
市販＆純正エクステリアパーツ他　 ●取寄せ部品もあります。在庫の確認をお願いします。

国内オプションまた海外仕様純正/純正オプション等のグリルや他いろいろなエクステリアパーツです。　

適合車種 品　　　　　　　　　　名 部品　番号 価　　　格 　　備　　　　　　考

OUTLANDER 海外仕様グリル 7450A037XX ¥21,000 初期型８色の区別あります。　（俗称ブーレイグリル）

(CW系） 海外仕様クローム＆ブラックグリル MN202661HA ¥19,800 CMC製OUTLANDER標準品です。

海外仕様オールクロームグリル MN202661CC ¥19,800 CMC製OUTLANDER純正オプションです。

純正OPスポーティグリル MZ575700 ¥26,200 初期型８色の区別あります。　純正OPスポーティグリル MZ575700 ¥26,200 初期型８色の区別あります。　

純正クローム＆ブラックグリル 7450A460 ¥23,000 OUTLANDER　V6/3000　標準グリル/2.4装着可

OUTLANDER 市販フロントグリル　FRP DA0060EX ¥26,000 2013PHEV&ガソリン　FRP製未塗装（ゲルコート仕上げ）

(GF/GG系） 市販フロントグリル　CARBON DA0062CX ¥36,000 2013PHEV&ガソリン　ウエットカーボンクリアゲルコート仕上げ

市販フロントグリル　FRP　A-Type DA0079EX ¥28,000 2015.07～MC後　FRP製未塗装（ゲルコート仕上げ）

市販フロントグリル　CARBON　A-TypeDA0078CX ¥38,000 2015.07～MC後　ウエットカーボンクリアゲルコート仕上げ

市販フロントグリル　FRP　B-Type DA0083EX ¥28,500 2015.07～MC後　FRP製未塗装（ゲルコート仕上げ）

市販フロントグリル　CARBON　B-TypeDA0083CX ¥38,500 2015.07～MC後　ウエットカーボンクリアゲルコート仕上げ

　　　　海外仕様グリル（色別設定） 　　海外仕様クローム＆ブラックグリル

　　　海外仕様オールクロームグリル 　　純正OPスポーティグリル(色別設定）

　　　純正ブラック＆クロームグリル

市販フロントグリル　FRP 2013～　（画像は塗装しております）

市販フロントグリル　FRP＆CARBON　B-Type　(201.5.07～MC後）

画像はCARBON仕様です）

市販フロントグリル　FRP＆CARBON　A-Type　(201.5.07～MC後）

画像はCARBON仕様です）



適合車種 品　　　　　　　　　　名 部品　番号 価　　　格 　　備　　　　　　考

ギャランFortis 海外仕様ブラックグリル 7450A095 ¥15,800 欧州仕様純正部品

グリルフェース　A-LINE　　 CS-CY02 ¥0 FRP樹脂製サーフェーサー仕上げ  ■廃番

グリルフェース　B-LINE　　 CS-CY01 ¥0 FRP樹脂製サーフェーサー仕上げ　 ■廃番

フロントアンダースカート CS-CY10 ¥42,000 FRP樹脂製サーフェーサー仕上げ　

リアアンダースカート CS-CY11 ¥41,000 　　　　　●国内生産に切り替え

フューエルリッドカバー CW658260 ¥6,900 海外仕様　RALLIART　（CZ4A装着不可）

PAJERO　V80/90 市販ビレットグリル 707B-V93-07 ¥32,000 標準グリルに同時装着します。　ステンレス製PAJERO　V80/90 市販ビレットグリル 707B-V93-07 ¥32,000 標準グリルに同時装着します。　ステンレス製

純正OPビレットグリル MZ575759 ¥88,000 アルミ削りだし風　交換タイプ

純正OPメッシュスポーツグリル MZ575748 ¥38,000 初期型８色の区別あります。

　　　　　　　V60/70市販クロムメッキグリルカバー GLC-PJ07 ¥0 標準グリルにはめ込みします。■廃番

TRITON 市販ビレットスポーツグリル 707CB-L200 ¥0 ステンレス製　交換タイプ　　 ■廃番

英国三菱純正OPインナーグリル SP036087 ¥29,800 メッシュグリル　交換タイプ　■部番変更しました。

DERICA　D:5 純正OPスポーティグリル MZ575791 ¥35,000 初期型６色の区別あります。

　(除くROADEST) 純正OPスモークグリル MZ575800 ¥44,000 アクリル製　ROADEST装着不可

　    海外仕様ブラックグリル（CY4A)

　　　　　　　　　　　　　グリルフェース　A-LINE　(廃番）　　　　　　　　　　　　　グリルフェース　A-LINE　(廃番）

　　　　　グリルフェース　A-LINE　(廃番）

　　　　フロントアンダースカート　（FRP無塗装です） 　フューエルリッドカバー

　　　　　　　　　　　　　　　　　リアアンダースカート

　　　　　　　　　　　　純正OPビレットグリル（V80/90)

