
オプション＆海外仕様ランプ ※写真のないものについては、問合せ願います。メール添付します。

　　　チョット雰囲気を変えてみたい。黄色ランプからホワイトへ、またユーロランプや海外仕様のランプへ
　　　　　どこか違うぞ！！スタンダード車とは！！　そんなパーツを集めてみました。　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　●すでに廃番部品も含まれますので、かならず在庫の確認をお願いします。

海外仕様＆リプレースメント・ヘッドランプ・セット　　（下段注意事項を必読お願いします。）
車種 型式 年式 品名/特徴 部番 写真 価格 　　備考　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ﾗﾝｻｰ/ﾘﾍﾞﾛ CB/CD/CE ｸﾘｽﾀﾙﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟｾｯﾄ 214-1119 （F) ¥38,000 Ｈ４ﾊﾞﾙﾌﾞ・ｽﾓｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞは付属しています。 ｾｯﾄ

ﾗﾝｻｰ　MC前 CK/CN 4灯式ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟｾｯﾄ･ｸﾛｰﾑ MB274-B00HW (A) ¥46,000 ●市販ＨＩＤへの変更はﾕｰｻﾞｰﾘｽｸになります。 ｾｯﾄ

EVO-4 4灯式ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟｾｯﾄ･ﾌﾞﾗｯｸ MB274-B10HW ¥46,000

ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟｾｯﾄ・ｸﾘｽﾀﾙ　Evo-4 214-1140PXLD２ （G) ¥28,400 ﾉｰﾏﾙ形状です。 ｾｯﾄ

ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟｾｯﾄ･ﾌﾞﾗｯｸ　Evo-4 214-1140PXLD ¥28,400

補修用ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟ　LH　 20-3344L ¥9,980 純正形状の社外補修部品です。 単品

補修用ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟ　RH 20-3343R ¥9,980

EVO-5/6 CP/TM ４灯式ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟ･ｸﾛｰﾑ　ＬＨ CW729123 (C) ¥29,000 ⇔ｻｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ付一体型ですので、装着時 単品

４灯式ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟ･ｸﾛｰﾑ　ＲＨ CW729124 ¥29,000 　　小加工（ｽﾃｰ取外し）が必要です。

４灯式ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟ･ﾌﾞﾗｯｸ　ＬＨ CW727413 ¥29,000 ●市販ＨＩＤへの変更は自己責任になります。

４灯式ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟ･ﾌﾞﾗｯｸ　ＲＨ CW727414 ¥29,000

補修用ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟ　LH 20-5642L ¥9,500 純正形状の社外補修品です。ｶﾞﾞﾗｽﾚﾝｽﾞ仕様 単品

補修用ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟ　RH 20-5641R ¥9,500 後付けHIDも安心して取付できます。

ｾﾃﾞｨｱ＆ﾜｺﾞﾝ CS ～02.12 ４灯式ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟ･ﾌﾞﾗｯｸ　ＬＨ CW744538 (D) ¥29,000 ⇔無加工ﾎﾞﾙﾄｵﾝにて装着できます。 単品

４灯式ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟ･ﾌﾞﾗｯｸ　RＨ CW744539 ¥29,000 ●市販ＨＩＤへの変更は自己責任になります。

3.01～ ４灯式ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟ･ｸﾛｰﾑｾｯﾄ MB317-B0BHW （H) ¥56,000 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰﾀｲﾌﾟ/ｽﾓｰﾙ・ﾌﾗｯｼｬｰのみ配線割込み ｾｯﾄ

４灯式ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟ･ﾌﾞﾗｯｸｾｯﾄ MB317-B１BHW ¥56,000 ●市販ＨＩＤへの変更は自己責任になります。

EVO-7/8 CT9A MRﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟ・ﾌﾞﾗｯｸ　ＬＨ 8301A263 ( I ) ¥48,900 ﾒｰｶｰ標準HID装着車用 単品

MRﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟ・ﾌﾞﾗｯｸ　ＲＨ 8301A264 ¥48,900 ●09年12/1より価格改定　

ｷﾞｬﾗﾝ EA/EC 輸出仕様ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟ　LH M339381R (E) ¥34,000 右ﾊﾝﾄﾞﾙ仕様ｶﾞﾗｽﾚﾝｽﾞです。 単品

輸出仕様ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟ　RH M339382R ¥34,000 ⇔ｻｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟとセットです。（M192759/60R)

ｽﾍﾟｰｽｷﾞﾔｰ PD/PE/ 97.06～ 海外仕様ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟｾｯﾄ CW749850 (B) ¥92,000 ｸﾞﾘﾙ､ﾏｰｸ、ｻｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟとのｾｯﾄです。単品装着は ｾｯﾄ

(M/C後車） PF できません。　　（補修の場合は要問合せ）

               (A)   　　　　　　　　　　(B) 　　（C) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（D)

　　　　　　　　　　　　　　　　（H)

 (E) 　　　　　　　　　　　　（F)

       （G)　　サイドランプは別売りです。 ( I )
　●Evo-7/8以外はすべて海外製部品になります。従いまして、国内仕様とは相違し国内基準には適合しておりません。適合する為には、小部品の追加

