
アクリル製ガード及びバイザーパーツ（輸入品/海外純正及び市販品)

ヘッドランプカバーセット ●事前に在庫の確認をお願いします。(2017　Jan 現在）

　高速走行時の石はね等のアクシデントからヘッドランプを守り、またファッションと

　実用を兼ねたハイウエイツアラーの必需品です。すべて標準ヘッドランプ専用です。

　  　　車　　　　     　　　種 　 　型　　　　　　   　式 　  部　品　番　号 　  価　　格 　　　　品　　　　　　　　　　　名 　　備　　　　考

グランディス NA4W EGR3931 ¥15,000 ｸﾘｱ　EGR製 在庫あり

シャリオ・グランディス 全車 SP028212 ¥15,000 欧州純正ｵﾌﾟｼｮﾝ　ｸﾘｱ 在庫あり

ギャラン・レグナム EA/EC系 SP023209 ¥15,000 欧州純正ｵﾌﾟｼｮﾝ　ｸﾘｱ 完売/廃番

EG3925 ¥12,000 ｸﾘｱ　EGR製 完売/廃番

E50系　(廃番在庫品限り） SP023104 ¥15,000 欧州純正ｵﾌﾟｼｮﾝ 在庫あり

E30系　（廃番在庫品限り） SP023052 ¥15,000 欧州純正ｵﾌﾟｼｮﾝ 在庫あり

ギャランFortis CY4A EGR3933 ¥15,000 ｸﾘｱ　EGR製 完売/廃番

EGR3933CF ¥15,000 ｶｰﾎﾞﾝﾙｯｸﾀｲﾌﾟ　EGR製 完売/廃番

ストラーダ　(99～) K74T（タイ国製車） SP025629 ¥15,000 欧州純正ｵﾌﾟｼｮﾝ 完売/廃番

ミラージュ・アスティー CA/CC SP022049 ¥15,000 欧州純正ｵﾌﾟｼｮﾝ １セットのみ在庫

CJ系 SP022109 ¥15,000 欧州純正ｵﾌﾟｼｮﾝ 完売/廃番

EG3926 ¥12,000 ｸﾘｱ　EGR製 完売/廃番

C50系 SP022034 ¥15,000 欧州純正ｵﾌﾟｼｮﾝ 在庫あり

ランサー CK～CP系 EG3928CF ¥15,000 ｶｰﾎﾞﾝﾙｯｸ丸目ﾀｲﾌﾟ　EGR製 完売/廃番

CS　(ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾗﾝｻｰ） EGR3930 ¥12,000 ｸﾘｱ　EGR製 在庫あり

EGR3930CF ¥15,000 ｶｰﾎﾞﾝﾙｯｸﾀｲﾌﾟ　EGR製 在庫あり

　　　　　　Evolution　7/8/9 CT9A EGR3915 ¥15,000 ｸﾘｱ　EGR製 完売/廃番

EGR9606CF ¥18,000 ｶｰﾎﾞﾝﾙｯｸ　EGR製　　●限定品 完売/廃番

　　　　　　Evolution　10 CZ4A EGR3933 ¥15,000 ｸﾘｱ　EGR製 完売/廃番

EGR3933CF ¥15,000 ｶｰﾎﾞﾝﾙｯｸﾀｲﾌﾟ　EGR製 完売/廃番

コルト＆コルトプラス Z20系　　　　　　　　 EGR022863 ¥15,000 ｶｰﾎﾞﾝﾙｯｸﾀｲﾌﾟ　EGR製 在庫あり

パジェロ V60系　99.10～ SP021026 ¥15,000 欧州純正ｵﾌﾟｼｮﾝ 在庫あり

EG226100 ¥12,000 ｸﾘｱ　EGR製 在庫あり

EG226100CF ¥15,000 ｶｰﾎﾞﾝﾙｯｸ丸目ﾀｲﾌﾟ　EGR製 在庫あり

V80/90系　06.10～ M935185R ¥15,000 ｸﾘｱ　三菱純正 在庫ありV80/90系　06.10～ M935185R ¥15,000 ｸﾘｱ　三菱純正 在庫あり