　　　純正OPメッシュスポーツグリル（V80/90)　　　純正OPメッシュスポーツグリル（V80/90)

　　　　　市販ビレットグリル（V80/90）廃番

　　　純正OPスポーティグリル（CV5W)

　　　　　　　　　　　　　　市販クロムグリルカバー（V60/70)　廃番　　　　　　　　　　　　　　市販クロムグリルカバー（V60/70)　廃番

　　　　　　市販ビレットスポーツグリル（KB9T)

　　　　　純正OPスモークグリル（CV5W)

TRITON英国三菱製インナーグリル



適合車種 品　　　　　　　　　　名 部品　番号 価　　　格 　　備　　　　　　考

OUTLANDER 純正OPフューエルリッドカバー CW650433 ¥6,800 ステンレス製つや消しタイプ　　中華三菱製

　　（CW) 純正OPリアステップバンパープレート CW659031 ¥16,000 ステンレス製プレス加工品　　　中華三菱製

MZ313903 ¥36,000 ステンレス製プレス加工品　　　欧州三菱製

純正OPリアバンパーガーニッシュ MZ313949 ¥0 樹脂製　SILVER　欧州三菱製　■廃番

純正OPテールゲートガーニッシュ CW650430 ¥10,300 ステンレス製つや消しタイプ　　　中華三菱製

純正OPクロームフォグガーニッシュ CW650481 ¥6,400 クロームメッキ純正加工品　　　中華三菱製

純正クロームドアガーニッシュセット MN201105ZZX ¥0 樹脂モール＋クロームプレート　4枚セット　■廃番純正クロームドアガーニッシュセット MN201105ZZX ¥0 樹脂モール＋クロームプレート　4枚セット　■廃番

ヘッドランプガーニッシュ HLB226180 ¥0 欧州三菱製　EGR　UK　■廃番

市販クロームドアハンドルカバー DHC-M94 ¥0 全グレード対応部品セット　●CY/CX/CZ共通　■廃番

海外仕様LEDスカッフプレート CW659027 ¥28,000 フロント側lLED発光７色　

海外仕様アルミソリッドタワーバー CW659053 ¥25,300 アルミソリッド削りだし　2.3kgs

欧州仕様OP　Ｆ／ガーニッシュ EBU226180 ¥98,000 国内用に修正済み　色付の設定です。

　　　純正OPヒューエルリッドカバー　　　　　　　　　　　　　純正OPリアステップバンパープレート　　　　　　　　　　純正OPテールゲートガーニッシュ

　　　純正OPクロームフォグガーニッシュ　(加工品） クロームドアガーニッシュ　（４枚セット）　■廃番　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　クロームドアハンドルカバー　■廃番

　　　　　リアバンパーガーニッシュ　■廃番

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘッドランプガーニッシュ　■廃番　　　　　　　　　　　欧州三菱製OPリアステップバンパープレート

