
汎用＆専用エレクトリカルパーツ（後付け及び補修） Imported&Made in Japan

最近の車は電気仕掛け、何をするにも基準は１２ボルト、ファインチューンそして後付けアクセサリーと
いたって容易に、装着出来る事うれしいですね。多種多様の中から、専用また汎用タイプを選んでみました。

車種ごとに形状の違うルームランプの内部にあわせ、形を変える事により、広い面積に多くのLED（最大24個）を搭載

しました。標準の矢型球を入替えるだけの簡単装着です。高輝度、長寿命、省電力、そして足元まで明るく照らします。

　　　部　　　番 　品　名　及び　参　考　画　像 　価　　格

RM-M801W 白色　LED　ﾙｰﾑﾗﾝﾌﾟ　ﾌﾛﾝﾄ左右ｾｯﾄ ｱｲ　COLT　Z20系　ｱｲ（Gｸﾞﾚｰﾄﾞのみ ﾊﾞｰｼﾞｮﾝーR　不可） ¥5,300

RM-M802W 白色　LED　ﾙｰﾑﾗﾝﾌﾟ　ｾﾝﾀｰ EKﾜｺﾞﾝ、ｽﾎﾟｰﾂ､ｸﾗｯｼｰ、ｱｸﾃﾌﾞ共通　H81 ¥3,800

RM-M803W 白色　LED　ﾙｰﾑﾗﾝﾌﾟ　ﾙｰﾑ＆ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄのｾｯﾄ ｴｱﾄﾚｯｸ、ﾊﾟｼﾞｪﾛ　V73/75W/ﾗﾝｻｰEvo＆ﾜｺﾞﾝ(CT9A/CT9W) ¥8,200

ｼｬﾘｵｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｽ　N94W

RM-M804W 白色　LED　ﾙｰﾑﾗﾝﾌﾟ　ｾﾝﾀｰに取付 ｱｲ　ｱｳﾄﾗﾝﾀﾞｰ、ﾗﾝｻｰEvo（CT9A) &(CZ4AｷﾞｬﾗﾝFortis ¥4,200

白色　LED　ﾙｰﾑﾗﾝﾌﾟ　ﾘｱに取付 ｱｳﾄﾗﾝﾀﾞｰ、ｴｱﾄﾚｯｸ、ﾊﾟｼﾞｪﾛ（V73/75W)

RM-M805W 白色　LED　ﾙｰﾑﾗﾝﾌﾟ　ﾘｱ左右ｾｯﾄ ﾊﾟｼﾞｪﾛ　V73/75W  (ｻｲﾄﾞ上部付近） ¥5,300

RM-M806W 白色　LED　ﾙｰﾑﾗﾝﾌﾟ　ﾌﾛﾝﾄ左右ｾｯﾄ ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｽ　（NA4W）　NEWﾊﾟｼﾞｪﾛ　V80/90 ¥7,500

RM-M807W 白色　LED　ﾙｰﾑﾗﾝﾌﾟ　４個ｾｯﾄ ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｽ　（NA4W） ¥13,200

RM-M808W　 白色　LED　ﾙｰﾑﾗﾝﾌﾟ　ﾌﾛﾝﾄ/ｾﾝﾀｰ/ﾘｱ共通 ﾃﾞﾘｶｽﾍﾟｰｽｷﾞｱ　PD系 ●1台分の場合　３個必要です。 ¥3,800

RM-M809W 白色　LED　ﾙｰﾑﾗﾝﾌﾟ　ﾌﾛﾝﾄ　ｻﾝﾙｰﾌ車専用 ﾃﾞﾘｶｽﾍﾟｰｽｷﾞｱ　PD系　　 ¥5,300

RM-M810W　 白色　LED　ﾙｰﾑﾗﾝﾌﾟ　ﾘｱ左右ｾｯﾄ ﾗﾝｻｰEvoﾜｺﾞﾝ　(ｻｲﾄﾞ上部付近） ¥3,800

RM-M811W 白色　LED　ﾙｰﾑﾗﾝﾌﾟ　ﾌﾛﾝﾄ左右ｾｯﾄ ｱｳﾄﾗﾝﾀﾞｰ　ギャランFortis　ﾗﾝｻｰEv0-X ¥7,500

参考画像　（取付車種により形状が相違します。） 　　　●商品は日本製です。

最近はHID（キセノンランプ）が主流になってきておりますが、信頼性、経済性とも優れている、
ハロゲンバルブは名実ともに、まだまだ優位ですね。
RAY66008 RALLIART　ｴｸｽﾄﾘｰﾑﾎﾜｲﾄﾊﾞﾙﾌﾞ　4150K 135/125W相当の明るさ　（ﾉｰﾏﾙ対応） HB3/4　2個ｾｯﾄ ¥7,800

