¥17,800
1129447 モンベル アジャスタブル インソール Kid's ¥450 ¥560
1129601 モンベル コンパクトスノースパイク ¥1,905 ¥2,100
1129611 モンベル スノースパイク シングルフィット ¥1,619 ¥1,800
1129613 モンベル スノースパイク6 クイックフィット ¥5,429 ¥5,800
1129619 モンベル スノースパイク 6 ¥4,900 ¥5,200
2307235 モンベル US スーパーメリノウールM.W.ラウンドネックシャツ Men's ¥5,048 ¥5,400
2307236 モンベル US スーパーメリノウールM.W.ラウンドネックシャツ Women's ¥4,858 ¥5,100
2307238 モンベル US スーパーメリノウールM.W.ハイネックシャツ Men's ¥6,096 ¥6,300
2307239 モンベル US スーパーメリノウールM.W.タイツ Men's ¥4,953 ¥5,200
2307240 モンベル US スーパーメリノウールMW.タイツ Women's ¥4,096 ¥4,600
2307249 モンベル US スーパーメリノウール EXP. ハイネックシャツ Women's ¥6,096 ¥8,300
2307251 モンベル US スーパーメリノウール EXP. タイツ Women's ¥4,096 ¥6,800
2307258 モンベル US スーパーメリノウール M.W. ハイネックシャツ Women's ¥4,191 ¥6,100
2307262 モンベル US スーパーメリノウール L.W.Tシャツ Men's ¥3,372 ¥3,600
2307263 モンベル US スーパーメリノウール L.W.ラウンドネックシャツ Men's ¥4,381 ¥4,600
2307264 モンベル US スーパーメリノウール L.W.ラウンドネックシャツ Women's ¥4,096 ¥4,400
2307267 モンベル US スーパーメリノウール L.W.タイツ Men's ¥4,381 ¥4,600
2307268 モンベル US スーパーメリノウール L.W.タイツ Women's ¥3,477 ¥4,000
2328169 モンベル US バーサライト ジャケット Men's ¥12,500 ¥14,600
2328170 モンベル US バーサライト ジャケット Women's ¥12,500 ¥14,600
1822208 ヘリノックス エアヘッドレスト ¥3,800 ¥3,700
1822209 ヘリノックス フォームエアヘッドレスト ¥4,300 ¥4,200
1824226 バイオライト キャンプストーブ2 ¥17,000 ¥15,500
1824227 バイオライト キャンプストーブ2セット ¥28,500 ¥25,800
1824228 バイオライト ファイアピット ¥29,000 ¥27,500
1824231 バイオライト BioLite グリル ¥7,000 ¥6,300
1824233 バイオライト BioLite ケトルポット ¥6,000 ¥5,400
1824234 バイオライト BioLite ベースキャンプ ¥43,000 ¥39,000
1824236 バイオライト パワーライト ¥7,800 ¥7,000
1824238 バイオライト フレックスライト ¥1,450 ¥1,200
1824239 バイオライト ベースキャンプ キャリーパック ¥6,500 ¥5,000
1824240 バイオライト ナノグリッド ¥10,200 ¥10,000
1824241 バイオライト スティックスナッパー ¥1,300 ¥1,200
1824242 バイオライト パワーライト MINI ¥5,400 ¥5,000
1824243 バイオライト コーヒープレス ¥1,800 ¥1,600
1824244 バイオライト ピザドーム ¥7,800 ¥6,900
1824245 バイオライト サイトライト MINI ¥2,300 ¥1,900
1824246 バイオライト サイトライト XL ¥4,000 ¥3,800
1824247 バイオライト ベースランタン ¥13,000 ¥12,000
1824248 バイオライト ベースランタン XL ¥16,000 ¥14,500
1824249 バイオライト サイトライト ¥3,400 ¥3,300
1824250 バイオライト サンライト ¥2,800 ¥2,600
1824261 バイオライト ソーラーパネル5 PLUS ¥9,800 ¥8,900
1824263 バイオライト ソーラーパネル10 PLUS ¥16,000 ¥15,000
1826361 トランゴ タフスリング 12cm ¥580 ¥450
1826362 トランゴ タフスリング 17cm ¥720 ¥550
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1829675 アゾロ ファインダー GV Men's ¥21,000 ¥22,000
1829676 アゾロ ファインダー GV Women's ¥21,000 ¥22,000
1861052 レッドチリ アンプ ¥16,000 ¥14,000
1861119 レッドチリ カーゴチョークバッグ&ベルト ¥2,500 ¥3,000
1861150 レッドチリ キッズチョークバッグ ¥1,350 ¥1,800
1899073 フォッジルズ ソロパック ¥1,750 ¥1,650
1899074 フォッジルズ ボウルズ ¥1,100 ¥980
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