
海外仕様エンブレム＆デカール 三菱純正＆海外三菱製他

同じ車でも、海外では、チョット違うネーミング　COLT、SHOGUN、MONTERO、L300,L400、SPACE　WAGON,そして　GT,Gti

等いろいろなネーミングです。貴方は欧州派それとも北米派またまたアジア派ですか？　さりげないネーミングの変更は　

ドレスアップのベーシックです。　

　　●掲載部番については、車両用、大型、建機他三菱関連海外製や車両以外のものもありますので、弊社参考部番での他社への

　　　問合せ等はご遠慮お願いします。（かならずシグマ部番のなになにと、問合せお願いします）

　　●画像は拡大/縮小しております。画像での大きさの判断はご遠慮ください。かならずサイズ欄を参照願います。

　　●シール類及びハイボスタイプマーク類の画像不鮮明は保護シールのためです。 　　　　　平成２９年１０月現在

　部　　　番 　　品　　　　名 材質 　　形　　状 　サ　イ　ズ 　　備　　　　考 　価　　　格

M6192140 マーク　赤 樹脂 純正 32mm フラット　 汎用貼付け　リアパネル他 ¥1,200

M192317R マーク　ゴールド 32mm ¥1,200

M5545210 マーク　シルバー　(廃番） 32mm ¥0

MK0007-4R マーク　赤 スリーダイヤ 海外 30mm ¥1,000

MK0007-4S マーク　シルバー 30mm ¥1,000

MK0131 マーク　カーボン　(廃番） 30mm ¥0

M6193110 マーク　赤 純正 45mm R/少 貼付け　グランディス他 ¥1,900

M8213900 マーク　赤 50mm R/少 貼付け　ランサーCB他 ¥2,450

M574149R マーク　赤 純正（EXP) 49mm R/大 貼付け　ランサーCSグリル他 ¥1,800

M573174R マーク　クローム 純正 56mm フラット　 貼付け　ランサーCS他 ¥1,500

M520322R マーク　クローム 48mm R/少 ¥1,500

MK0007-2R マーク　赤 海外 57mm フラット 汎用貼付け　ランサー他 ¥1,500

MK-073 マーク　シルバー 57mm ¥1,500

MK0133 マーク　カーボン 57mm ¥1,500

M6964500 マーク　シルバー 純正（EXP) 62mm R/少 貼付け　ランサーCS他 ¥3,950

CW738915 マーク　クローム 海外 63mm フラット ¥1,400

M5672060 マーク　赤 純正（EXP) 64mm 足付 RVRグリル専用（除くSG) ¥1,770

M6196040 マーク　赤　　(廃番） 72mm R/少 欧州スタリオン他 ¥0

M520510R マーク　クローム 純正 70mm R/少 貼付け　ランサーCS他 ¥1,650

M6192070 マーク　赤 純正（EXP) 77mm 足付 E39　EXPグリル専用 ¥2,100

MZ554567 マーク　ゴールド　(廃番） 77mm フラット 貼りつけ　ランサー他 ¥0

M957902R マーク　赤 80mm R/少 貼付け　EVO-7　リア他 ¥2,800M957902R マーク　赤 80mm R/少 貼付け　EVO-7　リア他 ¥2,800

