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 MITSUBISHI ライトウェイトジャケット
MITSUBISHI Light Weight Jacket

カラー：レッド×ホワイトRAY 17036 商品番号

￥13,440（本体価格 ￥12,800）
【サイズ】M・L・O（2L）・X（3L）・XL（4L）

【素　材】表地：ミニダイヤリップ（ポリエステル100%）

　　　　　　　　/ロイヤルストライプ（ナイロン100%）

　　　　　裏地：ポリエステルメッシュ

                      （ポリエステル100%）

　　　　　　　　※PU加工（軽撥水効果）

●肌触りの良いT/C裏毛素材を採用。
●車をキズつけにくいリバースファスナー（裏使い）仕様。
●胸/ 袖 / 背中：刺繍。
●身頃脇：RALLIARTアイコンマーク付。

 MITSUBISHI フルジップスウェット
MITSUBISHI Sweat Jacket

カラー：レッド×ホワイトRAY 02057商品番号

￥10,290（本体価格 ￥9,800）
【サイズ】M・L・O（2L）・X（3L）・XL（4L）

【素　材】 T/C裏毛（ポリエステル65%・綿35%）

更なる軽量化を図った利便性の高いジャケット

着脱の容易なフルオープンファスナー仕様

＊背面のデザイン

＊背面のデザイン

＊背面のデザイン

●シワになりにくい形態安定加工を施したT/C素材を
　採用。
●腕の上げ下げなどの動きに沿った運動性のある立体
　パターン。
●収納性の高いマチ付ポケット（ペン差しホール付）。
●カラーアクセントにレッドのボタン糸。
●胸 / 袖 / 背中：刺繍。
●左胸ポケット脇：RALLIARTアイコンマーク付。

 MITSUBISHI ピットシャツ（ショートスリーブ）
 MITSUBISHI Pit Shirt（short-sleeve）

カラー：レッド×ホワイトRAY 04023商品番号

￥9,030 （本体価格 ￥8,600）
【サイズ】SS・M・L・O（2L）・X（3L）・XL（4L）

【素　材】T/Cブロード形態安定（ポリエステル65%・綿35%）

 MITSUBISHI ピットシャツ（ロングスリーブ）
 MITSUBISHI Pit Shirt（long-sleeve）

カラー：レッド×ホワイトRAY 04024商品番号

￥9,660 （本体価格 ￥9,200）
【サイズ】SS・M・L・O（2L）・X（3L）・XL（4L）

【素　材】T/Cブロード形態安定（ポリエステル65%・綿35%）

（ショートスリーブ）（ロングスリーブ）

運動性と精悍さを備えたシャツスタイル

●防風・軽撥水加工を施したミニダイヤ柄素材とストライプ素材のコンビネーション。
●前ファスナーには車をキズつけにくいムシ隠し仕様。
●衣服内の湿気を逃がす背中のベンチレーション。
●貴重品を収納するファスナー内ポケットと携帯専用内ポケット付。
●裾のダブつきを押さえるスピンドルアジャスター付。
●胸 / 袖 / 背中：刺繍。
●身頃脇：RALLIARTアイコンマーク付。

 MITSUBISHI ポロシャツ
MITSUBISHI Polo-shirt

カラー：レッド×ホワイトRAY 06022商品番号

￥6,720 （本体価格 ￥6,400）
【サイズ】SS・M・L・O（2L）・X（3L）・XL（4L）

【素　材】40/2カノコ（綿100％）

着心地と機能性を両立させた高機能ポロシャツ

＊背面のデザイン

＊背面のデザイン

 MITSUBISHI Tシャツ（ロングスリーブ）
 MITSUBISHI T-shirt（long-sleeve）

カラー：レッド×ホワイトRAY 01042商品番号

￥6,300 （本体価格 ￥6,000）
【サイズ】M・L・O（2L）・X（3L）・XL（4L）

【素　材】40/2カノコ（綿100％）

天候の変化に高い順応性を持つ
ロングスリーブ仕様

●通気性・吸水性に優れたカノコ地を採用。
●腕の上げ下げなどの動きに沿った運動性のある立体パターン。
●胸 / 袖 / 背中：プリント。
●身頃脇：RALLIARTアイコンマーク付。

 MITSUBISHI Tシャツ（ショートスリーブ）
 MITSUBISHI T-shirt（short-sleeve）

カラー：レッド×ホワイトRAY 01040商品番号

￥4,725 （本体価格 ￥4,500）
【サイズ】SS・M・L・O（2L）・X（3L）・XL（4L）

【素　材】40/2カノコ（綿100％）

（ロングスリーブ）（ショートスリーブ）

着心地と機能性を両立させた高機能Tシャツ

●通気性・吸水性に優れたカノコ地を採用。
●腕の上げ下げなどの動きに沿った運動性のある立体
　パターン。
●シワになりにくいニット衿。
●カラーアクセントにレッドのボタン糸。
●胸 / 袖 / 背中：刺繍。
●身頃脇：RALLIARTアイコンマーク付。

●骨部にグラスファイバー、シャフト部はアルミを使用し軽量化。
●収納袋付。

 MITSUBISHI パラソル
MITSUBISHI Parasol

カラー：レッド×シルバー×ブラックRAY 46009商品番号

￥4,830（本体価格 ￥4,600）
【サイズ】直径116cm

【素　材】生地：ポリエステル100％・シャフト：アルミ

 ・骨部：グラスファイバー・グリップ：EVA
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2010 Spring & Summer RALLIART Collection

MITSUBISHI Competition Model

ワークスチームを支えた高機能・高品質を備えるRALLIART COLLECTIONは、
ここから始まった。



●丈夫なコットンツイル素材を採用。
●サイズ調整可能なアジャスター付。
●ロゴ：刺繍。
●側面：RALLIARTアイコンマーク付。

 MITSUBISHI キャップ
MITSUBISHI Cap

カラー：レッド×グレー×ホワイト

RAY 21075 商品番号

￥3,675 （本体価格 ￥3,500）
【サイズ】フリー

【素　材】コットンツイル（綿100％）

 MITSUBISHI キャップ レディース&KIDS
MITSUBISHI Cap LADIES&KIDS

カラー：レッド×グレー×ホワイトRAY 21076 商品番号

￥2,940 （本体価格 ￥2,800）
【サイズ】52-55cm

【素　材】コットンツイル（綿100％）

シャープな印象を放つカラーコンビネーション

L A D I E S

＊背面のデザイン

＊背面のデザイン

●耐久性が高く、静電気を逃がす導電糸入りツイル素材。
●腰部分は伸縮性に優れたゴムシャーリング仕様。
●膝部には動きやすい伸縮ニットと膝あてパッド仕様。
●前ファスナーには車をキズつけにくい前立て仕様。
●胸にファスナーポケット、ペン差しホール付ポケット。
●袖口、裾ベルクロアジャスター付。
●胸 / 袖 / 背中：刺繍。
●右後ポケット脇：RALLIARTアイコンマーク付。

 MITSUBISHI メカニックスーツ
 MITSUBISHI Mechanic suit 

カラー：レッド×グレーRAY 93038商品番号

￥14,070（本体価格 ￥13,400）
【サイズ】M・L・O（2L）・X（3L）・XL（4L）

【素　材】T/C制電ツイル（ポリエステル58%・綿42%）

 MITSUBISHI メカニックスーツ KIDS
 MITSUBISHI Mechanic suit  KIDS

カラー：レッド×グレーRAY 93039K商品番号

￥12,810（本体価格 ￥12,200）
【サイズ】110cm

【素　材】T/C制電ツイル（ポリエステル58%・綿42%）

作業時に発揮する高いサポート性を備える
メカニックスーツ

●通気性に優れ、吸汗性が高く、肌触りの
　良いコットンメッシュ素材を使用。
●各ロゴ：プリント。

＊背面のデザイン

（ロングスリーブ）（セミスリーブ）

※背面のデザイン

●丈夫でしっかりとしたT/Cツイル素材

　を使用。

●ツバ先とバックアジャスター部分に

　視認性を高めるリフレクターライン。

●各ロゴ：刺繍。

● 鮮やかなレッドベース、シルバー
　のリフレクターラインがアクセン
　トのピットシャツ。
●濡れても乾きやすく、シワになり
　にくいT/C混紡素材を採用。
●各ロゴ：刺繍。

　MITSUBISHIピットシャツ
（ロングスリーブ）（セミスリーブ）

 MITSUBISHI キャップ
MITSUBISHI Cap

カラー：レッド×シルバーグレー

RAY 21057商品番号

￥3,360（本体価格 ￥3,200）
【サイズ】58～62cm

【素　材】T/Cツイル（ポリエステル65％、綿35％）

 MITSUBISHIピットシャツ（セミスリーブ）
MITSUBISHI Pit Shirt [semi-sleeve]

カラー：レッドRAY 04021商品番号

￥7,245 （本体価格 ￥6,900）
【サイズ】L・O（2L）・X（3L）・XL（4L）

【素　材】T/Cブロード形態安定（ポリエステル65％、綿35％）

 MITSUBISHIピットシャツ（ロングスリーブ）
MITSUBISHI Pit Shirt [long-sleeve]

カラー：レッドRAY 04022商品番号

￥7,980（本体価格 ￥7,600）
【サイズ】M・L・O（2L）・X（3L）・XL（4L）

【素　材】T/Cブロード形態安定（ポリエステル65％、綿35％）

●静電気を逃がす導電糸を織り込んだ
　制電素材を採用。
●胸：プリント。
●前部に動きやすいスリット入り。

 MITSUBISHI メカニックエプロン
MITSUBISHI Mechanic Apron

カラー：レッドRAY 25003F 商品番号

￥3,990（本体価格 ￥3,800）
【サイズ】フリー

【素　材】 T/C制電ツイル（ポリエステル58％、綿42％）

＊背面のデザイン

 MITSUBISHI Tシャツ
MITSUBISHI T-Shirt

カラー：レッドRAY 01038商品番号

￥3,360（本体価格 ￥3,200）
【サイズ】O（2L）・XL（4L）

【素　材】コットンメッシュ（綿100％）

＊背面のデザイン

LANCER EVOLUTION X 
4B11エンジン

商品番号

ランサーエボリューションXのフロントマスクから
インスパイアされたデザインジャケット

 LANCER EVOLUTION キーホルダー
LANCER EVOLUTION Key Holder

RAY 49081商品番号

￥1,050（本体価格 ￥1,000）
【サイズ】1.8×4.9cm（リング部除く）

【素　材】スチール/ハードカーボン

ランサーエボリューションX
の4B11エンジンをモチーフ

 LANCER EVOLUTION トラックジャケット
LANCER EVOLUTION Track Jacket

カラー： グレー/ブラックRAY 1879EG 
￥13,440（本体価格￥12,800）
【サイズ】M・L・O（2L）

【素　材】スムースジャージー（ポリエステル100%）

  タスラン（ポリエステル100%）※PU加工（軽撥水効果）

●外ポケット付。
●肘部の運動性を考慮した3Dパターン。
●胸/背中：プリント。
●身頃脇：RALLIARTアイコンマーク付。

 LANCER EVOLUTION ライトジャケット
LANCER EVOLUTION Light Jacket

カラー： ブラックRAY 1760EB 商品番号

￥13,440（本体価格￥12,800）
【サイズ】M・L・O（2L）

【素　材】表地：ツイル(ポリエステル100%)