EG226190CF ¥15,000 ｶｰﾎﾞﾝﾙｯｸﾀｲﾌﾟ　EGR製 完売/廃番

#206-V93-13CB ¥15,000 ｶｰﾎﾞﾝﾙｯｸﾀｲﾌﾟ　AIRPLEX製 入荷待ち

#206-V93-13BR ¥13,000 ｽﾓｰｸﾀｲﾌﾟ　AIRPLEX製 在庫あり

ｴｱﾄﾚｯｸ CU5W 226150CF ¥15,000 ｶｰﾎﾞﾝﾙｯｸ　EGR製 在庫あり

アウトランダー CW5W   　　　　 EG226180 ¥15,000 ｸﾘｱ　ｴｯﾁﾞﾌﾞﾗｯｸ　EGR製 在庫あり

EG226180CF ¥15,000 ｸﾘｱ　ｴｯｼﾞｶｰﾎﾞﾝﾙｯｸ　EGR製 在庫あり

GF/GG系　～15.06　 EG226240 ¥15,000 ｸﾘｱ　ｴｯﾁﾞﾌﾞﾗｯｸ　EGR製 在庫あり

　　　　　　　15.07　～ 未設定

TRITON KB9T　　　　　　　　 EG226170 ¥15,000 ｸﾘｱ　EGR製 完売/廃番

パジェロ　IO H66/76W EG226090CF ¥15,000 ｶｰﾎﾞﾝﾙｯｸ丸目ﾀｲﾌﾟ　EGR製 在庫あり

EG226090 ¥12,000 ｸﾘｱ　EGR製 在庫あり

　　　　　パジェロカバー 　　　　　　パジェロカーボン調　　　　　　　　　　　　　　パジェロイオカバー　　　　　　　　　シャリオグランディス

コルトカーボン調 　　　アウトランダー　ﾌﾞﾗｯｸｴｯｼﾞ

                            V80/90系　ﾊﾟｼﾞｪﾛ　　　　　　　

                            V80/90系　ﾊﾟｼﾞｪﾛ  ｶｰﾎﾞﾝﾙｯｸ　　　　　                 V80/90系　ﾊﾟｼﾞｪﾛ  ｽﾓｰｸﾌｪｰｽ　　　　　



フードディフレクター・フロント＆リヤー（別名バグガード、ストンガード）
　　　ﾊｲｳｴｲの必需品、昼夜問わず石跳ね、虫除けと、また雨天走行時ワイパーの負担を軽減します。

　　　ノーマルに加えｶｰﾎﾞﾝﾙｯｸも一部車種設定しております。

　　　　車　　　　　　　　　　種 　　　型　　　　　　　式 　　部　品　番　号 　　価　　格 　　　　備　　　　　　　　　　　　考 　　

パジェロ V20系　（廃番在庫限り） EG026020CF ¥15,000 ﾌｰﾄﾞﾃﾞｨﾌﾚｸﾀｰ・ｶｰﾎﾞﾝﾙｯｸ 在庫あり

V60/70系 EG026101 ¥15,000 ﾌｰﾄﾞﾃﾞｨﾌﾚｸﾀｰ・ｽﾓｰｸ 在庫あり

V80/90系　　　　　 EG026130CF ¥17,000 ﾌｰﾄﾞﾃﾞｨﾌﾚｸﾀｰ・ｶｰﾎﾞﾝﾙｯｸ 在庫あり

                            EG026131 ¥15,000 ﾌｰﾄﾞﾃﾞｨﾌﾚｸﾀｰ・ｽﾓｰｸ 在庫あり

トライトン KB9T　　　　　　　　 MTR-001 ¥15,000 ﾌｰﾄﾞﾃﾞｨﾌﾚｸﾀｰ・ｽﾓｰｸ 完売/廃番

                           MTR-002 ¥17,000 ﾌｰﾄﾞﾃﾞｨﾌﾚｸﾀｰ・　ｽﾓｰｸ＆ｼﾙﾊﾞｰ 在庫あり

グランディス NA4W SG3931DS ¥15,000 ﾌｰﾄﾞﾃﾞｨﾌﾚｸﾀｰ・ｽﾓｰｸ 完売/廃番

アウトランダー CW5W/6W EG02614１ ¥17,000 ﾌｰﾄﾞﾃﾞｨﾌﾚｸﾀｰ・ｽﾓｰｸ 在庫あり

GF/GG系　～15.06　 EG026231 ¥17,000 ﾌｰﾄﾞﾃﾞｨﾌﾚｸﾀｰ・ｽﾓｰｸ 在庫あり

　　　　　　　15.07　～

コルト Z20系 SG3932DS ¥14,700 ﾌｰﾄﾞﾃﾞｨﾌﾚｸﾀｰ・ｽﾓｰｸ 完売/廃番

ランサー　グローバル CS系　03.1～以降車 SG3930DS ¥15,000 ﾌｰﾄﾞﾃﾞｨﾌﾚｸﾀｰ・ｽﾓｰｸ 在庫あり

ランサー＆ギャランFortis CY4A/CZ4A SG3933DSL ¥15,000 ﾉｰｽﾞﾃﾞｨﾌﾚｸﾀｰ・ｽﾓｰｸ 在庫あり

パジェロ　io H60系 EG026081 ¥15,000 ﾌｰﾄﾞﾃﾞｨﾌﾚｸﾀｰ・ｽﾓｰｸ 在庫あり

パジェロ V20系　（廃番在庫限り） EG526010CF ¥15,000 ﾘﾔｰﾀﾞｽﾄｶﾞｰﾄﾞ・ｶｰﾎﾞﾝﾙｯｸ 在庫あり

V60系 EG526021 ¥15,000 ﾘﾔｰﾀﾞｽﾄｶﾞｰﾄﾞ・ｽﾓｰｸ 在庫あり

パジェロ　io H60系 EG526015 ¥15,000 ﾘﾔｰﾀﾞｽﾄｶﾞｰﾄﾞ・ｽﾓｰｸ 在庫あり

　　　　　　　　　　　　　　　フードディフレクター

　            　リアダストガード　            　リアダストガード

　　　バグガード　スモーク　（名前なし）

カーボンルルックバグガード

　　　　アウトランダー　CW系

　　　　　　　　　　　　　CY4A/CZ4A　ノーズディフレクター

TRITONバグガード

　　　　アウトランダー　GF/GG系

　　　



