
2020 新学期セールのご案内2020 新学期セールのご案内Sale

4月15日(水)～9月30日(水)

特別提供品以外の商品も20％引き

1. セール期間中は、発送の遅れが予想されます。あらかじめご了承ください。

2. お支払は、原則として代金引換配送（クレジットカードも利用可 一部地域で不可）となります。

3. 送料・梱包費用につきましては、お客様のご負担となります。但し、一回のご注文金額が税込３万円

   を超えた場合、当社にて負担します。

4. セール期間中は、電話回線が混雑して大変繋がり難くなります。

       ご注文の際は、ファックス：　０３－５８４８－３１２７
                               電子メール： info@tf-fencing.co.jp  のご利用をお勧め致します。但し、一回のご注文が税込5,000円以上の場合に限ります。

― 直販のみの取り扱いです ―

特別提供品のご案内

3057-SA
ｻｰﾌﾞﾙﾌﾞﾚｰﾄﾞ ﾏﾗｼﾞﾝTF S2000

￥15,500 　 ￥10,800

8513-SA
ﾁｪｽﾄﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ ＡＦ

￥3,300 　 ￥2,400

8062B-SA
FIE 半ｽﾞﾎﾞﾝ ｱﾙｽﾀｰ ｴｺｰｽﾀｰ 

￥21,400 　 ￥16,000

8061J-SA
FIE 上衣 ｱﾙｽﾀｰ ｽﾀｰﾃｯｸｽ

￥55,000  　￥41,200

8260-SA
ﾌﾙｰﾚ ﾒﾀﾙｼﾞｬｹｯﾄ ｱﾙｽﾀｰ

￥21,000 　￥15,700

8062J-SA
FIE 上衣 ｱﾙｽﾀｰ ｴｺｰｽﾀｰ

￥32,900  　￥24,600

7065-SA
ｴﾍﾟﾏｽｸ ｱﾙｽﾀｰ FIE

￥28,200 　￥21,100
E690B0-SA
ｴﾍﾟ電気剣 ﾍﾞﾙｷﾞｳｸﾗｲﾅ ALp付
    （標準ｾｯﾄ TFｿｹｯﾄ付）

￥11,060 　 ￥8,200

9061-SA
角型剣ｹｰｽ ｱﾙｽﾀｰ

￥9,300 　 ￥6,900
9002N-SA
剣ｹｰｽ 2本用 TF

￥2,700 　 ￥2,000

8265-SA
ｻｰﾌﾞﾙ ﾒﾀﾙｼﾞｬｹｯﾄ ｱﾙｽﾀｰ

￥34,000 　￥25,500

8362-SA
FIE ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ ｱﾙｽﾀｰ ｴｺｰﾗｲﾝ

￥11,500 　￥8,600

7067-SA
電気ｻｰﾌﾞﾙﾏｽｸ ｱﾙｽﾀｰ FIE

￥32,700 　￥24,500
9364-SA
ﾛｰﾗｰﾊﾞｯｸﾞ ｱﾙｽﾀｰ ﾃﾞｭｵ

￥41,600 　￥31,200
9365-SA
ﾛｰﾗｰﾊﾞｯｸﾞ ｱﾙｽﾀｰ ｼﾞｬﾝﾎﾞ

￥49,900 　￥37,400

5500-SA
ｴﾍﾟ ﾎﾞﾃﾞｨｺｰﾄﾞ ＨＳ

￥2,000 　 ￥1,500

【 セール期間限定のお買得情報 】

 ★ マスクをご購入のお客様先着300名に、特注マスクケース をプレゼント!! 

 ★ 電気剣セットをご購入のお客様先着200名に、剣ケース１本用を進呈!!（色指定はできませんので、予めご容赦ください）

-SA

ｹｰﾌﾞﾙ付

※ 当社は、日本国内で唯一のアルスタ－社 正規代理店です。

7035MB-V-SA  ﾍﾞﾙｸﾛﾀｲﾌﾟ
ﾌﾙｰﾚﾏｽｸ ﾈｸﾞﾘﾆ FIE (ﾒﾀﾙﾋﾞﾌﾞ付)

