
ＲＯＹＡＬ　ＭＡＳＴＥＲ　ＳＣＩＳＳＯＲＳ　価格表（税抜）
※メガネタイプは王冠指かけ標準装備 平成２６年３月１日改定

品　　　名 ｲﾝﾁ 金額（税抜） ﾊﾝﾄﾞﾙﾀｲﾌﾟ ﾈｼﾞ ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 重さ 材　質 備　考 左

シザーズ
REAL-MASTERシリーズ（ベーシックメガネハンドル）
REAL-M50 5.0 ¥74,000 ﾒｶﾞﾈ 埋込 ｲﾝﾅｰﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 40ｇ ｺﾊﾞﾙﾄ合金 ×
REAL-M55 5.5 ¥74,000 ﾒｶﾞﾈ 埋込 ｲﾝﾅｰﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 43ｇ 〃 △
REAL-M60 6.0 ¥76,000 ﾒｶﾞﾈ 埋込 ｵｰﾌﾟﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 45ｇ 〃 ○
REAL-M63 6.3 ¥78,000 ﾒｶﾞﾈ 埋込 ｵｰﾌﾟﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 50ｇ 〃 ×
EXCELLENT-MASTERシリーズ（片ラクダコブ付メガネハンドル）
EXCELLENT-M55 5.5 ¥77,000 ﾒｶﾞﾈ 埋込 ｲﾝﾅｰﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 47ｇ ｺﾊﾞﾙﾄ合金 MF　可能 △
EXCELLENT-M60 6.0 ¥79,000 ﾒｶﾞﾈ 埋込 ｵｰﾌﾟﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 51ｇ 〃 ○
EXCELLENT-M64 6.4 ¥81,000 ﾒｶﾞﾈ 埋込 ｵｰﾌﾟﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 56ｇ 〃 ×
EXCELLENT-MF60 6.0 ¥79,000 ﾒｶﾞﾈ 手廻し ｵｰﾌﾟﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 51ｇ 〃 ○
EXCELLENT-MF64 6.4 ¥81,000 ﾒｶﾞﾈ 手廻し ｵｰﾌﾟﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 56ｇ 〃 ○
ULTIMATE-MASTERシリーズ（段違いラクダコブ付ハンドル）
ULTIMATE-M55 5.5 ¥74,000 段違い 埋込 ｲﾝﾅｰﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 47ｇ ｺﾊﾞﾙﾄ合金 MF　可能 ○
ULTIMATE-M60 6.0 ¥76,000 段違い 埋込 ｵｰﾌﾟﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 52ｇ 〃 ○
ULTIMATE-MF60 6.0 ¥76,000 段違い 手廻し ｵｰﾌﾟﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 52ｇ 〃 ○
ULTIMATE-MF64 6.4 ¥78,000 段違い 手廻し ｵｰﾌﾟﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 57ｇ 〃 ○
ＰＯＷＥＲ－ＭＡＳＴＥＲシリーズ（バーバータイプ）
ＰＯＷＥＲ－Ｍ７０ 7.0 ¥85,000 段違い ｵｰﾌﾟﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 62ｇ ｺﾊﾞﾙﾄ合金
FRENCH－ＭＡＳＴＥＲシリーズ（バーバータイプ）
FRENCH-M63 6.3 ¥103,000 ﾒｶﾞﾈ 手廻し ｵｰﾌﾟﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 53ｇ 超密度炭素鋼 　　ﾀﾞｲﾔｶｯﾄは ○
FRENCH-M67 6.7 ¥105,000 ﾒｶﾞﾈ 手廻し ｵｰﾌﾟﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 57ｇ 〃 　　できません ○
FRENCH-M71 7.1 ¥107,000 ﾒｶﾞﾈ 手廻し ｵｰﾌﾟﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 61g 〃 ×
WILLOW-MASTERシリーズ（片ラクダコブ付メガネハンドル）
WILLOW-MO575 5.75 ¥86,000 ﾒｶﾞﾈ 埋込 ｵｰﾌﾟﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 54ｇ ｺﾊﾞﾙﾄ合金 ×
WILLOW-MO60 6.0 ¥88,000 ﾒｶﾞﾈ 埋込 ｵｰﾌﾟﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 56ｇ 〃 ○
＊ＷＩＬＬＯＷの左シザーは￥１００００   ＵＰになります。
セニング
SMOOTH-MASTERシリーズ（片ラクダコブ付メガネハンドル）
SMOOTH-MM15 6.0 ¥86,000 ﾒｶﾞﾈ 埋込 ｲﾝﾅｰﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 53ｇ ｺﾊﾞﾙﾄ合金 左：板ﾊﾞﾈ仕様 △
SMOOTH-MS262 6.0 ¥97,000 ﾒｶﾞﾈ 埋込 ｲﾝﾅｰﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 53ｇ 〃 ×
SMOOTH-MS233 6.0 ¥97,000 ﾒｶﾞﾈ 埋込 ｲﾝﾅｰﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 54ｇ 〃 ×
SMOOTH-MS214 6.0 ¥97,000 ﾒｶﾞﾈ 埋込 ｲﾝﾅｰﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 55ｇ 〃 ×
SMOOTH-MMG13 6.0 ¥97,000 ﾒｶﾞﾈ 埋込 〃 ○
SMOOTH-MMG20 6.0 ¥97,000 ﾒｶﾞﾈ 埋込 〃 ×
SMOOTH-MMG25 6.0 ¥97,000 ﾒｶﾞﾈ 埋込 〃 ×
SMOOTH-MMN25 6.0 ¥91,000 ﾒｶﾞﾈ 埋込 ｲﾝﾅｰﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 〃 ○
SMOOTH-MMN30 6.0 ¥83,000 ﾒｶﾞﾈ 埋込 ｲﾝﾅｰﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 〃 ×
SMOOTH-MWN30 6.3 ¥91,000 ﾒｶﾞﾈ 埋込 ｲﾝﾅｰﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 〃 ×
※ハンドル段違い付替え可能

