
お取引先各位

敬具

●対象商品及び新価格
別紙をご参照ください。（別紙1〜3）

2013年3月吉日

GReddyレーシングクラッチ
価格変更及び仕様変更のお知らせ

記

●価格変更日

拝啓　時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 

この度、GReddyレーシングクラッチ（ クラッチカバー、ディスク、クラッチセット）につきまして諸事情により、
誠に勝手ながら価格変更及び仕様変更による価格変更をさせていただきますのでご案内申し上げます。

恐縮ではございますが、事情ご理解賜りますようお願いいたします。
お客様には誠にご迷惑をおかけいたしますが何卒変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

2013年3月28日受注分から



GReddy レーシングクラッチカバー価格変更一覧 別紙1

品名 code 旧価格（税込）

TOYOTA

レーシングクラッチカバー　ＧＴＣ０１Ｔ 14510900 ¥28,770 ¥28,140

レーシングクラッチカバー　ＧＴＣ０３Ｔ 14510901 ¥28,770 ¥28,140

レーシングクラッチカバー　ＧＴＣ０４Ｔ 14510902 ¥31,500 ¥32,130

レーシングクラッチカバー　ＧＴＣ０５Ｔ 14510903 ¥32,130 ¥35,490

レーシングクラッチカバー　ＧＴＣ０６Ｔ 14510904 ¥36,750 ¥29,190

レーシングクラッチカバー　ＧＴＣ０７Ｔ 14510905 ¥55,125 ¥39,690

NISSAN

レーシングクラッチカバー　ＧＮＣ０８Ｔ 14520902 ¥36,750 ¥31,290

レーシングクラッチカバー　ＧＮＣ０９Ｔ 14520903 ¥36,750 ¥31,290

レーシングクラッチカバー　ＧＮＣ２０Ｔ 14520905 ¥39,060 ¥38,640

MITSUBISHI

レーシングクラッチカバー　ＧＭＣ０３Ｔ 14530900 ¥29,925 ¥33,390

レーシングクラッチカバー　ＧＭＣ０８Ｔ 14530902 ¥39,060 ¥38,640

レーシングクラッチカバー　ＧＭＣ１４Ｔ 14530905 ¥42,420 ¥41,790

MAZDA

レーシングクラッチカバー　ＧＺＣ０４Ｔ 14540901 ¥28,770 ¥28,140

レーシングクラッチカバー　ＧＺＣ１０Ｔ 14540905 ¥36,750 ¥39,690

レーシングクラッチカバー　ＧＺＣ１１Ｔ 14540906 ¥39,060 ¥41,790

レーシングクラッチカバー　ＧＺＣ１２Ｔ 14540907 ¥29,925 ¥33,390

レーシングクラッチカバー　ＧＺＣ１３Ｔ 14540908 ¥29,925 ¥30,240

レーシングクラッチカバー　ＧＺＣ１４Ｔ 14540909 ¥36,750 ¥35,490

HONDA

レーシングクラッチカバー　ＧＨＣ０３Ｔ 14550900 ¥32,130 ¥33,390