　　　　　　　　 *PUコーティング(軽撥水効果)

　　　　　　裏地：ポリエステルメッシュ(ポリエステル100%) 

グレーのアクセントが、スピード感を演出

●夜間の視認性を高めるリフレクターパイピング仕様。
●張りのあるツイル素材。
●前ファスナーには車をキズつけにくいムシ隠し仕様。
●運動性の高いレーシングスーツのアームホール構造を採用。
●貴重品等を収納するファスナー内ポケット付。
●背中/襟：プリント。
●身頃脇：RALLIARTアイコンマーク付。
●RALLIARTロゴ入りラバースライダータブ付。

 LANCER EVOLUTION車検証カバー
LANCER EVOLUTION  Utility Holder

カラー： ブラックRAY 41114E商品番号

￥4,410（本体価格 ￥4,200）
【サイズ】26×17cm マチ部4.6cm

【素　材】フェイクスウェード(ポリエステル100%)

●上質なスウェードタッチ素材を使用。
●広いマチ部で収納量を増やした仕様。
●スポーティなシルバーカラーステッチアクセント。
●ロゴ：刺繍。
●内側にRALLIARTピスネーム付。

車検証、メンテナンスノートなどが
すっきり収納可能

＊背面のデザイン

※高いストレッチ性により快適に着用
　いただけますが、タイトなシルエット
　ですので、ご購入時には商品実寸表を
　ご確認ください。    

●商品は上質感のある専用ボックスに納められる。 

カラー： ホワイト 

カラー： ブラック 

世界中で一年間に生産される綿花の僅か数パーセントしか採れない、柔らかく
吸湿性に優れた、非常に長い繊維を紡いだ【スーピマ（超長繊維綿）】を採用。
30/1の細く柔らかな風合いを持つ糸に仕立て、高い着心地と肌触りを追求した。
まるで着用していないかのような快適さも感じられ、ドライビングへの集中力
をも高める。     

一度着用すると手放せないほどの着心地さを追求 

素材　30/1スーピマコットン天竺  （超長繊維綿） 
 

 LANCER EVOLUTION スーピマコットンTシャツ 
LANCER EVOLUTION Supima Cotton T-Shirt

カラー： ホワイト RAY 0188EW 商品番号 

カラー： ブラック RAY 0188EB 商品番号 

￥6,930（本体価格 ￥6,600） 
【サイズ】M・L・O（2L）  

【素 材】30/1スーピマコットン天竺（超長繊維綿100%） 

着丈  

商品実寸表 （cm） 

身幅  袖丈  
67 45 19
70 48 20
73

M

L

O（2L） 51 21

●右袖：LANCER EVOLUTIONロゴ刺繍
●左袖：RALLIARTロゴ刺繍  

袖丈  

身幅  

着丈  

＊背面のデザイン 

 

 LANCER EVOLUTION ドライポロシャツ 
LANCER EVOLUTION Dry Polo-Shirt

カラー： グレー RAY 0648EG 商品番号 

￥7,035（本体価格 ￥6,700） 
【サイズ】M・L・O（2L）  

【素 材】クイックドライT/Cカノコ
                (ポリエステル65%、綿35%)  

 ＊シーズン限定モデル 

※在庫数わずか

●高い汗の吸収性とすばやい乾燥能力を持つ機能

　素材を使用。

●シャツ衿の仕立てで、カジュアルはもちろん

　クールビズにもコーディネート可能。

●胸/背中：刺繍

●身頃脇：RALLIARTアイコンマーク付。      

ランサーエボリューションのロゴを配した
シックな高機能ポロシャツ  

勝つために生まれて来たランサーエボリューション。
不屈のチャレンジャーシップは、俊英の「エボリューションモデル」に結実した。 

■ 表示されているアイテムの価格は、税込価格です。● 商品のご注文に関するご案内は、本文18ページをご覧ください。 

2010 Spring & Summer RALLIART Collection

03 04

MITSUBISHI Competition Model

2010 Spring & Summer RALLIART Collection
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＊背面のデザイン

＊背面のデザイン

＊背面のデザイン  RALLIART ライトブルゾン
RALLIART Light Blouson

カラー： ブラック×レッドRAY 17037商品番号

￥9,975 （本体価格 ￥9,500）
【サイズ】M・L・O（2L）

【素　材】表地：ブライトツイル（ポリエステル100%）

　　　　　　　　※PU加工（軽撥水効果）

 　　　　　裏地：メッシュ（ポリエステル100%）

●前ファスナーには車をキズつけにくいムシ隠し仕様。
●衣服内の湿気を逃がすベンチレーション仕様。
●内ポケット付。
●裾のダブつきを押さえ、しっかりフィットするゴム
　シャーリング仕様。
●胸 / 袖 / 背中：刺繍。
●身頃脇：RALLIARTアイコンマーク付。

軽量素材･ブルゾンタイプで動きやすい

 RALLIART ドライバーズジャケット
RALLIART Driver's Jacket

カラー： ブラックRAY1759SB商品番号

￥14,910（本体価格 ￥14,200）
【サイズ】L・O（2L）

【素　材】表地：ツイル(ポリエステル100%)

　　　　　　　　※PUコーティング(軽撥水効果)　

 　　　　  裏地：ポリエステルメッシュ(ポリエステル100%)

●張りのあるツイル素材。
●前ファスナーには車をキズつけにくいムシ隠し仕様。
●貴重品等を収納するファスナー内ポケット付。
●風の侵入を防ぐ裾、袖口のリブ仕様。
●胸/襟：刺繍。
●身頃脇：RALLIARTアイコン
　マーク付。

常にドライビングフィールを感じられるジャケット

 RALLIART Tシャツ
RALLIART T-Shirt

カラー： ホワイト×グレー

RAY 01043商品番号

￥4,410 （本体価格 ￥4,200）
【サイズ】M・L・O（2L）

【素　材】21S天竺（綿100%）

●腕の上げ下げなどの動きに沿った運動性の
　ある立体パターン。
●胸 / 袖 / 背中：プリント。
●身頃脇：RALLIARTアイコンマーク付。

柔らかく着心地の良いTシャツ

RALLIART ピットシャツ（ロングスリーブ）
RALLIART Pit Shirt（long-sleeve）

カラー： ホワイト×グレーRAY 04026商品番号

￥9,660 （本体価格 ￥9,200）
【サイズ】SS・M・L・O（2L）・X（3L）

【素　材】 T/Cブロード形態安定加工（ポリエステル65%・綿35%）

RALLIART ピットシャツ（ショートスリーブ）
RALLIART Pit Shirt（short-sleeve）

カラー： ホワイト×グレーRAY 04025商品番号

￥9,030 （本体価格 ￥8,600）
【サイズ】SS・M・L・O（2L）・X（3L）

【素　材】 T/Cブロード形態安定加工（ポリエステル65%・綿35%）

（ショートスリーブ）（ロングスリーブ）

●シワになりにくい形態安定加工を施したT/C素材を
　採用。
●腕の上げ下げなどの動きに沿った運動性のある立体
　パターン。
●収納性の高いマチ付ポケット（ペン差しホール付）。
●カラーアクセントにグレーのボタン糸。
●胸 / 袖 / 背中：刺繍。
●左胸ポケット脇：RALLIARTアイコンマーク付。

運動性と精悍さを備えたシャツスタイル

商品の詳しい情報はこちら！
（携帯サイトにアクセスします）

●運動性の高いレーシングスーツのアーム
　ホール構造を採用。

＊ IDタグ＊メタルプレート

＊濡れ物対応ビニールポケット

＊付属品収納ポケット

安定感のある底足付

 RALLIART クルーバッグ（middle）
RALLIART Crew Bag-Middle

カラー： ブラックRAY 41094M商品番号

￥18,900（本体価格 ￥18,000）
【サイズ】43×33×18cm

【素　材】生地：1680Dナイロン（ナイロン100%）

  キャリー：アルミパイプ　

重量2.9kg
ノート型PC対応可能な
PCルーム

重量3.7kg
ノート型PC対応可能な
PCルーム

●重量：1.5kg
●PCポケットサイズ：38×28×3cm
●クルーバッグ（middle / large）やボストンキャリーバッグの
　パイプキャリーに装着可能。
●前ポケット内部は小物をしっかり整理できるオーガナイザー
　ポケット。
●メインルームにウレタン入りのPCポケットを装備。
●中央ファスナーを開くことでマチが7cm増え、大容量に。
●前後のハンドルがひとつになるように非対称な長さの革製
　ハンドル。
●前面：RALLIARTプレート。
●側面：RALLIARTアイコンマーク付。
●RALLIARTオリジナルファスナースライダー。

●重量：3.3kg / 容量：約36L
●PCポケットサイズ：37×24×3cm
●キャリーシャフト/静音式タイヤを用いキャリーバッグとして、
　キャリーシャフトを収納しボストンバッグとしても使用可能
　な2WAYバッグ。
●メインルームに大きく開く「コの字」型ファスナーを採用し、
　荷物の出し入れを容易にした。
●メインルームにウレタン入りのPCポケットを装備。
●本体前ポケット内装には、小物の収納に便利な小分けポケッ
　ト付。
●前面：RALLIARTプレート。
●側面：RALLIARTアイコンマーク付。
●RALLIARTオリジナルファスナースライダー。

 RALLIART クルーバッグ
RALLIART Crew Bag

カラー： ブラックRAY 41116B商品番号

￥18,900（本体価格 ￥18,000）
【サイズ】41×30×11（＋7）cm

【素　材】生地：1260Dナイロン（撥水加工）＋牛革

 RALLIART ボストンキャリーバッグ
RALLIART Boston Carry Bag

カラー： ブラックRAY 41117C商品番号

￥29,400（本体価格 ￥28,000）
【サイズ】47×34×32cm

【素　材】生地：1260Dナイロン（撥水加工）＋牛革

大容量のボストンタイプ
ノート型PC対応可能なPCルーム

マチを広げて収納力UP
ノート型PC対応可能なPCルーム

●ショルダーベルト付。
●パソコンルームには10mm厚のウレタンを使用している
　のでパソコンを衝撃から保護します。また底部には15mm
　厚のウレタンを使用しています。
●静かで快適な静音式タイヤを採用。また、タイヤ部分には
　振動を抑えるクッション入り。