リヤーウインドーバイザー
ルーフスポイラーのように、スタイリッシュ、しかもスモークタイプで視界を妨げず、実用性とドレスアップを兼ねた
 リヤーウインドーバイザーです。

　　　車　　　　　　　種 　　型　　　　　　　式 　部　品　番　号 　価　　格 　　　　　　備　　　　　　　　　　　　　考

ランサー・ミラージュセダン CB～CE9A SMI-FC013/CB ¥12,000 ｽﾓｰｸ　両面ﾃｰﾌﾟ貼りつけ 在庫あり

CK～CP9A SG-M09 ¥12,000 在庫あり

CS～CT9A SMI-RR-VISOR ¥12,000 在庫あり

ギャラン　Fortis/Evo-X CY/CZ SG-M33 ¥12,000 在庫あり

　●装着例　取付けは強力両面テープタイプです。

サイドバイザーセット
海外製の純正及び市販サイドバイザーセットです。シンプルですが、実用性にすぐれ、しかもリーズナブルな価格体系です。

　　　車　　　　　　　種 　　型　　　　　　　式 　部　品　番　号 　価　　格 　　　　　備　　　　　　　　　　　　　　考

ランサー・セディア CK～CP9A M07 ¥9,500 ﾀﾞｰｸｽﾓｰｸ　4　PCS/SET　 入荷待ち

CS2A～CT9A SMI-CS/VIS ¥9,500 在庫あり

ランサー＆ギャランFirtis CY4A/CZ4A 208-VENT ¥9,500 ﾀﾞｰｸｽﾓｰｸ　4　Pcs/set 在庫あり

208-VENT/CP ¥11,800 ﾀﾞｰｸｽﾓｰｸ　ﾓｰﾙ付　4　Pcs/set 在庫あり

CW658250 ¥9,800 ﾋﾟﾝｽﾄﾗｲﾌﾟ Ralliart 海外純正仕様 入荷待ち

CW658251 ¥9,800 ﾄﾞｯﾄﾌﾟﾘﾝﾄ　Ralliart　海外純正仕様 在庫あり

RM09042 ¥15,300 In channel ﾀｲﾌﾟ　ｽﾓｰｸ 在庫ありRM09042 ¥15,300 In channel ﾀｲﾌﾟ　ｽﾓｰｸ 在庫あり

アウトランダー CW5/6W CW650069 ¥11,800 ﾄﾞｯﾄﾌﾟﾘﾝﾄ　Outlander名入り　 入荷待ち

CW650143 ¥9,800 ﾀﾞｰｸｽﾓｰｸ　Outlander名入り　 入荷待ち

RM09040 ¥15,300 In channel ﾀｲﾌﾟ　ｽﾓｰｸ 在庫あり

GF/GG系　～15.06　 RM090258 ¥15,300 In channel ﾀｲﾌﾟ　ｽﾓｰｸ 在庫あり

　　　　　　　15.07　～

SDM01369 ¥13,200 ｽﾓｰｸ　海外純正　Newﾓﾃﾞﾙ 入荷待ち

　　　Lancer 　　　　　ｷﾞｬﾗﾝFortis　ｽﾓｰｸ

　　　ギャランFortis　モール付

　　　ギャランFortis　ストライプタイプ　　　　　　　　　ギャランFortis　Dotプリントタイプ

　　　In　channe　ﾀｲﾌﾟ

アウトランダー　Dotプリント 　　　　　　　　　ｱｳﾄﾗﾝﾀﾞｰ　ｽﾓｰｸ

　　　　　　GF/GG　New　ﾀｲﾌﾟ



汎用サンルーフバイザー
　サンルーフ装備車に広く対応するサンバイザーです。取付けは強力両面テープにて簡単に装着出来ます。
　スモークスクリーンタイプにより、太陽光を軽減し車内の掃気効果向上、サンルーフのサイズに合わせ３サイズの設定。

　　　車　　　　　　種　　　　　適　　　　　　合 　部　品　番　号 　価　　格 　　　　　　備　　　　　　　　　　　　　考

（Ｓ）　　幅790mmまで対応 ﾄｯﾎﾟBJ　他 EG700701 ¥12,000 ●適合は代表例です。カナラズ 在庫あり

（M）　　幅840mmまで対応 ｾﾃﾞｨｱ、ｷﾞｬﾗﾝ　他 EG700702 　現車サイズの計測確認願います。在庫あり

（L）　　幅870mmまで対応 ﾃﾞｨｱﾏﾝﾃ､ﾊﾟｼﾞｪﾛ　他 AD-3 在庫あり

OUTLANDER専用 CW/GF/GG 純正ｻﾝﾙｰﾌ EG700714 ¥15,000 海外純正同等品です。 在庫あり

　　　　　ランサーセディア装着例

OUTLANDER 装着例


