
汎用パーツ＆アクセサリー (1)
純正、市販、海外製また海外販社オプション品等、数多くのすぐれたアクセサリパーツがあります。記載の商品は

定番として在庫しておりますが、メーカー都合により廃番になる場合がありますので、事前に在庫の有無を問い合わせ

お願いします。また在庫分限定品等たくさんのアクセサリーパーツを展示しておりますので、機会があれば是非ご来店

ください。 　　2016　July　現在

　　　部　　　番 　　　品名　及び　参考画像 価格

YT-6620B 汎用アルミ製メッシュグリル　３０ｘ９０ｃｍ　ブラック 　　　　　　　　　メッシュグリル加工装着例 ¥2,800

YT-6620S 汎用アルミ製メッシュグリル　３０ｘ９０ｃｍ　シルバー ¥2,800

SMI-PAD/BK RAシートベルトパッド２個セット ¥2,400

CW752489 汎用ラゲージネット　ブラック　100x70cm ¥3,800

SMI-BATT 盗難防止用ハンドルロック　バット型ソフトタッチタイプ ¥3,500

　　　　　メッシュグリル

　バット型ハンドルロック

　　　　　　　　　　　　　　　　　ラゲージネット　　　　　　　　　　　　　　　　　ラゲージネット

　　　　　　　　　　　　汎用ラゲージネット　ブラック　100x70cm 　　盗難防止用ハンドルロック　バット型ソフトタッチタイプ

　　　RAシートベルトパッド２個セット

SJ707-S ツインジェットノズル　２個セット　シルバー ¥1,200

SJ707-B ツインジェットノズル　２個セット　ブラック ¥1,200

SJ707-C ツインジェットノズル　２個セット　クローム ¥1,200

SJ707BB LEDツインジェットノズル　２個セット　ブルー/ブルー ¥1,900

SJ719CHM ﾜｲﾄﾞｳｵｯｼｬｰﾉｽﾞﾙｾｯﾄ　新型 ｸﾛｰﾑ ¥1,200

SJ719BLK ﾜｲﾄﾞｳｵｯｼｬｰﾉｽﾞﾙｾｯﾄ　新型 ﾌﾞﾗｯｸ ¥1,200

　　　ワイドウオッシャー 　　ツインジェットノズル

SP-1104G 汎用ワイパーフイン　ゴールド　２個セット ¥1,200

SP-1104R 汎用ワイパーフイン　レッド　　　２個セット ¥1,200

SP-1104S 汎用ワイパーフイン　シルバー　２個セット ¥1,200

ワイパーフイン

HR882/3/3 汎用樹脂製ワイパーフイン立体型２個セット　イエロー ¥600

HR882/3/6 汎用樹脂製ワイパーフイン立体型２個セット　ピンク ¥600

HR885 汎用ワイパーブーツ190x40x35mm２個セット　ブラック 　在庫限り ¥1,800

HR885/2/3 汎用ワイパーブーツ190x40x35mm２個セット　ピンク 装着例 ¥1,800

HR885/2/6 汎用ワイパーブーツ190x40x35mm２個セット　イエロー ¥1,800



　立体型ワイパーフイン 　　　　　　　　　　　　ワイパーブーツ ペダルセット 　　　　　ペダル＆フートプレートセット

　　　　　　　　　　　メッシュペダルセット　AT & MT (ダイキャストフレームタイプ） 　　　　ペダルセット　TYPE-RS

　　　部　　　番 　　　品名　及び　参考画像 価格

SMI-YT6806B 汎用アルミ製ペダルセット・AT車用　ブルー（穴あけ不要） 　在庫限り ¥3,150

YT-6807BL 汎用アルミ製ペダルセット　MT車用　　　ﾌﾞﾙｰ(穴あけ不要） ¥2,900

YT-68１１S 汎用アルミ製ペダルセット　MT車用 TYPE-RS ¥3,900

AA-002-1 汎用タイプメッシュペダルセット A/T車用　 ¥3,980

AA-001-2 汎用タイプメッシュペダルセット M/T車用 ¥3,980

YT-6879BL 汎用アルミ製フートプレート　スライドタイプ　最大３６５ｘ１５０ｍｍ　ブルー 　在庫限り ¥2,800