［middle・largeサイズの共通機能及び仕様］

1

1

2

2

3

3

3

4

4

1 2 3 4

＊7cm増のマチを広げた状態

＊オーガナイザーポケット使用例

＊RALLIART ボストンキャリーバッグ

　RALLIART クルーバッグとの装着例

＊RALLIART ボストンキャリーバッグ

＊濡れ物対応ビニールポケット

＊付属品収納ポケット

＊RALLIART クルーバッグ

＊RALLIART ボストンキャリーバッグ

（RALLIARTプレート）

（RALLIARTオリジナルファスナースライダー）

No.
cm 24.524.0

B
25.0

C
25.5

D
26.0

E
26.5

F
27.0

G
27.5

H I J
28.0

 RALLIART メカニックシューズ サイズ表  24.0 ～ 28.0

サ
イ
ズ

JIS  T  8105  PU-S種合格（D式）

この商品は通信販売対象外です。テスト&サービスにて扱っております。 （株）テスト&サービス　TEL.044-854-1945　FAX.044-854-9246

RALLIARTメカニックシューズ
RALLIART Mechanic Shoes

カラー：ブラック×レッド×ホワイト

RAY 47011商品番号

￥9,030（本体価格 ￥8,600）
【サイズ】24.0～28.0 cm

【素　材】先芯:鋼製・甲被:牛クロム革＋合皮

  靴底 :発泡ポリウレタン(二層) 

 RALLIART クルーバッグ（large）
RALLIART Crew Bag-Large

カラー： ブラックRAY 41095L商品番号

￥25,200（本体価格 ￥24,000）
【サイズ】50×39×23cm

【素　材】生地：1680Dナイロン（ナイロン100%）

  キャリー：アルミパイプ　

4

機内持ち込み可能サイズ

機内持ち込み不可能サイズ

国内線100席未満の機内持ち込み不可能サイズ

詳しい機内持ち込み可否条件については各航空
会社へお問い合せください。

＊背面のデザイン

※在庫数わずか

機内持ち込み可能サイズ

■ 表示されているアイテムの価格は、税込価格です。● 商品のご注文に関するご案内は、本文18ページをご覧ください。 
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RALLIART Sports Model
モータースポーツから培ったノウハウを身にまとい、日常のカーライフを楽しむ。
充実した機能性、実用性、快適性を備え、ドライビングシーンからタウンユース
まで活躍する「RALLIART Sports Model」。



＊カラー： ブラック
＊カラー： クリア

 RALLIART 車検証カバー
RALLIART Utility Holder

カラー： ブラックRAY 41113R商品番号

￥4,410（本体価格 ￥4,200）
【サイズ】26×17cm マチ部4.6cm

【素　材】フェイクスウェード(ポリエステル100%)

 RALLIART ワンタッチパラソル
RALLIART One-touch Parasol

カラー： ブラックRAY 46010R商品番号

￥3,780（本体価格 ￥3,600）
【サイズ】直径100cm

【素　材】生地：ポリエステル100%・ シャフト：アルミ

 骨部：アルミ/グラスファイバー ・グリップ：ABS 

 RALLIART アイプロテクショングラス
RALLIART Eye Protection Glass

カラー： クリアRAY 43018C商品番号

カラー： ブラックRAY 43018B商品番号

￥5,460（本体価格 ￥5,200）
【サイズ】フリー

【素　材】レンズ：ポリカーボネート 

●レンズ部をワイドにし、広い視野を確保。
●耐衝撃性、紫外線防止、耐薬品性、防曇性などに優れる。
●右側レンズ下に「RALLIART」ロゴプリント。

危険な作業から眼を保護

 RALLIART セーフティグローブ ショート
RALLIART Safety Glove Short

カラー：ブラックRAY 28024商品番号

￥6,825 （本体価格 ￥6,500）

 RALLIART セーフティグローブ ロング
RALLIART Safety Glove Long

カラー：ブラックRAY 28025商品番号

￥8,400 （本体価格 ￥8,000）

〈ショート・ロング共通〉
【サイズ】M（23・24cm）/L（25・26cm）

【素　材】本体：トワロン/カイノール(アラミド繊維＋カーボン

  繊維)・補強：皮革・縫製糸：ケブラー糸

立体裁断による手入感を向上させた最高級セーフティグローブ

●素材「トワロン/カイノール」は、アラミド繊維とカーボン繊維の複合素材であり
　耐熱性・耐切創性・耐薬品性を持ち、他の追随を許さないハイテク素材を使用。
●メカニッククルーはもちろん、ドライブやアウトドアなどのフィールドにも最適。 
●ISO 6940安全基準　FIA/FIM（レース基準）消防法・鉄道車両法合格素材使用

＊ショート

＊ロング

＊写真は装着イメージ
（ショート）

●糸数を増やし、汗などの吸収性を確保。

【サイズ】24.5×24.5cm

【素　材】綿100％

 RALLIART ハンドタオル
RALLIART Hand Towel

RAY 23021商品番号

￥630（本体価格 ￥600）

肌触りのよいジャガード織

＊収納イメージ

28.5cm

5.5cm

GLOVE Size

 RALLIART メッシュキャップ
RALLIART Mesh Cap

カラー：ブラックRAY 21078S商品番号

￥3,990（本体価格 ￥3,800）
【サイズ】フリー

【素　材】エアメッシュ（ポリエステル100%)

 RALLIART キャップ
RALLIART Cap

カラー：ブラックRAY 21077B商品番号

カラー：レッドRAY 21077R商品番号

￥3,990（本体価格 ￥3,800）
【サイズ】フリー

【素　材】20Sツイル（綿100%）
カラー：ブラック

カラー：レッド

＊背面のデザイン

＊背面のデザイン

 RALLIART ランバーバッグ
RALLIART Lumber Bag

カラー：ブラックRAY 41109SB商品番号

￥7,140（本体価格 ￥6,800）
【サイズ】50×16×7cm

【素　材】600D OX（ポリエステル100％）※PU加工(軽撥水効果)

  /エアメッシュ(ポリエステル100%)

通気性抜群のエアメッシュ素材

●パイピングラインがアクセントのシンプルな
　メッシュキャップ。
●表 / 背面：刺繍。
●側面：RALLIARTアイコンマーク付。

スポーティなツバ部の切替アクセント

●表 / 背面：刺繍。
●側面：RALLIARTアイコンマーク付。

 RALLIART ラバーバッグ
RALLIART Rubber Bag

カラー：ブラックRAY 41115SB商品番号

￥19,950（本体価格 ￥19,000）
【サイズ】40×30×11cm

【素　材】タイヤチューブ/ナイロンデニール

●表：RALLIARTロゴプリント。
●側面：RALLIARTアイコンマーク付。

タフな素材&自分だけのバッグ　　　大型トラックの使用済みタイヤチューブ

特殊な素材のため、縫製には長年の経験と技術を

要しそのため東京・江戸川の熟練した職人が一つ

一つ手作業で丁寧に縫製しました。

●走行中は、摩擦などによる数百℃という高温の状況下で車を支えて

　いる。そのような過酷な状況を、何年も耐えてきた丈夫な素材を、

　日常使用するバッグに用いた。

●ゴムの特性上、水は一切通さず、高い防水性をほこる。

　※完全防水ではありません。

ご購入された商品には、タイヤチューブ製造時に付けられた品番や過去に作業したパンクの修理跡など

がそのまま残っている場合があります。品番や修理跡の有り無しは、ご購入時に選択はできませんが、

同じ表情の素材はなく、言わば一点物であり、お客様一人一人が外観の異なる商品を手にされます。

※素材の特性上、汚れが残っている場合があります。

外観（ラバー部分）の異なる一点物

tire tube

回収

←

洗浄

←

裁断

←

加工

←

縫製

←

高い
耐久性

高い
防水性

例：タイヤ本来の品番プリント 例：パンクの修理後

●濡れても乾きやすく、形態安定加工でシワに
　なりにくいT/C混紡素材を採用。
●胸/背中/袖/：刺繍。

＊背面のデザイン

 RALLIARTピットシャツ（セミスリーブ）
RALLIART Pit Shirt [semi-sleeve]

カラー： ホワイトRAY 04019商品番号

￥7,140（本体価格　￥6,800）
【サイズ】O（2L）

【素　材】T/Cブロード形態安定（ポリエステル65％, 綿35％）

刺繍ロゴの映える定番のホワイトシャツ。

カラー： ブラック 

カラー： ホワイト 

一度着用すると手放せないほどの着心地さを追求 

吊編み機が現存する、和歌山の工場にて編み立てる 

世界中で一年間に生産される綿花の僅か数パーセント

しか採れない、柔らかく吸湿性に優れた、非常に長い

繊維を紡いだ【スーピマ（超長繊維綿）】を採用。生

産効率の悪さから、今ではあまり使われることのない

明治時代に生まれた工業機械【吊編み機】を用い、吊

編み機でないと編むことのできない、非常にソフトな

風合と絹のような光沢、 かつ強くしなやかで高い耐久

性をあわせ持つ生地に仕立てた。         

素材 
20/1オーガニックスーピマ天竺 

（超長繊維綿） 

表糸、裏糸合わせて2本の糸を

ゆっくり編みたてるので、糸に

余分なテンションがかからず、

リラックスした状態で生地が編

まれる。着心地が良いのはもち

ろんのこと、経年によるヘタり

が少なく長く着用できる。       

●右袖：RALLIARTロゴ刺繍。
●左胸：ポケット。  

RALLIARTスーピマコットンTシャツ 
RALLIART Supima Cotton T-Shirt

カラー： ブラック RAY 0187SB商品番号 

カラー： ホワイト RAY 0187SW商品番号 

￥5,880 （本体価格 ￥5,600） 
【サイズ】M・L・O（2L） 

【素 材】 20/1オーガニックスーピマ天竺（超長繊維綿100%） 

サイズ： LANCER EVOLUTIONスーピマコットン
Tシャツのサイズ表（4ページ）をご覧ください。  

●袖口：RALLIARTアイコンマーク付。 

 