RAY66009 RALLIART　ｴｸｽﾄﾘｰﾑﾎﾜｲﾄﾊﾞﾙﾌﾞ　4151K 135/126W相当の明るさ　（ﾉｰﾏﾙ対応） H4　2個ｾｯﾄ ¥7,800

12342GL PHILIPS　ﾏﾙﾁﾚｲﾔｰｺﾞｰﾙﾄﾞ(ｲｴﾛｰ)ﾊﾞﾙﾌﾞ 12V/60/55W ﾉｰﾏﾙ対応 H4単品/異形対応 ¥4,500

12549GL PHILIPS　ﾏﾙﾁﾚｲﾔｰｺﾞｰﾙﾄﾞ(ｲｴﾛｰ)ﾊﾞﾙﾌﾞ 12V/80/70W ﾉｰﾏﾙ対応 H４単品/異形対応 ¥5,500

H4/55W 補修用　ﾊﾛｹﾞﾝﾊﾞﾙﾌﾞ　H4ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟ用 12V/60/55W 単品 ¥1,600

H4/100W 補修用　ﾊﾛｹﾞﾝﾊﾞﾙﾌﾞ　H4ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟ用 12V/100/90W 要追加ﾊｰﾈｽ 単品 ¥1,900

H7/55W 補修用　ﾊﾛｹﾞﾝﾊﾞﾙﾌﾞ　ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟ/ﾛｰ側用 12V/55W 単品 ¥2,000

H7/100W 補修用　ﾊﾛｹﾞﾝﾊﾞﾙﾌﾞ　ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟ/ﾛｰ側用 12V/100W 要追加ﾊｰﾈｽ 単品 ¥2,300

H1/55W 補修用　ﾊﾛｹﾞﾝﾊﾞﾙﾌﾞ　補助ﾗﾝﾌﾟ&ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟ/ﾊｲ側用　12V/55W 単品 ¥900

H1/100W 補修用　ﾊﾛｹﾞﾝﾊﾞﾙﾌﾞ　補助ﾗﾝﾌﾟ&ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟ/ﾊｲ側用　12V/100W 要追加ﾊｰﾈｽ 単品 ¥1,300

H2/55W 補修用　ﾊﾛｹﾞﾝﾊﾞﾙﾌﾞ　補助ﾗﾝﾌﾟ用 12V/55W 単品 ¥900

H3/55W 補修用　ﾊﾛｹﾞﾝﾊﾞﾙﾌﾞ　補助ﾗﾝﾌﾟ用 12V/55W 単品 ¥900

H3/100W 補修用　ﾊﾛｹﾞﾝﾊﾞﾙﾌﾞ　補助ﾗﾝﾌﾟ用 12V/100W 要追加ﾊｰﾈｽ 単品 ¥1,300

　　　　　RALLIART　ｴｸｽﾄﾘｰﾑ　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　H4　ﾀｲﾌﾟ 　　　H4　ﾀｲﾌﾟ 　　　　　　　H1　ﾀｲﾌﾟ H3 ﾀｲﾌﾟ