M957901R マーク　赤 90mm ネジ止め　EVO-7　グリル他 ¥2,800

M108682R マーク　赤 純正 77mm フラット　 貼付け　EVO-6　リア他 ¥3,300

M6463690 マーク　赤 100mm 汎用貼付け　 ¥2,900

M6194170 マーク　赤 100mm 足付 LO　PAJEROグリル専用他 ¥2,600

M5545610 マーク　ゴールド　(廃番） 100mm PAJERO　io　グリル専用 ¥0

MK0007-1R マーク　赤　　　　　(廃番） 海外 100mm フラット　 汎用貼付け　L300/400他 ¥0

MK0095S マーク　シルバー 100mm ¥1,900

MK0134 マーク　カーボン　(廃番） 100mm ¥0

BELLI-13 マーク　赤/黒　円形(廃番） アルミ 45mm 汎用貼付け　ホイール他 ¥0

＊ご注意願います。

各スリーダイヤマークは、それぞれ

縁取り有り、また無し、塗装色、メッキ

仕上げ等いろいろと細かいところが相違

しますので、サイズを確認後、外観等は

メール又は電話にてご確認願います。

　　　　　　●各種スリーダイヤエンブレムの画像例です。詳細は各部番をご参照願います。

M6192300 リアマーク　黒/クローム 樹脂 スリーダイヤ 純正 30x215mm フラット 汎用貼付け全車 ¥4,500

M7867990(廃番） リアマーク　赤クローム ＆ 純正（EXP) 30x190mm ¥0

M707665R(廃番） リアマーク　白/クローム MITSUBISHI 純正（EXP) 30x190mm ¥0

M7867970(廃番） リアマーク　銀/クローム （一体型） 純正（EXP) 30x190mm ¥0

MZ554506(廃番） リアマーク　黒/ゴールド 純正 30x190mm ¥0

MZ554550(廃番） リアマーク　黒/ゴールド 分割式 ¥0

M2899000 リアマーク　黒/クローム MITSUBISHI 純正（EXP) 27x175mm ¥1,000

M2924140(廃番） リアマーク　黒/クローム のみ 純正（EXP) 37x247mm 汎用貼付け　L300/400他 ¥0

M3170400 リアマーク　黒/シルバー アルミ 一体型 純正（EXP) 31x260mm 貼付け　V20/40　番号灯の上 ¥1,200

LM-025　(廃番） マルチマーク黒/クローム 海外 20x145mm 汎用貼付けOP全車 ¥0



　部　　　番 　　品　　　　名 材質 　　形　　状 　サ　イ　ズ 　　備　　　　考 　価　　　格

LM-099 マルチマーク黒/クローム 海外 35x145mm ¥1,800

M300667R リアマーク　ゴールド 樹脂 CHALLENGER 純正（EXP) 25x520mm ハイボス ナンバープレート上 ¥4,400

M5946840(廃番） リアマーク　MMC 全車 純正 25x82mm クローム ¥0

　　　例MZ554506 MITSUBISHIマークの形状 　　　　例M2899000　MITSUBISHIマークの形状 LM-025

　　　　M3170400 　　　　LM-099 　　M5946840

M8823450(廃番） マーク　COLT　 樹脂 MIRAGE 純正（EXP) 22x126mm クローム 貼付け/フェンダー＆リア他 ¥0

M1177540(廃番） マーク　COLT　(在庫のみ） ＆　ASTI 純正（EXP) 22x126mm ホワイト ¥0

M7604910(廃番） マーク　COLT　(在庫のみ） 純正（EXP) 17x130mm ガンメタ ¥0

M700249R(廃番） マーク　COLT　 シール 純正（EXP) 12x140mm ¥0

M598529R(廃番） マーク　COLT　 樹脂 純正 40x135mm クローム 貼付け/テールゲート他 ¥0

M2921560(廃番） マーク　COLT　 純正（EXP) 18x100mm Mirage/Asti ¥0

M3468580 マーク　COLT　VISTA　 純正（EXP) 31x197mm 貼付け　for　DODGE(在庫のみ） ¥1,700

CH350 デカール　COLT　VISTA　 シール 海外 16x220mm シルバー 貼付け　for　DODGE(在庫のみ） ¥1,500

M300884N マーク　CZC　for　COLT 樹脂 海外 32x90mm クローム/レッド 貼付け　欧州COLT　CZC ¥2,500

M8818110 マーク　CHAMP　 樹脂 純正（EXP) 25x210mm クローム 貼付け　US　MIRAGE ¥1,900

M8823450 M1177540 M7604910     M700249R

    M2921560 M598529R

M3468580 M300884N

CH350

M8818110

M700241R(廃番） デカール　EAGLE　 純正（EXP) 25x225mm ブラック DODGE COLT (UＳ仕様） ¥0

M700245R(廃番） デカール　DODGE 純正（EXP) 25x225mm ブラック ¥0

M8823460 マーク　GLX　 樹脂 純正（EXP) 22x100mm クローム 丸文字 ¥1,800

M8823480(廃番）０ マーク　GＴｉ 純正（EXP) 22x82mm クローム 丸文字(在庫のみ） ¥1,800

M8592720 マーク　GＬｉ 純正（EXP) 31x40mm クローム 丸文字 ¥1,930

CW605614 マーク　SE 海外 24x65mm クローム 丸文字 ¥800

CW604535 マーク　ｉ 海外 12x26mm クローム 丸文字 ¥400

M700241R M700246R