ＬＥＦＴ　シザーズ
EXCELLENT-MFL60 6.0 ¥90,000 ﾒｶﾞﾈ 手廻し ｵｰﾌﾟﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 51ｇ ｺﾊﾞﾙﾄ合金
EXCELLENT-MFL64 6.4 ¥92,000 ﾒｶﾞﾈ 手廻し ｵｰﾌﾟﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 57ｇ 〃
MAXIMAS-ML60 6.0 ¥115,000 段違い 手廻し ｵｰﾌﾟﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 50ｇ 超密度炭素鋼

MAXIMAS-ML64 6.4 ¥118,000 段違い 手廻し ｵｰﾌﾟﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 53ｇ 〃
※ MAXIMAS-MML60 6.0 ¥119,000 ﾒｶﾞﾈ 手廻し ｵｰﾌﾟﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 50ｇ 〃

MAXIMAS-MML64 6.4 ¥121,000 ﾒｶﾞﾈ 手廻し ｵｰﾌﾟﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 52ｇ 〃
セニング
SMOOTH-MWL30 6.0 ¥100,000 ﾒｶﾞﾈ 埋込 ｵｰﾌﾟﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 51ｇ ｺﾊﾞﾙﾄ合金
SMOOTH-MML30 6.0 ¥91,000 ﾒｶﾞﾈ 埋込 ｲﾝﾅｰﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 54g ｺﾊﾞﾙﾄ合金
NSMOOTH-MNL25 6.0 ¥102,000 ﾒｶﾞﾈ 埋込 ｺﾊﾞﾙﾄ合金 ﾜｲﾄﾞ
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※メガネタイプは王冠指かけ標準装備 平成２６年３月１日改定
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MAXIMAS-MASTERシリーズ
MAXIMAS-M60 6.0 ¥105,000 段違い 手廻し ｵｰﾌﾟﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 50ｇ 超密度炭素鋼 ○
MAXIMAS-M64 6.4 ¥107,000 段違い 手廻し ｵｰﾌﾟﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 53ｇ 〃 ○
MAXIMAS-M68 6.8 ¥109,000 段違い 手廻し ｵｰﾌﾟﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 55ｇ 〃 ×
MAXIMAS-MM60 6.0 ¥108,000 ﾒｶﾞﾈ 手廻し ｵｰﾌﾟﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 48ｇ 〃 ○
MAXIMAS-MM64 6.4 ¥110,000 ﾒｶﾞﾈ 手廻し ｵｰﾌﾟﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 53ｇ 〃 ○
MAXIMAS-MM68 6.8 ¥112,000 ﾒｶﾞﾈ 手廻し ｵｰﾌﾟﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 55ｇ 〃 ×
MAXIMAS-MR60 6.0 ¥105,000 段違い 手廻し ｵｰﾌﾟﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 48ｇ 〃 ○
MAXIMAS-MR64 6.4 ¥107,000 段違い 手廻し ｵｰﾌﾟﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 52ｇ 〃 ○
MAXIMAS-MR68 6.8 ¥109,000 段違い 手廻し ｵｰﾌﾟﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 55ｇ 〃 ×
MAXIMAS-MZ60 6.0 ¥105,000 ﾄﾞﾛｯﾌﾟ 手廻し ｵｰﾌﾟﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 51g 〃 ×
MAXIMAS-MZ64 6.4 ¥107,000 ﾄﾞﾛｯﾌﾟ 手廻し ｵｰﾌﾟﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 54g 〃 ×
MAXIMAS-MZ68 6.8 ¥109,000 段違い 手廻し ｵｰﾌﾟﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 58g 〃 ×
MONSTER61 6.1 ¥115,000 ﾒｶﾞﾈ 手廻し ｵｰﾌﾟﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 57g 〃 ×
                                                                                                      ※ＭＺの左については、旧ハンドルのＭＺであれば製造可能

