
⾞種 商品名 従来価格
（税抜）

従来価格
（税込）
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ステアリング
ジェイド オリジナルロゴステアリング ピアノブラック×レッドステッチ \35,000 \38,500 \38,000 \41,800
ジェイド オリジナルロゴステアリング ピアノブラック×ホワイトステッチ \35,000 \38,500 \38,000 \41,800
ジェイド オリジナルロゴステアリング カーボン \68,000 \74,800 \70,000 \77,000
N-BOX オリジナルロゴステアリング ピアノブラック \32,000 \35,200 \35,000 \38,500

オデッセイRC オリジナルロゴステアリング ピアノブラック×レッドステッチ \35,000 \38,500 \38,000 \41,800
オデッセイRC オリジナルロゴステアリング ピアノブラック×ホワイトステッチ \35,000 \38,500 \38,000 \41,800
オデッセイRC オリジナルロゴステアリング カーボン \68,000 \74,800 \70,000 \77,000

オデッセイRB3/4 オリジナルロゴステアリング ピアノブラック \35,000 \38,500 \38,000 \41,800
オデッセイRB3/4 オリジナルロゴステアリング ⿊⽊目 \35,000 \38,500 \38,000 \41,800

その他⾞種 オリジナルロゴステアリング \35,000 \38,500 \38,000 \41,800

マフラー
オデッセイRB3 左右２本出しマフラー　砲弾レーシングＶｅｒ \222,000 \244,200 \230,000 \253,000
オデッセイRB1 左右２本出しマフラー　砲弾レーシングＶｅｒ \222,000 \244,200 \230,000 \253,000

ジェイド（FR4/FR5） 片側 2本出しマフラー オールステン カーボン90φ \92,000 \101,200 \96,000 \105,600
ジェイド（FR4/FR5） 片側 2本出しマフラー オールステン ブルー90φ \85,000 \93,500 \88,000 \96,800
ジェイド（FR4/FR5） 片側 2本出しマフラー オールステン ブラッククローム90φ \90,000 \99,000 \93,000 \102,300
ジェイド（FR4/FR5） 片側 2本出しマフラー オールステン オーバルステン \85,000 \93,500 \88,000 \96,800
ジェイド（FR4/FR5） 片側 2本出しマフラー オールステン オーバルブラック \85,000 \93,500 \88,000 \96,800
ジェイド（FR4/FR5） 片側 2本出しマフラー オールステン オーバルブルー \85,000 \93,500 \88,000 \96,800
ジェイド（FR4/FR5） 左右 2本出しマフラー オールステン カーボン90φ \164,000 \180,400 \170,000 \187,000
ジェイド（FR4/FR5） 左右 2本出しマフラー オールステン ブルー90φ \148,000 \162,800 \154,000 \169,400
ジェイド（FR4/FR5） 左右 2本出しマフラー オールステン ブラッククローム90φ \160,000 \176,000 \166,000 \182,600
ジェイド（FR4/FR5） 左右 2本出しマフラー オールステン オーバルステン \148,000 \162,800 \154,000 \169,400
ジェイド（FR4/FR5） 左右 2本出しマフラー オールステン オーバルブラック \148,000 \162,800 \154,000 \169,400
ジェイド（FR4/FR5） 左右 2本出しマフラー オールステン オーバルブルー \148,000 \162,800 \154,000 \169,400
ジェイド（FR4/FR5） 片側 2本出しマフラー ハーフステン カーボン90φ \87,000 \95,700 \89,000 \97,900
ジェイド（FR4/FR5） 片側 2本出しマフラー ハーフステン ブルー90φ \80,000 \88,000 \82,000 \90,200
ジェイド（FR4/FR5） 片側 2本出しマフラー ハーフステン ブラッククローム90φ \85,000 \93,500 \87,000 \95,700
ジェイド（FR4/FR5） 片側 2本出しマフラー ハーフステン オーバルステン \80,000 \88,000 \82,000 \90,200
ジェイド（FR4/FR5） 片側 2本出しマフラー ハーフステン オーバルブラック \80,000 \88,000 \82,000 \90,200
ジェイド（FR4/FR5） 片側 2本出しマフラー ハーフステン オーバルブルー \80,000 \88,000 \82,000 \90,200
ジェイド（FR4/FR5） 左右 2本出しマフラー ハーフステン カーボン90φ \154,000 \169,400 \158,000 \173,800
ジェイド（FR4/FR5） 左右 2本出しマフラー ハーフステン ブルー90φ \138,000 \151,800 \142,000 \156,200
ジェイド（FR4/FR5） 左右 2本出しマフラー ハーフステン ブラッククローム90φ \150,000 \165,000 \154,000 \169,400
ジェイド（FR4/FR5） 左右 2本出しマフラー ハーフステン オーバルステン \138,000 \151,800 \142,000 \156,200
ジェイド（FR4/FR5） 左右 2本出しマフラー ハーフステン オーバルブラック \138,000 \151,800 \142,000 \156,200
ジェイド（FR4/FR5） 左右 2本出しマフラー ハーフステン オーバルブルー \138,000 \151,800 \142,000 \156,200