　　　及び配線の組替えをする必要があります。何卒ご了承のうえ購入願います。また取外し標準部品は保管される事お勧めします。

海外仕様＆リプレースメント・サイドランプ・セット
車種 型式 年式 品名/特徴 部番 写真 価格 　　備考　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ﾗﾝｻｰ CB/CD/ US仕様ｻｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ　LH M8210450 ¥7,100 W球付ｽﾓｰﾙ･ｳｲﾝｶｰとして使用可・ﾊｰﾈｽ付 単品

ﾘﾍﾞﾛ CE US仕様ｻｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ　RH M8210460 ¥7,100 （ﾎﾜｲﾄ･ｵﾚﾝｼﾞの２色）

欧州仕様ｵﾚﾝｼﾞｻｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ　LH M245127R ¥4,300 ﾚﾝｽﾞがｵﾚﾝｼﾞｶﾗｰです。 単品



車種 型式 年式 品名/特徴 部番 写真 価格 　　備考　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ﾗﾝｻｰ CB/CD/ 欧州仕様ｵﾚﾝｼﾞｻｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ　RH M245128R ¥4,300

ﾘﾍﾞﾛ CE 市販ｸﾘｽﾀﾙｻｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟｾｯﾄ 214-1529 （F) ¥9,000 ｾｯﾄ

ﾗﾝｻｰM/C前　CK/CN ～97.09 欧州仕様ﾎﾜｲﾄｻｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ　LH M191012R （A) ¥5,500 M/C前車及びEVO-4　　 単品

EVO-4 欧州仕様ﾎﾜｲﾄｻｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ　RH M191013R ¥5,500

市販ﾌﾞﾗｯｸｻｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟｾｯﾄ 214-1548 （G) ¥9,000 ｾｯﾄ

市販ｸﾘｽﾀﾙｻｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟｾｯﾄ 214-1548C ¥9,000

補修用ﾎﾜｲﾄﾗﾝﾌﾟ　LH 18-3296L （A) ¥3,200 海外仕様純正形状の社外補修品です。 ｾｯﾄ

補修用ﾎﾜｲﾄﾗﾝﾌﾟ　RH 18-3295R ¥3,200

ｸﾘｽﾀﾙｻｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟｾｯﾄ MB283-J0WW2 ¥9,000 M/C前車及びEVO-4まで/社外品です。　 ｾｯﾄ

ﾗﾝｻｰM/C後　CK 97.10～ 欧州仕様ﾎﾜｲﾄｻｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ　LH M376893R ¥5,500 M/C前後及びEVO-6・TMまで　　 単品

EVO-5/6 CP/TM 欧州仕様ﾎﾜｲﾄｻｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ　RH M376894R ¥5,500

市販ｸﾘｱｻｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟｾｯﾄ 214-1548 ¥9,000 ｾｯﾄ

市販ﾌﾞﾗｯｸｻｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟｾｯﾄ 214-1548C ¥9,000 ｾｯﾄ

補修用ﾎﾜｲﾄﾗﾝﾌﾟ　LH 18-5388L ¥3,200 海外仕様純正形状の社外補修品です。 単品

補修用ﾎﾜｲﾄﾗﾝﾌﾟ　RH 18-5387R ¥3,200

ｸﾘｽﾀﾙﾎﾜｲﾄｻｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟｾｯﾄ 314-1508 （H) ¥9,000 ﾘﾌﾚｸﾀｰ付US仕様ﾀｲﾌﾟ　黄ﾊﾞﾙﾌﾞ付　新製品 ｾｯﾄ

ｷﾞｬﾗﾝ EA/EC 欧州仕様ｵﾚﾝｼﾞｻｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ　LH M192759R ¥8,000 ⇔ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟとセットです。（M339381R) 単品

欧州仕様ｵﾚﾝｼﾞｻｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ　RH M192760R ¥8,000 単品装着不可

ｴｸﾘﾌﾟｽ D22/27A Eagle仕様　ｺｰﾅｰﾗﾝﾌﾟｾｯﾄ M5977650 （C) ¥19,800 国内仕様は点灯しません。 ●在庫品限り ｾｯﾄ

Eagle仕様　ｸﾞﾘﾙﾗﾝﾌﾟｾｯﾄ M5977630 ¥38,000

ﾊﾟｼﾞｪﾛ LO41/49GW US仕様ｻｲﾄﾞﾚﾝｽﾞﾟｾｯﾄ M3379590 （E) ¥6,000 MONTEROｵﾚﾝｼﾞｶﾗｰです。ﾚﾝｽﾞのみ交換可 ｾｯﾄ

V24/55W ～97.03 US仕様ｻｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟﾟｾｯﾄ M8310830 ¥28,600 ｾｯﾄ

97.04～ M376367R ¥28,600

～97.03 欧州仕様ﾞｻｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟｾｯﾄ M109951R （D) ¥25,900

97.04～

RVR・ｼｬﾘｵ N11/28W US仕様ﾞｻｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟｾｯﾄ M8316090 ¥16,000 ﾎﾜｲﾄ､ｱﾝﾊﾞｰｶﾗｰの２色ﾚﾝｽ（W球）です。

