
三菱ｵﾘｼﾞﾅﾙ&海外ｵﾌﾟｼｮﾝ・ｼﾌﾄﾉﾌﾞ&ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰ
　　　　　　　●取寄せ品もありますので、事前に在庫の確認をお願いします。 　　　　　　　　　●軽自動車には対応しておりません。

　　部　品　番　号 　　　　　　品　　　　　　　　　　　　　名 適用 　価　格 写真 　　　備　　　　　考

RAY6200１F ﾗﾘｰｱｰﾄ・ｽﾎﾟｰﾂｼﾌﾄﾉﾌﾞ(ﾎﾜｲﾄ） M/T車 ¥4,500 ( I ) ﾗﾘｱｰﾄ社製 5MT

RAY62002F ﾗﾘｰｱｰﾄ・ｽﾎﾟｰﾂｼﾌﾄﾉﾌﾞ(ﾌﾞﾗｯｸ） ¥4,500 ５速用ｼﾌﾄﾊﾟﾀｰﾝｼ-ﾙ付です。

RAY62008W ﾗﾘｰｱｰﾄ・ｽﾎﾟｰﾂｼﾌﾄﾉﾌﾞ(ﾎﾜｲﾄ） ¥4,000 ﾗﾘｱｰﾄ社製 SST/5MT　全長70mm

RAY62008B ﾗﾘｰｱｰﾄ・ｽﾎﾟｰﾂｼﾌﾄﾉﾌﾞ(ﾌﾞﾗｯｸ） ¥4,000 ５速用ｼﾌﾄﾊﾟﾀｰﾝｼ-ﾙ付です。

RAY62005 ﾗﾘｰｱｰﾄ・ｽﾎﾟｰﾂｱﾙﾐｼﾌﾄﾉﾌﾞ ¥9,500 (S) 5/6ｼﾌﾄﾊﾟﾀｰﾝ付

RA000041T ﾗﾘｰｱｰﾄ・ｽﾎﾟｰﾂｼﾌﾄﾉﾌﾞ　ﾚｻﾞｰ＆ｶｰﾎﾞﾝ調 ¥13,500 （E) ﾀｲﾗﾘｱｰﾄ製

HR16919/96 ﾘﾋﾀｰ・ｳｯﾄﾞﾗｲﾝｼﾌﾄﾉﾌﾞ・ｳﾚﾀﾝ製 ¥1,200 (J) ﾄﾞｲﾂ・ﾘﾋﾀｰ社製　　　在庫品限り

HR16919/98 ﾘﾋﾀｰ・ｶｰﾎﾞﾝﾗｲﾝｼﾌﾄﾉﾌﾞ・ｳﾚﾀﾝ製

HR751/80 ﾘﾋﾀｰ・三菱ﾏｰｸｼﾌﾄﾉﾌﾞ・ｳﾚﾀﾝ製

SESU-S ﾌﾞﾗｯｸﾚｻﾞｰｼﾌﾄﾉﾌﾞ･ｼｮｰﾄﾀｲﾌﾟ・三菱ﾏｰｸ ¥1,000 (C) ｽﾍﾟｲﾝ・Sesube社製

SKC908A-1 ｾﾞﾌﾞﾗｳｯﾄﾞｼﾌﾄﾉﾌﾞ・ｼﾞｬｶﾞｰﾀｲﾌﾟ・三菱ﾏｰｸ　　　在庫限り ¥9,500 (O) ﾀｲﾜﾝ・Sedan社製(ﾊﾝﾄﾞﾒｲﾄﾞ）

Z0600110 ｳｫｰﾙﾅｯﾄｼﾌﾄﾉﾌﾞ・三菱ﾏｰｸ　在庫限り ¥15,000 (L) ﾄﾞｲﾂ三菱MAD社製

Z0600111 ｳｫｰﾙﾅｯﾄｼﾌﾄﾉﾌﾞ・ﾄﾗﾝｽﾌｧｰ・三菱ﾏｰｸ（左ﾊﾝﾄﾞﾙ用在庫限り） ¥13,500

Z1700200 MADｼﾌﾄﾉﾌ・ﾏﾎｶﾞﾆｰﾛﾝｸﾞ　欧州ｵﾌﾟｼｮﾝ　在庫限り ¥8,000

Z1700201 MADｼﾌﾄﾉﾌ・ﾏﾎｶﾞﾆｰｼｮｰﾄ　欧州ｵﾌﾟｼｮﾝ　在庫限り ¥7,000 (K)