ハイラックス 右片側2本出し サイドマフラー　クリアカーボン \140,000 \154,000 \145,000 \159,500
ハイラックス 右片側2本出し サイドマフラー　ステンスラッシュ90φ \98,000 \107,800 \100,000 \110,000
ハイラックス 右片側2本出し サイドマフラー　ブラッククローム90φ \125,000 \137,500 \128,000 \140,800
ハイラックス 右片側2本出し サイドマフラー　オーバルステンレス \110,000 \121,000 \112,000 \123,200
ハイラックス 右片側2本出し サイドマフラー　オーバルブラック \110,000 \121,000 \112,000 \123,200
ハイラックス 右片側2本出し サイドマフラー　オーバルブルー \110,000 \121,000 \112,000 \123,200
ハイラックス 右片側2本出し サイドマフラー　ステンレス100φ \120,000 \132,000 \126,000 \138,600
ハイラックス 左右2本出し サイドマフラー　クリアカーボン \192,000 \211,200 \198,000 \217,800
ハイラックス 左右2本出し サイドマフラー　ステンスラッシュ90φ \148,000 \162,800 \160,000 \176,000
ハイラックス 左右2本出し サイドマフラー　ブラッククローム90φ \175,000 \192,500 \180,000 \198,000
ハイラックス 左右2本出し サイドマフラー　オーバルステンレス \160,000 \176,000 \168,000 \184,800
ハイラックス 左右2本出し サイドマフラー　オーバルブラック \160,000 \176,000 \168,000 \184,800
ハイラックス 左右2本出し サイドマフラー　オーバルブルー \160,000 \176,000 \168,000 \184,800
ハイラックス 左右2本出し サイドマフラー　ステンレス100φ \170,000 \187,000 \182,000 \200,200
ランクル300 左右2本出し サイドマフラー　オーバルステンレス \315,000 \346,500 \326,000 \358,600
ランクル300 左右2本出し サイドマフラー　オーバルブラック \326,000 \358,600 \332,000 \365,200
ランクル300 左右2本出し サイドマフラー　オーバルブルー \323,000 \355,300 \328,000 \360,800
ランクル300 左右2本出し サイドマフラー　ステンレス100φ \325,000 \357,500 \328,000 \360,800
ランクル300 左右2本出し サイドマフラー　クリアカーボン 100φ \345,000 \379,500 \355,000 \390,500
ジムニーシエラ 左右出し サイドマフラー オールステン カーボン 90φ \186,000 \204,600 \190,000 \209,000
ジムニーシエラ 左右出し サイドマフラー オールステン カーボン 76φ \182,000 \200,200 \186,000 \204,600
ジムニーシエラ 左右出し サイドマフラー オールステン ｽﾃﾝﾚｽ90φ ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾒｯｼｭ \170,000 \187,000 \176,000 \193,600
ジムニーシエラ 左右出し サイドマフラー オールステン ブラッククローム90φ \175,000 \192,500 \182,000 \200,200
ジムニーシエラ 左右出し サイドマフラー オールステン ブルー90φ（ \173,000 \190,300 \178,000 \195,800
ジムニーシエラ 左右出し サイドマフラー オールステン ステンレス90φ \168,000 \184,800 \178,000 \195,800
ジムニーシエラ 左右出し サイドマフラー オールステン ステンスラッシュ 76φ \165,000 \181,500 \172,000 \189,200
ジムニーシエラ 左右出し サイドマフラー ハーフステン カーボン 90φ \180,000 \198,000 \184,000 \202,400
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ジムニーシエラ 左右出し サイドマフラー ハーフステン カーボン 76φ \176,000 \193,600 \180,000 \198,000
ジムニーシエラ 左右出し サイドマフラー ハーフステン ｽﾃﾝﾚｽ90φ ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾒｯｼｭ \164,000 \180,400 \170,000 \187,000
ジムニーシエラ 左右出し サイドマフラー ハーフステン ブラッククローム90φ \169,000 \185,900 \176,000 \193,600
ジムニーシエラ 左右出し サイドマフラー ハーフステン ブルー90φ（ \167,000 \183,700 \172,000 \189,200
ジムニーシエラ 左右出し サイドマフラー ハーフステン ステンレス90φ \162,000 \178,200 \172,000 \189,200
ジムニーシエラ 左右出し サイドマフラー ハーフステン ステンスラッシュ 76φ \159,000 \174,900 \166,000 \182,600
ロッキー・ライズ 右片側2本出し サイドマフラー スクエア \100,000 \110,000 \103,000 \113,300
ロッキー・ライズ 右片側2本出し サイドマフラー クリアカーボン \142,000 \156,200 \145,000 \159,500
ロッキー・ライズ 右片側2本出し サイドマフラー ブラッククローム90φ \128,000 \140,800 \131,000 \144,100
ロッキー・ライズ 右片側2本出し サイドマフラー ステン90φ \128,000 \140,800 \131,000 \144,100
ロッキー・ライズ 右片側2本出し サイドマフラー ステンスラッシュ 90φ \100,000 \110,000 \103,000 \113,300
ロッキー・ライズ 右片側2本出し サイドマフラー オーバルブラック \115,000 \126,500 \118,000 \129,800
ロッキー・ライズ 右片側2本出し サイドマフラー オーバルブルー \115,000 \126,500 \118,000 \129,800
ロッキー・ライズ 右片側2本出し サイドマフラー オーバルステン \115,000 \126,500 \118,000 \129,800