　　　部　　　番 　品　名　及び　参　考　画　像 　価　　格

SMI-RED 補修用　バルブ（電球）　ｽﾓｰﾙ/ｽﾄｯﾌﾟ用 W球　赤色 12V/21/5W 単品　　　　　 ¥500

SMI-REDS 補修用　バルブ（電球）　ﾗﾝﾌﾟｲﾝｶﾞｰﾆｯｼｭ用 S球　赤色 12V/10W 単品 ¥300

SMI-YELLOW 補修用　バルブ（電球）　ﾌﾗｯｼｬｰﾗﾝﾌﾟ用 S球　橙色/黄色 12V21W 単品 ¥500

SMI-YELLOWーW 補修用　バルブ（電球）　ﾌﾗｯｼｬｰﾗﾝﾌﾟ用 W球　橙色/黄色 12V/21/5W 単品 ¥500

SMI-WEGO 補修用　バルブ（電球）　ｸﾘｱﾃｰﾙﾗﾝﾌﾟ用 S　ｳｴｯｼﾞ球　橙色/黄色　12V21W 単品 ¥500

SMI-WEGR 補修用　バルブ（電球）　ｸﾘｱﾃｰﾙﾗﾝﾌﾟ用 W　ｳｴｯｼ球　橙色/黄色　12V21/5W 単品 ¥700

MS820026 補修用　バルブ（電球）　ｸﾘｱﾃｰﾙﾗﾝﾌﾟ用 S　ｳｴｯｼﾞ球　白色　12V21W 単品　　　　　 ¥180

MS820027 補修用　バルブ（電球）　ｸﾘｱﾃｰﾙﾗﾝﾌﾟ用 W　ｳｴｯｼ球　白色　12V21/5W 単品 ¥200

SMI-WEGS 補修用　バルブ（電球）　ﾏｰｶｰﾗﾝﾌﾟ用 S　ｳｴｯｼﾞ球　橙色/黄色　12V5W 単品 ¥300

SMI-WEGM 補修用　バルブ（電球）　ﾗﾝｻｰﾕｰﾛﾃｰﾙﾗﾝﾌﾟ用 S　ｳｴｯｼﾞ球　橙色/黄色　12V18W 単品　（専用品です） ¥400

SMI-WEGW 補修用　バルブ（電球）　ﾗﾝｻｰﾕｰﾛﾃｰﾙﾗﾝﾌﾟ用 S　ｳｴｯｼﾞ球　白色　12V18W 単品　（専用品です） ¥500

　　HOT EARTH　by　SUN　Automobile
　究極のアースチューニング、通電性の高い純度99.99%の高純度

　銅線を使用し超低抵抗を実現しました。しかも価格は低価格に

　抑えたHGSシリーズ、さらにカラーバリエーションは６色。

　　部　　　　番 　　品　名　仕　様

HE0001G HGSホットアース　４輪汎用キット　ゴールド（４層）

HE0001S HGSホットアース　４輪汎用キット　シルバー（４層）

¥17,800

HE0001B HGSホットアース　４輪汎用キット　ブルー　（３層）

HE0001Y HGSホットアース　４輪汎用キット　イエロー（３層）

HE0001R HGSホットアース　４輪汎用キット　レッド　　（３層） HE9001　(12mm） ホットアース用パラレルターミナル　小 ¥1,800

HE0001K HGSホットアース　４輪汎用キット　スモーク（３層） HE9002　(17mm） ホットアース用パラレルターミナル　大 ¥1,800

¥10,800 ●詳細につきましては　サンWEB参照願います。Http://www.sun-auto.co.jp

　専用タイプ
　　車　　　　　　種 　　品　名　仕　様 ゴールド 　価　　格 シルバー 　　価　　格

グランディス NA4W　４G69(MIVEC) HE1005G ¥18,800 HE1005S ¥18,800

パジェロミニ H56A　4A30　TURBO HE1004G ¥17,800 HE1004S ¥17,800

ランサーEvo.１～３ CD9A/CE9A　4G63　TURBO HE1002G ¥18,800 HE1002S ¥18,800

ランサーEvo.４～６ CN9A/CP9A　4G63　TURBO HE1001G ¥18,800 HE1001S ¥18,800

ランサーEvo.７ CT9A　4G63　TURBO HE1001G ¥18,800 HE1001S ¥18,800

ランサーEvo.８/MR CT9A　4G63　TURBO HE1007G ¥18,800 HE1007S ¥18,800

ランサーEvo.９ CT9A　4G63　TURBO

ランサーEvo.10 CZ4A　4B11　TURBO

レグナム EC5W　6A13　TURBO HE1003G ¥18,800 HE1003S ¥18,800

   HOT WIRES by SUN Automobile
　独自の蓄電システムにより電流値を増大させ、優れた点火性を持つ強力なスパーク　（理論点火エネルギー330倍の燃焼効率）

　を発生。　完全燃焼を実現、確実なトルクアップを実現します。      

　　車　　　　　　種 　　品　名　仕　様 エンジン型式 　　型　　　式 メーカー推奨プラグ 　　価　　格

アウトランダー ホットワイヤー（色別あり　ブルー・レッド・イエロー） 4B12 CW5W 標準 ¥48,000

エアトレック ホットワイヤー（色別あり　ブルー・レッド・イエロー） 4G63　TURBO CU2W 標準 ¥48,000

グランディス ホットワイヤー（色別あり　ブルー・レッド・イエロー） 4G69　MIVEC NA4W 標準 ¥48,000

ランサーEVO-1/3 ホットワイヤー（色別あり　ブルー・レッド・イエロー） 4G63　TURBO CD/CE9A NBS7 ¥35,000

ランサーEVO-4 ホットワイヤー（色別あり　ブルー・レッド・イエロー） 4G63　TURBO CN9A NBS7 ¥48,000

ランサーEVO-5/6 ホットワイヤー（色別あり　ブルー・レッド・イエロー） 4G63　TURBO CP9A NBS7 ¥48,000

ランサーEVO-7 ホットワイヤー（色別あり　ブルー・レッド・イエロー） 4G63　TURBO CT9A 標準 ¥53,000

ランサーEVO-8 ホットワイヤー（色別あり　ブルー・レッド・イエロー） 4G63　TURBO CT9A 標準 ¥53,000

　　　　　　　ホットワイヤー・レッドカラー ●詳細につきましては　サンWEB参照願います。Http://www.sun-auto.co.jp

　　　　　　　　　　　　　　　　●NBS7　ベルトルクマスター　￥１，６００



   HOT INAZMA by SUN Automobile
　ホットイナズマは各電装部品・点火系への供給電圧を安定させ、そのパーフォマンスを向上させることにより車両本来の