MN107671XA ﾚｻﾞｰﾌﾞﾗｯｸ　５速　MT　ｼﾌﾄﾉﾌﾞ ¥5,000 (P) 三菱純正

YT-8648GUN 調整式ｼﾌﾄﾉﾌﾞ　ｱﾙﾐ合金製　最大３５ｍｍ調整可能 ¥6,000 (F) 最新式/ｴﾎﾞｼﾘｰｽﾞ用　除く６速車

337/339AB 純正ﾀｲﾌﾟ　ｳｯﾄﾞ調ｼﾌﾄ/ﾄﾗﾝｽﾌｧｰ/ｻｲﾄﾞﾚﾊﾞｰﾉﾌﾞｾｯﾄ ¥34,000 (R) ﾊﾟｼﾞｪﾛ　V70系専用　（３点ｾｯﾄです）

RAY62006 ﾗﾘｰｱｰﾄ・ｱﾙﾐｼﾌﾄﾉﾌﾞ　ｹﾞｰﾄ式A/T車　　鏡面ﾀｲﾌﾟ ゲート式 ¥12,800 （D) ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｽ/ｱｳﾄﾗﾝﾀﾞｰ

RAY62007 ﾗﾘｰｱｰﾄ・ｱﾙﾐｼﾌﾄﾉﾌﾞ　ｹﾞｰﾄ式A/T車　 A/T車 ¥9,500 (S) ｱｲ専用

RAY62004 ﾗﾘｰｱｰﾄ・ｱﾙﾐｼﾌﾄﾉﾌﾞ　A/T車　 A/T車 ¥13,800 (T) Evo　GTA他

YT-86811-S 汎用ATｼﾌﾄﾉﾌﾞ・ｱﾙﾏｲﾄｶﾗｰ　本カーボン巻き　ｼﾙﾊﾞｰ ¥6,500 (A) ﾀｲﾜﾝ・Araga社製

YT-86811-R 汎用ATｼﾌﾄﾉﾌﾞ・ｱﾙﾏｲﾄｶﾗｰ　本カーボン巻き　ﾚｯﾄﾞ

YT-86811-G 汎用ATｼﾌﾄﾉﾌﾞ・ｱﾙﾏｲﾄｶﾗｰ　本カーボン巻き　ｺﾞｰﾙﾄﾞ

YT-86811-B 汎用ATｼﾌﾄﾉﾌﾞ・ｱﾙﾏｲﾄｶﾗｰ　本カーボン巻き　ﾌﾞﾙｰ

YT-86811-Gr 汎用ATｼﾌﾄﾉﾌﾞ・ｱﾙﾏｲﾄｶﾗｰ　本カーボン巻き　ｸﾞﾘｰﾝ

YT-86810-S 汎用ATｼﾌﾄﾉﾌﾞ・ｱﾙﾏｲﾄｶﾗｰ　ｼﾙﾊﾞｰ ¥5,800

YT-86810-R 汎用ATｼﾌﾄﾉﾌﾞ・ｱﾙﾏｲﾄｶﾗｰ　ﾚｯﾄﾞ

YT-86810-G 汎用ATｼﾌﾄﾉﾌﾞ・ｱﾙﾏｲﾄｶﾗｰ　ｺﾞｰﾙﾄﾞ

YT-86810-B 汎用ATｼﾌﾄﾉﾌﾞ・ｱﾙﾏｲﾄｶﾗｰ　ﾌﾞﾙｰ

SMI-YT8688S 汎用ATｼﾌﾄﾉﾌﾞ・ｱﾙﾐｿﾘｯﾄﾞ　ﾌﾟｯｼｭﾀｲﾌﾟ ¥5,000 (G) ﾀｲﾜﾝ・Araga社製

A017R 汎用ATｼﾌﾄﾉﾌﾞ・ｱﾙﾐｿ　MTﾙｯｸ　ﾌﾟｯｼｭﾀｲﾌﾟ　・ﾚｯﾄﾞ ¥4,580 (G) ﾀｲﾜﾝ・GDL社製