￥45,500 　￥34,100

ｹｰﾌﾞﾙ付

ｹｰﾌﾞﾙ付

8061B-SA
FIE 半ｽﾞﾎﾞﾝ ｱﾙｽﾀｰ ｽﾀｰﾃｯｸｽ 

￥36,300 　 ￥27,200

7065MB-V-SA  ﾍﾞﾙｸﾛﾀｲﾌﾟ
ﾌﾙｰﾚﾏｽｸ ｱﾙｽﾀｰ FIE　ﾒﾀﾙﾋﾞﾌﾞ付

￥34,900 　￥26,100

9003-SA
角型剣ｹｰｽ ＴＦ

￥3,900 　 ￥2,900

8212-SA
ﾌﾙｰﾚ ﾒﾀﾙｼﾞｬｹｯﾄ TF ｽﾃﾝﾚｽ

￥17,200 　 ￥12,900

8217-SA
ｻｰﾌﾞﾙ ﾒﾀﾙｼﾞｬｹｯﾄ TF ｽﾃﾝﾚｽ

￥27,200 　￥20,400

A
ｴｺｰﾗｲﾝ

AAAAAAAA
ｴｺｰ

7025-SA
ｴﾍﾟﾏｽｸ BG FIE

￥23,800 　 ￥17,800

7164-SA
ｸﾞﾛｰﾌﾞ ｱﾙｽﾀｰ ｸﾞﾘｯﾌﾟｽﾀｰ

￥6,500 　 ￥4,800

営業時間：AM10:00 ～ PM6:30　定休日：火曜日

1090B-SA
ﾌﾙｰﾚ電気ﾌﾞﾚｰﾄﾞｳｸﾗｲﾅ TFP付

￥5,600   　￥4,200

8005B-SA
半ｽﾞﾎﾞﾝ TF CE350N　ＷＩＮ

￥12,200 　 ￥9,000
7104-SA
ｸﾞﾛｰﾌﾞ TF ｴｺﾉ

￥2,300 　 ￥1,700

ｹｰﾌﾞﾙ付

7025MB-SA  ﾍﾞﾙｸﾛﾀｲﾌﾟ
ﾌﾙｰﾚ ﾏｽｸ BG FIE ﾒﾀﾙﾋﾞﾌﾞ付

￥27,200 　 ￥20,400
8210-SA
ﾌﾙｰﾚ ﾒﾀﾙｼﾞｬｹｯﾄ ＨＳ

￥8,300 　 ￥6,200

ｹｰﾌﾞﾙ付

8005J-SA
上衣 TF CE350N　ＷＩＮ

￥14,900 　￥11,000

（ﾃﾞｻﾝﾄ･ﾕﾆﾌｫｰﾑ、修理代、ﾌﾟﾘﾝﾄ代、送料、加工賃、特注品を除く）

7037-SA
電気ｻｰﾌﾞﾙﾏｽｸ ﾈｸﾞﾘﾆ FIE

￥42,600 　￥31,900

ｹｰﾌﾞﾙ付

8301-SA
FIE ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ ＷＳ

￥9,800 　 ￥7,300

F090B1-SA
ﾌﾙｰﾚ電気剣ﾍﾞﾙｷﾞｳｸﾗｲﾅ TFp付
    （標準ｾｯﾄ TF 2ﾋﾟﾝｿｹｯﾄ付）

￥8,360 　 ￥6,200

4510-SA
ﾌﾙｰﾚ ﾎﾞﾃﾞｨｺｰﾄﾞ ＨＳ

￥2,000 　 ￥1,500

65MB-V-SA ﾍﾞ

このチラシが届き次第、ご予約を承ります

E690B0-SA

紺･黒･赤･黄･ｵﾚﾝｼﾞ
ﾋﾟﾝｸ･青･水色･紫･緑

赤･青･黒 赤･青･黒

25%OFF

090B1 SA

30%OFF

8361-SA
FIE ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ ｱﾙｽﾀｰ 軽量

￥15,000 　￥11,200
361-SA

7109FIE-SA
電気ｻｰﾌﾞﾙｸﾞﾛｰﾌﾞNP FIE ｶﾌ付

￥7,800 　￥5,800

税込表示

【新ルール対応】

【新ルール対応】

【新ルール対応】

【新ルール対応】

【新ルール対応】

【新ルール対応】

【新ルール対応】

A
ﾀ

555 000 SSA

9FIE-SA

サイズ
5.0～10.0まで

セール限定品

株式会社  東京フェンシング商会
TEL: 03-5848-3126  FAX: 03-5848-3127
                 www.tf-fencing.co.jp  


