
RICHITER Collection　他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Made in EUR＆Other

　　日本での知名度はいまいちですが,欧州では販社納入実績大の一流オ－トアクセサリーパーツの総合メーカーです。

　　そのユニークさは抜群ですが、シグマでは三菱に関連した小物アクセサリーパーツを欧州販社経由にて輸入しております。

　　●すでに廃番の商品もあります、かならず事前に在庫の有無を確認お願いします。また画像での大きさの判断はご遠慮願います。

　　部　　　番 　　　　　品　　　　　　　　　名 　価　　格

HR927/80        (廃番） ディスマティック角型キーホルダー　　□13X35mm ¥0
HR16979/98 ディスマティック角型キーホルダー　　□31X45mm　＊メタル＆カーボンルック ¥1,500
HR610/80　      (廃番） キーリング　ブラック△with　３リングホルダー　△一辺３５mm ¥0
HR624/80　　    (廃番）キーリング　メタル　楕円形　with　３リングホルダー　３１Ｘ５５mm ¥0
HR631/80/97　 (廃番） キーリング角型　アンスライト淵ゴールド　□25X67mm ¥0
HR631/80/96　(廃番） キーリング角型　ウッドデコ淵ゴールド　□25X67mm ¥0
HR632/80/96　(廃番） キーリング丸型　アンスライト淵ゴールド　○25X67mm ¥0
HR651/80　  　(廃番） 小判型メタル＆皮キーホルダー ¥0
HR835/80　  　(廃番） キーチェーン　シフトレバー型　　＊マニアックです。　限定品希少価値あり。 ¥0
BELLI-1　     　(廃番） キーチェーン　ピストン型　　　　　＊マニアックです。　限定品希少価値あり。 ¥0
BELLI-3 キーホルダー　○型　ウッドデコ　 ¥2,000
BELLI-10 キーホルダー　□型　ウッドデコ ¥900
SP-KEY         (廃番） メタルプレートキーチェーン ¥0
SMI-RAL-RED LEDキーチェーン ¥900

　　　HR16979/98　　　　　　　　　　　　HR610/80　　　　　　　HR624/80　　　　　　　　　HR631/80/97　　　　　　　　HR631/80/96

　　HR927/80

　　　　　　HR651/80　　　　　　　　　　　　　HR835/80　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　BELLY-3　　　　　　HR651/80　　　　　　　　　　　　　HR835/80　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　BELLY-3

HR632/80/96 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　BELLY-1

　　　BELLY-10 　　　　　　　　　SP－KEY　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　SMI-RA-RED　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

WM400244 輸出名車型　メタルキーチェーン　LANCER　（CB) ¥900
WM400245 輸出名車型　メタルキーチェーン　GALANT　（E30) ¥900
WM400246 輸出名車型　メタルキーチェーン　GALANT　WRC　（E39) ¥900
WM400248 輸出名車型　メタルキーチェーン　SPACE　WAGON　（N30) ¥900
WM400251　　　　(廃番）輸出名車型　メタルキーチェーン　L300　DELICA　（P00) ¥0
WM400258 輸出名車型　メタルキーチェーン　LANCER KONBI （LIBERO）　 ¥900
WM400263 輸出名車型　メタルキーチェーン　L200　MIGHTY MAX　（STRADA)) ¥900
WM400265 輸出名車型　メタルキーチェーン　SIGMA KOMBI　（DIAMANTE WAGON） ¥900
WM400268　　　　(廃番）輸出名車型　メタルキーチェーン　LANCER EVOLUTION　WRC　（CB) ¥0
WM400343 輸出名車型　メタルキーチェーン　COLT　（MIRAGE　CJ) ¥900
WM400344 輸出名車型　メタルキーチェーン　LANCER　（CK/CM) ¥900
WM400357 輸出名車型　メタルキーチェーン　CARISMA ¥900
WM400342　　　　(廃番）独国三菱製　メタルキーチェーン　三菱ロゴ　２８ｘ４７ｍｍ ¥0

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　WM400343（裏側は車名です）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　WM400342