ｽﾍﾟｰｽｷﾞﾔｰ PD/PE 欧州仕様ｵﾚﾝｼﾞｻｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟｾｯﾄ M191035R ¥16,800 M/C前初期型です。

（A) （C) （D) 　　　　　　　　　　　　　　　　　 (E)

　　　　　　　　（F) 　　　（G) （H)

海外仕様＆リプレースメント・リアフォグ&バンパーランプ・セット
車種 型式 年式 品名/特徴 部番 写真 価格 　　備考　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ﾐﾗｰｼﾞｭ CJ/CM 欧州仕様ﾘｱﾌｫｸﾞﾗﾝﾌﾟ　LH M1921210 （C) ¥9,600 ﾍﾞｾﾞﾙ他付属品付　ﾊｯﾁﾊﾞｯｸ車用 単品

ｱｽﾃｨｰ 欧州仕様ﾘｱﾌｫｸﾞﾗﾝﾌﾟ　RH　 M1921220 ¥9,600

ｺﾙﾄ　ﾌﾟﾗｽ Z20 市販LEDﾊﾞﾝﾊﾟｰﾗﾝﾌﾟ 4FLE-104A （H) ¥7,800 ﾊﾞﾝﾊﾟｰﾘﾌﾚｸﾀｰを交換します。 ｾｯﾄ

ﾗﾝｻｰ CB～CE 欧州仕様ﾘｱﾌｫｸﾞﾗﾝﾌﾟｾｯﾄ M9121030 ¥13,600 ﾍﾞｾﾞﾙ他付属品付 ｾｯﾄ

CK/CP9A 欧州仕様ﾘｱﾌｫｸﾞﾗﾝﾌﾟｾｯﾄ M2413850 ( I ) ¥15,000 ｾｯﾄ

Gﾀｲﾌﾟﾗﾝﾌﾟｲﾝｶﾞｰﾆｯｼｭｾｯﾄ TH188-HAF （B) ¥13,000 ﾗﾝﾌﾟ部丸目赤ﾊﾞﾙﾌﾞ　純正風２色 ｾｯﾄ

TH188-RED ¥13,000 ﾗﾝﾌﾟ部丸目赤ﾊﾞﾙﾌﾞ　白ﾚﾝｽﾞ

CS5A/W 欧州仕様ﾘｱﾌｫｸﾞﾗﾝﾌﾟ　LH M161677NX (F) ¥9,000 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾗﾝｻｰ・ｾﾀﾞﾝ､ﾜｺﾞﾝ共通です。 単品

欧州仕様ﾘｱﾌｫｸﾞﾗﾝﾌﾟ　RH M161678NX ¥9,000

CT9A Evo-7 欧州仕様ﾘｱﾌｫｸﾞﾗﾝﾌﾟ　RH M957878R （A) ¥19,800 右ﾃｰﾙﾗﾝﾌﾟ内蔵（右のみ交換） 単品

Evo-8 欧州仕様ﾘｱﾌｫｸﾞﾗﾝﾌﾟ　RH 8330A006 除くMR

Evo-9 欧州仕様ﾘｱﾌｫｸﾞﾗﾝﾌﾟ　RH 8330A148 ¥23,400

CZ4A Evo-10 欧州仕様ﾘｱﾌｫｸﾞﾗﾝﾌﾟ　RH 8337CZ4A （J) ¥7,600 ｸﾘｱﾗﾝﾌﾟ

欧州仕様ﾘｱﾌｫｸﾞﾗﾝﾌﾟ　RH 8337CZ4AB ¥7,600 ﾌﾞﾗｯｸﾗﾝﾌﾟ

ｷﾞｬﾗﾝ EA/EC 欧州仕様ﾘｱﾌｫｸﾞﾗﾝﾌﾟｾｯﾄ　 M325947R ¥21,000 ﾚｸﾞﾅﾑM/C前車用です。 ｾｯﾄ

ｷﾞｬﾗﾝ　Fortis CY4A 欧州仕様ﾘｱﾌｫｸﾞﾗﾝﾌﾟ　RH 8337CZ4A （J) ¥7,600 ｸﾘｱﾗﾝﾌﾟ ｾｯﾄ

欧州仕様ﾘｱﾌｫｸﾞﾗﾝﾌﾟ　RH 8337CZ4AB ¥7,600 ﾌﾞﾗｯｸﾗﾝﾌﾟ



車種 型式 年式 品名/特徴 部番 写真 価格 　　備考　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ﾊﾟｼﾞｪﾛ V24/55W ～97.03 欧州仕様ﾘｱﾌｫｸﾞﾗﾝﾌﾟ　 M8619360 （E) ¥19,000 ﾊﾞﾝﾊﾟｰ埋め込みﾀｲﾌﾟ　左はﾊﾞｯｸﾗﾝﾌﾟになります。 ｾｯﾄ