A017B 汎用ATｼﾌﾄﾉﾌﾞ・ｱﾙﾐｿ　MTﾙｯｸ　ﾌﾟｯｼｭﾀｲﾌﾟ　・ﾌﾞﾙｰ

A017S 汎用ATｼﾌﾄﾉﾌﾞ・ｱﾙﾐｿ　MTﾙｯｸ　ﾌﾟｯｼｭﾀｲﾌﾟ　・ｼﾙﾊﾞｰ

      (A) 　汎用ATｼﾌﾄﾉﾌﾞ・ｱﾙﾏｲﾄｶﾗｰ      　　　　　　　　　　   装着例             （C)　ﾚｻﾞｰﾌﾞﾗｯｸｼﾌﾄﾉﾌﾞ　

　　　（D)　ﾗﾘｰｱｰﾄ　ｹﾞｰﾄ式A/T車　　　　　　　　　　　　　　　　　（E)　ﾀｲﾗﾘｱｰﾄ製ﾉﾌﾞ 　　　　　（F)　調整式ｼﾌﾄﾉﾌﾞ



　　（G) 汎用ATｼﾌﾄﾉﾌﾞ・ｱﾙﾐｿﾘｯﾄﾞ　ﾌﾟｯｼｭﾀｲﾌﾟ　　　             　　　　　　　　　（I)　ﾗﾘｱｰﾄｼﾌﾄﾉﾌﾞ・ﾌﾞﾗｯｸ&ﾎﾜｲﾄ　　　　　 　　　

　　　　　（J)　ﾘﾋﾀｰｳｯﾄﾞ＆ｶﾎﾞﾝﾗｲﾝﾉﾌﾞ　　　　　　　　　　　　　（K)　MADG　ﾉﾌﾞ （L)　ｳｵｰﾙﾅｯﾄｼﾌﾄﾉﾌﾞ　　　　　　　

　　　　　　（O)　ｾﾞﾌﾞﾗｳｯﾄﾞｼﾌﾄﾉﾌﾞ

　　　　　　　　　　　（P)　純正ﾚｻﾞｰﾌﾞﾗｯｸｼﾌﾄﾉﾌﾞ　５速　MT車

　　　　　　　　　　　        　( Q)　汎用ATｼﾌﾄﾉﾌﾞ・ｱﾙﾐｿ　MTﾙｯｸ　ﾌﾟｯｼｭﾀｲﾌﾟ　・ｼﾙﾊﾞｰ

　　（R)　ﾊﾟｼﾞｪﾛ専用ｳｯﾄﾞ調３点ｾｯﾄ　　　　　　　　　　　　（S)　ﾗﾘ-ｱｰﾄ　M/T車 （T)　ﾗﾘｰｱｰﾄ　A/T車 　　（U)ｴﾎﾞﾙｯｸｼﾌﾄﾊﾟﾈﾙ(ｶｰﾎﾞﾝ調設定あり）

　　部　品　番　号 　　　　　　品　　　　　　　　　　　　　名 適用 　価　格 写真 　　　備　　　　　考

CS-MTX ｴﾎﾞﾙｯｸｼﾌﾄﾊﾟﾈﾙｾｯﾄ　ｾﾃﾞｨｱ＆ｾﾃﾞィﾞｱﾜｺﾞﾝ用　(ｸﾞﾚｲ） ¥15,000 （U) ﾊﾟﾈﾙ､ﾌﾞｰﾂ､ﾘﾝｸﾞ、灰皿のｾｯﾄです。

CS-MTXC ｴﾎﾞﾙｯｸｼﾌﾄﾊﾟﾈﾙｾｯﾄ　ｾﾃﾞｨｱ＆ｾﾃﾞィﾞｱﾜｺﾞﾝ用　(ｶｰﾎﾞﾝﾙｯｸ） ¥18,000 ﾊﾟﾈﾙ､ﾌﾞｰﾂ､ﾘﾝｸﾞ、灰皿のｾｯﾄです。

純正専用レザー＆アルミ及び削りだし本木＆アルミシフトノブ他
　　部　品　番　号 　　　　　　品　　　　　　　　　　　　　名 適用 　価　格 写真 　　　備　　　　　考