             M8823460 M8823480             CW605614 CW604535       M8592720

M245100R マーク　LANCER GTｉ 樹脂 LANCER 純正（EXP) 23x257mm ガンメタ 貼付け/リア他(在庫のみ） ¥2,800

M9527730 マーク　LANCER GL 純正（EXP) 23x257mm ¥2,800

M478299R マーク　LANCER 純正 20x190mm レッド 斜体文字/貼付け/リア他 ¥3,550

M245075R マーク　LANCER 純正 20x190mm クローム ¥2,600

M0832880 マーク　LANCER 純正 44x155mm 筆記体/斜体文字/貼付け/リア他 ¥1,500

M0828160(廃番） マーク　LANCER 純正 38x130mm ﾋﾟﾝ止/ｽﾋﾟｰﾙﾅｯﾄ付 ¥0

M1532830 マーク　LANCER 純正 38x130mm 貼付けゴシック体 ¥2,500

7415A008 マーク　LANCER 純正 12x115mm ブラック 貼付けガンメタ風ブラック ¥1,500

M573176R マーク　LANCER 純正 19x105mm B/クローム 貼付けエポキシ樹脂製 ¥1,400

SCW737432(廃番） マーク　LANCER 海外 17x420mm シルバー 貼付けハイボス/リアパネル ¥2,300

CW752026 マーク　LANCER 海外 25x120mm クローム 斜体文字/貼付け/リア他 ¥1,400

CW760832 マーク　LANCER SPRIT ソフト樹脂 海外 30x125mm ブルー 貼付けエポキシ樹脂製 ¥950



　部　　　番 品　　名/文字 　材　　質 　　適　　　応 　サ　イ　ズ 　外　　　観 　　備　　　　考 　価　　　格

7415A112 マーク　LANCER 樹脂 純正 20x180mm クローム 貼付け ¥2,600

7415A213 マーク　LANCER 純正 12x113mm クローム 貼付け ¥1,300

MZ554567(廃番） マーク　LANCER　CEDIA 樹脂 純正 18x280mm ゴールド 貼付け ¥0

CW743591.9 マーク　VIRAGE　ｉｏ 海外 38x53mm クローム CMC　LANCER ¥1,900

M204804N マーク　LANCER　Fortis 37x145mm クローム CMC　LANCER　Fortis ¥2,800

M245100R M9527730

M478299R M245075R

M0832880

M0828160 M1532830

7415A008 SCW737432

M573176R MZ554567          CW743591.9

CW752026 　　CW760832

M204804N

7415A112

　7415A213

M2450670 マーク　GLX 樹脂 LANCER 純正（EXP) 18x105mm クローム 貼付け　斜体文字 ¥1,400

M2450650 マーク　GL 純正（EXP) 19x70mm クローム ¥1,300

M2450680 マーク　ｉ 純正（EXP) 18x19mm クローム ¥900

M957917R マーク　ＥＳ Fortis 純正（EXP) 22x52mm クローム 貼付け　斜体文字 ¥1,800

M9579180 マーク　ＬＳ 純正（EXP) 22x52mm クローム ¥1,800

7415A209 マーク　GT 純正（EXP) 22x67mm クローム ¥2,000

7415A226 マーク　EX 純正（EXP) 30x75mm クローム ¥2,000

M5545520(廃番） マーク　EXCEED LANCER 純正 18x110mm ゴールド ¥0

M3612170(廃番） マーク　TURBO 純正（EXP) 24x157mm クローム ターボ車共通 ¥0

CW724579 マーク　SPORT　MODE 6S 海外 17x222mm クローム LANCER　CVT３分割 ¥2,100

M175347N マーク　SPORT　BACK 純正（EXP) 13x140mm クローム LANCER　WAGON　(USA) ¥2,420

M245062R マーク　GSR 純正 22x107mm レッド/クローム ¥2,750

　　M2450670 M2450650　　　　　　　　　　　　　　M2450680 M9579170 M9579180 　　　　　　　　M5545520

   M3612170 　　　　　　　　　　M175347N　 CW724579

M245062R 7415A226 　　　　　　　　7415A209



　部　　　番 品　　名/文字 　材　　質 　　適　　　応 　サ　イ　ズ 　外　　　観 　　備　　　　考 　価　　　格

M154916N マーク　EVOLUTION 樹脂 LANCER 純正 22x178mm クローム ¥2,450

M1347480 マーク　EVOLUTION 純正 18x98mm カーボン風 エポキシ樹脂製 ¥1,200

M951189R マーク　EVOLUTION 純正 9x125mm ガンメタ いぶし銀風 ¥3,200

8011A251 マーク　L/EVOLUTION 純正 18x98mm カーボン風 エポキシ樹脂製 ¥1,500

8011A017 マーク　L/EVOLUTION　MR アルミ 純正 18x98mm 黒/赤/銀 ¥1,200

7415A007 マーク　EVOLUTION　MR 樹脂 純正 20x230mm ガンメタ/赤 ¥3,400

7415A162 マーク　MR 純正 22x85mm レッド ¥1,000

M300579R マーク　ＬＡＮＣＥＲ　ＩＶ 純正 23x215mm クローム ＩＶ/レッド ¥4,000