V63/78W 06.08～ ﾃｰﾙﾗﾝﾌﾟに内蔵しています。

RVR・ｼｬﾘｵ N11/28W 欧州仕様ﾘｱﾌｫｸﾞﾚﾝｽﾞ　LH　 M8487690 ¥1,600 除くｽﾎﾟｰﾂｷﾞﾔｰ 単品

欧州仕様ﾘｱﾌｫｸﾞﾚﾝｽﾞ　RH　 M8487700 ¥1,600

RVR GA3W 10.02～ 欧州仕様ﾘｱﾌｫｸﾞﾗﾝﾌﾟ　 8337A092X （K) ¥8,900 ﾗﾝﾌﾟ単体

ｱｳﾄﾗﾝﾀﾞｰ CW5W 05.10～ 欧州仕様ﾘｱﾌｫｸﾞﾗﾝﾌﾟｾｯﾄ 8337A015X （G) ¥13,200 ｾｯﾄ

US仕様ﾘｱﾌｫｸﾞﾗﾝﾌﾟｾｯﾄ 8352A005X ¥11,800

ｽﾍﾟｰｽｷﾞﾔｰ PD/PE8W 欧州仕様ﾘｱﾌｫｸﾞﾗﾝﾌﾟ　LH M162677R （D) ¥6,800 要ﾊﾞﾝﾊﾟｰの穴あけ加工 単品

欧州仕様ﾘｱﾌｫｸﾞﾗﾝﾌﾟ　RH　 M162678R ¥6,800

(A)                         　　　    (B)        (C)                    　　　　　　                       (D)

（G)　左US仕様　右欧州仕様

(E)                              (F)

（J)　ｸﾘｱﾃｰﾙ用

( I )

　　　　（K)

　　　　（H)　Colt　Plus専用

●リアフォグ装着の場合は、標準カバーの脱着及び配線作業を要します。国内仕様車には、該当の部品はありませんので、

　　ユーザーリスクにて装着願います。

●配線は通常フロントフォグランプハーネスを利用し連動させる事をお勧めします。



海外仕様＆リプレースメント・テールランプ・セット ●非在庫品もあります。問合せ願います。

車種 型式 年式 品名/特徴 部番 写真 価格 　　備考

ﾐﾗｰｼﾞｭｾﾀﾞﾝ CK/CJ ～98.09 市販ｸﾘｱ丸目ﾃｰﾙﾗﾝﾌﾟｾｯﾄ MB261-UURW2 （１０) ¥29,000 M/C前車ｾﾀﾞﾝ及びｱｽﾃｨｰのみ装着可 ｾｯﾄ