SMI-YT869B 汎用アルミ製フートプレート　　台形２９５ｘ１８７ｍｍ　ブルー ¥2,000

　　　　　　　　　　　スライドタイププレート 　　　　　　　　　　　　　台形プレート

　　　部　　　番 　　　品名　及び　参考画像 価格

CMZ010B オイルフィラーキャップ　アルミ　ブルー　　ネジ式 　現行車用 ¥2,800

CMZ010R オイルフィラーキャップ　アルミ　レッド　　ネジ式 　現行車用 　　　　シグマオリジナルデザインです。 ¥2,800

CMZ01０S オイルフィラーキャップ　アルミシルバー　ネジ式 　現行車用 ¥2,800

OC-BDC-RLT EMBオイルフィラーキャップ　レッド 　ワンタッチ式 ４G63等 ¥2,600

OC-BDC-RLTS EMBオイルフィラーキャップ　シルバー ¥2,600

OC-BDC-RLTT EMBオイルフィラーキャップ　チタン ¥2,600

M3140870 輸出用イエローオイルフィラーキャップ　ワンタッチロック式全車可 ¥1,700

M163040N USA仕様オイルフィラーキャップ　Mobile　アルミプレートのみ ¥700

MD317439C クロームカラー純正オイルフィラーキャップ　ワンタッチロック式全車可　 在庫限り ¥1,800

MD317439G ゴールドカラー純正オイルフィラーキャップ　ワンタッチロック式全車可　 ¥2,100

MD170389C クロームカラー純正オイルフィラーキャップ　ネジ式全車可　 ¥2,000

MD170389G ゴールドカラー純正オイルフィラーキャップ　ﾈｼﾞ式全車可　 ¥2,300

MI-01G ゴールドカラーアルミ削りだしオイルフィラーキャップ　ﾈｼﾞ式全車可　 ¥8,800

　　輸出用フィラーキャップ



　　　部　　　番 　　　品名　及び　参考画像 価格

TOC9003S アルミ削りだしオイルフィラーキャップ　ﾈｼﾞ式全車可　 シルバー 在庫限り ¥3,800

B051BL アルミ削りだしオイルフィラーキャップ　ﾈｼﾞ式全車可　 ブルー ¥3,300

B051BLK アルミ削りだしオイルフィラーキャップ　ﾈｼﾞ式全車可　 ブラック ¥3,300

B051R アルミ削りだしオイルフィラーキャップ　ﾈｼﾞ式全車可　 レッド ¥3,300

　　アルミ削りだしキャップ

装着例

アルミソリッドフィラーキャップ　現行車用　Blue/Red/Silver

EMBオイルフィラーキャップ　アルミ一体型　（ワンタッチタイプ）

Mobile　プレート（U.S.A)

　　　純正キャップゴールド

　　　　　　　　　　　　　　　アルミ削りだしオイルフィラーキャップ　ﾈｼﾞ式全車可　



　　　部　　　番 　　　品名　及び　参考画像 価格

８XY006481-001 キー付燃料キャップ　三菱車用ネジ式    全車可　Hella　(ﾄﾞｲﾂ） ¥2,900

M120700N 海外仕様リード付燃料ｷｬｯﾌﾟ　 ¥2,000

　　　　海外仕様リード付燃料キャップ Ｈｅｌｌａ　キー付燃料キャップ　ネジ式全車装着可

EMB7.8-004 海外RA製エアバルブキャップセット　４個セット ¥1,500

MZ626031 純正キーレスオペレーションキーホルダー 本革製　デリカD:5　ギャランFortis Outlander ¥2,500

MZ626035 純正KOSカーボン調キーカバー 樹脂成形品　デリカD:5　ギャランFortis Outlander ¥4,500

　海外ＲＡ製エアバルブキャップ                純正本革ブラック　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カーボン調　貼り付けタイプ　海外ＲＡ製エアバルブキャップ                純正本革ブラック　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カーボン調　貼り付けタイプ