レーシングクラッチカバー　ＧＨＣ０４ 14550901 ¥34,440 ¥35,490

レーシングクラッチカバー　ＧＨＣ０８ 14550902 ¥34,440 ¥35,490

レーシングクラッチカバー　ＧＨＣ１０Ｔ 14550903 ¥34,440 ¥33,390

レーシングクラッチカバー　ＧＨＣ１０ 14551304 ¥34,440 ¥35,490

SUBARU

レーシングクラッチカバー　ＧＦＣ０３ 14560900 ¥40,215 ¥29,715

レーシングクラッチカバー　ＧＦＣ０４Ｔ 14560901 ¥40,215 ¥38,640

レーシングクラッチカバー　ＧＦＣ１１Ｔ 14560902 ¥29,295 ¥31,290

レーシングクラッチカバー　ＧＦＣ１２Ｔ 14560903 ¥40,215 ¥41,790

DAIHATSU

レーシングクラッチカバー　ＧＤＣ０１Ｔ 14570900 ¥25,305 ¥24,990

SUZUKI

レーシングクラッチカバー　ＧＳＣ０９Ｔ 14590901 ¥26,460 ¥24,990

レーシングクラッチカバー　ＧＳＣ１０Ｔ 14590902 ¥26,460 ¥24,990

レーシングクラッチカバー　ＧＳＣ１３Ｔ 14590903 ¥27,615 ¥28,140

GReddy レーシングクラッチディスク価格変更
商品名 code 旧価格（税込）

TOYOTA

レーシングクラッチディスク　ＧＴＤ０１Ｈ（オルガニック） 14511000 ¥19,530 ¥20,790

レーシングクラッチディスク　ＧＴＤ０２Ｈ（オルガニック） 14511001 ¥19,530 ¥28,140

レーシングクラッチディスク　ＧＴＤ０３Ｈ（オルガニック） 14511002 ¥19,530 ¥27,090

レーシングクラッチディスク　ＧＴＤ０５Ｈ（オルガニック） 14511003 ¥27,615 ¥30,240

レーシングクラッチディスク　ＧＴＤ０１Ｔ（Ｓメタル） 14511100 ¥28,770 ¥27,090

レーシングクラッチディスク　ＧＴＤ０２Ｔ（Ｓメタル） 14511101 ¥29,925 ¥30,240

レーシングクラッチディスク　ＧＴＤ０３Ｔ（Ｓメタル） 14511102 ¥29,925 ¥29,190

レーシングクラッチディスク　ＧＴＤ０５Ｔ（Ｓメタル） 14511103 ¥30,345 ¥32,340

NISSAN

レーシングクラッチディスク　ＧＮＤ０５Ｈ（オルガニック） 14521000 ¥32,130 ¥30,240

レーシングクラッチディスク　ＧＮＤ２０Ｈ（オルガニック） 14521001 ¥28,770 ¥33,390

レーシングクラッチディスク　ＧＮＤ０５Ｔ（Ｓメタル） 14521100 ¥34,440 ¥33,390

レーシングクラッチディスク　ＧＮＤ０９Ｔ（Ｓメタル） 14521102 ¥36,750 ¥36,540

●価格変更日　：2013年3月28日受注分から

新定価（税込）
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GReddy レーシングクラッチディスク価格変更 別紙2

