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DAYTONA MOTORCYCLE GARAGE BASICシリーズ価格改定のお知らせ

晩秋の候、皆様におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

大変心苦しいお願いとはなりますが、このたびDAYTONA MOTORCYCLE GARAGE BASICシリーズに
つきまして、2023年1月1日（日）より価格改定を行う運びとなりました。お客様には大変ご迷惑を
お掛けすることとなり、心よりお詫び申し上げます。

価格改定に伴う該当商品の詳細は、２ページめからの新旧互換表をご参照ください。

今後もより一層、商品の品質向上に努め、お客様に喜ばれる商品開発に努めて参ります。　　　　
何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

以上

■2023年1月1日（日）価格改定商品

【お問い合わせ先】　〒437-0226静岡県周智郡森町一宮4805
株式会社デイトナ　お客様相談窓口

TEL:0120-60-4955　
受付時間:平日10:00～17:00（土日祝日除く）

お得意先 各位

DAYTONA MOTORCYCLE GARAGE BASICシリーズ　ガレージ本体

DAYTONA MOTORCYCLE GARAGE BASICシリーズ　オプション/デイトナオリジナルオプション

株式会社デイトナ
2022年11月吉日

記



DAYTONA MOTORCYCLE GARAGE BASICシリーズ　ガレージ本体　価格改定新旧互換表　※価格には消費税10%が含まれています。

機種名
旧ガレージ本体 新ガレージ本体 旧配送料 新配送料 旧設置費用 新設置費用

品番 標準価格 品番 標準価格 品番 標準価格 品番 標準価格 品番 標準価格 品番 標準価格

ロ
ー
ル
ー
フ
タ
イ
プ

DBS-1426L 28234 ¥341,000 → 34442 ¥434,500 28371 ¥6,050 → 34517 ¥7,700 28447 ¥50,050 → 34560 ¥65,450

DBS-1430L 28237 ¥374,000 → 34444 ¥473,000 28372 ¥6,600 → 34518 ¥8,250 28461 ¥53,350 → 34564 ¥69,300

DBS-1526L 28238 ¥374,000 → 34447 ¥473,000 28371 ¥6,050 → 34517 ¥7,700 28448 ¥63,250 → 34563 ¥68,200

DBS-1530L 28239 ¥385,000 → 34448 ¥489,500 28372 ¥6,600 → 34518 ¥8,250 28476 ¥55,550 → 34641 ¥72,050

DBS-1826L 28240 ¥390,500 → 34449 ¥489,500 28372 ¥6,600 → 34518 ¥8,250 28475 ¥54,450 → 34623 ¥70,400

DBS-1830L 28241 ¥412,500 → 34450 ¥517,000 28374 ¥7,150 → 34519 ¥8,800 28477 ¥57,750 → 34642 ¥74,250

DBS-2226L 28242 ¥429,000 → 34457 ¥539,000 28389 ¥7,700 → 34520 ¥9,350 28479 ¥61,050 → 34644 ¥78,100

DBS-2230L 28243 ¥456,500 → 34467 ¥572,000 28436 ¥8,800 → 34521 ¥10,450 28486 ¥64,350 → 34672 ¥82,500

DBS-2630L 28245 ¥533,500 → 34468 ¥660,000 28445 ¥10,450 → 34531 ¥12,100 28509 ¥70,950 → 34677 ¥90,750

ハ
イ
ル
ー
フ
タ
イ
プ

DBS-1426H 28246 ¥374,000 → 34469 ¥473,000 28372 ¥6,600 → 34518 ¥8,250 28448 ¥63,250 → 34563 ¥68,200

DBS-1430H 28247 ¥407,000 → 34470 ¥506,000 28374 ¥7,150 → 34519 ¥8,800 28476 ¥55,550 → 34641 ¥72,050

DBS-1526H 28248 ¥407,000 → 34471 ¥506,000 28372 ¥6,600 → 34518 ¥8,250 28475 ¥54,450 → 34623 ¥70,400

DBS-1530H 28263 ¥418,000 → 34478 ¥533,500 28374 ¥7,150 → 34519 ¥8,800 28477 ¥57,750 → 34642 ¥74,250

DBS-1826H 28264 ¥418,000 → 34485 ¥533,500 28374 ¥7,150 → 34519 ¥8,800 28478 ¥56,650 → 34643 ¥73,150

DBS-1830H 28265 ¥445,500 → 34486 ¥572,000 28389 ¥7,700 → 34520 ¥9,350 28479 ¥61,050 → 34644 ¥78,100