大きなRALLIARTロゴプリントのキッズTシャツ 

 RALLIART Tシャツ KIDS
RALLIART T-Shirt  KIDS

カラー： ロイヤルブルー RAY 0185SB商品番号 

￥2,940（本体価格 ￥2,800） 
【サイズ】M(90cm)/L(110cm)  

【素 材】17/1 天竺（綿100％） 

＊シーズン限定モデル 

●上質なスウェードタッチ素材を使用。
●広いマチ部で収納量を増やした仕様。
●スポーティなレッドカラーステッチアクセント。
●ロゴ：刺繍。
●内側にRALLIARTピスネーム付。

車検証、メンテナンスノートなどが
すっきり収納可能

●本体、収納袋に「RALLIART」
　ロゴプリント。
●収納袋：RALLIARTアイコン
　マーク付。

ばねの力を利用した、
ワンタッチ開閉式折りたたみ傘

●財布・携帯電話・ドリンクボトルなどまとめて収納でき、

　ショルダーバッグとして肩に、ウエストバッグとして腰

　に装着可能。

●ロゴ：プリント。

●脇：RALLIARTアイコンマーク付。

ダブルファスナーでポケットの開け閉めが
容易なユーティリティーバッグ

 RALLIART ウォッシュクロスタオル
RALLIART Wash Cloth Towel

RAY 23015商品番号

￥1,050（本体価格 ￥1,000）
【サイズ】80×34cm

【素　材】綿100%

 RALLIART スポーツタオル
RALLIART Sports Towel

RAY 23016商品番号

￥1,890（本体価格 ￥1,800）
【サイズ】110×40cm

【素　材】綿100%

■ 表示されているアイテムの価格は、税込価格です。● 商品のご注文に関するご案内は、本文18ページをご覧ください。 
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RALLIART Sports Model



Driving Sunglass

RALLIART ドライビングサングラスで

アクションコパー  視覚効果イメージ

劇的なまでに違う、クリアな視界の体験を

ダッシュボードのイヤなテカリやフロントガラス内側の映り

込みも消え、視界がクリアになり快適なドライブが楽しめます。

対向車からの反射光や前車のリアウインドウの照り返しが目

にも優しく安全なドライビングができます。

普通のサングラスで見るとRALLIARTドライビングサングラス
で見ると

普通のサングラスで見るとRALLIARTドライビングサングラス
で見ると

普通のサングラスで見るとRALLIARTドライビングサングラス
で見ると

＊チタングレー

＊ノーズパッド部

＊チタンシルバー

5

6

●テンプル内部には、業界トップクラスの技術を誇る「ドイツ OBE社」のバネ丁番を使用しており、着脱
　がしやすく、またこめかみへの圧迫感が緩和され、長時間の装着が可能。ネジ胴部に巻かれた成型ナイロン
　の弾性による摩擦力で、繰り返しの開閉から生じるゆるみを防止する「RED N29」ネジを使用。テンプル
　端には、フィット感、滑り止めに優れたエラストマー付。

●レンズに「TALEX」ロゴをレーザー刻印。

●レンズに「TALEX」ロゴをレーザー刻印。

●レンズに「TALEX」ロゴをレーザー刻印。

ドライビングやタウンユースなどあらゆるシーン
に合う、繊細でかつ印象深いシルエットデザイン。

合金の約2倍の強度を持ち、汗などによる腐食に
強いチタン素材使用

5

6

 RALLIART ドライビングサングラス Titanium
RALLIART Driving Sunglass Titanium

カラー：チタンシルバーRAY 43017S商品番号

カラー：チタングレーRAY 43017G商品番号

￥22,890（本体価格 ￥21,800）

【素　材】レンズ：プラスチック(CR-39)・フレーム：チタン
  テンプルエンド：エラストマー系・ノーズパッド：シリコン

 RALLIART ドライビングサングラスwithアクションコパー

TRUEVIEW 【トゥルービュー 】

＊偏光度：99%以上　＊可視光線透過率：30%　＊紫外線(UV400)：99%以上カット＊レンズはTALEX社のラインナップの中でドライビングに適しているTRUEVIEW  を採用。

www.talex.co.jp

「目に優しいグラス」をTALEX社は世界で唯一、
　自社で一貫生産しているメーカーです。

『軽い』

【レンズの機能を損なわないフレーム構造】
装着中のフレームの広がりにレンズが干渉しない構造とし、レンズの歪みを防ぎ、
目への負担を軽減します。

『装着する人を選ばないフレキシビリティー』
調整幅の広い芯金入り可変シリコンノーズパッドで、細やかな調整が可能。さらに、
開放感のあるハーフリムレスの構造デザインと、柔軟性(高曲げ弾性)に優れたTR90
ナイロン素材が、装着する人を選ばず、高いかけ心地を提供する。

『カタチを徹底的に

   くっきりと見せる

  コントラスト性能』

偏光効果に加え、コントラストを高めることで路面
の状態･起伏を容易に把握し、事前に危険察知する
ことで、より安全に車を走行させることができる。
また、曇りや雨の日の見えにくいセンターラインなど
がくっきりと視認できる。コントラストを最大限に
高めて、かつ目に優しい高い偏光効果を備える。

＊ブラック1

＊チタングレー2

＊パールホワイト3

＊ブラック4

RALLIART Driving Sunglass with Action copper

4 カラー：ブラックRAY 43020BA商品番号

￥23,940（本体価格 ￥22,800）

【素　材】レンズ：プラスチック(CR-39)・フレーム：ナイロン(TR90)・ノーズパッド：シリコン・ テンプルエンド：ラバロン

『軽く･強く･快適なかけ心地』ドライバーチューニングサングラス

1

3

2

 RALLIART ドライビングサングラス
RALLIART Driving Sunglass

カラー：パールホワイトRAY 43019W商品番号

カラー：ブラックRAY 43019B商品番号

カラー：チタングレーRAY 43019G商品番号 ￥23,940（本体価格 ￥22,800）

【素　材】レンズ：プラスチック(CR-39)・フレーム：ナイロン(TR90)・ノーズパッド：シリコン・ テンプルエンド：ラバロン

TRUEVIEW 【トゥルービュー 】

＊偏光度：99%以上　＊可視光線透過率：30%　＊紫外線(UV400)：99%以上カット＊レンズはTALEX社のラインナップの中でドライビングに適しているTRUEVIEW  を採用。

＊偏光度：99%以上　＊可視光線透過率：30%　＊紫外線(UV400)：99%以上カット

商品の詳しい情報はこちら！
（携帯サイトにアクセスします）

商品の詳しい情報はこちら！
（携帯サイトにアクセスします）

アスファルトからの照り返しが消え、白線や路面がクリアに視認できます

比重1.15のTALEX CACCHU  レンズと、12ナイロンの中で最も
軽量な比重1.00のTR90ナイロンフレームが、類まれな軽さを実
現。長時間の装着でも疲れにくい。

『高強度』
世界一過酷なアメリカ政府検査規格(ANSI Z87.1)をクリアした、
光学性能を犠牲にすることなく優れた耐衝撃性能を実現した
TALEX CACCHU  レンズと耐摩耗性に優れるTR90ナイロン
フレームを採用。

シルバーミラータイプ

シルバーミラータイプ

RALLIART オリジナルフレーム

●フレームの素材には、経年変化が少なく、耐熱性があり丈夫なTR90 （ナイロン）を採用。偏光レンズにも優しい素材で、従来のナイロン樹脂と比べ
　長く使える。
●こめかみに食い込まないようテンプルを湾曲させ、テンプルエンドにはエラストマー製パッドでフィット感に優れたモデル。
●ノーズ部にもエラストマーパッドを使用。
●テンプル部分に「RALLIART」プレスプレートを埋め込み。
●「RALLIART」ロゴプリント入りハードケース付。
●レンズに「TALEX」ロゴをレーザー刻印。

CADによる設計・シミュレーションを行い、ドライビングをサポートする偏光レンズ機能を最大限に引き出す為、太陽光のレンズへの進入
を最小限に防ぐ独自のサンバイザー形状と、モータースポーツの力強さ、スピード感のあるデザインを両立させた。

10 11 12 138 9 共通

＊チタングレー

＊ブラックマット

＊ブラックマット

＊シルバー

＊チタンレッド

＊チタングレー

12

13

8

9

10

11

TRUEVIEW　レンズに減光機能を持つ
シルバーミラーコートを施したハイグレードモデル。

偏光機能はそのままに、若干目線が隠れる程度透過率
を下げた仕様。

12

13

 RALLIART ドライビングサングラス スポーツ シルバーミラー
RALLIART Driving Sunglass Sports Silver Mirror 

カラー：ブラックマットRAY 43016B商品番号

カラー：チタングレーRAY 43016G商品番号

￥24,675（本体価格 ￥23,500）

【素　材】レンズ：プラスチック（CR - 39）・フレーム：ナイロン（TR90）・テンプル
  エンド、ノーズパッド：エラストマー系

8

9

10

11

 RALLIART ドライビングサングラス スポーツ
RALLIART Driving Sunglass Sports

カラー：チタンレッドRAY 43015R商品番号

カラー：チタングレーRAY 43015G商品番号

カラー：ブラックマットRAY 43015B商品番号

カラー：シルバーRAY 43015S商品番号

￥20,475（本体価格 ￥19,500 ）

【素　材】レンズ：プラスチック（CR - 39）・フレーム：ナイロン（TR90）・テンプルエンド、ノーズパッド：エラストマー系

TRUEVIEW 【トゥルービュー 】

＊偏光度：99%以上　＊可視光線透過率：30%　＊紫外線(UV400)：99%以上カット＊レンズはTALEX社のラインナップの中でドライビングに適しているTRUEVIEW  を採用。

TRUEVIEW 【トゥルービュー 】

＊偏光度：99%以上　＊紫外線(UV400)：99%以上カット＊レンズはTALEX社のラインナップの中でドライビングに適しているTRUEVIEW  を採用。

■ 表示されているアイテムの価格は、税込価格です。● 商品のご注文に関するご案内は、本文18ページをご覧ください。 

2010 Spring & Summer RALLIART Collection

09 10

World Selection



●名刺、カード入れに加え、便利な定期
　券専用ポケット付。
●「RALLIART」ロゴ型押し。

※イメージカット

※イメージカット

●ロゴ：型押し。

【適合車種】
  RVR
  デリカD：5 
  ギャランフォルティススポーツバックRALLIART
  ランサーエボリューションX 
  アウトランダー（30G、24Gのみ）
  等の キーレスオペレーション専用