商品名 code 旧価格（税込）

MITSUBISHI

レーシングクラッチディスク　ＧＭＤ１０Ｈ（オルガニック） 14531001 ¥29,925 ¥31,290

レーシングクラッチディスク　ＧＭＤ１４Ｈ（オルガニック） 14531002 ¥32,130 ¥33,390

レーシングクラッチディスク　ＧＭＤ０９Ｔ（Ｓメタル） 14531100 ¥32,130 ¥34,440

レーシングクラッチディスク　ＧＭＤ１４Ｔ（Ｓメタル） 14531102 ¥41,370 ¥41,790

MAZDA

レーシングクラッチディスク　ＧＺＤ０９Ｈ（オルガニック） 14541000 ¥32,130 ¥31,290

レーシングクラッチディスク　ＧＺＤ１０Ｈ（オルガニック） 14541001 ¥32,130 ¥33,390

レーシングクラッチディスク　ＧＺＤ１１Ｈ（オルガニック） 14541002 ¥25,305 ¥27,090

レーシングクラッチディスク　ＧＺＤ１３Ｈ（オルガニック） 14541003 ¥25,305 ¥31,290

レーシングクラッチディスク　ＧＺＤ１４Ｈ（オルガニック） 14541004 ¥28,770 ¥30,240

レーシングクラッチディスク　ＧＺＤ０９Ｔ（Ｓメタル） 14541100 ¥32,130 ¥34,440

レーシングクラッチディスク　ＧＺＤ１０Ｔ（Ｓメタル） 14541101 ¥32,130 ¥36,540

レーシングクラッチディスク　ＧＺＤ０４（Rメタル） 14541201 ¥25,935 ¥28,770

HONDA

レーシングクラッチディスク　ＧＨＤ０３Ｈ（オルガニック） 14551000 ¥29,925 ¥31,290

レーシングクラッチディスク　ＧＨＤ０５Ｈ（オルガニック） 14551001 ¥29,925 ¥28,140

レーシングクラッチディスク　ＧＨＤ１０Ｈ（オルガニック） 14551002 ¥28,770 ¥28,140

レーシングクラッチディスク　ＧＨＤ０５Ｔ（Ｓメタル） 14551100 ¥32,130 ¥30,240

レーシングクラッチディスク　ＧＨＤ０９Ｔ（Ｓメタル） 14551101 ¥40,215 ¥39,690

レーシングクラッチディスク　ＧＨＤ１０Ｔ（Ｓメタル） 14551102 ¥32,130 ¥31,290

レーシングクラッチディスク　ＧＨＤ０６（Rメタル） 14551201 ¥34,440 ¥33,390

レーシングクラッチディスク　ＧＨＤ１０（Rメタル） 14551202 ¥34,440 ¥33,390

SUBARU

レーシングクラッチディスク　ＧＦＤ０８Ｈ（オルガニック） 14561001 ¥30,975 ¥31,290

レーシングクラッチディスク　ＧＦＤ１２Ｈ（オルガニック） 14561002 ¥30,975 ¥33,390

レーシングクラッチディスク　ＧＦＤ１１Ｔ（Ｓメタル） 14561101 ¥27,615 ¥29,190

レーシングクラッチディスク　ＧＦＤ１２Ｔ（Ｓメタル） 14561102 ¥33,390 ¥36,540

DAIHATSU

レーシングクラッチディスク　ＧＤＤ０１Ｈ（オルガニック） 14571000 ¥15,015 ¥19,740

レーシングクラッチディスク　ＧＤＤ０１Ｔ（Ｓメタル） 14571100 ¥26,460 ¥28,140

SUZUKI

レーシングクラッチディスク　ＧＳＤ０２Ｈ（オルガニック） 14591000 ¥15,015 ¥19,740

レーシングクラッチディスク　ＧＳＤ１３Ｈ 14591001 ¥19,530 ¥20,790

レーシングクラッチディスク　ＧＳＤ０２Ｔ（Ｓメタル） 14591100 ¥28,770 ¥28,140

レーシングクラッチディスク　ＧＳＤ１３Ｔ（Ｓメタル） 14591101 ¥28,770 ¥28,140

GReddy レーシングクラッチセット価格変更

商品名 code 旧価格（税込）

TOYOTA

レーシングクラッチセット　ＧＴＫ０１Ｈ（オルガニック） 14511300 ¥43,470 ¥43,890

レーシングクラッチセット　ＧＴＫ０１Ｔ（Ｓメタル） 14511301 ¥51,660 ¥49,140

レーシングクラッチセット　ＧＴＫ０２Ｈ（オルガニック） 14511302 ¥43,470 ¥49,140

レーシングクラッチセット　ＧＴＫ０２Ｔ（Ｓメタル） 14511303 ¥52,710 ¥51,240

レーシングクラッチセット　ＧＴＫ０５Ｈ（オルガニック） 14511304 ¥53,760 ¥58,590

レーシングクラッチセット　ＧＴＫ０５Ｔ（Ｓメタル） 14511305 ¥56,805 ¥60,690

レーシングクラッチセット　ＧＴＫ０６Ｈ（オルガニック） 14511306 ¥50,610 ¥51,240

レーシングクラッチセット　ＧＴＫ０７Ｈ（オルガニック） 14511308 ¥79,800 ¥63,840

レーシングクラッチセット　ＧＴＫ０７Ｔ（Ｓメタル） 14511309 ¥85,470 ¥66,990

NISSAN

レーシングクラッチセット　ＧＮＫ０１ＨＡ（オルガニック） 14521300 ¥64,155 ¥56,490

レーシングクラッチセット　ＧＮＫ０４Ｈ（オルガニック） 14521303 ¥61,950 ¥54,390

レーシングクラッチセット　ＧＮＫ０５Ｈ（オルガニック） 14521306 ¥61,005 ¥63,840

レーシングクラッチセット　ＧＮＫ０１ＨＢ（オルガニック） 14521307 ¥64,155 ¥58,590

レーシングクラッチセット　ＧＮＫ０１ＨＣ（オルガニック） 14521308 ¥64,155 ¥57,540

●価格変更日　：2013年3月28日受注分から
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GReddy レーシングクラッチセット価格変更 別紙3