IS350 左右2本出しマフラー \150,000 \165,000 \154,000 \169,400
SC430 エアロ専用 左右2本出マフラー \150,000 \165,000 \165,000 \181,500
SC430 中間ストレート \68,000 \74,800 \78,000 \85,800
LS460 マフラー（販売終了） \178,500 \196,350 販売終了 販売終了

アル・ヴェル30 メタルキャタライザー 可変バルブセット \200,000 \220,000 \220,000 \242,000
アル・ヴェル30 オールステン マフラーレスマフラー タイコ付き \105,000 \115,500 \115,000 \126,500
アル・ヴェル30 オールステン マフラーレスマフラー \90,000 \99,000 \100,000 \110,000
アル・ヴェル30 ハーフステン マフラーレスマフラー タイコ付き \85,000 \93,500 \95,000 \104,500
アル・ヴェル30 ハーフステン マフラーレスマフラー \70,000 \77,000 \80,000 \88,000
アル・ヴェル30 マフラー左右1本出　117×80オーバル×2（販売終了） \120,000 \132,000 販売終了 販売終了
アル・ヴェル30 マフラー右　2本出　117×80オーバル×2（販売終了） \68,000 \74,800 販売終了 販売終了
アル・ヴェル30 マフラー右　1本出　117×80オーバル×1（販売終了） \58,000 \63,800 販売終了 販売終了
マークXZIO エアロ専用 左右１本出 117×80オーバル×2　マフラー \140,000 \154,000 \155,000 \170,500
マークXZIO 左右2本出 117×80オーバル×4 マフラー(2.4L) \160,000 \176,000 \168,000 \184,800

汎用 マフラーカッター（1個から2個左右セットへ変更となります。） \12,000 \13,200 \30,000 \33,000
オデッセイRB マフラーカッターリアバンパースポイラー タイプ２専用 \48,000 \52,800 \54,000 \59,400

その他
シートベルト カラーチェンジシートベルト \15,000 \16,500 \17,000 \18,700

ステッカー・デカール
デカール オリジナル サイドデカール タイプ1（マットブラック） \20,000 \22,000 \28,000 \30,800
デカール オリジナル サイドデカール タイプ1（マットブラック）軽⾃動⾞サイズ \18,000 \19,800 \25,000 \27,500
デカール オリジナルサイドデカール タイプ1（LAME Ver）　 \28,000 \30,800 \38,000 \41,800
デカール オリジナルサイドデカール タイプ1（LAME Ver）軽⾃動⾞サイズ \26,000 \28,600 \33,000 \36,300
デカール オリジナルサイドデカール タイプ2（マットブラック） \20,000 \22,000 \28,000 \30,800
デカール オリジナルサイドデカール タイプ2（マットブラック）軽⾃動⾞サイズ \18,000 \19,800 \25,000 \27,500
デカール オリジナルサイドデカール タイプ2（LAME Ver） \28,000 \30,800 \38,000 \41,800
デカール オリジナルサイドデカール タイプ2（LAME Ver）軽⾃動⾞サイズ \26,000 \28,600 \33,000 \36,300

※上記タイプ1とタイプ2のマットブラックのデカールは、
マットブラック・ガンメタ・シルバーの3色ラインナップになります。

センターライン オリジナルセンターライン（マットブラック・シルバーガンメタ・ブラックラメ） \36,000 \39,600 \40,000 \44,000
センターライン オリジナルセンターライン ブラッシュド \45,000 \49,500 \55,000 \60,500

デコライン DECO-LINE　TYPE1〜3　マットブラック \12,000 \13,200 \15,000 \16,500
デコライン DECO-LINE　TYPE3　LAME Ver \14,000 \15,400 \16,000 \17,600
デコライン DECO-LINE　TYPE4　LAME Ver \15,000 \16,500 \17,000 \18,700


