
カーボン工房   PURE CARBON & CARBON LOOK PRODUCTS

ドレスアップパーツとして今や定番パーツとも言えるカーボンファイバー製　&　カーボン風　ドレスアップパーツです。より安くより手軽に装着

出来るように、また価格と仕上がりにこだわりました。一つ一つがハンドメイドによるオリジナル商品及び海外製純正/市販商品になります。

　　　　　　※ハンドメイドの競技用パーツの為、サイズ・取り付け穴等、多少のずれが生じる,商品もありますが、何卒ご了承願います。

　　部　　番 　　品　　名/仕　　様 　価　　格 　備　　考

CF-CT02 カーボン製純正形状インテークダクト ランサー　エボ　７～８ ¥20,000 廃番　在庫限り

CF-CE02 カーボン製純正形状プラグカバー（ロッカーカバー） ランサー　エボ　１～３ ¥10,000 廃番　在庫限り

CF-CP03 カーボン製インテークエアダクト ランサー　エボ　６ ¥9,000 廃番　在庫限り

CF-CT03 カーボン製純正形状プラグカバー（ロッカーカバー） ランサー　エボ　４～９ ¥10,000 廃番　在庫限り

SB07-15 カーボン製純正形状プラグカバー（ロッカーカバー）型取り ¥16,800 廃番　在庫限り

CF-CY4 カーボン製純正形状プラグカバー（ロッカーカバー） ギャランFortis　アウトランダー ¥10,800 廃番　在庫限り

CF080989-1 カーボン製純正形状プラグカバー（ロッカーカバー） ４B11/12　ﾉﾝﾀｰﾎﾞ ¥12,000 　　在庫切れの場合は

CF080989-2 カーボン製エンジンカバー ¥19,500 　受注後　納期１～２ｹ月

ER-MF136-CBN 純正形状市販エキゾーストヒートプレート ¥19,800

5CCMB06F03 市販エンジンカバー CX/CZ４A　ターボ車 ¥30,400

SC-MB15F05 軽量ｶｰﾎﾞﾝ製ミラーカバー CY/CX/CZ4A ¥17,600

CF-CC01 カーボン製ベルトカバー（タイミングケースアッパーカバー）　ランサー　エボ　４～８ ¥15,000

CF-CC02 カーボン製ベルトカバー（タイミングケースアッパーカバー）　ランサー　エボ　９ ¥18,000

CF-CT04 カーボン製クーリングパネル　 ランサー　エボ　７ ¥18,000

CF-CT05 カーボン製クーリングパネル　 ランサー　エボ　８～９ ¥18,000

CF-CZ06 カーボン製クーリングパネル　 ランサー　エボ　10 ¥27,000
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　　部　　番 　　品　　名/仕　　様 　価　　格 　備　　考

CF-CT04 カーボン製クーリングパネル　 ランサー　エボ　７ ¥10,100 　　在庫切れの場合は

CF-CT05 カーボン製クーリングパネル　 ランサー　エボ　８～９ ¥10,100 　受注後　納期１～２ｹ月

CF-CZ06 カーボン製クーリングパネル　CF080977 ランサー　エボ　10 ¥28,000

CF060931 カーボン製リアディフェサー ランサー　エボ　９ ¥49,000

CF080931 カーボン製リアディフェサー ランサー　エボ　１０ ¥62,000

CF080901 カーボン製フロントリップスポイラー　Type-2 ランサー　エボ　１０ ¥58,000CF080901 カーボン製フロントリップスポイラー　Type-2 ランサー　エボ　１０ ¥58,000

CF060901 カーボン製フロントリップスポイラー　RA Type ランサー　エボ　９ ¥52,000
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PURE CARBON & LINE　（加工済み貼付け及び嵌め込み専用品）
MICP－1RC 樹脂コーティング　本物カーボンブラック ピラー用　４枚セット　ランサーCK/CM/CP ¥14,100 　　在庫切れの場合は