　持つ潜在性能を引出す事を可能にするチューニングパーツです。

　　車　　　　　　種 　　品　名　仕　様 　　用　　　　途 　価　　格

H10003 (TYPE-LR) シルバーボディー/ワイヤカラー　ゴールド･ｼﾙﾊﾞｰ･レッド・イエロー・ブルー・スモークあり 街乗り向き ¥11,800

H10002 (TYPE-HR) シルバーボディー/ワイヤカラー　ゴールド･ｼﾙﾊﾞｰ･レッド・イエロー・ブルー・スモークあり スポーツ走行向き ¥11,800

H10001 (TYPE-MR) ゴールドボディー/ワイヤカラー　ゴールド･ｼﾙﾊﾞｰ･レッド・イエロー・ブルー・スモークあり マルチタイプ ¥19,800

H10001 (TYPE-MR) ブラックボディー/ワイヤカラー　ゴールド･ｼﾙﾊﾞｰ･レッド・イエロー・ブルー・スモークあり マルチタイプ ¥19,800

　●HOT　INAZMAはRALLIARTブランドにて海外市場にて販売されているスグレ物です。

　●問合せまた注文時カナラズワイヤーカラーを指定ねがいます。 本体サイズ　６５（Ｈ）　X　９０（Ｗ）　Ｘ　３７（Ｄ）　mm

ワイヤー長　（＋）４４０mm　（－）３９０mm

　　　　ホットイナズマ

　装着例

　POWERVIEW HID SYSTEM by SUN Automobile
　純正メーカーが認めた品質と性能、そして勿論純正オプション（三菱自動車工業）として採用されており安心して装着できます。