M388458R マーク　ＬＡＮＣＥＲ　Ｖ 純正 23X215MM クローム V/イエロー ¥4,150

7415A214 マーク　EVOLUTION 純正 12x190mm クローム ¥2,100

M154916N 8011A017 M951189R

7415A214

8011A251

　　7415A162

M388460R

M300579R

M1347480 7415A007

M604112R デカール　ＬＡＮＣＥＲ　IＶ シール 純正 60x160mm ブラック ＩＶ/レッド ¥1,700

M322395R デカール　ＬＡＮＣＥＲ　IＶ 純正 36x360mm ブラック ＩＶ/レッド ¥2,580

M416742R デカール　ＬＡＮＣＥＲ　V 純正 36x360mm ブラック V/イエロー ¥2,400

M557510R デカール　T/MAKINEN 純正 65x148mm R/シルバー ¥1,400

　　　　　　M604112R M322395R

M108160R マーク　GALANT 樹脂 GALANT 純正（EXP) 18x190mm ガンメタ 貼付けハイボス ¥2,300

M0831410 マーク　GALANT 純正 50x190mm クローム 筆記体/ﾋﾟﾝ止/ｽﾋﾟｰﾙﾅｯﾄ付 ¥2,510

M192514R マーク　GALANT 純正（EXP) 16x475mm クローム 貼付けハイボス/テール/レグナム ¥4,000

M2926800 マーク　SAPPORO 純正（EXP) 25x173mm クローム 貼付け　廃番在庫限り ¥1,500

M1744500 マーク　SAPPORO 純正（EXP) 45x165mm クローム 貼付け　廃番在庫限り ¥1,900

MADGA デカール　POLAR シール 海外 40x260mm ブラック 貼付けGALANT ¥600

Z1697704 デカール　DYNAMIC-4 海外 20x180mm ブラック ¥1,800

M768165R デカール　M/POWER 海外 28x580mm ブラック ¥4,200

M108160R M192514R

MADGA M0831410 Z1697704

M768165R

M2926800 M1744500



　部　　　番 品　　名/文字 　材　　質 　　適　　　応 　サ　イ　ズ 　外　　　観 　　備　　　　考 　価　　　格

M5948630 マーク　GTI-16V 樹脂 E30/39系 純正（EXP) 30x160mm クローム ギャラン/4G63  廃番 ¥0

M5519700 マーク　GLS 純正（EXP) 27x100mm クローム ¥1,400

M0616280 マーク　GSL 純正（EXP) 27x100mm クローム ⇒　廃番 ¥0

M0616270 マーク　GLX 純正（EXP) 27x100mm クローム ¥2,390

M0616260 マーク　GSR 純正（EXP) 27x100mm クローム ¥2,400

M1531760 マーク　GT 純正（EXP) 27x80mm クローム ⇒　廃番 ¥0

M5519720 マーク　I 純正（EXP) クローム ¥1,160

M6774150 マーク　GS-X 純正（EXP) 27x110mm クローム ⇒　廃番 ¥0

M6082980 マーク　DOHC　16　GS 純正（EXP) 30x160mm クローム ⇒　廃番 ¥0

M6964160 マーク　SUPER VR-4 純正 3x79mm クローム ⇒　廃番 ¥0

M6070370 マーク　FULLTIME 4WD 純正 25x95mm クローム ⇒　廃番 ¥0

　　　　　M5948630 M5519700 M0616280 M0616270 M0616260

　　M1531760 　　　　M5519720 M6774150 M6082980

M6964160 M6070370

M108151R マーク　GLI 樹脂 E50/80系 純正（EXP) 20x60mm D/グレイ 貼付け/ソフトハイボスタイプ ¥1,300

M108152R マーク　GLSｉ 純正（EXP) 20x70mm D/グレイ ¥1,300

M108153R マーク　V6-24 純正（EXP) 18x86mm D/グレイ ¥1,300

M108162R マーク　４X4 純正（EXP) 11x58mm D/グレイ ¥1,300

M109957R マーク　VR-4 純正（EXP) 17x130mm D/グレイ ¥2,100

M9524850 マーク　VR 純正（EXP) 20x45mm クローム 貼付けクローム ¥1,500

M9524860 マーク　GL 純正（EXP) 20x45mm クローム ¥1,500

M9524870 マーク　GLS 純正（EXP) 20x60mm クローム ⇒　廃番 ¥0

　　M108151R M108152R M108153R M108162R

M109957R

M9524850 M9524860 M9524870

M300640R マーク　GLS 樹脂 EA/EC系 純正（EXP) 22x100mm クローム 貼付け ¥2,000

M300638R マーク　GLX 純正（EXP) 22x100mm クローム ¥2,000

M300641R マーク　V6-24 純正（EXP) 22x140mm クローム ¥2,400

M416355R マーク　VR-4 純正 19x115mm レッド ¥1,700

M416354R マーク　VR-4　（グリル用） 純正 16x100mm レッド ネジ/ブラケット付 ¥2,180

M557144R マーク　ELEGANCE 純正（EXP) 15x110mm B/クローム 貼付け ¥1,800

M557145R マーク　SPORT 純正（EXP) 15x110mm B/クローム ¥1,800

