
YR-Advance ｅｋ（B11W）、ＤＡＹＺ
税抜定価 在庫

ek002 アルミエンジンキャップ ¥6,500 ○
ek003-S フロアマットＶｅｒ２　スタンダード ¥7,000 受注生産
ek003-P 　　　　　　　パターン ¥11,000 受注生産
ek003-D 　　　　　　デラックス ¥13,000 受注生産
ek004 ＯＰロック糸 ¥3,000 受注生産
ek005-S ブルーレンズミラー　標準 ¥10,000 ○
ek006-K 　　　　　　　　　　　寒冷地 ¥11,000 ○
ek007 フロントタワーバー ¥15,500 受注生産
ek008 フロントモノコックバー ¥10,500 受注生産
ek009 センターモノコックバー ¥10,500 受注生産
ek010 ピラーバー ¥14,500 受注生産
ek011 フロアーバー ¥14,500 受注生産

YR-Advance　ＧＲＢ，ＧＲＦ，ＧＶＢ，ＧＶＦ
税抜定価 在庫

GRB002 シフトパターン ¥500 ○
GRB003 ｵｲﾙﾚﾍﾞﾙｹﾞｰｼﾞﾌｯｸ ¥3,000 ○
GRB007 オートレベライザー調整ｽﾃｰ ¥4,000 ○
GRB008 マグネットドレンボルト ¥2,500 ○
GRB013 調整スタビリンク　リヤ ¥17,500 ○
GRB021 バッテリーホルダー ¥7,000 ○
GRB038 ＹＲ－Ｓ２車高調 ¥195,000 受注生産

YR-Advance ギャラン/レグナムＶＲ－4（ＥＣ5Ａ、ＥＣ5Ｗ）
税抜定価 在庫

LG003 ﾘﾔﾛｱｱｰﾑﾊﾞｰ ¥19,500 ○
LG004-A ﾛｰﾎﾟｼﾞﾚｰﾙ　Ａ ¥21,000 受注生産
LG004-B ﾛｰﾎﾟｼﾞﾚｰﾙ　Ｂ ¥21,000 受注生産
LG004-C ﾛｰﾎﾟｼﾞレール　Ｃ ¥22,000 受注生産
LG005 ｵｲﾙﾚﾍﾞﾙｹﾞｰｼﾞﾌｯｸ ¥3,000 ○
LG007 アルミオイルキャップ ¥9,500 在庫限り
ＬＧ008-S ブルーレンズミラー　標準 ¥10,000 ○
ＬＧ008-K 　　　　　　　　　　　寒冷地 ¥11,000 ○
ＬＧ009-S フロアマットＶｅｒ２　スタンダード ¥9,000 受注生産
ＬＧ009-P 　　　　　　　パターン ¥14,500 受注生産
ＬＧ009-D 　　　　　　デラックス ¥17,500 受注生産
ＬＧ011 ＯＰロック糸 ¥3,000 受注生産

YR-Advance 汎用品、その他
税抜定価 在庫

YR001 ｲﾝﾅｰｻｲﾚﾝｻｰ脱着棒 ¥1,500 ○



YR002 ゲームレール ¥50,000 受注生産
YR004 オリジナルクーラント ¥7,500 ○
YR005 エンジンカバー ¥26,500 ○
YR007 ひも付き燃料キャップ+台座 ¥3,000 ○
YR008 ５速シフトパターン ¥700 ○
YR009 LEDﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ　ﾀｲﾌﾟS ¥6,500 ○
YR010 LEDﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ　ﾀｲﾌﾟL ¥7,500 ○
YR010-S LEDﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ　ﾀｲﾌﾟL+ｽﾃｯｶｰ ¥9,000 ○
YR011 マグネットドレンボルト ¥2,500 ○
YR012 ６速シフトパターン ¥700 ○
YR013 樹脂皮膜剤 ¥5,000 ○
YR014 カーボンミラーカバー ¥11,000 ○
YR015-B B型バッテリーホルダー ¥7,000 ○
YR015-D D型バッテリーホルダー ¥7,000 ○
YR016-10 三菱用シフドノブカラー ¥2,000 ○
YR016-12 スバル用シフドノブカラー ¥2,000 ○
YR018 ナンバーフレーム ¥2,600 ○

YR-Advance ミラージュ(A05A)
税抜定価 在庫

M0001 フロント牽引フック ¥13,000 ○
M0001-CL フロントカラー牽引フック ¥1,500 ○
M0002 アルミエンジンキャップ ¥6,500 ○
M0003 ｵｲﾙﾚﾍﾞﾙｹﾞｰｼﾞﾌｯｸ ¥3,000 ○
M0004-S フロアマットＶｅｒ２　スタンダード ¥7,500 受注生産
M0004-P 　　　　　　　パターン ¥13,000 受注生産
M0004-D 　　　　　　デラックス ¥15,500 受注生産
M0005 ＯＰロック糸 ¥3,000 受注生産
M0006 フロントタワーバー ¥14,500 受注生産
M0007 トランクバー ¥12,000 受注生産
M0008 ロアアームバー ¥12,000 受注生産

YR-Advance アウトランダー（ＣＷ５Ｗ）
税抜定価 在庫

A001 カーボンナンバーホルダー ¥11,000 ○
A002 カーボンパドルカバー ¥19,500 ○
A003 予備電源ハーネス ¥3,000 ○
A004 アルミエンジンキャップ ¥6,500 在庫限り
A005 フロントタワーバー ¥19,500 ○
A006 ピラーバー ¥17,500 ○
A007 フロントモノコックバー ¥15,500 ○
A008 センターモノコックバー ¥19,500 ○
A009 Ｒロアアームバー ¥15,500 ○
A011-S フロアマットＶｅｒ２　スタンダード ¥7,500 受注生産
A011-P 　　　　　　　パターン ¥13,000 受注生産



A011-D 　　　　　　デラックス ¥16,500 受注生産
A012-S フロアマットＶｅｒ２　スタンダード ¥15,500 受注生産
A012-P 　　　　　　　パターン ¥24,000 受注生産
A012-D 　　　　　　デラックス ¥26,500 受注生産
A013 ＯＰロック糸 ¥3,000 受注生産

YR-Advance　ブレーキパッド
税抜定価 在庫

ＹＲ-ＤＬ-Ｂ ＹＲ－ＤＬ　ブレンボ車 ¥28,000 受注生産
ＹＲ-ＤＬ ＹＲ－ＤＬ ¥27,000 受注生産
ＹＲ-Ｃ1-Ｂ ＹＲ－Ｃ１　ブレンボ車 ¥12,000 受注生産
ＹＲ-Ｃ１ ＹＲ－Ｃ１ ¥11,000 受注生産
ＹＲ-Ｃ２-Ｂ ＹＲ－Ｃ２　ブレンボ車 ¥20,000 受注生産
ＹＲ-Ｃ２ ＹＲ－Ｃ２ ¥18,000 受注生産
ＹＲ-Ｓ1-Ｂ ＹＲ－Ｓ１　ブレンボ車 ¥11,000 受注生産
ＹＲ-Ｓ1 ＹＲ－Ｓ１ ¥10,000 受注生産