　　●１台分のHIDシステムには、パワーユニットとバーナーキットが必要です。 　　　●価格はメーカーの設定価格ではありません。

　　品　　　　　　　番 　　品　名　仕　様 明るさ 　　　特　　　　長 　参考価格

PV0210130 G３バーナーキット　システム　H1　（2個セット） ３０００K 鮮黄色（霧雪に最適） ¥34,000

PV0210147 G３バーナーキット　システム　H1　（2個セット） ４７００K 蒼白色 ¥24,000

PV0210155 G３バーナーキット　システム　H1　（2個セット） ５５００K 自然な青さ ¥34,000

PV0210163 G３バーナーキット　システム　H1　（2個セット） ６３００K 蒼白色閃光 ¥44,000

PV0210170 G３バーナーキット　システム　H1　（2個セット） ７０００K 最高の蒼さ（車検可） 問合せ

PV0210630 G３バーナーキット　システム　H3　（2個セット） ３０００K 鮮黄色（霧雪に最適） ¥34,000

PV0210647 G３バーナーキット　システム　H3　（2個セット） ４７００K 蒼白色 ¥24,000

PV0210655 G３バーナーキット　システム　H3　（2個セット） ５５００K 自然な青さ ¥34,000

PV0210663 G３バーナーキット　システム　H3　（2個セット） ６３００K 蒼白色閃光 ¥44,000

PV0210670 G３バーナーキット　システム　H3　（2個セット） ７０００K 最高の蒼さ（車検可） 問合せ

PV0210230 G３バーナーキット　システム　H７　（2個セット） ３０００K 鮮黄色（霧雪に最適） ¥34,000

PV0210247 G３バーナーキット　システム　H７　（2個セット） ４７００K 蒼白色 ¥24,000

PV0210255 G３バーナーキット　システム　H７　（2個セット） ５５００K 自然な青さ ¥34,000

PV0210263 G３バーナーキット　システム　H７　（2個セット） ６３００K 蒼白色閃光 ¥44,000

PV0210270 G３バーナーキット　システム　H７　（2個セット） ７０００K 最高の蒼さ（車検可） 問合せ

PV0210347 G３バーナーキット　システム　HB4　（2個セット） ４７００K 蒼白色 ¥24,000

PV0210355 G３バーナーキット　システム　HB4　（2個セット） ５５００K 自然な青さ ¥34,000

PV0210363 G３バーナーキット　システム　HB4　（2個セット） ６３００K 蒼白色閃光 ¥44,000

PV0210530 G３バーナーキット　システム　H4/LOW専用　（2個セット）　 ３０００K 鮮黄色（霧雪に最適） ¥34,000

PV0210547 G３バーナーキット　システム　H4/LOW専用　（2個セット）　 ４７００K 蒼白色 ¥24,000

PV0210555 G３バーナーキット　システム　H4/LOW専用　（2個セット）　 ５５００K 自然な青さ ¥34,000

PV0210563 G３バーナーキット　システム　H4/LOW専用　（2個セット）　 ６３００K 蒼白色閃光 ¥44,000

PV0210570 G３バーナーキット　システム　H4/LOW専用　（2個セット）　 ７０００K 最高の蒼さ（車検可） 問合せ

PV0210730 G３バーナーキット　システム　H4D/LO/HI切替え（2個セット）　 ３０００K 鮮黄色（霧雪に最適） ¥45,000

PV0210747 G３バーナーキット　システム　H4D/LO/HI切替え（2個セット）　 ４７００K 蒼白色 ¥35,000

PV0210755 G３バーナーキット　システム　H4D/LO/HI切替え（2個セット） ５５００K 自然な青さ ¥45,000

PV0210763 G３バーナーキット　システム　H4D/LO/HI切替え（2個セット） ６３００K 蒼白色閃光 ¥55,000

PV0210770 G３バーナーキット　システム　H4D/LO/HI切替え（2個セット） ７０００K 最高の蒼さ（車検可） 問合せ

PV0210430 G３バーナーキット　システム　HB3/4　（2個セット）　補助ランプ等 ３０００K 鮮黄色（霧雪に最適） ¥34,000

PV0230130 D2R　規格純正HID装着車用バーナー交換キット （純正対応） ３０００K 鮮黄色（霧雪に最適） ¥28,000

PV0230147 D2R　規格純正HID装着車用バーナー交換キット （純正対応） ４７００K 蒼白色 ¥19,800

PV0230155 D2R　規格純正HID装着車用バーナー交換キット （純正対応） ５５００K 自然な青さ ¥29,800

PV0230163 D2R　規格純正HID装着車用バーナー交換キット （純正対応） ６３００K 蒼白色閃光 ¥36,000

PV0230170 D2R　規格純正HID装着車用バーナー交換キット （純正対応） ７０００K 最高の蒼さ（車検可） 問合せ

PV0230230 D2S　規格純正HID装着車用バーナー交換キット （純正対応） ３０００K 鮮黄色（霧雪に最適） ¥28,000

PV0230247 D2S　規格純正HID装着車用バーナー交換キット （純正対応） ４７００K 蒼白色 ¥19,800

PV0230255 D2S　規格純正HID装着車用バーナー交換キット （純正対応） ５５００K 自然な青さ ¥29,800



　　品　　　　　　　番 　　品　名　仕　様 明るさ 　　　特　　　　長 　参考価格

PV0230263 D2S　規格純正HID装着車用バーナー交換キット （純正対応） ６３００K 蒼白色閃光 ¥36,000

PV0230270 D2S　規格純正HID装着車用バーナー交換キット （純正対応） ７０００K 最高の蒼さ（車検可） 問合せ

PV02002 G３専用パワーユニット　　（バーナーは含まれておりません） ¥32,800

PV00201 バーナー固定用アダプター　H1用　（２個セット） ランサーセディア等に必要です。 ¥1,120

PV00203 バーナー固定用アダプター　H７用　（２個セット） RVR,レグナム、ギャラン等に必要です。 ¥1,120

PV00901 ４灯同時点灯用ハーネスキット　（２個セット） ¥5,000

　　　　　　　　　　固定アダプター

　　　　　バーナーキット 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パワーユニット 　　　　　　　　　　　　　　　純正規格バーナー