　　　車型キーチェーン　およその大きさは　３５ｘ５２ｍｍ程度です。　　　車型キーチェーン　およその大きさは　３５ｘ５２ｍｍ程度です。



　　部　　　番 　　　　　品　　　　　　　　　名 価　　格

AP22751472 車型タイピン　シルバープレート　COLT　（CA) ¥1,200
AP22851482 車型タイピン　シルバープレート　LANCER　（C70) ¥1,200
AP23151512 車型タイピン　シルバープレート　SPACE　RUNNER　（RVR) ¥1,200
AP23451542 車型タイピン　シルバープレート　３０００GT　（GTO) ¥1,200
AP23551552 車型タイピン　シルバープレート　SIGMA　（DIAMANTE　F10) ¥1,200
AP23651562　　　(廃番）車型タイピン　シルバープレート　L300　（DELICA　STAR　WAGON) ¥0
AP23851582 車型タイピン　シルバープレート　PAJERO　SWB　（２ドア） ¥1,200
AP23951592 車型タイピン　シルバープレート　PAJERO　LWB　　（４ドア） ¥1,200
AP24051602 車型タイピン　シルバープレート　PAJERO　パリダカカラー ¥1,200
WM400217　　　　(廃番）車型タイピン　ゴールドプレート　PAJERO　（V２０系） ¥0
WM4007000 三菱ピンクリップ　（書類等を止めます） ¥100
WM400227 車型ピンバッジ　COLT　（CA) ¥900
WM400227X　　　(廃番）車型ピンバッジ　COLT　（CJ) ¥0
WM400228 車型ピンバッジ　LANCER　（C70) ¥900
WM400230 車型ピンバッジ　GALANT　（E39)　ラリーカラー ¥900
WM400231 車型ピンバッジ　SPACE　RUNNER　（RVR) ¥900
WM400233 車型ピンバッジ　ECLIPS　（D30) ¥900
WM400234 車型ピンバッジ　３０００GT　（GTO) ¥900
WM400235　　　　(廃番）車型ピンバッジ　SIGMA　（DIAMANTE F10) ¥0
WM400236 車型ピンバッジ　L300　（DELICA　STAR　WAGON) ¥900
WM400238　　　　(廃番）車型ピンバッジ　PAJERO　SWB　（２ドア） ¥0
WM400239 車型ピンバッジ　PAJERO　LWB　（４ドア） ¥900
WM400240 車型ピンバッジ　PAJERO　ラリーカラー ¥900
WM400241　　　　(廃番）車型ピンバッジ　L400　（DELICA SPACE GEAR) ¥0
WM400259 車型ピンバッジ　CALISMA ¥900
WM400267 車型ピンバッジ　LANCER　EVO　ラリーカラー ¥900

　　　　　　　　WM400217 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　AP23451542　　　　　　　　　　　　　AP23551552　　　　　　　　　　　　　　　　AP24051602

　　　　　　AP23651562

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　WM400230　　　　　　　　　　WM400267　　　　　　　　　　　WM400227X

　　　　　WM400231 　　　　　　WM400239　　　　　　　　　ピンバッジの裏側　　　　タイピンの裏側　　　　　　　　　　   　　  　　　　       　　WM4007000

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●画像のない車型につきましては、問合せください。メールにて送付します。

HR111 禁煙マーク　○型　２枚入り　貼付け　車内貼付け用 ¥500
HR251 No　Ｓmorker　マーク　丸型　○４８mm　貼付け　車内貼付け用 ¥500
HR252　　　　　　(廃番） 禁煙マーク　＊ドイツ語で書いています。　２５Ｘ１００mm　貼付け　車内貼付け用 ¥0
HR274　　　　　　(廃番） 禁煙マーク　＊英語で書いています。　２５Ｘ１００mm　貼付け　車内貼付け用 ¥0
HR275　　　　　　(廃番） シトベルト着用マーク　　ﾌﾗﾝｽ語　　８８Ｘ２５mm　貼付け　車内貼付け用 ¥0
HR287 シトベルト着用マーク　　英語　　８８Ｘ２５mm　貼付け　車内貼付け用 ¥1,500
HR15625 ANFANGER(初心者注意）掲示板　横長△形 ８２x１６０mm　　ガラス吸盤タイプ　車内貼付け用 ¥1,400
HR19106 国籍エンブレム　英国　四角型　　　８６Ｘ６７mm　貼付け ¥1,300
HR16001　　　　(廃番） 国籍エンブレム　独国　楕円型　　　６５ｘ４６mm　貼付け ¥0
HR14741 ホィールトリム　４個入り　　ホィールのセンターマーク他いろいろ貼れます。 ○４３ｍｍ　貼付け ¥1,200
HR4728　　　　　(廃番） 馬蹄形グリルオーナメント　クローム金属製　１２８Ｘ１２５mm　昔懐かしいCOLTのマークです。　ネジ止 ¥0