MZ525617 重量調整式シフトノブ　６速MT車　 CT9A ¥15,300 （A) 内蔵ウエイトの｣増減により92～170ｇ

MZ525618 重量調整式シフトノブ　５速MT車 の範囲内にて調整可能

MZ525612 カーボン＆アルミ削りだしシフトノブ　６速MT車 ¥13,800 （B) リアルカーボンです

MZ525616 カーボン＆アルミ削りだしシフトノブ　５速MT車

MZ525605 球形アルミ削りだしシフトノブ　６速MT車 ¥13,800 （C)

MZ525615 球形アルミ削りだしシフトノブ　５速MT車

MZ525603 アルミ削りだしシフトノブ　AT車 CT9W ¥20,500 （D)

MZ525632 シフトノブ　レザー＆アルミ　（ＳＳＴ用) CZ4A ¥20,200 （Ｋ）

MZ525633 シフトノブ　レザー＆アルミ　（５M/T用) ¥20,200 ５速シフトパターン

MZ525634 シフトノブ　アルミシルバー　（ＳＳＴ用） ¥12,400 （Ｌ）

MZ525635 シフトノブ　アルミシルバー　（５M/Ｔ用） ¥12,400 ５速シフトパターン

MZ525618 重量調整式シフトノブ　（５M/T用） ¥15,300 （Ｍ）

MZ525639 アルミスポーツシフトノブ　 CY4A ¥12,400 （Ｈ） SST用

MZ525630 レザー＆アルミシフトノブ ¥18,800 ( I ) ＣＶＴ用

MZ525631 ウッド＆アルミシフトノブ ¥18,800 （Ｊ）



　　部　品　番　号 　　　　　　品　　　　　　　　　　　　　名 適用 　価　格 写真 　　　備　　　　　考

MZ527511 革巻きATシフトノブ V80/90 ¥33,000 （E)

MZ527513 革巻きトランスファーシフトノブ ¥18,000

MZ527515 革巻きサイドブレーキレバーグリップ ¥27,000

MZ527510 本木目ATシフトノブ V80/90 ¥35,000 （F)

MZ527512 本木目トランスファーシフトノブ ¥19,000

MZ527514 本木目サイドブレーキレバーグリップ ¥28,000

MZ527453 アルミ＆レッドレザーシフトノブ CW5W ¥15,200 （G)

MZ527452 アルミ＆ブラックレザーシフトノブ

MZ527471 MOMOアルミ＆レザーシフトノブ HA1W ¥15,600 （N)

MZ525618 重量調整式シフトノブ Z27AG ¥15,300 （O) ５速MT

MZ525616 カーボン＆アルミシルバー ¥13,800 （P)

　　　（A) 　　　　　　　　　　　　（B)　カーボン巻　　　　　　　　　　　　（C) 　　　(D)

　　　　　　　　　　　（G)

　　　　　（Ｈ）

　　　（E) 本革巻きタイプV80/90　　　　　　　　　　　　　　　（F) 本木目タイプ                          ( I )　レザー

　　（Ｊ）　ウッド 　　　　　　（Ｋ）　ＳＳＴ用　　　　　　　　　（Ｌ）　ＳＳＴ用 （Ｍ） （N)

　　　（O)

　　　　　　　　　　　　　　　　（P)

ｼｮｰﾄ・ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰ　 ●クイックシフトではありません。競技用はLAILE社欄を参照願います。

　　部　品　番　号 　　　　　　品　　　　　　　　　　　　　名 適用 　価　格 写真 　　　備　　　　　考

M6599330X ｼｮｰﾄｼﾌﾄﾚﾊﾞｰ・純正ﾌﾞｯｼｭ　付　CB/CD/5/9A ¥6,000 （A) 純正加工品

M2462940 ｼｮｰﾄｼﾌﾄﾚﾊﾞｰ・純正ﾌﾞｯｼｭ　付　CJ/CK/CM/CP ¥7,000 （B)

PP-16010X ｼｮｰﾄｼﾌﾄﾚﾊﾞｰ・純正ﾌﾞｯｼｭ　付　CJ/CK/CM/CP ¥9,000 （C) 市販専用品・ﾊﾞﾗﾝｻｰ付ﾀｲﾌﾟ



　　（A)　純正加工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（B)　純正加工

　　　　　（C)　市販品

●シフトノブは別売りになります。　また標準シフトノブは、装着できなくなる場合があります。