　　　　　　　同時点灯ハーネス

　　　部　　　　　　番 　　品　　　　　　名 　価　　格

　H10012B ホットイナズマ　ブルーカラー ¥8,380

　H10012K ホットイナズマ　スモークカラー ¥8,380

　●ホットイナズマ効果 　　：　パワー・トルクアップ・ヘッドランプの照度アップ

　　　　オーディオのノイズを軽減、燃費向上、排ガス浄化等

　●マイナスイオン効果　　：　リラクゼーション効果、車内のニノイを分解

　　　　　　●HOT　INAZMAはRALLIARTブランドにて海外市場にて販売されているスグレ物です。

　　　　　　　　　Product by SUN AUTOMOBILE（サン自動車工業）

　　　部　　　　　　番 　　品　　　　　　名 　価　　格

　IG0001B イナズマ　Hyper Gauss ¥4,570

●ガソリン、軽油を燃料とし、燃料ホースが１２～１６ｍｍ径の車種へ取付る事ができます。（除く金属パイプ）

　　各種エレクトロホーン（Imported)
　純正標準装備のホーンは、いまひとつですね。でも保安基準はパスしているんですが、実際はホーンを鳴らしても

　気がつかず、ましてやヘッドホーンなんかされていたら最悪ですね。ホーンは、やはり欧州製が一番かな。

　　品　　　　　　　番 　　品　名　仕　様 ボディーカラー 原産地 　　音　　　　　質 　　価　　格

BELLI-8 RDB　エレクトロホーンセット　（LOW/HIGH) プラスチックレッド イタリー製 やわらか ¥4,000

BH017/018 BOSH　コンパクトホーンセット　（LOW/HIGH) スチールブラック ドイツ製 高音重視 ¥6,000

BH300/375 BOSH　ヨーロッパホーンセット　（LOW/HIGH) アルミボディー ドイツ製 高低とも品のある音 ¥18,000

SH002 HELLA　スーパートーンホーンセット（LOW/HIGH) レッドフレーム ドイツ製 直進性抜群の音 ¥11,000

CED/A1 CEDA　エレクトロエヤーホーンセット　スチール管 クローム イタリー製 程ほどの音質 ¥14,000

●注意願います。エヤーホーンの単独使用は保安基準不適合になります。

　　　　　　　　RDB　エレクトロホーン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＢＯＳＨ ヨーロッパホーン

　　　　　　　　ＣＥＤＡ　エレクトロエヤーホーン



●ホーン類は在庫限りになります。

　　　ＢＯＳＨ　コンパクトホーン　　　　　　　　　　　　　ＨＥＬＬＡ　スーパートーンホーン

  POWERED by HKS
　エレクトリカルアフターパーツの総合メーカーです。その製品の品質、信頼性は他社を寄付けぬほど、国内/海外の

　ユーザーに支持されております。

　　商　品　名 　　仕　様 　　部　　　番 　　備　　　　　　考 　　価　　格

ターボタイマーType　０ タイマーモード/電圧表示モード　（サイズ　80x21x21mm　Type　１も同じ） 4101-RA009 シルバー ¥9,800

ターボタイマーType　１ Type 0　＋　０－４００タイム、回転数、スピード、ラップタイム、加速計測モード 4101-RA011 シルバー ¥15,500

タイマーハーネス 車種別の設定です。　問合せお願いします。　（簡易装着の為のハーネスキットです） ¥1,300

スピードリミッター 180km/ｈ規制を解除します。 4502-RA002 ¥13,500

（SLD/VAC) 適応車種　：　GTO全車、ランサーEvolution　CD/CE/CN/CP/CT9A全車　

　　　　　　　　　CD5A/E39A/N23W/V78W　に装着できます。

適応車種　： ランサー　EvolutionX　(CZ4A) ●除くSST車 45002-AM001 ¥42,000

フーエルカット 高ブースト時の燃料カット機能を解除します。　タイプK３（カルマン式） 4501-RM003 ¥13,500

　　　　　ディフェンサー 　　　　　　●燃料制御機能はありません。過度ノブーストアップは故障の原因になります。

（FCD) 適応車種　：　ランサーEvolution　CE/CN/CP/CT9A全車　（除くGT-A、Evo-9未確認）

　　　　　　　　　E39A/EC5A/EC5Wに装着できます。　（GTOは不要）

アイドリング エアフローメーターの出力電圧を操作しエンジンストールを防止する装置です4605-RM001 ¥13,500

　　　　　スタビライザー ブローオフバルブ等の吸気系チューニング車に効果があります。

（EIDS） 適応車種　：　GTO全車、ランサーEvolution　CD/CE/CN/CP/CT9A全車　（Evo-9未確認）

　　　　　　　　　CD5A/E39Aに装着できます。

　　商　品　名 　　仕　様 　　部　　　番 　　備　　　　　　考 　　価　　格

５TH　EVCｺﾝﾄﾛｰﾗｰ 更に進化した５代目コントローラー EVC 45003-AK005 ¥63,000

　　　　ターボタイマー



NEW 次世代サブコンピューター　F-CON iS (Lancer Evolution)