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　HR15625

　　　　　HR111 　　　　　　HR251

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上　HR252　下　HR274　　　　　　　上　HR275　下　HR287



　　　　　HR19106　　　　　　　　　　　　HR16001　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　装着例

　　　　HR4728 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　HR14741           　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　部　　　番 　　　　　品　　　　　　　　　名 　価　　格

HR14623/2/3　(廃番） Turbo　エンブレム・ﾚｯﾄﾞ　2枚セット＊欧州車によく貼っています。　２０ｘ１１８ｍｍ ¥0
HR14564 Turbo　GTI　エンブレム・シルバー　＊欧州車によく貼っています。　４０ｘ２０５ｍｍ ¥1,400
HR14564/3 Turbo　GTI　エンブレム・レッド　　　　＊欧州車によく貼っています。　４０ｘ２０６ｍｍ ¥1,400
HR14614/3　　(廃番） Turbo　Diesel　エンブレム・レッド　＊欧州車によく貼っています。　３５ｘ１７５ｍｍ ¥0
HR14614　　　(廃番） Turbo　Diesel　エンブレム・ホワイト　＊欧州車によく貼っています。　３５ｘ１７５ｍｍ ¥0
HR14550/3　　(廃番） Sport　GTI　エンブレム・レッド　＊欧州車によく貼っています。　４５ｘ１８０ｍｍ ¥0
HR14550 Sport　GTI　エンブレム・シルバー　＊欧州車によく貼っています。　４５ｘ１８０ｍｍ ¥1,400
HR14960/3　　(廃番） ４Ｘ４　エンブレム・レッド　　　２５ｘ１１６ｍｍ ¥0
HR16148/3　　(廃番） １６Ｖ　マーク　３個セット　18x78/2Pcs.  24x105mm/1Pc. ¥0
HR14944　　　(廃番） １６Ｖ　マーク　　　８７Ｘ２３mm ¥0
HR4822/3 コミックエンブレム　ベビーシッターラビット　レッド　　　　　７３ｘ７０ｍｍ ¥800
HR4822　　　　(廃番） コミックエンブレム　ベビーシッターラビット　シルバー　　　７３ｘ７１ｍｍ ¥0
HR4860/3　　　(廃番） コミックエンブレム　キャット　レッド　　　　　５５ｘ９０ｍｍ ¥0
HR4860　　　　(廃番） コミックエンブレム　キャット　シルバー　　５５ｘ９０ｍｍ ¥0
HR4809/3　　(廃番） コミックエンブレム　ターボラビット　　レッド　　　　　７５ｘ８０ｍｍ ¥0
HR4809　　　　(廃番） コミックエンブレム　ターボラビット　　シルバー　　７５ｘ８１ｍｍ ¥0

　　　　　　HR14623/2/3 　　　　　　　　　　　　　　　HR14564/3　　　　　　　         　　　　　HR14614                                    HR14550/3

           HR14960/3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　HR14944

　　　　　　　　　　HR16148/3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　HR4860/3

                                                                                                HR4809/3 HR4822

HR4519 サーモメーター（室温計）　角型木目調　　　４０ｘ４３mm　　　　＊貼りつけタイプ・若干誤差あり。 ¥800
HR4699 サーモメーター（室温計）　角型木目調　　　５３ｘ５８mm　　　　＊貼りつけタイプ・若干誤差あり。 ¥900
HR4524　　　(廃番） サーモメーター（室温計）　角型シルバー　　４０ｘ４３mm　　　　＊貼りつけタイプ・若干誤差あり。 ¥0
HR187/91  (廃番） コンベックス　小型ミラー　角型　　３７Ｘ５４Ｘ２２mm 　　＊ ドアミラー等に貼付け死角を解消します。 ¥0
HR187/82　(廃番） フレキシブル　小型ミラー　＊ ドアミラー等に貼付け死角を解消します。更に角度調整もできます。 ¥0
HR187/45　(廃番） サンバイザーミラー　９４ｘ１９３ｍｍ　　ノンガラスミラー　　サンバイザーに貼付けします。 ¥0