M8805140 マーク　TUNED BY AMG AMG仕様 純正 20x104mm B/クローム 貼付け ¥1,900

M6468040 マーク　 AMG 純正 38x173mm B/シルバー ⇒　廃番 ¥0

M6466600 マーク　 AMG 純正 15x50mm B/クローム ⇒　廃番 ¥0

M300640R M300638R M300641R M6468040

M416355R

M557144R

M416354R

M8805140        M6466600 M557145R



　部　　　番 品　　名/文字 　材　　質 　　適　　　応 　サ　イ　ズ 　外　　　観 　　備　　　　考 　価　　　格

M7867940 マーク　SIGMA 樹脂 DIAMANTE 純正（EXP) 34x140mm レッド 貼付け欧州ﾃﾞｨｱﾏﾝﾃ ¥2,500

M7867950 マーク　SIGMA 純正（EXP) 34x140mm シルバー 在庫限り ¥2,500

M7796870 マーク　DIAMANTE 純正（EXP) 32x180mm レッド 貼付け北米ﾃﾞｨｱﾏﾝﾃ ¥0

M7796840 マーク　DIAMANTE 純正（EXP) 32x180mm シルバー ⇒　廃番 ¥0

M8801860 マーク　24 純正（EXP) 14x42mm ガンメタ 在庫限り ¥2,210

M9442530 マーク　ES 純正（EXP) 15x66mm ガンメタ ¥1,620

M7867940 M7796870 M8801860

M7867950 M7797840 M9442530

M221442R マーク　CARISMA 樹脂 CARISMA 純正 18x192mm クローム ¥3,300

M3463740 マーク　SPACE　 シャリオ 純正（EXP) 25x136mm クローム 貼付け　シャリオ欧州名 ¥2,000

M3463750 マーク　WAGON　 ＆ 純正（EXP) 25x136mm クローム ¥2,000

M8590050 マーク　SPACE　 グランディス 純正（EXP) 20x80mm クローム 貼付け　グランディス欧州名 ¥2,000

M8597320 マーク　WAGON　 純正（EXP) 20x80mm クローム ¥2,000

M442239R マーク　SPACE　WAGON 純正（EXP) 21x455mm ホワイト 貼付け　ナンバープレート上 ¥4,200

M442241R マーク　SPACE　WAGON 純正（EXP) 21x455mm W/レッド シャリオグランディス欧州名 ¥4,200

M971293R マーク　SPACE　WAGON 純正（EXP) 18x245mm クローム ¥3,300

M8820370 マーク　MITSUBISHI 純正（EXP) 18x410mm シルバー ⇒N10系ナンバープレート上 ¥0

M971292R マーク　スリーダイヤ 純正（EXP) 47x450mm クローム ⇒　廃番 ¥0

M533665R マーク　NIMBUS 純正（EXP) 22x400mm クローム 豪州名 ¥0

M441458R マーク　NIMBUS 純正（EXP) 22x400mm G/クローム ⇒　廃番 ¥0

M221442R M3463740 M3463750

　　　M8590050 M8597320

上/M442239R（ホワイト） 下/M442241R（ワインレッド）

M8820370

M971292R

M533665R

M971293R

M441458R

M5545540 マーク　GRANDIS 樹脂 グランディス 純正 45x220mm ゴールド 斜体文字 ¥0

M5545520 マーク　EXCEED 純正 20x110mm ゴールド ⇒　廃番 ¥0

CW744471 マーク　SAVRIN 海外 25x320mm シルバー GRANDISのCMC海外名 ¥3,200

SMI-CW726357 マーク　EＸi 海外 23x116mm クローム ¥1,200

M5545520 CW744471

M5545540 SMI-CW726357

M8590060 マーク　EXPO 樹脂 RVR/US 純正（EXP) 18x155mm クローム ¥1,800

M8820380 マーク　EXPO　LRV 純正（EXP) 25x240mm ゴールド ハイボス ¥4,500

M8821330 デカール　SPORT シール 純正（EXP) 60x250mm ブルー ¥3,450

M9527490 デカール　SUMMIT　DL 純正（EXP) 24x340mm ¥2,000

M8592710 マーク　SPACE RUNNER 樹脂 RVR/EC 純正（EXP) 19x187mm クローム ¥2,800

M275670R マーク　SPACE RUNNER 純正（EXP) 20x450mm G/クローム ⇒　廃番 ¥0



M8590060 M8820380

M8821330

M9527490

M8592710

M275670R

　部　　　番 品　　名/文字 　材　　質 　　適　　　応 　サ　イ　ズ 　外　　　観 　　備　　　　考 　価　　　格

M4765450 マーク　L200 樹脂 ストラーダ/US 純正（EXP) 22x170mm クローム ¥1,200

7415A090 マーク　L200 トライトン/海外 海外 32x135mm クローム TRITONの海外名 ¥1,950

M2240240 マーク　L200 4WD 海外 65x180mm クローム ¥2,400

7415A092 マーク　STRADA 海外 19x150mm クローム ¥2,800

7415A091 マーク　SPORTERO 海外 44x255mm クローム ¥3,800

M7100310 デカール　MIGHTY MAX シール 純正（EXP) 65x315mm ブラック Mighty Max SPORT ¥2,750