動力性能のメカチューニングだけでは、ノーマル以上は期待できないのが現状です。それどころか、エンジンを壊してしまい

高い修理代を払っているのが実情ではないでしようか。当然純正CPUの各種信号の補正は絶対の必要条件です。純正CPUを補正

しチューニングエンジンに最適な状態に制御するのが、サブコン　F-CON iS　です。更にチューニングレベルを想定したデーター

が内蔵され、うれしいことにポン付け装着にて使用可能です。（車両変更により有料にてデーター書換えも可能です）

　　商　品　名 　　仕　様 　　部　　　番 　　備　　　　　　考 　　価　　格

Evo-5 燃料噴射量、タイミングの補正　SLD/FCD機能　エラー表示機能　　 MP5-2 42011-AM005 ¥72,000

Evo-6 エンジンチェック機能　他 MP5-2 42011-AM006 ¥72,000

Evo-7　（MT車） MP5-2 42011-AM007 ¥72,000

Evo-8　（MR不可） MP5-5 42011-AM008 ¥72,000

Evo-5/6/7 F-CON　SZ　対応ハーネスキット 4202-RM009 ¥25,000

Evo-8 F-CON　SZ　対応ハーネスキット 42002-AM001 ¥35,000

NEW シーケンシャルブルローオフバルブ　HKS
高品質でCOOLなアルミボディー、HKS独自の開発によるスムーズな空気の抜け、大音量の吐出音トリプルフインが奏でるサウンド

そして全域作動と優れております。

　　　車　　　種 　　品　　　　　　　　　　名 エンジン型式 EIDS適合 　　　部　　　　　番 　　価　　格

GTO スーパーシーケンシャルブローオフキット 6G72　TURBO 4605-RM001 71004-AM003 ¥33,800

ギャラン/レグナム　 スーパーシーケンシャルブローオフキット 6A13　TURBO 4605-RM001 71004-AM013 ¥33,800

Evo-1/2/3 スーパーシーケンシャルブローオフキット 4G63　TURBO 4605-RM001 71004-AM004 ¥33,800

Evo-4/5/6 スーパーシーケンシャルブローオフキット 4G63　TURBO 4605-RM001 71004-AM006 ¥33,800

Evo-7/8　 スーパーシーケンシャルブローオフキット　(AT不可 4G63　TURBO 4605-RM001 71004-AM011 ¥33,800

Evo-8MR　Evo-Wagon スーパーシーケンシャルブローオフキット　(AT不可 4G63　TURBO 4605-RM001 71004-AM011 ¥33,800