　　　　　　　　　　　　　　　HR187/91　　　　　　　　　　　　　　　　　　HR187/82                              HR187/45

左/HR4699　上/HR4519　下/HR4514

HR192　　　　　　(廃番） メガネホルダー　吸盤タイプ　４３ｘ１１６ｘ３７ｍｍ ¥0
HR16900 汎用小物置き兼メガネトレイ　ウッドデコシリーズ　１６０ｘ５５ｘ４５ｍｍ ¥1,500
HR16901 汎用小物入れ兼メガネホルダー　シャッター付　ウッドデコシリーズ　　１７２Ｘ７２Ｘ４６mm ¥2,000
HR16901/98　　(廃番） 汎用小物入れ兼メガネホルダー　シャッター付　カーボンデコシリーズ　　１７２Ｘ７２Ｘ４７mm ¥0
HR16902 メガネホルダー　ウッドデコシリーズ　　１６０Ｘ５５Ｘ４６mm ¥1,500
HR323 汎用ユニバーサルトレイ　２８ｘ２６３ｘ８１ｍｍ ¥1,200
HR400 汎用ユニバーサルトレイ　ネット付　１１ｘ１２５ｘ２８２ｍｍ ¥1,600



HR192 　　　　　　　　　　　　　　　　　HR16900　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　HR16901/98　　　　　　　　　　　　　　　HR17902

　　　　　　　　HR323 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　HR400

　　部　　　番 　　　　　品　　　　　　　　　名 　価　　格

HR3349　　　(廃番） コインホルダー・マグネット脱着式　シングル　ブラック　　　１００円玉用 ¥0
HR3345　　　(廃番） コインホルダー・マグネット脱着式　ダブル　ブラック　　　　１００円玉用 ¥0
HR16916/96 コインホルダー・マグネット脱着式　シングル　ウッドデコ　　１００円玉用 ¥900
HR16915/96 コインホルダー・マグネット脱着式　ダブル　ウッドデコ　　　１００円玉用 ¥1,200

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●画像の１００円玉は参考です。

　　左/HR3349　右/HR3345　　　　　　　　　左/HR16916/96　右/HR16915/96

HR894　　　　　(廃番） 汎用タイプ　ワイパーフイン　ブラック　2個入り ¥0
HR882/3/3　　(廃番） 汎用タイプ　ワイパーフイン　立体イエローフイン　　２個入り　　スポコン派にピッタリです。 ¥0
HR882/3/6 汎用タイプ　ワイパーフイン　立体ピンクフイン　　　２個入り　　スポコン派にピッタリです。 ¥600
HR885/2/3 汎用ワイパーブーツ　カラーピンク　　１９０ｘ４０ｘ３５ｍｍ　　２個入り　　スポコン派にピッタリです。 ¥900
HR885/2/6 汎用ワイパーブーツ　カラーイエロー　１９０ｘ４０ｘ３５ｍｍ　　２個入り　　スポコン派にピッタリです。 ¥900
HR886　　　　(廃番） 汎用ヘッドレストブーツ　ブラック　２個入り ¥0
HR1095 汎用シートベルトカッター　1個　　　　　　　　　　　　●ベルトに常時装着し、イザという時に１秒でベルトを切断します。 ¥1,500

　　　　　　HR894 　　　　　　HR882/3/6　　　　　　　　　　　　HR885/2/6　　　　　　　　　　　　　　　　　HR886　　　　　　　　　　　　　　　HR1095

HR24000 汎用ハンドル用簡易ﾃｰﾌﾞﾙ　ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ等の台として車内にて仕事ができます。　　　 ¥4,500
HR767 汎用フレキシブルコックピット用ランプ　　電源はシガライターより ¥1,800
HR16952/96 汎用小型ハンド作業用電池　角度調整可　ウッドデコシリーズ　単３電池２個仕様　１０５ｘ８０ｍｍ ¥1,500
HR16953/96　　(廃番） 汎用シガライター用ソケットランプ　ウッドデコシリーズ ¥0

