
フロントリップスポイラー 2020.05　更新

　ＦＲＰ　￥４９，５００＋税 VR Muffler　￥４４，０００＋税

　カーボン　￥９３，５００＋税 テールピース交換タイプ、ステンレス

純正リップ交換タイプ メイン６０φ　テール１００φ　

ＦＲＰ無塗装、カーボンクリア塗装済み 近接排気音　９５ｄＢ、新基準不可

インナーサイレンサー付属

ＧＴ－Ｗｉｎｇ

　ＦＲＰ　￥７７，０００＋税 ﾁﾀﾝﾏﾌﾗｰｶｯﾀｰ ￥１１，０００＋税

　カーボン　￥１４３，０００＋税 １００Φ用

高さ２段、角度３段調整 ＶＲマフラー用チタンマフラーカッター

ＦＲＰ無塗装、カーボンクリア塗装済み ネジ一本で固定でき前後に

スライド調整もできます

サイドアンダーボード ﾏﾌﾗｰとｾｯﾄ価格￥５２，８００＋税

　ＦＲＰ　￥４８，５００＋税

　カーボン　￥６６，０００＋税 ｾﾝﾀｰｽﾄﾚｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ　￥１５，０００＋税

純正サイドスカートに、専用ステーと ｾﾝﾀｰｻｲﾚﾝｻｰを除去するﾊﾟｲﾌﾟ

フロント牽引フック　￥１３，０００＋税 エアクリ導風板 タッピングネジで取付　無塗装です。 排気効率のｱｯﾌﾟ　

純正フック取付位置に装着出来ます。 　　黒塗装　￥１２，０００＋税 純正ﾏﾌﾗｰのカットが必要

折り畳み式になっています。 　　アルマイト　￥１３，０００＋税 リヤボルテックスジェネレーター 新基準ﾏﾌﾗｰ車には不可

吸気効率アップ 　ＦＲＰ　￥４４，０００＋税

無加工で取付可能です 　カーボン　￥５５，０００＋税 ﾗｼﾞｴﾀﾎｰｽｷｯﾄ ￥２４，０００＋税

リヤ牽引フック　￥１１，０００＋税 ﾘﾔﾊﾞﾝﾊﾟｰ下面に１ｯ箇所穴開け 純正ラジエタホース交換タイプの

リヤ牽引フックに挟み込んで取付ます ｱﾙﾐｻｸｼｮﾝﾊﾟｲﾌﾟ　￥２７，５００＋税 が必要です。　無塗装です。 サムコ製　レッド、ブルーあり

多少加工が必要になる場合があります 全体は６０φで接合部のみ

絞込みで５０φに リヤデフューザー エンジンオイルクーラーキット

ホースはサムコ製　 本体＋ＦＲＰフィン左右￥５０，５００＋税 　サーモ有り：￥１３２，０００＋税

フロントタワーバー　￥１９，５００＋税 ブルー/レッド有り 本体＋ｶｰﾎﾞﾝﾌｨﾝ左右￥５５，０００＋税 サーモは７５度で開閉

純正交換タイプのタワーバーです。 本体＋ＦＲＰフィン４本￥６６，０００＋税 コアは、右バンパー内に設置

ブラケットはガンメタ ｲﾝﾃｰｸﾊﾟｲﾌﾟｷｯﾄ　￥４４，０００＋税 本体＋ｶｰﾎﾞﾝﾌｨﾝ４本￥７７，０００＋税

アッパー部は純正より強度アップ 前期MT、CVT用 本体アルミ、フィンがFRP ｏｒ　カーボン ｱﾙﾐｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙｷｬｯﾌﾟ　￥９，５００＋税