　　　海外仕様LEDスカッフプレート

欧州仕様OP　Ｆ／ガーニッシュ　(国内用に改修済み）

海外仕様アルミソリッドタワーバー



適合車種 品　　　　　　　　　　名 部品　番号 価　　　格 　　備　　　　　　考

OUTLANDER ﾌﾛﾝﾄﾊｰﾌｽﾎﾟｲﾗｰ　FRP DA0063EX ¥49,800 2014.05　MC車は追加純正部品必要

（GG/GF初期型) ﾌﾛﾝﾄﾊｰﾌｽﾎﾟｲﾗｰ　CARBON DA0064EX ¥68,000

リアハーフスポイラー　FRP DA0077Ｅ ¥49,800 ＧＳ車2014.01　ＭＣ後装着不可

リアハーフスポイラー　CARBON DA0076C ¥68,000 ＰＨＥＶ車2015.07　ＭＣ者装着不可

リアバンパーステッププレート CW653925 ¥12,800 ステンレス製

リアルーフスポイラー　FRP DA0065EX ¥48,800 テールゲートスポイラー未装着車は、穴あけ必要（１ｹ所）

リアルーフスポイラー　CARBON DA0066EX ¥63,800リアルーフスポイラー　CARBON DA0066EX ¥63,800

フューエルリｯドカバー CW653926 ¥8,600 GS燃料口側

ﾌﾛﾝﾄﾊｰﾌｽﾎﾟｲﾗｰ　FRP＆CARBON　(画像はFRPに塗装）

　　ﾌﾛﾝﾄﾊｰﾌｽﾎﾟｲﾗｰ　FRP＆CARBON　(画像はFRPに塗装）

ﾘｱﾊｰﾌｽﾎﾟｲﾗｰ　FRP＆CARBON　(画像はFRPに塗装）

　　　　リアバンパーステッププレート

　　　　　　　　　　　　　　　　フューエルリｯドカバー

欧州仕様OP　Ｆ／ガーニッシュ

リアルーフスポイラー　FRP＆CARBON

適合車種 品　　　　　　　　　　名 部品　番号 価　　　格 　　備　　　　　　考

PAJERO　V60/70 純正OPヘッドランプベゼル MZ312422 ¥37,000 欧州三菱製純正OP　　■在庫品限りです。

市販クロームヘッドランプベゼル HLR-M15 ¥15,000 取付けは容易です。

市販クロームテールランプベゼル TLC-PJ67 ¥15,000 M/C後車用市販クロームテールランプベゼル TLC-PJ67 ¥15,000 M/C後車用

市販クロームハンドルカバー DHC-PJ27 ¥9,000 ハンドルグリップに張付け　　４ドア車

市販クロームハンドルプロテクター DHC-PJ28 ¥5,000 受けベースに張付けします。

市販クロームフューエルリッドカバー TC-PJ25 ¥4,000 立体感のあるカバーです。

純正OPヘッドランプベゼル

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市販クロームヘッドランプベゼル 　　　　　　　　　　　　　　　市販クロームハンドルカバー



　　市販クロームハンドルプロテクター

　　市販フューエルリッドカバー

　　　　　　　　　　　　　　　　市販クロームテールランプベゼル

　　Shogun仕様タイヤカバー(265x16)  廃番

　　　　　市販クロームライセンスカバー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　COLTフューエルリッドカバー

適合車種 品　　　　　　　　　　名 部品　番号 価　　　格 　　備　　　　　　考

市販クロームライセンスフレーム PLF-PJ09 ¥9,000 装着時封印を外す必要があります。市販クロームライセンスフレーム PLF-PJ09 ¥9,000 装着時封印を外す必要があります。

Shogun仕様タイヤカバー SP020259 ¥0 265x16標準サイズ用（L系V系共通）　　　在庫品限り

COLT 海外仕様フューエルリッドカバー SDM00033 ¥7,500 ステンレス製ヘアライン＋カーボン樹脂仕上げ

トライトン　KB9T ヘッドランプガーニッシュ　廃番 HLR-M68 ¥0 ｸﾛｰﾑﾒｯｷ　Welstar

テールランプガーニッシュ　廃番 SP036174 ¥0 ｸﾛｰﾑﾒｯｷ・欧州三菱純正ｵﾌﾟｼｮﾝ　在庫品限り

MTR-12 ¥0 塗装用　泰国製

MTR-12C ¥0 ｸﾛｰﾑﾒｯｷ　泰国製

センターピラーガーニシュ　廃番 MTR-014 ¥0 ステンレス製　4枚セット　泰国製センターピラーガーニシュ　廃番 MTR-014 ¥0 ステンレス製　4枚セット　泰国製

テールゲートハンドルカバー DHC-M57R ¥7,200 ｸﾛｰﾑﾒｯｷ　泰国製

SP036031 ¥13,000 欧州三菱純正オプション

フューエルリッドカバー MTR-019 ¥5,500

クロームエッジモールディング　廃番 MTR-026 ¥0 リアボディ前側コーナー部　（画像無）

ハードトノカバー＆取付けセット　廃番 MTR-022 ¥0 カラー　：　シルバー色　泰国製

ソフトトノカバー＆取付けセット　　廃番STFC-0003 ¥0 ソフトブラックレザー　英国三菱市販品

PAJERO　V20/40 テールランプベゼル　クローム M6839970 ¥9,800 ノーマルフェンダー

M387639R ブリスター含むV55エボリューションM387639R ブリスター含むV55エボリューション

ｷﾞｬﾗﾝ･ﾚｸﾞﾅﾑ ヘッドランプガーニッシュ　　廃番 SP-42721-01C ¥0 クロームメッキ樹脂製貼付けタイプ　IDFR製

ﾗﾝｻｰ　EVO-7～9 ヘッドランプガーニッシュ　　廃番 SP24701-01C

テールランプガーニッシュ　廃番 SP24701-02C

ﾗﾝｻｰｾﾃﾞｨｱ&ﾜｺﾞﾝ ヘッドランプガーニッシュ　　廃番 SP-42711-01C

ﾗﾝｻｰ･ﾃﾞｨﾝｺﾞ　 クロームドアハンドルカバー DHC-M01 ¥8,000 ｽﾃﾝﾚｽ製・両面ﾃｰﾌﾟ

CK/CP/CQ

ｼｬﾘｵｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｽ　N84

ギャランFortis MZ576227 ¥16,000 ｷｰﾚｽ装着車（非装着車設定あり）ギャランFortis MZ576227 ¥16,000 ｷｰﾚｽ装着車（非装着車設定あり）