●RALLIARTインテリアパネルと
　同カーボン調パターンデザイン。

カラー：ブラック

 RALLIART ソフトカーボンウォレット
RALLIART Soft Carbon Wallet

RAY 50014商品番号

￥9,975（本体価格　￥9,500）
【サイズ】9.5×11.5cm

【素　材】カーフスキン＋リアルソフトカーボン

カラー：ブラック

 RALLIART ソフトカーボンカードケース
RALLIART Soft Carbon Card Case

RAY 50015商品番号

￥5,775（本体価格　￥5,500）
【サイズ】8×11cm

【素　材】カーフスキン＋リアルソフトカーボン

カラー：ブラック

 RALLIART キーレスオペレーションキーケース
RALLIART Key Less Operation Key Case

RAY 49085商品番号

￥2,940（本体価格　 ￥2,800）
【サイズ】7.5×4×1.9cm

【素　材】牛革

【適合車種】RVR /ランサーエボリューションX
  /ギャランフォルティススポーツバック
  RALLIART等のキーレスオペレーション専用

キーレスオペレーション ハードケース
Key Less Operation Hard Case

RAY 49088商品番号

￥5,565（本体価格　 ￥5,300）
【サイズ】3.5×6.8cm

【素　材】アクリル

カラー：カーボン調

上質なカーフスキンとカーボンの
コンビネーション

確かなグリップ力と、快適性を備えた
ドライビンググローブ

上質なカーフスキンとカーボンの
コンビネーション

キーレスオペレーションを保護し、紛失を防ぐ

キーを手軽にドレスアップ

●型崩れしにくいスプリットレザー
　を使用。

カラー：ブラック

 RALLIART キーケース
RALLIART Key Case

RAY 49086商品番号

￥4,725（本体価格　 ￥4,500）
【サイズ】11.5×6.8×2cm

【素　材】本体:牛革(スプリットレザー)・ベルト留め:亜鉛合金

レッドステッチがスポーティー感を演出する
革キーケース

※開いた状態

【サイズ】3.7×6.8cm

【素　材】アクリル

キーレスオペレーション ハードケース
Key Less Operation Hard Case

RAY 49089商品番号

￥5,565（本体価格　 ￥5,300）
カラー：カーボン調

【適合車種】デリカD：5のキーレス
  オペレーション専用

【サイズ】M（23cm）　L（24cm）
【素　材】本体：ディアスキン（鹿革）

RALLIART ドライビンググローブ
RALLIART Driving Glove

RAY 28026商品番号

￥5,460（本体価格　 ￥5,200）

カラー：ブラック

●手の平のステアリングを握る部分に、通気性を確保する
　パンチング加工。
●しっかりとしたホールド感とストレスレスを両立する手
　首のストラップ。
●曲げた指に沿う指先端部のラウンドカット処理。
●人肌に最も近い革と言われているディアスキン（鹿革）
　を採用。しっとりとしたしなやかさと柔らかさを持ちな
　がら、耐久性にも優れる。その柔軟性は他の革と比べ、
　長期間維持することができる。

●手の甲に「RALLIART」ロゴを型押し。

※サイズの測り方：RALLIARTセーフティグローブの
　ページ（8ページ）をご覧ください。

●使い勝手を考慮した札入れ、コインケース、カードホルダー
 　各ポケットを備える。
●「RALLIART」ロゴ型押し。

【機能】● 時計精度…月差±15秒以内

【付加機能】　

　■ パーペチュアルカレンダー機能

　■ ソーラー発電機能（SOLAR-TECH）

　■ ナチュライト

　■ イグニス（ライト機能）

　■ アラーム機能

　■ クロノグラフ　

　　 最小計測単位1/20（0.05秒）

　　 最大計測範囲　60分

　■ 10気圧防水機能

　

   ■ タイマー　最小セット（1分）　　

　　　　　　　最大セット（60分）

　■ 充電警告機能

　■ 過充電防止機能

　■ パワーセーブ機能

　■ ローカルタイム

　■ 耐磁機能

　■ 時刻合わせ告知機能

　● 耐ニッケルアレルギー商品

　● 耐磁性能/1種耐磁時計

【 素材】

　ケース・バンド：チタン（チタンカーバイト）

 　　　　　ガラス：球面クリスタルガラス

【機能】

　■ 精度 / 平均月差＋15秒 ～ －30秒以内

　■ 24時間クロノグラフ機能

　■ 24時間カウントダウンタイマー機能

　■ アラーム機能

　■ インディグロナイトライト

　■ ナイトモード

　■ 10気圧防水機能

【 素材】ケース／プラスチック　　バンド／ナイロン

【機能】

　■ 精度 / 平均月差±45秒以内（常温携帯5℃～35℃）

　■ 5気圧防水(日常生活用強化防水)                               

　■ 1/100秒ストップウォッチタイマー　

　■ アラーム　■カレンダー                               

　■ デュアルタイム　

　■ バックライト（EL電子照明）

● デジタル部に「RALLIART」ロゴプリント入り。

● バンドはスポーツやアウトドアでの快適な着け

　心地を提供するナイロン製ベルクロタイプ。

　ベルクロ部に「RALLIART」レピア刺繍入り。

● デジタル表示：上段：時刻　下段：日付

　 を表示。

【素材】ケース･バンド･バックル：ステンレス

　　　　ガラス：球面クリスタルガラス

　　　　針・時字：白蓄光

【機能】

  ■精度/平均月差±20秒以内（常温5℃～35℃携帯時）

  ■電池寿命 / 約2年

  ■10気圧防水機能

  ■時刻：時、分、秒

  ■カレンダー

  ■クロノグラフ機能

　  1/20秒単位、最大計測時間12時間

 RALLIART カーボンクロノグラフ
RALLIART Carbon Chronograph Watch

RAY 42049商品番号

￥27,300（本体価格 ￥26,000）

 RALLIART パーペチュアルクロノ
RALLIART Perpetual Chronograph

RAY 42043商品番号

￥63,000（本体価格 ￥60,000）

 RALLIART デジタルクロノ by TIMEX
RALLIART Digital Chronograph  by TIMEX

RAY 42044T商品番号

￥14,490（本体価格 ￥13,800）

 RALLIART デジタルクロノ
RALLIART Digital Chronograph

RAY 42047商品番号

￥5,880（本体価格 ￥5,600）

● リアルカーボン文字盤。

● バックルには「RALLIART」ロゴをレーザー刻印。

● 裏蓋には「THE SPIRIT OF COMPETITION」ロゴを

　レーザー刻印。

● 専用BOX付。

本商品は、（株）ラリーアート
と、シチズン時計（株）で共同
開発したものです。

本商品は、（株）ラリーアート
と、シチズン時計（株）で共同
開発したものです。

本商品は、（株）ラリーアート
と、シチズン時計（株）で共同
開発したものです。

本商品は、（株）ラリーアート
と、シチズン時計（株）で共同
開発したものです。

本商品は、（株）ラリーアート
と、シチズン時計（株）で共同
開発したものです。

【 素材】ケース／ステンレス（硬質窒素チタン皮膜）　　

　　　　バンド／カーフスキン

【機能】

　■ 1/100秒クロノを搭載

　■ カレンダー

　■ 10気圧防水機能　

　■ 風防／球面クリスタルガラス

　■ 60分計

　■ 精度／平均月差±20秒

● リアルカーボン文字盤。                        

● カーフスキンベルトに三つ折れバックルを採用。

● 三つ折れ式バックルには『RALLIART』ロゴをレーザー刻印。   

● 裏蓋には「THE SPIRIT OF COMPETITION」ロゴをレーザ

　ー刻印。

＊出荷時の電池は、モニター用の為、所定の電池寿命に満たない

　場合がございます。（RALLIART パーペチュアルクロノは除く）

 RALLIART レーシングクロノグラフ
RALLIART Racing Chronograph Watch

RAY 42046商品番号

￥33,600（本体価格 ￥32,000）

【素材】ケース/ステンレス（硬質窒素チタン皮膜）

 　　　  バンド/ウレタン

   　　  バックル/ステンレス（硬質窒素チタン皮膜）　

 　　　 ガラス/透明クリスタルガラス　　  針・時字/白蓄光

【機能】

  ■ 精度/平均月差±20秒以内

  ■ 電池寿命/約2年

  ■ 10気圧防水機能

  ■ カレンダー

   

 RALLIART デュアルクロノグラフ
RALLIART Dual Chronograph Watch

RAY 42048商品番号

￥18,900（本体価格 ￥18,000）

● バックルには「RALLIART」ロゴをレーザー刻印

● 裏蓋には「THE SPIRIT OF COMPETITION」ロゴをレーザー

 　刻印。

● アナログ表示とデジタル表示を組み合わせた、コンビネーショ

　ンウオッチ。

● ケース表面には、硬質窒素チタン皮膜(真空装置の中で金属を

　イオン化し、コーティングする方法)を施し、美しい色調を表現。

■ アラーム

■ クロノグラフ機能

 　 1/100秒（60分まで）

 　 時、分、秒（60分経過後）

Watch 

 RALLIART ソフトカーボンキーホルダー
RALLIART Soft Carbon Key Holder

RAY 49093R商品番号

￥682（本体価格　 ￥650）
【サイズ】6.5cm（リング部除く）

【素　材】本体：リアルソフトカーボン　リング：真鍮

               パイピング : ナイロン　カシメ : スチール

RAY 49093B商品番号

カラー：レッド

カラー：ブラック

カラー：レッド

カラー：ブラック

シックなカーボンに
レッドステッチ / パイピングが映える。

RALLIARTロゴをエンボス・高輝
アルマイト加工で表現。

 RALLIART キーホルダー
RALLIART Key Holder

RAY 49092商品番号

￥1,050（本体価格　 ￥1,000）
【サイズ】1.6×6.5×0.3cm（リング部除く）

【素　材】本体：アルミニウム　リング：スチール

RALLIARTロゴを冠した上質な
ドライカーボンキーホルダー。

 RALLIART ドライカーボンキーホルダー
RALLIART Dry Carbon Key Holder

RAY 49096商品番号

￥2,940（本体価格　 ￥2,800）
【サイズ】1.7×8×0.2cm（リング部等除く）

【素　材】本体：ドライトカーボン　リング：スチール

ハイテク感と耐久性とを備える
新素材スーパーファブリック®を採用。

 RALLIART ストラップ（シルバードット）
RALLIART Silver Dot Strap

RAY 49094D商品番号

￥997 （本体価格　 ￥950）
【サイズ】6cm（紐除く）

【素　材】本体：（表）ドット：エポキシ樹脂（スーパーファブリック）（裏）牛革　

               ヘッドパーツ：亜鉛ダイキャスト

  RALLIARTロゴをレーザー刻印

シックなカーボンのブラックに
革のレッドが躍動感を与える。

4月22日発売予定

 RALLIART カーボンストラップ
RALLIART Carbon Strap

RAY 49095C商品番号

￥997（本体価格　 ￥950）
【サイズ】6cm（紐除く）

【素　材】本体：リアルソフトカーボン　（裏）牛革　

　　　　　ヘッドパーツ：亜鉛ダイキャスト

　RALLIARTロゴをレーザー刻印

■ 表示されているアイテムの価格は、税込価格です。● 商品のご注文に関するご案内は、本文18ページをご覧ください。 
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力強さとスポーツマインドを感じさせ、機能性、実用性の細部に至るまでこだわった「World Selection」。