ｱｽﾃｨｰ MB261-UURD2 ¥29,000 ⇔　ｽﾓｰｸﾚﾝｽﾞﾀｲﾌﾟ

98.10～ MB257-UURW2 ¥29,000 M/C後車ｾﾀﾞﾝ及びｱｽﾃｨｰのみ装着可

ﾗﾝｻｰ CB～CE 丸目ﾃｰﾙﾗﾝﾌﾟ&ｶﾞｰﾆｯｼｭｾｯﾄ 214-1976F3ACR （２０) ¥40,800 ｸﾘｱﾚｯﾄﾞﾌｪｰｽ ｾｯﾄ

EVO-1/3 　（４点ｾｯﾄ） 214-1976FXAEC ¥40,800 ﾌﾞﾗｯｸﾌｪｰｽ

214-1976F3A-C ¥40,800 ｸﾘｱﾌｪｰｽ

市販ﾃｰﾙﾗﾝﾌﾟｾｯﾄ 214-1941PBCR （２６) ¥21,000 ｻｲﾄﾞﾎﾜイト/点灯時オレンジ

ﾗﾝｻｰ（CK) CK～CP ｸﾘｱ丸目ﾃｰﾙﾗﾝﾌﾟｾｯﾄ MB261-UURW2 （１０) ¥29,000 ｾｯﾄ

EVO-4/6 　　　（市販ﾕｰﾛﾃｰﾙ） MB261-UURD2 ¥29,000 ⇔　ｽﾓｰｸﾚﾝｽﾞﾀｲﾌﾟ

丸目（３）ﾃｰﾙﾗﾝﾌﾟｾｯﾄ SK3700MRG95C （１７) ¥29,000 ｸﾘｱﾚﾝｽﾞ・ﾘﾌﾚｸﾀｰ付　　

SK3700MRG95CP ¥29,000 ｸﾘｱｶｰﾎﾞﾝﾙｯｸﾞ・ﾘﾌﾚｸﾀｰ付　　

LEDﾚｯﾄﾞﾃｰﾙﾗﾝﾌﾟｾｯﾄ 60-1229-95RC (１６) ¥37,900 ﾘﾌﾚｸﾀｰ付　　

LEDｸﾘｱﾌﾞﾗｯｸﾃｰﾙﾗﾝﾌﾟｾｯﾄ 60-1229-95B ¥37,900

LEDｸﾘｱｸﾛｰﾑﾃｰﾙﾗﾝﾌﾟｾｯﾄ 60-1229-95C ¥37,900

MBﾀｲﾌﾟLEDﾃｰﾙﾗﾝﾌﾟｾｯﾄ D14-1901P (27) ¥36,000 ﾘﾌﾚｸﾀｰ付　保安基準適合

ﾗﾝｻｰｾﾃﾞｨｱ CS2/5A 市販ｸﾘｱﾃｰﾙﾗﾝﾌﾟｾｯﾄ MB284-JURW2 （６) ¥31,500 市販US仕様　（車検不可）

ﾗﾝｻｰ CT9A ｸﾘｱﾃｰﾙﾗﾝﾌﾟｾｯﾄ M990035R （９) ¥19,900 GT-A仕様 単品

EVO-7/8 M990036R ¥19,900

8330A017 （１２) ¥19,900 ⇔　ﾌﾞﾗｯｸﾌｪｰｽ　MR仕様

8330A018 ¥19,900

214-1990PｰAｰ7 ¥32,000 市販補修用 ｾｯﾄ

EVO-10 CZ4A ～08.06 純正ﾌﾞﾗｯｸﾌｪｰｽﾃｰﾙﾗﾝﾌﾟｾｯﾄ 8330-A6236X （２９） ¥38,200 非装着車

LEDﾃｰﾙﾗﾝﾌﾟｾｯﾄ SP-MB001-OP （３２） ¥39,800 市販品

ｷﾞｬﾗﾝ EA/EC 欧州仕様ﾃｰﾙﾗﾝﾌﾟｾｯﾄ　 M325945R ¥39,000 ﾘｱﾌｫｸﾞ内蔵　M/C前車用　（ﾌｫｸﾞ２１W内蔵） ｾｯﾄ

市販ﾕｰﾛﾎﾜｲﾄﾗﾝﾌﾟｾｯﾄ SMI-1960L1B ¥58,000 要ｿｹｯﾄ改造　　＊在庫限り

ｷﾞｬﾗﾝ　Fortis CY4A ～08.06 純正ﾌﾞﾗｯｸﾌｪｰｽﾃｰﾙﾗﾝﾌﾟｾｯﾄ 8330-A6236X （２９） ¥38,200 非装着車

Sportback/ CX4A LEDﾃｰﾙﾗﾝﾌﾟｾｯﾄ SP-MB001-OP （３２） ¥39,800 市販品

ｴｸﾘﾌﾟｽ D22/27A USﾚｯﾄﾞﾃｰﾙﾗﾝﾌﾟｾｯﾄ M5977710 ¥42,000 国内車検不可 ｾｯﾄ

ｲｰｸﾞﾙﾀﾛﾝ・ﾃｰﾗﾝﾌﾟｾｯﾄ M5979200 ¥72,000 ﾗﾝﾌﾟ･ｶﾞｰﾆｯｼｭの３点ｾｯﾄ　国内車検不可

D32A/ USﾚｯﾄﾞﾃｰﾙﾗﾝﾌﾟｾｯﾄ M162475R ¥72,000 国内車検不可

ｴｸﾘﾌﾟｽ 38A 市販ｸﾘｱﾃｰﾙﾗﾝﾌﾟｾｯﾄ SMI-MB260 ¥58,000 ﾗﾝﾌﾟ･ｶﾞｰﾆｯｼｭの３点ｾｯﾄ　国内車検不可

D53A 市販ｸﾘｱﾃｰﾙﾗﾝﾌﾟｾｯﾄ SK3700-EPS99 （２５) ¥35,000 国内車検不可

ｽﾀﾘｵﾝ A183/ 欧州仕様ﾃｰﾙﾗﾝﾌﾟｾｯﾄ　 M5977390 （１４) ¥39,000 ﾘﾔﾌｫｸﾞﾗﾝﾌﾟ内蔵 ｾｯﾄ

187A USｺﾝｹｽﾄ・ﾃｰﾙﾗﾝﾌﾟｾｯﾄ M3381990 （１５) ¥36,000 ﾚｯﾄﾞﾃｰﾙ仕様・ｽﾓｰｸ　国内車検不可

GTO Z15/16A USﾚｯﾄﾞﾃｰﾙﾗﾝﾌﾟｾｯﾄ M6989350 ¥59,000 国内車検不可 ｾｯﾄ

欧州仕様ﾃｰﾙﾗﾝﾌﾟｾｯﾄ　 M9126710 ¥59,000 ﾘｱﾌｫｸﾞ内蔵　

ﾄｯﾎﾟ　BJ H41/47A 市販ﾕｰﾛﾎﾜｲﾄﾗﾝﾌﾟｾｯﾄ SMI-530304 （１） ¥16,000 M/C後車別途ﾊｰﾈｽ必要（￥４，２００） ｾｯﾄ