商品名 code 旧価格（税込）

MITSUBISHI

レーシングクラッチセット　ＧＭＫ０２Ｔ（Ｓメタル） 14531301 ¥55,860 ¥60,690

レーシングクラッチセット　ＧＭＫ０３ＨＡ（オルガニック） 14531303 ¥68,775 ¥70,140

レーシングクラッチセット　ＧＭＫ０３ＴＡ（Ｓメタル） 14531304 ¥73,395 ¥72,240

レーシングクラッチセット　ＧＭＫ０４ＨＡ（オルガニック） 14531305 ¥75,810 ¥74,340

レーシングクラッチセット　ＧＭＫ０４ＴＡ（Ｓメタル） 14531306 ¥83,790 ¥81,690

レーシングクラッチセット　ＧＭＫ０４（Rメタル） 14531307 ¥80,220 ¥72,345

MAZDA

レーシングクラッチセット　ＧＺＫ０２ＨＡ（オルガニック） 14541303 ¥70,350 ¥73,290

レーシングクラッチセット　ＧＺＫ０２ＴＡ（Ｓメタル） 14541304 ¥70,350 ¥75,390

レーシングクラッチセット　ＧＺＫ０３ＨＡ（オルガニック） 14541306 ¥59,325 ¥60,690

レーシングクラッチセット　ＧＺＫ０３ＴＡ（Ｓメタル） 14541307 ¥62,055 ¥59,325

レーシングクラッチセット　ＧＺＫ０４ＨＡ（オルガニック） 14541308 ¥51,975 ¥52,290

レーシングクラッチセット　ＧＺＫ０５Ｈ（オルガニック） 14541311 ¥49,665 ¥54,390

レーシングクラッチセット　ＧＺＫ０６Ｈ（オルガニック） 14541312 ¥58,800 ¥58,590

HONDA

レーシングクラッチセット　ＧＨＫ０３ＨＡ（オルガニック） 14551300 ¥58,800 ¥61,740

レーシングクラッチセット　ＧＨＫ０４ＨＡ（オルガニック） 14551302 ¥58,800 ¥57,540

レーシングクラッチセット　ＧＨＫ０４ＴＡ（Ｓメタル） 14551303 ¥61,005 ¥59,640

レーシングクラッチセット　ＧＨＫ０４Ａ（Rメタル） 14551304 ¥65,100 ¥63,840

レーシングクラッチセット　ＧＨＫ０５Ｈ（オルガニック） 14551305 ¥56,805 ¥54,390

レーシングクラッチセット　ＧＨＫ０５Ｔ（Ｓメタル） 14551306 ¥59,955 ¥57,540

SUBARU

レーシングクラッチセット　ＧＦＫ０１ＨＡ（オルガニック） 14561300 ¥72,345 ¥71,190

レーシングクラッチセット　ＧＦＫ０３ＨＡ（オルガニック） 14561305 ¥73,395 ¥76,440

SUZUKI

レーシングクラッチセット　ＧＳＫ０２Ｈ（オルガニック） 14591300 ¥42,315 ¥43,890

レーシングクラッチセット　ＧＳＫ０２Ｔ（Ｓメタル） 14591301 ¥50,610 ¥50,190

レーシングフライホイール　ＧＦＳ０４ 14591500 ¥51,660 ¥52,290

GReddy レーシングクラッチセット 仕様変更による価格変更

以下の商品は ベアリング付きになります。

商品名 code 旧価格（税込）

NISSAN

レーシングクラッチセット　ＧＮＫ０１ＴＡ（Sメタル） 14521301 ¥71,190 ¥59,640

SUBARU

レーシングクラッチセット　ＧＦＫ０１ＴＡ（Sメタル） 14561301 ¥67,095 ¥73,290

レーシングクラッチセット　ＧＦＫ０３ＴＡ（Sメタル） 14561306 ¥64,050 ¥78,540

●価格変更日　：2013年3月28日受注分から

新定価（税込）
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