　　　　　バッテリーホールヅスティ

　　　　　　　　　　　　　水温計付ラジエーターキャップ

　　　部　　　番 　　　品名　及び　参考画像 価格

SMI-TH126 汎用水温計付ラジエーターキャップ　Ａ-Type　ミラージュA03/05　トライトンKB9T 他 ¥2,900

SMI-TG148 汎用水温計付ラジエーターキャップ　B-Type　ランサー　ギャランFortis　Pajero Colt 他 ¥2,900

SMI-YT880S 汎用アルミ製バッテリーホールドステー　L　最大幅１７２ｍｍ　シルバー（凸型キャップバッテリー不可） ¥1,900

PP-22030-5

　　PP-22030 PP-22030-5



PP-22030-２
    PP-22030-3                PP-22030-1　（O-サイズ/プラス30mm大きくなります）

　　PP-22030-4

　　　部　　　番 　　　品名　及び　参考画像 　　取付け方法他 価格

PP-22030 汎用カナード・立体タイプ左右セット中空樹脂ブラック ４８ｘ３０ｃｍ 　タッピングスクリュー ¥7,000

PP-22030-1 汎用カナード立体タイプ左右セット中空樹脂ブラック　　 33x58x9.5cm Ｏ－サイズ 　タッピングスクリュー ¥6,000

PP-22030-2 汎用カナード立体タイプ左右セット中空樹脂ブラック　　 　M-サイズ 　タッピングスクリュー ¥6,000

PP-22030-3 汎用カナード立体タイプ左右セット中空樹脂ブラック　　 　L-サイズ 　タッピングスクリュー ¥7,000

PP-22030-4 汎用フラットカナード左右セット　樹脂製ブラック　 ５０ｘ２２ｘ２ｃｍ 　タッピングスクリュー ¥6,000

PP-22030-5 汎用フラットカナード・　4枚セット　ソフト樹脂ブラック 　L型スティ＆タッピング ¥5,000

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２８５mm　オフセットタイプ　 　　　２５８mm　フラットタイプ

　　装着例    ●ダミープレートは、ホイール形状により装着できない場合があります。

　　　部　　　番 　　　品名　及び　参考画像 価格

ABDD-1A 汎用アルミ製ダミーディスクプレート　２８５mm　オフセットタイプ　4/5穴兼用2枚セット ブルー 　在庫限り ¥3,900

ABDD-2A 汎用アルミ製ダミーディスクプレート　２８５mm　オフセットタイプ　4/5穴兼用2枚セット レッド ¥3,900

ABDD-4A 汎用アルミ製ダミーディスクプレート　２８５mm　オフセットタイプ　4/5穴兼用2枚セット シルバー ¥3,900

SMI-YT8600R 汎用アルミ製ダミーディスクプレート　２５８mm　フラットタイプ　4/5穴兼用2枚セット レッド ¥3,900

SMI-YT8600B 汎用アルミ製ダミーディスクプレート　２５８mm　フラットタイプ　4/5穴兼用2枚セット ブルー ¥3,900

　　　部　　　番 　　　品名　及び　参考画像 価格

UN-RE-VTX-BLK 汎用ボルテックスゲジェネレーター7個セット　樹脂ブラック 単品　75x105mm　両面テープ接着 ¥4,600



シートベルトカッター

SOS安全ツール

　　　部　　　番 　　　品名　及び　参考画像 価格

HR1095 シートベルトカッター 　緊急脱出用 　ドイツ製 ¥1,500

BELLI-7 フオーインワン安全ツールwith　SOSハザードランプ 　イタリア製 ¥1,800

S7260

S7030

10270109

YT-690 CW752489

　　　部　　　番 　　　品名　及び　参考画像 価格

10270109 汎用アルミメッシュダミーダクトセット 190x50mm/140x35mm各2枚計4枚セット 貼り付け両面テープ ¥2,600

S7260 汎用アルミメッシュダミーダクトLED 210x65x20mm 貼り付け両面テープ ¥3,800

S7030 汎用デコレーションダミーピアスボルト20pcs/set RED/BLUEのみ ¥1,600

YT-890 汎用レーシングルックダミーメッシュスリーブキット RED/BLUE/SILVER ¥9,000

CW752489 汎用タイプ海外三菱製ラッゲジネット　ブラック 100x70cm ¥3,800



　　　部　　　番 　　　品名　及び　参考画像 価格

SL122M XENONストロボライト丸型タイプ １２Ｖ　マグネット式 赤/青／黄色の設定 ¥5,200

CAXM XENONストロボライト角型タイプ １２Ｖ　マグネット式 赤/青／黄色の設定 ¥4,800

ＲＶＰ１Ａ 保冷機能付ドリンクホルダー １２Ｖ車 ¥3,200

ＲＶＰ１Ｂ 保温/保冷機能付ドリンクホルダー １２Ｖ車 マグカップ付 ¥4,800

ＳＭＫＩＤ－４１ 汎用ＬＥＤディライトキット ランプサイズ　155x19x32mm ブラケット式 ¥6,200

WM400150 海外三菱製ハート型ペーパークリップ ¥300

WM4007000 海外三菱製ピンクリップ 10x20mm　ピン長さ45mm ¥300