DELICA　D:5 MZ576227 ¥16,000 キーレス装着車

MZ576228 キーレス非装着車

　　　ヘッドランプガーニッシュ　KB9T

　　　　　テールランプガーニッシュ　クローム＆塗装用　KB9T



　　　　　　　　　フューエルリッドカバー　KB9T 　　　　　　　　テールゲートハンドルカバー

　テールランプベゼル欧州仕様　　　　　 　　　　　　　KB9T　　　　　　　　　　　　ピラーガーニッシュ　KB9T

KB9T

　　　　ヘッドランプガーニッシュ　CT9A テールランプガーニッシュ　CT9A　　　　　　　　　　　ヘッドランプガーニッシュ　Sedia&Wagon

　テールランプガーニッシュ　PAJERO　V20/57 ヘッドランプガーニッシュ　EA/EC　　　　　　　　　　　　ドアハンドルカバー　CK/CP/CQ/N84

　　　　　　　ハードトノカバー　KB9T

ソフトトノカバー

適合車種 品　　　　　　　　　　名 部品　番号 価　　　格 　　備　　　　　　考

ｱｲﾗｲﾝｶﾞｰﾆｯｼｭ ﾃﾞｨｵﾝ　廃番 MZ575025 ¥0 純正ｵﾌﾟｼｮﾝ・各色あります。ｱｲﾗｲﾝｶﾞｰﾆｯｼｭ ﾃﾞｨｵﾝ　廃番 MZ575025 ¥0 純正ｵﾌﾟｼｮﾝ・各色あります。

ﾗﾝｻｰ　CB/CD/CE SB-CB01 ¥12,000 FRP製未塗装

ﾗﾝｻｰ　CK/CM/CN SB-CM01 FRP製未塗装　M/C前（EVO-4まで）

PP-12015 ¥6,800 樹脂製・PRO-PLUS

ﾗﾝｻｰ　CK/CM/CP SB-CM03 ¥12,000 FRP製未塗装　M/C後（EVO-5/6まで）

PP-12016 ¥6,800 樹脂製・PRO-PLUS

ﾗﾝｻｰ･ｾﾃﾞｨｱ＆ﾜｺﾞﾝ SB-CR01 ¥9,800 FRP製未塗装



適合車種 品　　　　　　　　　　名 部品　番号 価　　　格 　　備　　　　　　考

ﾗﾝｻｰ･ｾﾃﾞｨｱ＆ﾜｺﾞﾝ PP-12017 ¥9,800 樹脂製・PRO-PLUS

RT800140 ¥14,000 ROAR

ｷﾞｬﾗﾝ　Fortis　＆　ﾗﾝｻｰ　Evo-X PP-12102 ¥6,800 樹脂製・PRO-PLUS

ｷﾞｬﾗﾝ　E30/39A SB-E30001 ¥12,000 FRP製未塗装

ｷﾞｬﾗﾝ　ﾚｸﾞﾅﾑ SB-EA01

ﾃﾞｨｱﾏﾝﾃ　　廃番 GRT-05 ¥0 HIRO製

ｼｬﾘｵｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｽ　廃番 RS-16 ¥0 NIFT-R製ｼｬﾘｵｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｽ　廃番 RS-16 ¥0 NIFT-R製

       　　　 PP-12017       　　　　     　　　    PP-12015                                              PP-12016       　　　 PP-12017       　　　　     　　　    PP-12015                                              PP-12016

　　　　　　PP-12102

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

ｶｰﾎﾞﾝGTﾊﾞﾝﾊﾟｰｶﾞｰﾄﾞﾗﾝｻｰ　CN　（EVO-4) KSP-4400 ¥12,000 　●ｷﾞｬﾗﾝ・ﾚｸﾞﾅﾑ他ﾜﾝｵﾌ製作可

ﾗﾝｻｰ　CP　（EVO-5/6） KSP-4401 　　　　　　価格￥１８，９００

ﾗﾝｻｰ　CT　（EVO-7/8） KSP-4413 　●ﾘﾍﾞｯﾄ止めまたは両面も可

ﾗﾝｻｰ　CZ4A　（EVO-10） SR012024 ¥26,800 英国三菱OP　左右セット　

ｽﾃﾝﾚｽ製ﾊﾞﾝﾊﾟｰ　COLT　Version-R　廃番 RA641029K1 ¥0 　RALLIART　

ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ LANCER EVO-9&WAGON　廃番 RA641038K1 ¥0ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ LANCER EVO-9&WAGON　廃番 RA641038K1 ¥0

LANCER EVO-10　廃番 RA641681S1 ¥0 左右ｾｯﾄ

　　　カーボン製 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｷﾞｬﾗﾝVR-4　ﾜﾝｵﾌにて製作

　　　ステンレス製　RALLIART

　　　　　　平成29年8月現在