EKﾜｺﾞﾝ H81W 市販ﾕｰﾛﾃｰﾙﾗﾝﾌﾟｾｯﾄ HM4-169 （５) ¥15,800 ｸﾛｰﾑﾎﾞﾃﾞｨﾊｳｼﾞﾝｸﾞです。 ｾｯﾄ

ﾊﾟｼﾞｪﾛ LO41/49GW USﾚｯﾄﾞﾃｰﾙﾚﾝｽﾞｾｯﾄ M2869150 ¥8,000 ﾚﾝｽﾞのみ交換　ﾚｯﾄﾞﾃｰﾙ　国内車検不可 ｾｯﾄ

V24/55W 欧州仕様ﾃｰﾙﾗﾝﾌﾟｾｯﾄ　 M391897R ¥38,000 ﾘｱﾌｫｸﾞﾗﾝﾌﾟ内蔵ﾀｲﾌﾟ ｾｯﾄ

ﾊﾟｼﾞｪﾛ V24/55W USﾓﾝﾃﾛ仕様ﾞﾃｰﾙﾗﾝﾌﾟｾｯﾄ M391900R ¥36,000 　 ｾｯﾄ

市販ﾕｰﾛﾎﾜｲﾄﾗﾝﾌﾟｾｯﾄ M8310850W ¥26,000 ﾗﾝﾌﾟユﾆｯﾄのみ(枠は移し替えになります）

市販LEDﾃｰﾙﾗﾝﾌﾟｾｯﾄ MB336-BORE2 （２９） ¥26,000

市販LEDﾃｰﾙﾗﾝﾌﾟｾｯﾄ　ｸﾘｱ MB336-BUWE2 （３０） ¥29,000

V63/73W USﾓﾝﾃﾛ仕様ﾞﾃｰﾙﾗﾝﾌﾟｾｯﾄ M563839R （１１) ¥36,000 配線組替え済 ｾｯﾄ

欧州仕様ﾃｰﾙﾗﾝﾌﾟｾｯﾄ　 M563837R ¥36,000 M/C前車・ﾘｱﾌｫｸﾞﾗﾝﾌﾟ内蔵ﾀｲﾌﾟ（単独不可） ｾｯﾄ

欧州仕様ﾃｰﾙﾗﾝﾌﾟｾｯﾄ　 M133769N ¥31,400 M/C後車・ﾘｱﾌｫｸﾞﾗﾝﾌﾟ内蔵ﾀｲﾌﾟ（単独不可）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●０６モデルより欧州仕様ﾃｰﾙﾗﾝﾌﾟが標準装備されました。

市販ﾕｰﾛ丸目ﾃｰﾙﾗﾝﾌﾟｾｯﾄ 214-1982PXUEC （７) ¥35,000 M/C後車（M/C前装着不可）

市販LEDﾃｰﾙﾗﾝﾌﾟｾｯﾄ　 MB305-BURE2 （３１） ¥36,000 ﾗﾝﾌﾟユﾆｯﾄのみ(枠は移し替えになります）

ｼｬﾘｵ N84/96W 市販ﾕｰﾛﾎﾜｲﾄﾗﾝﾌﾟｾｯﾄ SMI-52060 （２） ¥21,000 点灯時は、赤及び黄色になります。 ｾｯﾄ

ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｽ 海外仕様丸目ｸﾘｱﾗﾝﾌﾟ　LH CW740179HA （３) ¥14,500 ⇔ﾘﾌﾚｸﾀｰｸﾛｰﾑﾒｯｷ 単品

海外仕様丸目ｸﾘｱﾗﾝﾌﾟ　RH CW740180HA ¥14,500

海外仕様丸目ｸﾘｱﾗﾝﾌﾟ　LH CW740179YA ¥14,500 ⇔ﾘﾌﾚｸﾀｰﾌﾞﾗｳﾝﾒｯｷ

海外仕様丸目ｸﾘｱﾗﾝﾌﾟ　RH CW740180YA ¥14,500

海外仕様丸目ｸﾘｱﾗﾝﾌﾟ　LH CW740179XA ¥14,500 ⇔ﾘﾌﾚｸﾀｰﾌﾞﾗｯｸ

海外仕様丸目ｸﾘｱﾗﾝﾌﾟ　RH CW740180XA ¥14,500

海外仕様丸目ﾚｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟ　LH CW749429 （４) ¥14,500 ⇔海外最終ﾓﾃﾞﾙです。

海外仕様丸目ﾚｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟ　RH CW749430 ¥14,500



車種 型式 年式 品名/特徴 部番 写真 価格 　　備考

ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｽ NA4W 欧州仕様ﾃｰﾙﾞﾗﾝﾌﾟ　LH 8330A013 (１８) ¥42,400 丸型ﾘｱﾌｫｸﾞﾗﾝﾌﾟﾞ内蔵　右ﾊﾝﾄﾞﾙ用 単品

欧州仕様ﾃｰﾙﾞﾗﾝﾌﾟ　RH 8330A014 ¥42,400 ●取寄せになります。

車種 型式 年式 品名/特徴 部番 写真 価格 　　備考

TRITON KB9T 市販LEDテールランプセット D14-1902PA2C （２８） ¥36,000 ｸﾘｱﾚﾝｽﾞ ｾｯﾄ

ｽﾍﾟｰｽｷﾞﾔｰ PD/PE8W 海外仕様丸目ﾚｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟｾｯﾄ CW748954HA （１３) ¥41,000 要追加市販ﾊﾞｯｸﾗﾝﾌﾟにて車検可能 ｾｯﾄ