Watch 



サイズ L 45     ×　11 ￥945
サイズ M 20    ×　5 ￥420
サイズ S 15    ×　3.6 ￥315

 cm

 cm

 cm

1枚入　

1枚入　

1枚入　

サイズ E 64     ×　15.5 1枚入　 ￥2,415
（本体価格 ￥900）

（本体価格 ￥400）

（本体価格 ￥300）

（本体価格 ￥2,300） cm

サイズ M 20    ×　5 ￥630
サイズ S 15    ×　3.6 ￥525

（本体価格 ￥600）

（本体価格 ￥500）

 cm

 cm

1枚入　

1枚入　

サイズ 45   ×　11 ￥2,940（本体価格 ￥2,800） cm 1枚入　L
  夜間ライトがあたると
『RALLIART』のロゴがゴールド
  に浮かび上がります。

※道路交通法により、車両の前後 には貼り付けできません。

高品質な切り文字ステッカー。

耐候性、耐薬品性に優れた素材
と印刷技術を採用し、グレード
アップした高品質ステッカー。

70   ×　6.5 ￥1,890（本体価格 ￥1,800） cm 1枚入　サイズ

●インテリアをさり気なくドレスアップ
する室内用エンブレム。

●耐候性に優れたビトロ樹脂を使用。
●エクステリアへの装着に最適。　

＊写真はボディーに貼付したイメージです。

RALLIART ステッカー
カラー：ブラックRAY 71021B 商品番号

RALLIART カッティングステッカー
カラー：ブラック切り文字RAY 71019B 商品番号

RALLIART カッティングステッカー
カラー：ホワイト切り文字RAY 71019W 商品番号

MITSUBISHI MOTOR SPORTS ステッカー

カラー：ホワイト切り文字RAY 71020WO商品番号

RALLIARTリフレクションステッカー（切り文字）

RAY 71015 商品番号

サイズ M 20    ×　5 ￥630
サイズ S 15    ×　3.6 ￥525

（本体価格 ￥600）

（本体価格 ￥500）

 cm

 cm

1枚入　

1枚入　

RALLIART Cutting Sticker

RALLIART Reflection Sticker

MITSUBISHI Motor Sports Sticker

RALLIART Cutting Sticker

スリーダイヤステッカー

カラー：ブラック切り文字RAY 71035B 商品番号

サイズ M 20.8    ×　12 ￥1,050
サイズ S 15.4  ×　8.9 ￥735

（本体価格 ￥1,000）

（本体価格 ￥700）

 cm

 cm

1枚入　

1枚入　

Three Diamond Sticker

スリーダイヤステッカー
カラー：ホワイト切り文字RAY 71035W 商品番号

サイズ M 20.8    ×　12 ￥1,050（本体価格 ￥1,000）
サイズ S 15.4  ×　8.9 ￥735（本体価格 ￥700）

 cm

 cm

1枚入　

1枚入　

Three Diamond Sticker

●インテリア・エクステリア問わず装着が可能。
●優れた耐久性・耐光性を持つ厚さ1.2mmの立体エンブレム。
●多少の曲面にも対応可能なソフトな素材。
●一部の車両エンブレムと同素材であり、貼付け後の仕上り・
　質感は他のエンブレムの追随を許さない。

 RALLIARTサイドステッカー RALLIART Side Sticker

RAY 71042商品番号

￥4,410（本体価格 ￥4,200）
【素　材】薄型耐候塩化ビニール     ※左右各1枚入り　※スキージ付 

【サイズ】33.5×13cm

 RALLIART 3D エンブレム RALLIART 3D Emblem

RAY 45010商品番号

￥3,570（本体価格 ￥3,400）
【素　材】ウレタン系

【サイズ】13.4×3cm

カラー：クローム調（ツヤ有り）

 RALLIART グロスエンブレム RALLIART Gloss Emblem

RAY 45009商品番号

RAY 45011商品番号

￥840（本体価格 ￥800）
【素　材】アルミ＋ビトロ樹脂

【サイズ】9.8×1.8cm

カラー：ブラック

カラー：レッド

カラー：ブラックカラー：レッド

B

C
C

A

BA

The Spirit of Competitionステッカー
The Spirit of Competition Sticker

カラー：ブラック切り文字RAY 71034B 商品番号

カラー：ホワイト切り文字RAY 71034W 商品番号

カラー：シルバー切り文字RAY 71043S 商品番号

￥1,890（本体価格 ￥1,800） 【サイズ】28×16.5cm

RALLIART Sticker

Tuned by RALLIARTの証　サイドステッカー

RALLIARTを冠した上質なドライカーボンが映える

●光沢感と厚みのあるメタリック
　シルバーのステッカー。

＊写真はボディーに貼付したイメージです。

 THE SPIRIT OF COMPETITIONソリッドステッカー
THE SPIRIT OF COMPETITION Solid Sticker

RAY 71039商品番号

￥945 （本体価格 ￥900）【サイズ】16×8cm 【素　材】エポキシ樹脂

※使用状況、経年変化により変色する場合があります。 

カラー：シルバー切り文字

 RALLIART ドライカーボンエンブレム
RALLIART Dry Carbon Emblem

RAY 45013商品番号

￥1,575（本体価格 ￥1,500）
【素　材】ドライカーボン・ビトロ樹脂

【サイズ】2.6×10.7cm

●疾走するラリーカーや、プロダクツ
　に在るRALLIARTロゴを配した存在
　感を放つフォトストラップ。
●過度な加重がかかると外れる安全
　パーツ付。

●「RALLIART」ロゴプリント入り。

●ナイフやはさみ、つめやすり等

　必要最低限の機能が入っています。

●キーリング&チェーン付。

＊写真は各ツール・収納した状態

 RALLIART ソフトカーボンキーホルダー
RALLIART Soft Carbon Key Holder

￥1,155 （本体価格　　　　　  ）￥1,100
【サイズ】11cm

【素　材】本体：(表)リアルソフトカーボン (裏)天然皮革

  ホルダー・2重リング：スチール

RAY 49084商品番号

カラー：シルバー

 RALLIART ソフトカーボンストラップ
RALLIART Soft Carbon Strap

RAY 49074R商品番号

￥945（本体価格　 ￥900）
【サイズ】9cm

【素　材】本体：リアルソフトカーボン　

  ヘッドパーツ：亜鉛ダイキャスト

カラー：レッド

 RALLIART マルチツールキーホルダー
RALLIART Multi Tool Key Holder

RAY 49052商品番号

￥2,940（本体価格　￥2,800）
【サイズ】5.8×1.7×0.8cm

【素　材】ステンレススチール

カラー：レッド

 RALLIART ネックストラップ フォト
RALLIART Neck Strap Photo

RAY 49091商品番号

￥1,260（本体価格　 ￥1,200）
【サイズ】約 50cm
【素　材】

ベルトループに取り付けが可能な
ソフトカーボンキーホルダー

スイス『ビクトリノックス』との
コラボレートモデル

リアルソフトカーボンの
ストラップです

カジュアル且つ大胆な
RALLIARTをまとう

●スタイリッシュなRALLIARTロゴ
　＋力強くスピード感のあるパター
　ンを配した。
●過度な加重がかかると外れる安全
　パーツ付。

カラー：ブラック

 RALLIART ネックストラップ
RALLIART Neck Strap

RAY 49090商品番号

￥997（本体価格　￥950）
【サイズ】約 50cm
【素　材】

 本  　　体：ナイロン

 2重リング：鉄

 携帯パーツ：ポリアセタール樹脂

 ナスカン：亜鉛ダイキャスト

 安全パーツ：ポリプロピレン

 本  　　体：ポリエステル

 2重リング：鉄

 携帯パーツ：ポリアセタール樹脂

 ナスカン：亜鉛ダイキャスト

 安全パーツ：ポリプロピレン

さり気なくも主張する
ネックストラップ

商品の詳しい情報はこちら！
（携帯サイトにアクセスします）

●パッケージはラリーアートロゴを配したオリジナル仕様。
●展示しやすいクリアケース入り。

 ランサーエボリューションX tuned by RALLIART ダイキャスト
Lancer Evolution X tuned by RALLIART Diecast