DBS-2226H 28266 ¥462,000 → 34487 ¥583,000 28436 ¥8,800 → 34521 ¥10,450 28485 ¥63,250 → 34671 ¥81,400

DBS-2230H 28268 ¥495,000 → 34495 ¥621,500 28437 ¥9,350 → 34523 ¥11,000 28487 ¥67,650 → 34673 ¥86,350

DBS-2630H 28270 ¥572,000 → 34516 ¥715,000 28446 ¥11,000 → 34532 ¥12,650 28510 ¥74,250 → 34678 ¥94,600
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DAYTONA MOTORCYCLE GARAGE BASICシリーズ　オプション/デイトナオリジナルオプション　価格改定新旧互換表　※価格には消費税10%が含まれています。

品名
旧オプション 新オプション

品名
旧オプション 新オプション

品番 標準価格 品番 標準価格 品番 標準価格 品番 標準価格

カマチドア 右吊り 28282 ¥64,350 → 廃番 ヘルメットラック 95190 ¥8,250 → 34919 ¥8,800

カマチドア 左吊り 28283 ¥64,350 → 廃番 ミニラック S 96568 ¥5,500 → 34920 ¥6,050

ガラス窓 ( パネル 2 枚分） 28284 ¥31,900 → 34729 ¥44,000 ミニラック M 96569 ¥7,700 → 34921 ¥8,250

網戸（パネル 2 枚分用） 28288 ¥6,050 → 34737 ¥8,250 モーターサイクルガレージ フロアマット 77027 ¥13,750 → 34922 ¥14,850

ガラス窓 ( パネル 3 枚分） → 34738 ¥52,800 壁パネル角穴用フック 78753 ¥1,320 → 34923 ¥1,650

網戸（パネル 3 枚分用） → 34782 ¥9,900 ガレージ用荷掛けフック レッド 99042 ¥2,200 → 34971 ¥2,530

壁面扉 28289 ¥35,750 → 34783 ¥48,950 ガレージ用荷掛けフック ブルー 99043 ¥2,200 → 34972 ¥2,530

通気パネル 28294 ¥7,150 → 34798 ¥9,680 ガレージ用荷掛けフック ゴールド 99044 ¥2,200 → 34976 ¥2,530

フード付メッシュパネル 28300 ¥11,000 → 34800 ¥14,850 ガレージ用荷掛けフック ライムグリーン 99045 ¥2,200 → 34977 ¥2,530

採光壁 28306 ¥5,500 → 34802 ¥6,820 スロープラック 18810 ¥6,050 → 34928 ¥6,600

換気扇取付用パネル＆フード 28307 ¥9,350 → 34804 ¥12,650 LED チューブライトキット 95900 ¥8,250 → 34930 ¥8,800

スタンドプレート 28310 ¥4,180 → 34806 ¥5,060 シャッターケース用ブラケット 97199 ¥4,950 → 34933 ¥5,500

ゴムマット 28311 ¥14,300 → 34808 ¥18,700 コードリールキット 98791 ¥11,000 → 34936 ¥12,100

多雪型※ 22/26 のみ 98994 ¥8,800 → 34810 ¥8,800 サイドラックブラケット 99480 ¥3,080 → 34937 ¥3,300

棚下引き出し 28358 ¥5,500 → 34812 ¥7,150 シャツターアウターブラケット 95901 ¥4,400 → 34938 ¥4,950

雨樋※15は設定なし 28361 ¥6,050 → 34814 ¥8,030 キャップボルトカラー＆ボルトセット レッド 99038 ¥2,420 → 34961 ¥2,750

棚板853ｍｍ 28362 ¥3,190 → 34815 ¥4,400 キャップボルトカラー＆ボルトセット ブルー 99039 ¥2,420 → 34968 ¥2,750

棚板1273ｍｍ 28363 ¥4,070 → 34816 ¥5,720 キャップボルトカラー＆ボルトセット ゴールド 99040 ¥2,420 → 34969 ¥2,750

棚板1312ｍｍ 28364 ¥4,070 → 34817 ¥5,720 キャップボルトカラー＆ボルトセット 
ライムグリーン 99041 ¥2,420 → 34970 ¥2,750

棚板1474ｍｍ 28368 ¥4,400 → 34818 ¥6,050 アルミスロープワイド（アジャスター付き） 90252 ¥27,500 → 34943 ¥38,500

棚支持金具 28369 ¥1,430 → 34846 ¥2,090 防雨電源BOX 26398 ¥5,280 → 廃番

コンクリート型枠 28370 ¥5,500 → 34918 ¥7,700

■オプション品 ■デイトナオリジナルオプション
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