　　　　　　（６点ｾｯﾄ） 米補修品については問合せください。

海外仕様ﾃｰﾙﾞﾗﾝﾌﾟｾｯﾄ CW728029 ¥52,000 ﾎﾜｲﾄ&ﾚｯﾄﾞﾚﾝｽﾞ仕様 ｾｯﾄ

　　　　　　（４点ｾｯﾄ） 米補修品については問合せください。

市販ﾕｰﾛﾎﾜｲﾄﾗﾝﾌﾟｾｯﾄ GZ-HM4-44 ¥39,000 ｵｰﾙﾎﾜｲﾄ ｾｯﾄ

市販丸目ﾃｰﾙﾗﾝﾌﾟｾｯﾄ 114-1913FIAVC (１９) ¥35,000 米4点ｾｯﾄ ｾｯﾄ

市販ｸﾘｽﾀﾙ・ﾃｰﾙﾗﾝﾌﾟｾｯﾄ（A) 214-1949FXB （２３) ¥35,000 ｸﾘｽﾀﾙﾀｲﾌﾟ（純正赤白ﾓﾃﾞﾙ）

市販ｸﾘｽﾀﾙ・ﾃｰﾙﾗﾝﾌﾟｾｯﾄ（B) 214-1949FXBVC （２２) ¥35,000 ｸﾘｽﾀﾙﾀｲﾌﾟ（ﾎﾜｲﾄﾓﾃﾞﾙ）

ｴｱﾄﾚｯｸ CU2/4W 純正ﾕｰﾛｸﾘｱﾃｰﾙﾗﾝﾌﾟ　LH M598177R （８) ¥16,200 ｱｳﾄﾗﾝﾀﾞｰ/ｽﾎﾟｰﾂｷﾞﾔｰ用ﾃｰﾙﾗﾝﾌﾟです。 単品

純正ﾕｰﾛｸﾘｱﾃｰﾙﾗﾝﾌﾟ　RH M598178R ¥16,200

ﾃﾞﾘｶ P25W 市販ﾕｰﾛﾃｰﾙﾗﾝﾌﾟｾｯﾄ 214-1921 （２４） ¥12,000 黄色ﾊﾞﾙﾌﾞ付 ｾｯﾄ

（１）                （２） （３) （４) 　　　　　　　　　　　　　　　　 (５)

　　　　　　　（６） （７）      （８）        （９) 　　　　　　　　　　　　　　　　　 (１０)

（１３)

               （１１） 　（１２)             （１４)  　　　　　　　　　　　　　　　(１５)

                        （１６）

　　　　　 (１７)

(20)

        （１９)

(18)



              (23)
（２２) 　　　　　　　(24)

（２８）

（２５） (26) 　　　(27)

（２９）

　　　　　　　　　　　　（２９） （３０） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３１）

装着例⇒

　　　●非在庫品もあります。問合せ願います。                          （３２）

　　　●いずれのランプ類も、流用、装着位置の変更、付属バルブ（電球）のカラー変更、光度の変更等は、国内基準に合わなくなりますので、

　　　　　ご注意願います。また装着の場合はいずれも標準仕様復帰を前提に取外し部品は保管される事お勧めします。

海外仕様・バンパーランプ・セット
車種 型式 年式 品名/特徴 部番 写真 価格 　　　　　　　備考

ｴｸﾘﾌﾟｽ D32/38A US仕様ﾌﾛﾝﾄﾊﾞﾝﾊﾟｰｺｰﾅｰ M8821230 （B) ¥12,600 ⇔ｵﾚﾝｼﾞﾚﾝｽﾞ　点灯します。 ｾｯﾄ

ﾗﾝﾌﾟｾｯﾄ&ｵﾌﾟｼｮﾝﾗﾝﾌﾟ M8821230W （A) ¥9,000 ⇔ホワイトﾚﾝｽﾞ　点灯します。

D53A ｸﾘｽﾀﾙﾌﾛﾝﾄﾊﾞﾝﾊﾟｰｺｰﾅｰｾｯﾄ MB290-B00W2 （M) ¥9,000 ⇔ｸﾘｽﾀﾙﾀｲﾌﾟ　点灯します。

D22/27A US仕様ﾘｱﾊﾞﾝﾊﾟｰｺｰﾅｰﾗﾝﾌﾟ M5977180 （D) ¥6,500 点灯します。国内はﾀﾞﾐｰﾚﾝｽﾞです。

RVR　ｼｬﾘｵ N10/40 ～97.09 欧州仕様ﾎﾜｲﾄﾌﾛﾝﾄﾊﾞﾝﾊﾟｰ　 M6238670 ¥2,800 ｼｬﾘｵ前期まで、ｽﾎﾟｰﾂｷﾞﾔｰ装着可 ｾｯﾄ

ﾚﾝｽﾞｾｯﾄ　（ﾊﾞﾙﾌﾞ付）

US仕様ﾘｱﾊﾞﾝﾊﾟｰｺｰﾅｰﾗﾝﾌﾟ M5977180 （D) ¥6,500 点灯します。国内はﾀﾞﾐｰﾚﾝｽﾞです。 ｾｯﾄ

ﾃﾞﾘｶｽﾀｰﾜｺﾞﾝ Ｐ０系 90.08～ 海外仕様ﾌﾛﾝﾄﾎﾜｲﾄﾊﾞﾝﾊﾟｰ CW752129 （K) ¥15,000 大型ﾊﾞﾝﾊﾟｰ装着車 ｾｯﾄ

ﾗﾝﾌﾟｾｯﾄ

ｽﾍﾟｰｽｷﾞﾔｰ PD/ 98.09～ 海外仕様ﾌﾛﾝﾄﾎﾜｲﾄﾊﾞﾝﾊﾟｰ CW728027 （I) ¥12,800 M/C後車用、国内はｵﾚﾝｼﾞｶﾗｰです。