Evo-10 (CZ4A) スーパーシーケンシャルブローオフキット　 4B11 TURBO X 71004-AM015 ¥42,800

EKスポーツ スーパーシーケンシャルブローオフキット 3G83　TURBO 4605-RM001 71004-AM010 ¥33,800

i　(アイ） スーパーシーケンシャルブローオフキット 3B20 TURBO ー 71004-AM014 ¥33,800

Colt　Ralliart スーパーシーケンシャルブローオフキット 4G15 TURBO ー 71004-AM012 ¥33,800

OPTION サウンドチューニング用スペシャルフィン（高周波） ゴールドカラー 1422-SA002 ¥1,800

サウンドチューニング用スペシャルフィン（低周波） パープルメタリック 1422-SA001 ¥1,800

汎用レーシングブローオフバルブ　TYPE-II SQVキットの本体を交換します 1421-RA001 ¥39,500

　　　　　　　　　　　　　　　　　　●ブローオフ本体のみです。付属部品はありませんので、既存のものを使用します。

　NEW　SUPER　SQV　　　　　　　　　　SPECIAL　FIN 　　RACING　BLOW　OFF　VALVE



各種補助ランプ他いろいろ 　　　　　　　　　　　　　　●　各種輸入/国産ランプ取寄せできます。

ノーマルランプだけでは物足りない。　もう１セットランプがほしいけど、最近の車両は補助ランプ装着のスペースを確保するのが

難しいのが現状です。超小型から大型ランプまで、ノーマルランプまたLEDランプといろいろ取り揃えてみました。

　　部　　　番 　　仕　様 　備　　考 　　価　　格

SJ20S-33IS 補助ランプセット/楕円型　Size　64.5x100x72ｍｍ　スーパーホワイトレンズ　５５W アルミ/ハーネス付 ¥6,900

SJ20S-33S 補助ランプセット/楕円型　Size　64.5x100x72ｍｍ　スーパーイエローレンズ　５５W ¥6,900

SJ30S-33IS 補助ランプセット/横型　Size　57x144x57ｍｍ　スーパーホワイトレンズ　５５W ¥7,500

SG30S-33S 補助ランプセット/横型　Size　57x144x57ｍｍ　スーパーイエローレンズ　５５W アルミ/ハーネス付 ¥7,500

　　　SJ30S-33IS

　　　　SJ20S-33IS

　　部　　　番 　　仕　様 　備　　考 　　価　　格

SMI-SJ50B 補助ランプセット/丸型　Size　１６５ｘ１６５ｘ９０ｍｍ　クリアスーパーホワイト　５５W メタルクローム製 ¥12,000

SMI-SJ50C 補助ランプセット/丸型　Size　１６５ｘ１６５ｘ９０ｍｍ　クリアノーマルホワイト　５５W メタルクローム製 ¥12,000

SMI-SJ100 HIDドライビングアシストランプセット/丸型　９９ｘ９９ｘ１１５ｍｍ　３５W　（PHILIPS製バラスト） アルミ製 ¥85,000

SMI-SJ120 HIDフォグシストランプセット/横長型　１４４ｘ６８ｘ８４ｍｍ　３５W　（PHILIPS製バラスト） アルミ製 ¥73,000

　　　　SMI-SJ50B 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　SMI-SJ100 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　SMI-SJ120

CMT450DW HELLAコメット４５０角型」ドライビングランプ　８５ｘ１２０ｘ６０ｍｍ 樹脂製　５５W ¥7,000

CMT450FW HELLAコメット４５０角型フォググランプ　８５ｘ１２０ｘ６０ｍｍ 樹脂製　５５W ¥7,000

CMT450MW HELLAコメット４５０角型マイクロランプ　８５ｘ１２０ｘ６０ｍｍ 樹脂製　５５W ¥7,000

R3000D HELLAラリー３０００ドライビングランプ　クリアレンズ １００W ¥19,000

R3000P HELLAラリー３０００ペンシルビームランプ　クリア/イエローレンズ １００W ¥19,000

R3000C HELLAラリー３０００　ストーンガード　（２個セット） 樹脂製ブラック ¥4,000

MB-L200 Depo LEDスモールリング付フォグランプセット　TRITON専用 樹脂製　５５W ¥32,000

9XD142172-802 HELLA汎用ブレ止めステー　２本セット スチール製 ¥2,500

　　　HELLAコメット４５０　　　　　　HELLAラリー３０００（ランプ＆キャップ） 　　別売りストーンガード

　　ステー

　　　TRITON　フォグランプセット

IPF-816 IPF製バックランプセット　５５W　リーバース連動可　９０ｘ１５５ｘ８０ｍｍ 角型 メタルボディ製 ¥7,000

IPF-8165 IPF製バックランプセット　５５W　リーバース連動可　９５ｘ１４５ｘ８４ｍｍ 丸型 アルミボディー製 ¥12,000

SJ651LB LED　アンバーライトマップランプ　（電源シガライター） ¥2,600

SJ652C LED　ブラックライトスティックランプ　クリアボディー パープルLED　（電源シガライター） ¥2,600

10530001BK デジタルコンパス　数値表示　（コンパス./日付/時間/室温） 単３電池内蔵式 ¥6,000

10530001BK デジタル傾斜計　グラフィック表示　（コンパス./日付/時間/室温） 単３電池内蔵式 ¥6,000

SMI-METER3pcs 汎用3連ﾒｰﾀｰ　LED　時計/温度計/湿度計　（内部電源、貼付け式） ６０ｍｍ ホワイトパネル ¥5,600

YT-8130-4B LED ブルー光フットイルミネーション　４個セット （サイド取付の場合は２セット必要です。） ¥5,500



　　部　　　番 　　仕　様 　備　　考 　　価　　格

VR-20 汎用変換用ウインカーポジションバルブ＆ﾘﾚｰセット汎用ｾｯﾄ 車検可 ¥5,000

SMI-F170-1 汎用変換用ウインカーポジションバルブ＆ｿｹｯﾄｾｯﾄ ﾗﾝｻｰ　EVO-1～６専用　 車検不可 ¥5,500

ＭＣＪ ＥＳコロストップ小型電子防錆システム　１２Ｖ車用　欧州ＴＵＦ規格品　　　　　　　　　　　　　　輸入元三菱商事株式会 ¥35,000

　　　　　　　　●国内外防蝕検査機関での効果確認済み、作業は３０分程度にて装着できます。

　　　　ＩＰＦ　角型 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＩＰＨ　丸型

　　　　　　　　　　ＥＳ　コロストップ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　デジタルコンパス　　　　　　　　　　デジタル傾斜計 ３連メーター

　　　　　　　　　ウインカー＆ポジションバルブセット

フットイルミネーション

　　　　マップランプ 　　　　　　　　　　スティックランプ     VR-20

H20年６月現在