RAY 95067E商品番号

￥4,935（本体価格　 ￥4,700）
1/43スケール

【素　材】亜鉛合金/ラバー

ラリーアートパーツを装着した
ダイキャスト

●細部にいたるまで再現性を高めたダイキャスト。

●オリジナル専用パッケージ入り。

レーシングランサー2009ダイキャスト
Racing Lancer 2009 Diecast

RAY 95070R商品番号

￥5,250（本体価格 ￥5,000）
1/43スケール

【素　材】亜鉛合金/ラバー

●周波数27MHz。 ●前進時：ヘッドライト点灯/右左折時：ウインカー点滅。

●コントローラー付き。 ●電池別売。

レーシングランサー2009増岡車ラジコン
Racing Lancer 2009 R/C

RAY 95071M商品番号

￥5,229（本体価格 ￥4,980）
1/16スケール

完成度の高い精巧な仕上がり
レーシングランサー2009

●2008年世界選手権初参戦となったランサーエボリューションXを駆り、観衆を魅了した

「三菱自動車ディーラーチーム」ダイキャスト。

ダイキャスト　K.Taguchi RALLY JAPAN 2008
Diecast RALLY JAPAN 2008

RAY 95074T商品番号

￥4,830（本体価格 ￥4,600）
1/43スケール

【素　材】亜鉛合金/ラバー

「三菱自動車ディーラーチーム」ダイキャスト

 LANCER EVOLUTION ピンズコレクションセット
LANCER EVOLUTION Pins Collection Set

RAY 95054商品番号

￥8,925（本体価格　 ￥8,500）
【素　材】ピンズ：銅（擬似七宝＋レーザープリント）

  フレーム：アルミ＋ガラス

●「RALLIART」ロゴのレーザー

　刻印入り。

カラー：シルバー

 RALLIART ソーラーライトアッシュトレイ
RALLIART Solar Light Ashtray

RAY 44017商品番号

￥3,360（本体価格　 ￥3,200）
【サイズ】φ6.6cm

カラー：シルバー

 RALLIART アルミキーホルダー
RALLIART Aluminum Key Holder

RAY 49078商品番号

￥2,940（本体価格　￥2,800）
【サイズ】本体：4.2×1.8×1.2cm

【素　材】アルミ合金

カラー：ブラック

カラー：レッド

カラー：ブラック

カラー：レッド

 RALLIART カラビナキーホルダー
RALLIART Carabiner Key Holder

RAY 49087B商品番号

RAY 49087R商品番号

￥735（本体価格　 ￥700）
【サイズ】8×4.4cm

【素　材】本体：アルミ・  ロゴ：ハードカーボン＋樹脂加工

アクティブなシーンで活躍する
カラビナに、リアルカーボンを施した
キーホルダー

ドリンクホルダーにスマートに
収まるアッシュトレイ

●「RALLIART」ロゴ入り。

●ソーラー電源を採用し、面倒な
　電池交換が不要です。
●上面に「The Spirit of Competition」
　ロゴ入り。

●LEDライト点灯時

●「RALLIART / MITSUBISHI  MOTOR SPORTS」
　  ロゴがレーザー刻印されています。

Registration NO. I-060245

RALLIART ジッポー RALLIART Zippo

商品番号 RAY 44016
￥11,340（本体価格 ￥10,800）

カラー： チタングレー

【サイズ】6×4×1.3cm

【素　材】真鍮（チタンコーティング）

メカニカルで重厚感のあるフォルム

フルアクションで自在にコントロール
レーシングランサー2009

●世界ラリー選手権に参戦したランサーエボリューション  / 
　ランサーWRC。1993年デビューから2004年までの8モデル
　のピンズをアルミフレームに収めたセットです。ピンズの
　裏には参戦した年号入りです。
●アルミフレームには、吊り金具、吊りヒモ、スタンドが付
　いています。

■ 表示されているアイテムの価格は、税込価格です。● 商品のご注文に関するご案内は、本文18ページをご覧ください。 
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Sticker/ Emblem

全世界のモータースポーツフィールドで、羨望の光を放ち続ける「Sticker / Emblem」。2010 Spring & Summer RALLIART Collection

World Selection



「ドレスアップパーツのご案内 」
本カタログ記載以外のドレスアップパーツは、ラリーアートパーツ2010フルラインナップカタログ（P9～P14）と車種別
適合表をご覧ください。

ラリーアートパーツ2010フルラインナップカタログをご希望の方は、2010年5月末日（当日消印有効）までに左下の

カタログ請求券および200円切手を同封し、住所・氏名・年齢・職業をご明記の上、下記宛先までお申し込みください。

＊いただいた個人情報はカタログ発送目的以外では使用いたしません。

＊今後ラリーアートの最新情報等をご希望の方は「情報希望」とご明記ください。

〒154-8790　世田谷郵便局私書箱6号「ラリーアートコレクションカタログ」係

ラリーアートパーツ2010フルラインナップカタログ
 ランサーエボリューションX、コルトRALLIART Version Rを中心とした「スポーツ

 パーツ」、「ドレスアップパーツ」、また競技用「コンペティションパーツ」を一冊に集約。

フロントマスクを引き締め、スポーティ感を演出

●RALLIARTシルバーロゴ入り。●両面テープ貼り付けタイプ。

【適合車種】RVR（GA3W）

 フロントバンパーカバー　RVR用
Front Bumper Cover

RAY 69032 商品番号

￥21,000（本体価格 ￥20,000）
【素材】耐衝撃アクリル

カーボンルック

4G63型エンジンを飾ったプラグカバーがここに復活

●2004年に発売し好評を博したプラグカバーの復刻版。

ドライカーボンの採用により高い質感とスポーティ感を演出

●RALLIARTシルバーロゴ入り。左右4枚セット。
●両面テープ貼り付けタイプ。

【適合車種】コルトラリーアート Ver.R / コルト /

　　　　　　コルトプラス（全類別）

 リアルカーボンピラーガーニッシュ　コルト用
Real Carbon Pillar Garnish

RAY 69029C 商品番号

￥16,380（本体価格 ￥15,600）
【素材】ドライカーボン

【適合車種】ランサーエボリューションX / ギャランフォルティス / 

                  ギャランフォルティススポーツバック（全類別）

※純正用品スカッフプレート装着車を除く

 スカッフプレート
Scuff Plate

RAY 69030 商品番号

￥9,975 （本体価格 ￥9,500）
【素材】本体：アルミニウム　　ロゴ部：樹脂

高級感のあるアルミ素材を、操作性に優れた球形状に仕上げた

●RALLIARTロゴ刻印入り。
※金属製のため日射量や気温上昇により、シフトノブ本体が熱くなる
　場合がありますので、ご注意下さい。

【適合車種】RVR（GA3W） / i（HA1W）/ i -MiEV（HA3W）

 アルミシフトノブ　RVR / i用
Aluminum Shift Knob

RAY 62012 商品番号

￥9,975（本体価格 ￥9,500）
【素材】アルミニウム　テーパー部：ポリアセタール(ジュラコン)

ドライカーボンの採用により高い質感とスポーティ感を演出

●RALLIARTシルバーロゴ入り。左右6枚セット。
●両面テープ貼り付けタイプ。

【適合車種】RVR（GA3W）

 リアルカーボンピラーガーニッシュ
 RVR用
Real Carbon Pillar Garnish

RAY 69031R 商品番号

￥23,100（本体価格 ￥22,000）
【素材】ドライカーボン

＊装着例

＊装着例

＊装着例

＊装着例

＊装着例

＊装着例

本カタログ記載以外のドレスアップパーツについては、ラリーアートパーツ2010フルラインナップカタログをご覧ください。

★　　　　 マークの付いている商品は、ご購入日から１年間または20,000kmの品質保証をしております。（適正な装着・取扱いが行われなかった場合や、違法改造車に装着した場合等を除く。）万一、不具合が

　 生じた場合、ご購入時の領収書をご提示頂いた上で対応させて頂きますので、領収書は大切に保管してください。

★本カタログに記載の一部部品は、他の商品との組合わせにより各々の部品が正しく機能しない場合がありますので事前に仕様をご確認ください。また、他商品との組合わせにつきましても機能上問題が発生

　する恐れがありますので行わないでください。

★価格は取付工賃を含まない希望小売価格（消費税込み）です。　　★本カタログに記載の商品の仕様は2010年 3月現在のものです。

 本カタログに記載（P15～P16）の 商品に関するご注意
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5月末発売予定

【適合車種】ランサーエボリューションⅤ～Ⅸ MR / 

  ランサーエボリューションワゴン・ワゴン MRなどの

  4G63型ターボエンジン搭載車

  ※本カーボン製品の特性上、本商品の使用状況や経年

     劣化により、黄変・白濁などの退色が生じる恐れが

     あります。

 ドライカーボンプラグカバー
Dry Carbon Plug Cover

RAY 69033 商品番号

￥29,820（本体価格 ￥28,400）
【素材】ドライカーボン

ドアを開けるたび、際立つRALLIARTロゴ

●乗降車時の車両サイドシルの傷つきを防止。
●両面テープ貼り付けタイプ。

■ 表示されているアイテムの価格は、税込価格です。● 商品のご注文に関するご案内は、本文18ページをご覧ください。 
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RALLIARTメールマガジン
読者登録はこちらから  www.ralliart.co.jp/mailmag/