PE8W ﾗﾝﾌﾟｾｯﾄ

ｸﾘｽﾀﾙﾎﾜｲﾄﾊﾞﾝﾊﾟｰﾗﾝﾌﾟｾｯﾄ 214-1941PBCR （L) ¥11,000

ﾊﾟｼﾞｪﾛ　io H71/77W 98.06～ ﾘｱﾌｫｸﾞ内蔵ﾊﾞﾝﾊﾟｰﾗﾝﾌﾟｾｯﾄ M586975R （E) ¥27,000 ﾊﾞﾝﾊﾟｰの穴あけ加工が必要です。

ﾊﾟｼﾞｪﾛ V63/ ～02.07 欧州仕様ﾘｱﾊﾞﾝﾊﾟｰﾗﾝﾌﾟｾｯﾄ M508783R （G) ¥14,600 M/C前車用、要ﾊﾞﾝﾊﾟｰ穴拡張作業 ｾｯﾄ

73W 02.08～ 欧州仕様ﾊﾞﾝﾊﾟｰﾗﾝﾌﾟ　LH M133775N （C) ¥4,400 M/C後車用、ﾎﾞﾙﾄｵﾝ装着可 単品

欧州仕様ﾊﾞﾝﾊﾟｰﾗﾝﾌﾟ　RH M133776N ¥4,400 　　●０６ﾓﾃﾞﾙより標準装備されました。

～02.07 USﾓﾝﾃﾛ仕様ﾘｱﾊﾞﾝﾊﾟｰﾗﾝﾌﾟ M482565R （H) ¥9,000 MC前車用・ﾎﾞﾙﾄｵﾝ装着可 ｾｯﾄ

02.08～ モンテロ仕様ﾊﾞﾝﾊﾟｰﾗﾝﾌﾟLH M133777N （F) ¥4,750 M/C後車用、ﾎﾞﾙﾄｵﾝ装着可 単品

モンテロ仕様ﾊﾞﾝﾊﾟｰﾗﾝﾌﾟRH M133778N ¥4,750

ﾊﾟｼﾞｪﾛ V80/90W 06.10～ 欧州仕様OPﾊﾞﾝﾊﾟｰﾗﾝﾌﾟｾｯﾄ 6410A576X (N) ¥29,800 ﾘｱｶﾞｰﾆｯｼｭ＆ﾗﾝﾌﾟのｾｯﾄです。12V21/5W ｾｯﾄ

欧州仕様OPﾗﾝﾌﾟ&ﾍﾞｾﾞﾙｾｯﾄ 8330A275X ¥19,000 ﾉｰﾏﾙｶﾞｰﾆｯｼｭに穴あけ加工にて装着可

ﾌﾟﾗｳﾃﾞｨｱ S32/33 00.01～ LEDﾌﾛﾝﾄﾎﾜｲﾄﾊﾞﾝﾊﾟｰ　LH 92301-3B700 （J) ¥24,500 Hyundai　Equus　純正部品 単品

LEDﾌﾛﾝﾄﾎﾜｲﾄﾊﾞﾝﾊﾟｰ　RH 92302-3B700 ¥24,500 要配線延長



　　　　　　　（A) （B) 　　　　　　　　（C)

　　　　　　　（D) （E) （F) （G) 　　　　　　　（H)

　　　　　　　（I) 　　　　　　　　　（J) （K) （L)

（N)　ランプ/ﾍﾞｾﾞﾙ/ガーニッシュのセットです。（シルバー色のみ）

(M) (A) (B)

その他、海外仕様ランプレンズ類パーツ
車種 型式 年式 品名/特徴 部番 写真 価格 　　　　　　備考

ﾊﾟｼﾞｪﾛ V63/73W ～02.07 USﾌﾛﾝﾄｻｲﾄﾞﾘﾌﾚｸﾀｰｾｯﾄ M495067R （B) ¥5,000 要ﾌｪﾝﾀﾞｰﾄﾘﾑ部に穴あけ加工 ｾｯﾄ

02.08～ M133761N （A) ¥4,500 要ﾊﾞﾝﾊﾟｰｻｲﾄﾞ部に穴あけ加工

海外仕様・オプションフォグランプセット＆OTHER
車種 型式 年式 品名/特徴 部番 写真 価格 　　　　　　備考

トライトン KB9T 06.10～ LED付ｵﾌﾟｼｮﾝﾌｫｸﾞﾗﾝﾌﾟｾｯﾄ MB-L200 ¥32,000 HB4/55Wですが、ﾊｲﾜｯﾃｰｼﾞﾊﾞﾙﾌﾞ使用の場合は

かならず付属のハーネスキットに変更願います。

●ボルトオン式純正交換タイプです。スモール電源の配線のみです。