　　　　　　利用例 HR2400　　　　　　　　　　　　　　　　HR767　　　　　　　　　　　　　　　　　　HR16952/96　　　　　　　　　　　　HR16953/96

HR16919/96 汎用MT用シフトノブ　ウレタンブラック　ウッドデコシリーズ　　　ネジ式　●軽自動車には装着できません。 ¥1,200
HR16919/98　　(廃番） 汎用MT用シフトノブ　ウレタンブラック　カーボンデコシリーズ　ネジ式　●軽自動車には装着できません。 ¥0
Y4012　　　　　　(廃番） 汎用リフレクター　丸型レッド　　２８mm　　６個セット　貼付けタイプ ¥0
HR13838 汎用リフレクター　丸型レッド　　４０mm　　２個セット　貼付けタイプ ¥500
M241440R 海外純正ﾘﾌﾚｸﾀｰ　横長型　　３０ｘ１２０ｍｍ　　１個　ネジ止式　 ¥1,600
HR13877　　　　(廃番） 汎用リフレクター横長型オレンジ　３０ｘ９５ｍｍ　　２個セット　貼付けタイプ ¥0
HR13894/2　　(廃番） 汎用リフレクター横長型ホワイト　　３０ｘ９５ｍｍ　　２個セット　貼付けタイプ ¥0
HR14044　　　　(廃番） 汎用リフレクター横長型オレンジ　４３ｘ８２ｍｍ　　２個セット　貼付けタイプ ¥0
HR14017/2　　(廃番） 汎用リフレクター横長型レッド　４５ｘ９４ｍｍ　　縁ホワイト　２個セット　貼付けタイプ ¥0
1040G　　　　　(廃番） 汎用リフレクター横長型レッド　３５ｘ８７ｍｍ　　縁ブラック　２個セット　貼付けタイプ ¥0
787　　　　　　　(廃番） 汎用リフレクター三角型レッド　８０ｍｍ　　縁ホワイト　　貼付けタイプ ¥0
788　　　　　　　(廃番） 汎用リフレクター丸型オレンジ　６２ｍｍ　　縁ホワイト　　貼付けタイプ ¥0



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　HR13838　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　Y4012　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　M241440R　　　　　　　　　HR13894/2

　　左/HR16919/96

　　右/HR16919/98

　　　　HR14044　　　　　　　　　　　　　HR14017/2　　　　　　　　　　　　　1040G　　　　　　　　　　787　　　　　　　　　　　　　　788

　　部　　　番 　　　　　品　　　　　　　　　名 　価　　格

HR16914/96　　　(廃番）チケットホルダー（クリップ）　マグネットタイプ　ウッドデコシリーズ ¥0
HR322 カンボーイ（ボトルホルダー）　　　　ドイツらしい実用一点張りの用品です。　　 ¥500

HR16949/95 CC-BOX（カセットテープ）　据え置きタイプ　ウッドデコシリーズ　３本収納 ¥2,000

HR16950/96 CC-BOX（カセットテープ）　吸盤タイプ　ウッドデコシリーズ　３本収納 ¥2,000

HR204 CC-BOX（カセットテープ）　吸盤タイプ　４本収納 ¥1,800

HR359 CC-BOX（カセットテープ）　据え置きタイプ　６本収納 ¥2,300

HR206 CC-BOX（カセットテープ）　吸盤タイプ　６本収納 ¥2,500

HR389 CC-BAG（カセットテープ）　ブラックソフトレザー　　１２本収納 ¥2,000

HR388 CC-BAG（カセットテープ）　ブラックソフトレザー　　２２本収納 ¥3,000

HR799/95 CD-BOX（CD)　プッシュ式　ウッドデコシリーズ　　４枚収納 ¥4,500

HR350 CD-BAG（CD)　ブラックソフトレザー　１２枚収納 ¥2,000

           HR322                       HR16914/96                            HR16949/95                         HR204                            HRHR359

                    HR389                                                          HR388                                 HR350                             HR799/95

　●廃番の記載ある商品でも在庫がある場合もあります、問い合わせ願います。　　　　　　　　　　　　　平成29年８月現在




