
2021 年８月吉日 

株式会社 BESV JAPAN 

お客様各位 

完成車/アクセサリーの価格改定について 

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

昨今、世界的な自転車需要の拡大、それに伴うアルミ鋼材等の原材料の不足や、自転車パーツの仕入れコストの上昇などを

主な要因として、自転車業界全体において軒並み価格の上昇傾向にあります。 

弊社においても、調達価格の値上がりを受け、改めて下記の通り、販売価格の改定をさせて頂く事となりました。 

改定価格に関しては、極力お客様のご負担が少なくなるよう調整してまいりましたが、下記の通り車両で平均3.1％、アクセ

サリー類で平均8.5％の値上げとなります。車両購入をご検討中のお客様に於かれましては、大変ご迷惑をお掛けいたします

が、何卒、ご理解を賜ります様、よろしくお願い申し上げます。 

記 

●価格改定日 2021年10月1日～ 

※すでに欠品中のモデルに関して、10月以降の入荷が確定しているモデルについては、

9月30日以前のご注文分であっても新価格での出荷となりますので、

詳しくは店頭にてご確認をお願いいたします。

●完成車

変更前（税抜） 変更後（税抜） Gap ％

PS1 ¥276,000 ¥288,000 ¥12,000 4.3%

PSF1 ¥245,000 ¥256,000 ¥11,000 4.5%

PSA1 ¥185,000 ¥196,000 ¥11,000 5.9%

CF1 LINO ¥218,000 ¥226,000 ¥8,000 3.7%

CF1 LENA ¥155,500 ¥163,000 ¥7,500 4.8%

JG1 ¥330,000 ¥336,000 ¥6,000 1.8%

JR1 ¥276,000 ¥286,000 ¥10,000 3.6%

JF1 ¥230,000 ¥236,000 ¥6,000 2.6%

TRS2 AM ¥445,000 ¥454,500 ¥9,500 2.1%

TRS2 XC ¥360,000 ¥363,600 ¥3,600 1.0%

TRS1 ¥462,000 ¥462,000 ¥0 0.0%

L LX1 ¥398,000 ¥398,000 ¥0 0.0%

Q3 ¥132,000 ¥138,000 ¥6,000 4.5%

H3 ¥132,000 ¥138,000 ¥6,000 4.5%

Average 3.1%
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ブランド名 シリーズ 商品名



 

●BESVアクセサリー 

 

●Votaniアクセサリー 

 

 

 

 

 

 

以上 

  

変更前（税抜） 変更後（税抜） Gap ％

PS/J 小型HMI用フロントライト ¥6,500 ¥7,200 ¥700 10.8%

【PS1/PSA1】ショートステムエクステンダー ¥4,000 ¥4,400 ¥400 10.0%

【PS1/PSA1】フロントフェンダー ¥3,000 ¥3,300 ¥300 10.0%

【PS1/PSA1共通】リアフェンダー ¥3,000 ¥3,300 ¥300 10.0%

【PS1/PSA1共通】リアキャリア ¥6,000 ¥6,300 ¥300 5.0%

【PSF1】折畳ショートステム ¥5,800 ¥6,300 ¥500 8.6%

【PSF1】フロントフェンダー ¥2,800 ¥3,300 ¥500 17.9%

【PSF1】リアフェンダー ¥5,000 ¥5,400 ¥400 8.0%

【PSF1】リアキャリア ¥7,400 ¥8,000 ¥600 8.1%

【PSF1】ハードキャリーケース ¥36,000 ¥39,000 ¥3,000 8.3%

【PSF1】ソフトキャリーケース ¥5,000 ¥5,400 ¥400 8.0%

【PSF1】ショルダーストラップ ¥1,800 ¥2,000 ¥200 11.1%

【CF1 LENA】 両立スタンド/各色 ¥7,000 ¥7,000 ¥0 0.0%

【CF1 LENA】 バスケットセット/各色 ¥7,500 ¥8,100 ¥600 8.0%

【CF1 LENA】YEPP取付アダプター ¥3,500 ¥3,500 ¥0 0.0%

【CF1 LINO】フロントバスケット ¥7,500 ¥8,100 ¥600 8.0%

【JG1/JF1】フロントフェンダー ¥3,300 ¥3,600 ¥300 9.1%

【JF1/JG1共通】リアフェンダー ¥3,300 ¥3,800 ¥500 15.2%

【JF1/JG1共通】リアキャリア ¥5,500 ¥5,800 ¥300 5.5%

【JF1/JG1共通】キックスタンド ¥2,200 ¥2,600 ¥400 18.2%

【JR1・JF1・JG1】バッテリーバッグ ¥3,000 ¥3,300 ¥300 10.0%

TRS2 XC用フロントフェンダー ¥4,000 ¥4,200 ¥200 5.0%

TRS2 XC用リアフェンダー ¥4,500 ¥4,800 ¥300 6.7%

TRS2 XC用リアキャリア ¥6,500 ¥6,800 ¥300 4.6%

TRS2 XC用キックスタンド ¥2,400 ¥2,600 ¥200 8.3%

【TRS2】フロントライト ¥7,800 ¥8,000 ¥200 2.6%

Average 8.3%

PS/PSA

PSF

上代
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CF
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TR

ブランド名 model 商品名

変更前（税抜） 変更後（税抜） Gap ％

フロントキャリア ¥3,400 ¥3,900 ¥500 14.7%

フロントキャリア用ブラケット ¥500 ¥500 ¥0 0.0%

H3 【H3専用】リアキャリア（MIKシステム対応） ¥4,400 ¥4,800 ¥400 9.1%

【Q3専用】リアキャリア（MIKシステム対応） ¥4,400 ¥4,800 ¥400 9.1%

【Q3専用】両立スタンド ¥3,200 ¥3,600 ¥400 12.5%

Average 9.1%

Votani共通

Q3

Votani

上代
ブランド名 model 商品名