M2546150 マーク　POWER　RAM 樹脂 純正（EXP) 58x160mm クローム ¥2,400

M4765440 マーク　４WD 純正（EXP) 44x175mm クローム グリル専用脚付き ¥2,900

M1534650 マーク　L300 デリカ 純正（EXP) 25x240mm クローム ¥1,900

M191649R デカール　TURBO-D シール 純正（EXP) 13x98mm ゴールド ⇒　廃番 ¥0

M192466R デカール　GLS 純正（EXP) 48x65mm ゴールド ¥1,100

M192468R デカール　GLX 純正（EXP) 48x65mm ゴールド ¥1,100

M221185R マーク　L400 樹脂 デリカSG 純正（EXP) 20x196mm ハイボス ¥1,800

PT-L400 デカール　L400 シール 海外 37x300mm シルバー ¥2,000

CW724553 マーク　SPACE 樹脂 海外 20x110mm クローム ¥980

CW724554 マーク　GEAR 海外 20x98mm クローム ¥980

CW749040HA マーク　SPACE　GEAR 海外 33x472mm シルバー ハイボス ¥4,000

CW727873 マーク　JR 海外 24x50mm C/レッド ¥1,600

CW729706 デコ　JR SPACE GEAR 海外 47x80mm 豪華な楕円径エンブレム ¥2,000

M4765450 7415A090

M2240240

M1534650 M4765440

M192466R       M192468R

M221185R M191649R

PT-L400 CW724553 CW724554

CW727873

M7100310

M2546150

CW749040HA CW729706

7415A092&091



　部　　　番 品　　名/文字 　材　　質 　　適　　　応 　サ　イ　ズ 　外　　　観 　　備　　　　考 　価　　　格

SHOGUN デカール　SHOGUN シール パジェロ/EC 海外 80x335mm シルバー ¥1,600

MADG デカール　COLORADO シール 海外 38x435mm 欧州限定車 ¥900

M7829440 マーク　PAJERO 樹脂 純正（EXP) 22x202mm シルバー 左右フェンダー/海外専用 ¥2,300

M7829450 マーク　PAJERO 純正（EXP) 22x202mm ゴールド ¥2,300

M7829440（シルバー） M7829450（ゴールド）

SHOGUN

MADG

M2923420 マーク　MONTERO 樹脂 パジェロ/US 純正（EXP) 29x236mm クローム 旧型　LO系 ¥2,600

M7872290 マーク　MONTERO 純正（EXP) 22x225mm ゴールド ハイボス　V系 ¥2,000

M7781360 マーク　MONTERO 純正（EXP) 22x225mm シルバー ¥2,000

AMR4SM1F03 マーク　MONTERO 海外 18x270mm ゴールド ＵＳＡ限定 ¥6,500

M361476R マーク　MONTERO 純正（EXP) 11x207mm クローム ブリスター車（マーカ部に装着） ¥3,100

M520115R マーク　MONTERO アルミ 純正（EXP) 31x260mm B/シルバー V60/70　リアナンバー上 ¥1,800

M146697R マーク　MONTERO 樹脂 純正（EXP) 23x246mm クローム ハイボス　ＭＣ後車 ¥2,400

M533439R マーク　MONTERO 純正（EXP) 42x90mm クローム V60/71　左右セット ¥4,000

M146933N マーク　MONTERO 純正（EXP) 65x95mm クローム 左側　20周年記念オーナメント ¥3,000

M146934N マーク　MONTERO 純正（EXP) 65x95mm クローム 右側 ¥3,000

M2923420 M7872290（ゴールド） Ｍ7781360（シルバー）

AMR4SM1F03 M520115R

M146697R

M533439R

M533439R 　　M146993N＆M146934N

M416498R マーク　EVOLUTION 樹脂 パジェロ/US 純正 24x310mm ガンメタ ハイボス ¥4,900

M361643R マーク　EVOLUTION ＆EC 純正 23x325mm ガンメタ ¥4,900

M1741830 マーク　GLX 純正（EXP) 33x70mm クローム ¥1,400

M146695N マーク　GLX 純正（EXP) 22x102mm C/ブラック ソフト樹脂/クロームベース ¥1,200

M146694N マーク　GLS 純正（EXP) 22x102mm C/ブラック ¥1,200

M154440R マーク　3.5　V6　24 純正（EXP) 21x143mm ゴールド ソフト樹脂 ¥3,000

MZ556565 マーク　V6　 純正 27x93mm ゴールド ⇒　廃番 ¥0

AMR4SM1F04 マーク　SR 海外 18x56mm ゴールド ⇒　廃番 ¥0

AMR4SM1F05 マーク　LS 海外 18x56mm ゴールド 在庫限り ¥4,300

M557141R マーク　DI-D 純正（EXP) 25x120mm クローム 海外ディーゼル車 ¥1,500

M416810R マーク　GDI 純正 25x115mm クローム ¥1,300

M557599R マーク　LIMITED 純正（EXP) 17x122mm グレイ ハイボス ¥1,800

M557600R マーク　LIMITED 純正（EXP) 17x122mm D/シルバー ¥1,800