RAY 201003A

価格 ￥315（本体価格￥300）

●予告なしに商品の仕様を変更する場合があります。ご了承ください。　

●万一、商品売り切れの際は、ご容赦ください。　

●カタログ有効期限は、2010年9月。

■商品ご購入の際、送料をお申し受けする場合があります。ご了承ください。

●商品のカラーは印刷の関係でカタログと異なる場合があります。

本カタログは、森林認定制度を運営する国際NGOであるFSCの認定紙を使用しています。FSC認定紙とは

「植林～伐採」のサイクルを適正に管理し、周りの生態系にも十分配慮した森林を原料とした用紙です。

〒108-0014　東京都港区芝5-33-7　Tel.03-3798-3971（代表）

〒108-0014　東京都港区芝5-33-7　Tel.03-5445-0835

お求め・お問い合せは、お近くの三菱自動車販売会社又は、ラリーアートピット、ラリーアートコーナー店へどうぞ。

帯広三菱自動車販売(株)帯広本店

青森三菱自動車販売(株)青森西バイパス店

青森三菱自動車販売(株)弘前店

東奥三菱自動車販売(株)八戸駅通店　

秋田三菱自動車販売(株)秋田店

気仙沼三菱自動車販売(株)本郷店

盛岡三菱自動車販売(株)大船渡店

盛岡三菱自動車販売(株)盛岡津志田店

宮城三菱自動車販売(株)折立店

群馬三菱自動車販売(株)中央店

東日本三菱自動車販売(株)前橋店

東日本三菱自動車販売(株)伊勢崎店

東日本三菱自動車販売(株)宇都宮簗瀬店

東日本三菱自動車販売(株)宇都宮今泉町店

東日本三菱自動車販売(株)小山喜沢店

東日本三菱自動車販売(株)西那須野店

帯広市大通南23-11

青森市新城平岡397-20

弘前市高崎1-8-3

八戸市長苗代前田29-2

秋田市川元開和町4-17

気仙沼市本郷7-1

大船渡市大船渡町字上平15-10

盛岡市津志田町1-5-43

仙台市青葉区折立1-17-1

高崎市小八木町1660

前橋市元総社町734

伊勢崎市連取町3024-12

宇都宮市簗瀬町211

宇都宮市今泉町538-1

小山市喜沢1381

那須塩原市東三島2-83-4

0155-24-1115

017-781-3313

0172-28-3401

0178-27-0111

018-862-5111

0226-23-5595

0192-27-4111

019-631-1111

022-226-2221

027-361-2233

027-253-1531

0270-23-9722

028-633-1282

028-623-0077

0285-25-2222

0287-36-1281

成田三菱自動車販売(株)八街店

市川三菱自動車販売(株)市川本店

関東三菱自動車販売(株)目黒店

関東三菱自動車販売(株)川崎店

湘南三菱自動車販売(株)横須賀店

中部三菱自動車販売(株)岡崎矢作店

中部三菱自動車販売(株)岡崎上和田店

中部三菱自動車販売(株)星崎店

中部三菱自動車販売(株)グリーンロード店

中部三菱自動車販売(株)岐阜中央店

富山中央三菱自動車販売(株)高岡野村店

西日本三菱自動車販売(株)新大阪店

西日本三菱自動車販売(株)松江店

西日本三菱自動車販売(株)鹿児島中央店

福山三菱自動車販売(株)駅家店

八街市八街い206-8

市川市鬼高3-28-16

目黒区鷹番1-4-7

川崎市幸区下平間329

横須賀市森崎1-8-25

岡崎市宇頭町宇稲荷19

岡崎市上和田町サジ21-1

名古屋市南区南野3-6

愛知郡長久手町戸田谷1020

岐阜市竜田町4-11

高岡市野村1871

大阪市淀川区新高1-4-10

松江市西津田2-11-38

鹿児島市宇宿2-29-27

福山市御幸町上岩成858-1

043-440-8841

047-370-3311

03-3714-3211

044-541-0511

046-836-2800

0564-31-3213

0564-53-3311

052-613-1551

0561-63-2611

058-245-6111

0766-22-2524

06-6398-2120

0852-23-1511

099-256-1200

084-972-7070

0297-23-4810

044-850-2226

078-252-7125

086-485-1866

097-524-3751

9：00 ～ 17：30

9：00 ～20：00

9：00 ～ 19：00

10：00 ～ 19：00
10：00 ～ 18：00（日曜/祝祭日）

10：00 ～ 19：30

9：00 ～20：00

9：00 ～18：00

住　　所 TEL&E-MAIL 定休日営業時間店　　名

ラリーアート コーナー店 
ラリーアートブランド商品の中でもユーザーニーズの高いステッカー、グッズ等をその場で購入できるラリーアートコーナー店を、全国の三菱自動車販売会社に
設置しています。ラリーアートコーナー店では、ラリーアート商品を展示・販売し、ラリーアート商品のご案内・ご相談にも対応しております。

ラリーアートピットは、ラリーアートブランドのキャラクター商品、ラリーアートスポーツパーツ、ドレスアップパーツの展示・販売を行っています。また、
情報発信基地としての、各種イベント開催や、モータースポーツおよびチューニングパーツの情報提供にも積極的です。

ラリーアートピットHOKUSO

ラリーアートピット帯広

ラリーアートピット神戸

ラリーアートピットインター川崎

ラリーアートピット岡山
（チェリッシュ）

ラリーアートピット大分
（ダカール）

〒303-0033　茨城県常総市水海道高野町336　
ファーストガレージHOKUSO内 

〒651-0072　兵庫県神戸市中央区脇浜町2-9-1
兵庫三菱自動車販売  神戸店内

〒213-0013　神奈川県川崎市高津区末長1361-1

〒710-0145　岡山県倉敷市福江533-6

〒870-0252　大分県大分市大在浜2-2-11

ラリーアートピット鹿児島
「サテライトショップ」

〒899-1624　鹿児島県阿久根市大丸町117-1

kimura@1stgarage.com

ral l iartpit@street l i fe.co. jp

pit-kobe@hmjg.co. jp

support@cherish.co. jp

himeno@dakar.off ice.ne. jp

t.mtr117@themis.ocn.ne. jp

火曜日、
第1・第2水曜日

水曜日

火曜日

水曜日

日曜日

水曜日・祝祭日

火曜日・祝祭日

ラリーアートメンバーズクラブ会員募集中!

通信販売でのお買い物が10%OFF! また、会員だけが参加できる「RMCミーティング」の開催
など様々な特典をご用意。

おすすめのラリーアート商品
に関する情報は、携帯サイト
でもご覧いただけます。

アクセスはこちら

http://www.ralliart.co.jp/rmc
メンバーズクラブに関するお問い合わせ　ラリーアートメンバーズクラブ事務局　フリーダイヤル0120-70-5507［ 9：30～18：00 （土･日･祝休）］

『CMSC（コルトモータースポーツクラブ）は、1964年にJAFにクラブ登録された日本で最も長い

  歴史と伝統を持つモータースポーツクラブのひとつです。』
CMSC会員募集中！

クラブへ入会ご希望の方は、右記ホームページより各支部までお問い合わせください。CMSCに関するお問い合わせ  http://www.ralliart.co.jp/cmsc

〒080-2459　北海道帯広市西19条北1-20
帯広三菱自動車販売　西帯広店クリーンカールート38内

0155-33-8881

0996-72-0225 

住　　所 TEL販売会社名 住　　所 TEL販売会社名

RALLIART PIT / Corner

ラリーアートメンバーズクラブ

旬の情報をお届けするメールマガジンを配信中。
モータースポーツや商品、クルマ好きの方へのお得な話題まで、定期的に情報を
配信します。

コルトモータースポーツクラブ

JAF加盟クラブ

※「サテライトショップ」三菱ユーザーサポートの一つとしてラリーアート商品を取扱い、販売・取付などを行うアンテナショップ。

2010 Spring & Summer RALLIART Collection
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通信販売のご案内
2010 Spring & Summer RALLIART Collection

Information

● 受付時間  9：30 ～ 18：00
 （月曜 ～ 金曜）
 （祝日は休ませていただきます。）

●ご注文の商品名・商品番号・カラー・サイズ・数量・住所・氏名・電話、または FAX番号・お支払い方法をご連絡下さい。

ラリーアートコレクション　商品サイズ表 (cm)

SS

M

L

O(2L )

X(3L)

XL(4L)

162～168

164～172

170～178

176～184

182～188

186～190

83～89

85～91

89～95

93～99

97～103

101～107

64～70

70～76

74～80

78～84

82～88

86～92

身 長 胸 囲 ウエスト

●品質等については万全を期しておりますが、万一 『サイズが合わない』 『申し込み商品と異なる』

 『商品に傷や汚れがある』といった場合は、商品到着後1週間以内にご連絡ください。他の商品との

　交換あるいは返品をお受けいたします。但し、一部の商品の交換・返品はお受けできません。

   お客様のご都合で交換・返品なさる場合に限り、返送料はお客様負担とさせていただきます。

●ご使用後の交換・返品はご容赦ください。

●クレジットカードでお買い上げの商品の交換・返品の場合は手続きに時間

　がかかることがあります。お早めにご連絡ください。

  ※返品の際は事前にラリーアート通信販売係までご連絡ください。

返送先
〒154-0011　東京都世田谷区上馬5-39-20　ラリーアート通信販売係

郵便振り込みをご利用の場合は取扱票に　口座ナンバー（0 014 0 - 6 - 3 5 4 0 9）加入者名（株）ラリーアートと必要事項を記入
の上、代金をそえて郵便局で手続きをして下さい。

●郵便振り込み払い

●現金書留払い
〒154-0011　東京都世田谷区上馬5-39-20　ラリーアート通信販売係

ご利用いただけるカードは以下の種類です。
FAXにてお申し込みの場合は

住所・氏名・電話番号・ご利用カードの種類・

会員番号・有効期限を明記下さい。

●クレジットカード払い

●代引き払い（キャッシュオンデリバリー）商品お届け時に代金と引き換えさせていただきます。
※ お支払いの代金は（商品代金と送料）のほかに代引き手数料として￥500（税込）が、お客様の負担となります。

※ 代引き払い（キャッシュオンデリバリー）のお取扱いができない地域は次のとおりです。［東京都の大島、八丈島を除く伊豆七島・小笠原諸島。沖縄県の郡部（下郡部を除く）］あらかじめご了承下さい。

※現金書留の場合は、前払いとなります。郵便局より現金書留にて合計金額を下記までご送金下さい。（書留郵便代はご負担下さい）

※郵便振り込みの場合は、前払いとなります。

●コンビニ払い ※コンビニ払いの場合は、前払いとなります。
専用の払い込み用紙（お申し込み後10日以内に郵送いたします）にて

★コンビニエンスストアでもお支払いいただけます。支払い手数料無料

全国の以下のコンビニエンスストアでご利用いただけます。
●セブンイレブン　●ファミリーマート　●ローソン　●サンクス　●サークルK　●デイリーヤマザキ　●ヤマザキデイリーストア　●生活彩家　●ミニストップ　●am/pm　●MMK（マルチメディアキオスク）設置店

●コミュニティストア　●スリーエフ　●セーブオン　●ホットスパー　●SPAR　●Timely　●ポプラ　●セイコーマート　 ●くらしハウス　●RICマート　●エブリワン　●ココストア　  ※2010年 3月現在

※ お支払いが、クレジットカード払い・代引き払いの場合のみFAXでのお申し込みができます。

■ 商品の各表示は次の通りです。★ご注文時には
　商品名・商品番号・サイズ を必ず指定してください。

DCNICOSダイナース VISA アメックスマスター ミリオン JCB ユニオンクレジット 

●受付時間  9：30 ～ 18：00（月曜 ～ 金曜）（祝日は休ませていただきます。）

フリーダイヤルラリーアート通信販売係 メールアドレス

●携帯電話からもご利用いただけます。

●携帯電話からもご利用いただけます。

● カタログに掲載されている商品は一部を除き全てメールオーダーで販売受付致します。

● お支払いの金額は〈 商品価格＋消費税 〉と送料として1回のご注文につき〈 ￥630（税込）〉をお申し受けいたします。

● 商品のお届けは、オーダー成立（クレジットカード・代引き払い以外の支払方法の場合は前払いによるご入金確認）後、1週間前後（除く入荷待ち

　商品）でお届けしておりますが、配送事情などの理由により多少遅れることがございますので、あらかじめご了承下さい。

● 在庫切れ廃番等の場合は何とぞご容赦下さい。

■ 製品のカラーは、印刷の関係でカタログと異なる場合があります。

● 「ラリーアートパーツ2010フルラインナップカタログ」記載のドレスアップパーツ（P9～14）及び　　　　　　マークのある商品については通信販売対象商品です。

★オンラインショップでも、ご注文ができます。「ラリーアートオンラインショップ」

アドレス http://shop.ralliart.biz

お電話

オンラインショップ

F A X

通 話 料 金 無 料

通 信 料 金 無 料

商品番号

商品価格

商 品 名

商品サイズ

商品カラー

 RALLIART ドライバーズジャケット
RALLIART Driver's Jacket

カラー：ブラックRAY 1759SB 商品番号

￥14,910（本体価格 ￥14,200）
【サイズ】M・L・O（2L）

ご 注 文 方 法 3通りのご注文方法があります。

お支払い方法 お支払いは一括のみとさせていただきます。

交 換 お よ び 返 品 に つ い て

ご注文後のすべてのお問い合わせは

RALLIART COLLECTION　通信販売のご案内

ray-tsuhan@jcs-ex.co.jp