MAXIMAS-RW60 6.0 ¥91,000 ﾒｶﾞﾈ 埋込 ｵｰﾌﾟﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 51g ｺﾊﾞﾙﾄ合金 ｶｰﾌﾞｼｻﾞｰ ×
MAXIMAS-CPR60 6.0 ¥105,000 ﾄﾞﾛｯﾌﾟ 手廻し ｵｰﾌﾟﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 55ｇ 超密度炭素鋼 ×

※ MAXIMAS-CPR64 6.4 ¥107,000 ﾄﾞﾛｯﾌﾟ 手廻し ｵｰﾌﾟﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 55ｇ 超密度炭素鋼 ×
※ MAXIMAS-CPR68 6.8 ¥109,000 ﾄﾞﾛｯﾌﾟ 手廻し ※足替にて作成 ×

※板ﾊﾞﾈﾌﾟﾚﾐｱﾑｼﾘｰｽﾞ（ﾄﾞｸﾛ・ｸﾛｽ）を付属の場合は￥４０００ＵＰとなります。
MAXIMAS-ST60 6.0 ¥105,000 ﾄﾞﾛｯﾌﾟ 手廻し 超密度炭素鋼 ×
MAXIMAS-ST64 6.4 ¥107,000 ﾄﾞﾛｯﾌﾟ 手廻し 超密度炭素鋼 ×
MAXIMAS-ST68 6.8 ¥109,000 ﾄﾞﾛｯﾌﾟ 手廻し 超密度炭素鋼 ×

PRINCESS-MASTERシリーズ
PRINCESS-M57 5.7 ¥105,000 段違い 手廻し ｵｰﾌﾟﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 44g 超密度炭素鋼 ○
PRINCESS-M62 6.2 ¥107,000 段違い 手廻し ｵｰﾌﾟﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 47g 〃 ○
PRINCESS-MM57 5.7 ¥108,000 ﾒｶﾞﾈ 手廻し ｵｰﾌﾟﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 43g 〃 ○
PRINCESS-MM62 6.2 ¥110,000 ﾒｶﾞﾈ 手廻し ｵｰﾌﾟﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 46g 〃 ○

シザーホルダー 色
４丁用シザーホルダー ¥23,000 黒系・茶系 ﾌｪｲｽﾌﾞﾗｼ付
５丁用シザーホルダー ¥25,000 黒系・茶系 ﾌｪｲｽﾌﾞﾗｼ付
１丁用シザーケース ¥1,700

改造費 備品
マスターグリップ ¥6,500 ヒットポイント：ゴム ¥600
ハンドル付替え ¥8,500 ヒットポイント：音だし ¥600
ハンドル角度変更 ¥6,500 マスターピース ¥1,200 黒･赤･青･緑・白

インチカット ¥3,800 リング ¥150 黒・透明

指穴拡大・縮小 ¥3,800 小指掛け ¥600
指掛け切断 ¥1,200 シザーズオイル ¥600
指穴削り　１ヶ所 ¥1,200 シザーズマット ¥600

セーム皮 ¥500
ミラクルクロス ¥600

オプション トギ代
ｼﾙﾊﾞｰﾌﾟﾚﾐｱﾑ板ﾊﾞﾈ ¥5,500 ﾄﾞｸﾛ･ｸﾛｽ 自社製品トギ ¥2,800
ｼﾙﾊﾞｰﾛｲﾔﾙﾛｺﾞ板ﾊﾞﾈ ¥5,500 ｵﾘｼﾞﾅﾙ 他社製品トギ ¥3,300 トギのみ
王冠指かけ ¥3,800 赤青紫ｸﾘｱ

ゴールドコーティング ¥30,000
ブラックチタンコーティング ¥20,000
アリスト装飾（大） ¥21,000
アリスト装飾（小） ¥20,000

※価格は予告なく変更する事があります。 ロイヤルマスターシザーズ（株）
　大阪市中央区南船場4-13-8　5F
　TEL:06-4704-0923　FAX:06-4704-0833

　　埋込ﾈｼﾞは
できない

　　埋込ﾈｼﾞは
できない