M416498R/M361643R M1741830 M146695N



M154440R AMR4SM1F05 AMR4SM1F04 M146694R

　　　　M557141R　　　　　　　　　　　　　M557600R 　　　　　　　　　M557599R/M557600R 　　　　　　　　　MZ446565

　部　　　番 品　　名/文字 　材　　質 　　適　　　応 　サ　イ　ズ 　外　　　観 　　備　　　　考 　価　　　格

M478871R マーク　MONTERO io シール PJイオ/US 純正（EXP) 25x260mm B/シルバー リアナンバー上 ¥2,000

M2926770 マーク　CHALLENGER 樹脂 チャレンジャー 純正（EXP) 40x227mm B/クローム DODGE仕様 ¥2,300

M2926780 マーク　CHALLENGER 純正（EXP) 25x227mm B/クローム ¥2,100

M520701R マーク　MONTERO SPORT 純正（EXP) 44x150mm ガンメタ ハイボス ¥1,700

M520760R マーク　MONTERO SPORT 純正（EXP) 44x150mm シルバー ¥1,700

M3612150 マーク　CONQUEST STARION/US 純正（EXP) 33x260mm B/クローム ⇒　廃番 ¥0

M3612160 マーク　CONQUEST (在庫品限り） 純正（EXP) 33x260mm B/クローム ⇒　廃番 ¥0

M1993150 マーク　TECHNICA 純正（EXP) 15x173mm B/クローム US仕様 ¥1,500

M2923600 マーク　IMPORTED 　FOR 純正（EXP) 18x137mm B/クローム ⇒　廃番 ¥0

M478871R M1993150

M2926770

M2926780

M3612160 M520701R/ ガンメタ M520760R/シルバー

M3612150 M2923600

　部　　　番 品　　名/文字 　材　　質 　　適　　　応 　サ　イ　ズ 　外　　　観 　　備　　　　考 　価　　　格

M6431520 デカール　ECLIPS　GSX シール ECLIPSE 純正（EXP) 32x395mm B/レッド ⇒　廃番 ¥0

M716504R デカール　GSX シール 純正（EXP) 20x110mm ブラック ¥0

M716498R デカール　RS シール 純正（EXP) 20x70mm ブラック ¥0

MR300307 マーク　SPIDER 樹脂 純正（EXP) 23x170mm D/シルバー ハイボスカル特殊文字 ¥0

M8594550 デカール　AWD シール 純正（EXP) 31x140mm R/ブラック ¥0

M716504R

M6431250

M716498R

M8594550 MR300307

　部　　　番 品　　名/文字 　材　　質 　　適　　　応 　サ　イ　ズ 　外　　　観 　　備　　　　考 　価　　　格

M7770820 マーク　３０００GT　VR-4 樹脂 GTO 純正（EXP) 22x353mm シルバー ハイボス　輸出全車 ¥6,160

M7770830 マーク　３０００GT　VR-4 純正（EXP) 22x353mm ガンメタ ¥6,160

M7770860 マーク　３０００GT　 純正（EXP) 22x290mm シルバー ¥0

M7770870 マーク　３０００GT　 純正（EXP) 22x290mm ガンメタ ⇒　廃番 ¥0

M718415R マーク　TSｉ 海外 18x88mm ブラック ¥0

M748891R デカール　TSｉ シール 海外 18x93mm ブラック USステルス仕様 ¥0



　　　　　　M7770860/シルバー　　　M7770870/ガンメタ M7770820/シルバー M7770830/ガンメタ

M718415R M748891R

　部　　　番 品　　名/文字 　材　　質 　　適　　　応 　サ　イ　ズ 　外　　　観 　　備　　　　考 　価　　　格

M4196450 デカール　TOWNY シール 軽自動車 純正（EXP) 34x188mm ブラック 貼付け/リア他  ⇒　廃番 ¥0

M181569N マーク　OUTLANDER　 樹脂 AIRTREK 純正（EXP) 22x188mm クローム 単独文字マーク ¥2,700

M126855N マーク　AWD　 ＆ 純正（EXP) 54x220mm ガンメタ ハイボス斜体文字 ¥2,900

M126856N マーク　OUTLANDER　 OUTLANDER 純正（EXP) 30x215mm ¥2,500

M181568N マーク　TURBO 純正 18x135mm クローム 単独文字マーク ¥1,500

M181568N M181569N

　　　　　M4196450

M126855N M126856N

M6344530 デカール　PLYMOUTH シール For Plymouth 純正（EXP) 16x235mm シルバー 在庫限り ¥1,300

M700247R デカール　PLYMOUTH US Delear 純正（EXP) 16x235mm シルバー 縁取り文字 在庫限り ¥2,500

CH347 デカール　PLYMOUTH 海外 16x255mm シルバー 在庫限り ¥1,500

M9523750 プラグマーク　クライスラー 樹脂 純正（EXP) 左右セット レッド ⇒　廃番 ¥0

M1179890 マーク　クライスラー星 純正（EXP) ５角形12mm クローム スターマーク ¥0

CW757299 エンブレム　2.4MIVEC 樹脂 海外 18x230mm クローム OUTLANDER&GRANDUS ¥3,650

M204806N エンブレム　2.0MIVEC 海外 22x175mm クローム GALANT&LANCER ¥2,040