５５Φ、アルミパイプです。 レッドアルマイト

レッド、ブルーホースあり ｶｰﾎﾞﾝﾅﾝﾊﾞｰﾎﾙﾀﾞｰ　￥１１，０００＋税 滑り止めのローレット加工

リヤタワーバー　￥１９，５００＋税 カーボン製で、ちょっとだけナンバーを

リヤショックと共締めする スーパーインテークパイピングキット
斜めすることができま
す。 ｵｲﾙﾚﾍﾞﾙｹﾞｰｼﾞﾌｯｸ　￥３，０００＋税

タワーバーです。 　　　　　　￥４４，０００＋税 バンパーを外さずに、 エンジンオイルのレベルゲージに

左右のフタを外す必要があります。 ５５Φ、アルミパイプです。 タッピングネジで取り付けます。 付けるだけです

後期ＭＴ車専用 ワンタッチでロックの解除が出来ます

リヤピラーバー　￥１７，５００＋税 レッド、ブルーホースあり ブルードアミラー￥１０，０００＋税

リヤシートベルトの取付ネジに ヒーテッドミラー用　￥１１，０００＋税 純正ﾚｶﾛﾛｰﾎﾟｼﾞﾚｰﾙ \２６，０００＋税

共締めします。 後期ＭＴﾛｱパイプ　￥１７，５００＋税 純正ミラーに貼るだけです ＳＰダウンﾚｰﾙ \２７，５００＋税

開口部の大きいハッチバック車 ＣＶＴﾛｱパイプ　￥２２，０００＋税 熱伝導シートを入れてありますので 前期純正ﾚｶﾛｼｰﾄを約45mmﾛｰﾎﾟｼﾞ

なのでお薦めです ＣＶＴ用は前期ＭＴに装着可 ヒーテッドミラーにも対応 なります。左右設定あり。

レッド、ブルーホースあり シフト操作が純正では遠く感じられる

ｾﾝﾀｰﾌﾛｱｰバー　￥２２，０００＋税 ＷＯＲＫ　”極” と思いますがローポジにすることで

フロアで、左右を繋ぐ補強バーです。 純正ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾎｰｽｷｯﾄ\３９，５００＋税 　グリミットシルバー ￥１６６，４００＋税 ベストポジションになります。

シートベルトのネジと共締めになります 純正ホースを交換タイプ 　ホワイト、マッドブラック、 　　06,07用 ﾚｶﾛSRなど\26,500+税で別途設定あり

サムコ製。前期MT、CVT用 　アッシュドチタン　￥１５６，８００＋税 ﾌﾙﾊﾞｹ用￥28,500+税で別途設定あり

ｾﾝﾀｰﾓﾉｺｯｸバー　￥１９，５００＋税 レスポンスアップ、耐久性アップ 　センターキャップ　　￥１２，０００＋税 後期純正ﾚｶﾛｼｰﾄを約30mmﾛｰﾎﾟｼﾞに

フロア下で、左右を繋ぐ補強バーです。 になります。 単品あり １７インチ　８Ｊ　＋３５　４Ｈ　１１４．３ します。左右設定あり。

車高調必須になります。 高さ２段階、Ｈｉが15ｍｍダウン

Ｉ／Ｃ出口ホース　￥７，５００＋税 車検ギリギリサイズなので Ｌｏｗが30ｍｍダウンになります。

後期ＭＴ車用、当店I/C用 干渉、車検等は注意して下さい。 右のみ50ｍｍダウンのｽｰﾊﾟｰﾀﾞｳﾝ有

ｾﾝﾀｰﾓﾉｺｯｸOPﾊﾞｰ ￥２４，５００＋税 サムコ製　レッド、ブルーあり 推奨タイヤサイズ　215/40-17 　　　08以降用

センターモノコックバーのオプションで ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄｲﾝﾅｰｶﾗｰ　￥７００＋税

前後を繋ぐ２本の補強バーです。 純正パイピングホースキット　A リヤ強化ブッシュ 後期モデルで社外ﾚｰﾙに装着時

　　　　　　￥９，０００＋税 　　アッパー　廃番 ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄの差し込み口を純正同様に

スロットル前のＬ型ホースです。 　　ロア　　￥１４，５００＋税 動くようにするカラー

リヤモノコックバー　￥１９，５００＋税 サムコ製　ブルー 『純正品に近い』形状とする事でショック

リヤエンドのフロア下で を積極的に動かせるようにしました。 簡易ﾌﾞｰｽﾄｱｯﾌﾟｷｯﾄ　￥１６，５００＋税

左右を繋ぐバーです。 エアクリＢＯＸ　￥６６，０００＋税 Low/Hiの２段調整

※ﾏﾌﾗｰによっては装着不可有り フィルターは前面、側面２箇所 車高調　YR-S2 純正の約0.1～0.2Kアップできます。

　寒冷地仕様も取付可 　　標準仕様：￥１９５，０００＋税

純正ダクトが装着可能 　　Ｓｗｉｆｔバネ仕様：￥２２０，０００＋税 エアクリパワーネット

3連ｶｰﾎﾞﾝﾒｰﾀｰﾌｰﾄﾞ￥２２，０００＋税 交換フイルター￥８，０００＋税/１枚 Ｆ：減衰15段調整　単筒式倒立ショック 　　純正BOX用：￥４４，０００＋税

カーボン製６０φ３連　 　キャンバー調整付きピロアッパー 　　ＹＲ　ＢＯＸ用：￥４９，５００＋税

取り付けは両面テープです ブローオフホース　￥８，５００＋税 Ｒ：減衰15段調整　単筒式正立ショック ｴｱｸﾘﾌｨﾙﾀｰの後ろとｻｸｼｮﾝに

純正ホースを交換タイプ 　車高アジャスター付 入れるだけでﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟします

サムコ製　レッド、ブルーあり Ｓｗｉｆｔ仕様はﾊﾞﾈﾚｰﾄ選択可 特に、低中速がアップ

カーボンＡピラーメーターフード

　　シングル￥１６，５００＋税 樹脂皮膜剤　￥５，０００＋税 ナビバイザー　￥６，５００＋税

　　ダブル　￥２２，０００＋税 ビッグスロットル　加工費￥46,500+税 樹脂部皮膜をつくり光沢を復活 両面テープで取り付けるだけです。

取り付けは両面テープとタッピング 約10%(直径で2mm)拡大 吸気効率ｱｯﾌﾟ ＶｅｒＲにお勧め 他車種兼用の為、多少ﾏｯﾁﾝｸﾞ感が

ねじです　６０φ用 純正ECUにも対応 全体に塗って４～５回は使えます ありません

純正お預かり加工です。納期約２週間

メーターステー　　￥３，０００＋税 新品の場合は、 カーボンミラーカバー　￥１１，０００＋税

純正メータフードにＥＶＣ、スロコンなど 純正部品代＋加工費になります。 ﾚｰｼﾝｸﾞｻｲﾚﾝｻｰ　￥９，０００＋税 純正ミラーにかぶせ貼るだけ

四角電子パーツを取付可能な 当店ﾏﾌﾗｰ用で、音質がﾚｰｼｰになります 薄くなっていますのでワイドミラーも

メーターステー　　左右設定あり ブレーキ導風板　￥１７，５００＋税 付属のｻｲﾚﾝｻｰと同様の 取付可能です

やわらかい材質なので摺ったときも 取付方法

予備電源コネクタ　￥３，５００＋税 車体へのﾀﾞﾒｰｼﾞはほとんどありません アルミフットレスト　￥１０，０００＋税

常時電源（バックアップ）、ＡＣＣ電源、 専用ステーで取り付けは簡単 ストレートマフラー　￥７７，０００＋税 ３ｍｍアルミをレザーでカットした

イルミの３つです。 第二触媒以降～エンドまで　 ものです。

ｸﾞﾛｰﾌﾞﾎﾞｯｸｽを外して、ﾋｭｰｽﾞﾎﾞｯｸｽに メイン６０φ　テール１００φ　 取付は４箇所タッピングネジです

差し込むだけです ステンメッシュブレーキホース ※加速音量規制車両には不可

　エンド部ステン　￥３０，５００＋税 インナーサイレンサー付属 フロアマットVer2　

1/8-3/8ｾﾝｻｰｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ 　エンド部ステール￥２４，０００＋税 　　　　　　￥７，５００～１５，５００＋税

            １個：￥９００＋税　　 ステンメッシュにナイロンコーティング エキマニカバー　￥２２，０００＋税 トランクマットVer2

『2個取り付け可能』 エンド部がステンとスチールの 純正交換タイプ 　　　　　　￥７，０００～１３，０００＋税

油温、油圧1/8センサーを ２種類が有り ステンレス製放熱を考え、スリット入り 全部で１６柄あり

エンジンブロックのメクラ栓 受注生産、納期は１週間ぐらいです

に取付けるアダプターです。 ﾏｸﾞﾈｯﾄﾄﾞﾚﾝﾎﾞﾙﾄ  ￥２，５００＋税 ﾎﾞﾝﾈｯﾄﾊﾟﾈﾙ　￥１４，５００＋税 裏地は滑りにくいゴムのブツブツ付き

サビ、耐久性に強い、ステンレス製です 4300Gの強力マグネット 雨水防止のパネル ￥3,000+税　縁取りカラー変更可　5色

純正と交換するだけす 純正カバーに共締め取り付け

ABSﾒｰﾀｰﾌｰﾄﾞ ￥１３，５００＋税 純正ＥＣＵ書換

ABS樹脂製６０φ３連　 オルタネーター　　￥９９，０００＋税 汎用ナンバーフレーム ￥２，６００＋税 　　リミッター変更　￥１５，０００＋税

取り付けは両面ﾃｰﾌﾟ、ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞﾈｼﾞです 発電量UP　80→130A 軽量樹脂製　ｶｰﾎﾞﾝ調　ﾌﾛﾝﾄ､ﾘﾔ共通 　　ﾁｭｰﾆﾝｸﾞﾃﾞｰﾀ仕様￥５０，０００＋税

低抵抗で燃費、ﾚｽﾎﾟﾝｽのUP ﾌﾞﾗｯｸにｼﾙﾊﾞｰ､ﾚｯﾄﾞ､ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝの色有 ＭＴ車のみ

※牽引フック、補強バーは全て車体側の加工、穴あけは不要です。 純正交換タイプ リヤは、封印を外さずに取付可能 詳細スペックはお問い合わせください