MICP-3RC 樹脂コーティング　本物カーボンブラック ピラー用　４枚セット　ランサーCS/CT ¥14,100 　受注後　納期１～２ｹ月

MICP-4RC 樹脂コーティング　本物カーボンブラック ピラー用　４枚セット　シャリオグランディス ¥14,100

MICP-2 樹脂コーティング　本物カーボンブラック ピラー用　４枚セット　ギャラン・レグナム ¥14,100

MICP-6ARC 樹脂コーティング　本物カーボンブラック ピラー用　６枚セット　ギャランFortis他 ¥14,800

MZ314161 カーボンルック　　　ピラーガーニッシ 純生欧州三菱製 ¥26,500

HR18635EXT カーボンルック　ドアハンドルトリム ミラージュ・アスティ・ランサー　CA/CB ¥4,800

MIDC-1RC 樹脂コーティング　本物カーボンブラック　ドアハンドルトリムランサーCK/CP　 ¥9,800

MIDC-2RC 樹脂コーティング　本物カーボンブラック　ドアハンドルトリムスペースギア ¥11,800

SDM00033 純正フエ－ルリッドカバー　アルミ＆カーボン ＣＯＬＴ ¥7,500

MITC-1 樹脂コーティング　カーボン＆アルミ製燃料タンクカバー　 ランサーCK/CP　 ¥3,790

MITC-2 樹脂コーティング　カーボン＆アルミ製燃料タンクカバー　 ランサーセディア＆ワゴン　 ¥3,790

CF080971 カーボン製フロントバンパーモールドカバー　 ランサー　Ｅｖｏ　１０　ＣＺ４Ａ ¥21,000 　はめ込み式

CF080972 カーボン製フォグランプカバー　 ¥19,800 　2個セット

　　　　　　　　　MIDC-1RC MIDC-2RC

　　ランサー装着例 MICP-1RC

ランサー装着例 スペースギア装着例
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ランサー装着例 MITC-2
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PURE CARBON & LINE　（加工済み貼付け及び嵌め込み専用品）
　　部　　番 　　品　　名/仕　　様 　価　　格 　備　　考

CF970588 カーボン製ボルテックスジェネレーター ランサーEvo 7/9　他　CS/CT ¥28,500 　　在庫切れの場合は

CF080955 カーボン製ボルテックスジェネレーター ギャランFortis　CY4A ¥28,500 　受注後　納期１～２ｹ月

KSP-4413 カーボン製GTバンパーガード ランサーEvo　7/8 ¥12,000

ER-LR1019-CBN カーボン製フロントバンパーインテークダクト ランサーEvo　10 ¥37,000 　純正交換

CF080973 カーボン製フードエアインテーク ¥26,000 　純正交換

CF080794 カーボン製フードアウトレット ¥21,000 　純正交換

　　CF970588 取付け参考例
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　　部　　番 　　品　　名/仕　　様 　価　　格 　備　　考

CF080978 カーボン製エアクリーナーダクト ランサー　Evo 10 ¥22,500 　　在庫切れの場合は

CF080984 カーボン製ヒューズボックスカバー ギャランFortis　ランサー　Evo 10 ¥19,200 　受注後　納期１～２ｹ月

CF080975 カーボン製エアコンパネルガーニッシュ ギャランFortis　ランサー　Evo 10 ¥12,000

CF080976 カーボン製シフトパネルガーニッシュ ランサー　Evo 10　SST ¥9,900

CF080982 カーボン製フロント　A　ピラーガーニッシュ ギャランFortis　ランサー　Evo 10 ¥23,500

CF080986 カーボン製フロント　C　ピラーガーニッシュ ギャランFortis　ランサー　Evo 10 ¥21,300

CF-SBK-8 カーボン製ハンドブレーキグリップ ランサー　他　CS/CT ¥6,200

CF-SBK-10 カーボン製ハンドブレーキグリップ ギャランFortis　ランサー　Evo 10 ¥6,200

RA01203C54 カーボン製シフトノブ　RALLIART MT&TC-SST車　5速パターン付属 ¥10,000

RA01203C64 カーボン製シフトノブ　RALLIART MT&TC-SST車　6速パターン付属 ¥10,000
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　　　CF-SBK-8　及び　10　

　　　　　RA01203C54　＆　RA01203C64

装着例



PURE CARBON & LINE　他
　　部　　番 　　品　　名/仕　　様 　価　　格 　備　　考

RA01210B14 ショートアンテナ　ブラック　 　全長76mm 　三菱ルーフアンテナ車 ¥5,600 　RALLIART復刻版

RA01210R14 ショートアンテナ　レッド　 　　　全車装着可能 ¥5,600 　　　固定式です。

RA01210L14 ショートアンテナ　ブルー　 ¥5,600

RA01210G14 ショートアンテナ　チタニュームグレイ　 ¥5,600

RA01503B15 ショートアンテナ　ブラック　 伸縮式 ¥6,800 　RALLIART復刻版

RA01503R15 ショートアンテナ　レッド　 ¥6,800 伸縮します。

RA01503L15 ショートアンテナ　ブルー　 ¥6,800

RA01503G15 ショートアンテナ　チタニュームグレイ　 ¥6,800

RA01410CS6 カーボンルック　車検証入れ　ＲＡＬＬＩＡＲＴ ¥6,980

EMB7.8-004 タイヤバルブキャップ　4pcs/set　 在庫品限り ¥1,500 　海外RALLIART製

RA01210R14　（固定式）

RA01503G15　（伸縮式）

装着例

RA01410CS6

他いろいろなCARBON関連パーツ/アクセサリーが

あります。　弊社WEBページを参照願います。

EMB7.8-004

平成２９年６月現在