M3151810 プレート　MIVEC アルミ 純正（EXP) 35x263mm 　クローム＆グレーベース 汎用 ¥1,800

EMB-197 プレート　MIVEC アルミ 市販（EXP) 20x151mm アルミカラーブラックベース 汎用 ¥900

M6344530 M700247R

CH347 M1179890 M9523750

CW757299

M204806N

M3151810 EMB-197

M322866R マーク　Ｍ 樹脂 汎用 純正 55x60mm クローム バッジ　モダーク ¥2,750

M957483R デカール　RECARO シール 純正 23x135mm 黒文字 レカロ装着車 ¥720

M416884R マーク　BREMBO 樹脂 純正 35x125mm 白/赤 ブレンボ装着車 ¥1,600

M1794130 プレート　TURBO　I/COOL アルミ 純正 30x100mm 黒/アルミ エンジン本体装着用 ¥980

M1724280 プレート　ECI　MULTI 純正 30x100mm 黒/アルミ ¥980

M1608890 ラベル　ＬＳＤ シール 純正（EXP) 45x80mm オレンジ 海外用コーションラベル ¥350

M0988580 ラベル　EMISSION 純正（EXP) 122x128mm シルバー ¥600

M534216R ラベル　TRANSFER 純正（EXP) 57x195mm シルバー ¥500

M9103380 ラベル　AIR　ＰPRESSURE 純正（EXP) 50x103mm 黒文字 ¥300

MD088165 ラベル　TURBO 純正（EXP) 39x171mm シルバー ¥600

M495062R ラベル　IMMOBILIZER 純正（EXP) 30x12mm クリア 窓内側用 ¥600

CY/CZ4A USコーションラベルセット 純正（EXP) ６枚セット ¥3,600

CW5W USコーションラベルセット 純正（EXP) ７枚セット ¥4,200



M1794130 M1724280 M534216R

　　　　M957483R

M495062R 　　　　　M0988580 M1608890 M9103380

　    M322866R

　　　　M416884R

MD088165

　　USコーションラベルセット（CY/CZ4A)

　部　　　番 品　　名/文字 　材　　質 　　適　　　応 　サ　イ　ズ 　外　　　観 　　備　　　　考 　価　　　格

RAY45009 RA　エンブレム 樹脂 汎用 純正 18x97mm ⇒　廃番 ¥0

7415A034 RA　エンブレム 汎用 純正 16x66mm ソフトエポキシ ¥800

M557090R RA　エンブレム 汎用 純正 26x107mm アルミ/エポキシ ¥1,150

7415A033 RA　エンブレム 汎用 純正 26x107mm ソフトエポキシ ¥800

7415A019 RA　エンブレム 汎用 純正 30x65mm ソフトエポキシ 角度深い ¥1,000

7415A059 RA　エンブレム 汎用 純正 30x50mm ソフトエポキシ 角度浅い ¥1,000

7250A016 RA US プレート 汎用 海外 26x162mm ⇒　廃番 ¥0

M5545390 RA　エンブレム 汎用 純正 49x135mm ラウンドハードタイプ　1枚 ¥3,000

CS-RA02 RA　エンブレム 汎用 海外 31x119mm ⇒　廃番 ¥0

EMB-016 RA　エンブレム アルミ 汎用 海外 25x105mm アルミエンボス ¥1,200

LM-109 RA　エンブレム アルミ 汎用 海外 35x115mm アルミエンボス ¥1,800

EMB37.5-083 EVO-8　ラウンドマーク 樹脂 汎用 海外 48mm カーボン調 樹脂/アルミ ¥1,200

EMB37.5-084 EVO-9　ラウンドマーク 樹脂 汎用 海外 48mm 樹脂/アルミ ¥1,200

RT-LONG RA　カーボンプレート アルミ 汎用 海外 22x102mm 黒/クローム ⇒　廃番 ¥0

CS-RAEM RA　エンブレム 樹脂 汎用 海外 15x58mm ¥0

RT400005 ROAR 　エンブレム 汎用 国内 40x140mm ROAR純正エンブレム ¥4,800

RT400006 ROAR 汎用 国内 35x130mm ¥1,800

7415A254 RA VERSION-R 汎用 国内 34x184mm COLT Version-R ¥4,600

RAY45009

EMB37.5-083

　　　　　　　M5545390

　　　　　7415A033/7415A034/M557091R

　EMB37.5-083

LM-109

　　　　　　　7415A019/A059 CS-RA2

    　　 CS-RATRIM　　　　　　　　CS-RAEM LMS-003



RT-LONG

7520A016

RT400005 RT400006

7415A254 ●マーク＆シール等は、メーカー都合により、形状変更や予告なく廃番（打切り）になること

　　ご了承願います。

　部　　　番 品　　名/文字 　材　　質 　　適　　　応 　サ　イ　ズ 　外　　　観 　　備　　　　考 　価　　　格

7415A605X エンブレムFinal Edition 樹脂 ランサー　EVO-X 145x17mm Evo-X　最終モデル ¥2,350

MSC00673 エンブレム　２．４　MIVEC 樹脂 海外仕様　2.4MIVEC車 19x80mm ¥3,980

MZ553141 フードエンブレム 樹脂 OUTLANDER スーパーハイボスカル ¥6,400

７４１５A605X

MSC00673

MZ553141


