
209 年 1 月 10 日 現在  
価格表

  〒486-0925 愛知県春日井市中切町２丁目１０−５  
TEL: 0568-29-6701 FAX: 0568-29-6702  

車  種  型  式  
スポーツ触媒  

スポーツ触媒付フ

ロントパイプ  
スポーツ触媒付中

間タイコ  フロントパイプ  中間タイコ  
EX バルブ付き中間

タイコ  
（リモコン付き）  

オールステンレス  オールステンレス  オールステンレス  スタンダード  オールステンレス  スタンダード  オールステンレス  オールステンレス 
レクサス  ＬＳ６００ｈL  UVF46    ¥199,800    ¥69,800  ¥89,800  ¥89,800  ¥119,800    

ＬＳ５００  VXFA50    ¥209,800      ¥109,800    ¥129,800    

ＬＳ４６０  USF40    ¥189,800    ¥59,800  ¥79,800  ¥89,800  ¥119,800    

ＳＣ４３０  UZZ40    ¥149,800    ¥69,800  ¥89,800  ¥59,800  ¥79,800    

ＬＣ５００  URZ100    ¥199,800      ¥99,800    ¥139,800    

ＲＣ－Ｆ  USC10    ¥199,800    ¥69,800  ¥89,800  ¥89,800  ¥119,800    

ＧＳ－Ｆ  URL10    ¥199,800      ¥89,800    ¥119,800    

ＧＳ３５０，ＧＳ２５０  GRL10,GRL11    ¥199,800    ¥69,800  ¥89,800  ¥89,800  ¥119,800    

ＧＳ４６０  URS190,GWS191    ¥189,800    ¥59,800  ¥79,800  ¥49,800  ¥69,800    

ＧＳ４３０,ＧＳ３５０  UZS190,GRS191    ¥189,800    ¥59,800  ¥79,800  ¥49,800  ¥69,800    

ＩＳ－Ｆ  USE20     ¥199,800    ¥64,800  ¥84,800  ¥54,800  ¥74,800    

ＩＳ３５０,ＩＳ２５０  GSE31,GSE30    ¥199,800    ¥69,800  ¥89,800  ¥89,800  ¥119,800    

ＩＳ３５０,ＩＳ２５０  GSE21,GSE20    ¥189,800    ¥59,800  ¥79,800  ¥49,800  ¥69,800    

ＬＸ５７０              ¥94,800  ¥119,800    

ＮＸ２００  AGZ10    ¥149,800      ¥99,800  ¥69,800  ¥89,800  ¥159,800  

ＮＸ３００ｈ  AYZ10 AYZ15            ¥69,800  ¥89,800  ¥159,800  

ＲＣ２００ｔ/ＲＣ３００ｈ  ASC10 /AVC10     ¥179,800    ¥59,800  ¥79,800  ¥89,800  ¥119,800    



ＲＸ２００ｔ  AGL20W AGL25W    ¥109,800    ¥39,800  ¥59,800  ¥69,800  ¥89,800  ¥159,800  

トヨタ  ソアラ  UZZ40     ¥149,800    ¥69,800  ¥89,800  ¥59,800  ¥79,800    

 マジェスタ  URS206    ¥189,800    ¥59,800  ¥79,800  ¥49,800  ¥69,800    

UZS186    ¥149,800    ¥59,800  ¥79,800  ¥49,800  ¥69,800    

クラウン  
  

  

  

  

  
※GRS183 は￥10,000UP  

GRS204,202,200 GWS204    ¥189,800    ¥59,800  ¥79,800  ¥49,800  ¥69,800    

GRS214,210    ¥189,800    ¥59,800  ¥79,800  ¥49,800  ¥69,800    

AWS210    ¥99,800    ¥39,800  ¥49,800  ¥49,800  ¥69,800    

GRS184・183・182・180    ¥189,800    ¥59,800  ¥79,800  ¥49,800  ¥69,800    

マークＸ  GRX133 ,130    ¥189,800    ¥59,800  ¥79,800  ¥49,800  ¥69,800    

アルファードヴェルファイア  

GGH30W（3.5L） 後期  
    

¥149,800  

ﾌﾛﾝﾄﾊﾟｲﾌﾟ  ¥49,800  
触媒無中間ﾋﾟｰｽ  ¥89,800  

¥159,800  
        集合部ﾊﾟｲﾌﾟ  ¥89,800  （競技用）    

GGH30W（3.5L） 前期  
    

¥149,800  
  前)￥39,800  

後)￥59,800  ¥69,800  ¥89,800  ¥159,800  

AGH30W,35W(2.4L） 前期      ¥149,800  ¥49,800  ¥59,800  ¥69,800  ¥89,800  ¥159,800  

アルファードヴェルファイア  

ハリアー  

ANH20W,ANH25W      ¥149,800      ¥59,800  ¥79,800  ¥149,800  

GGH20W<VIA>,GGH25W      ¥149,800  ¥69,800  ¥89,800  ¥59,800  ¥79,800  ¥149,800  

ZSU60W,65W（NA/前期・後期）          ¥69,800  ¥89,800  ¥159,800  

ASU65W/60W（TB/後期）            ¥69,800  ¥89,800  ¥159,800  

 

 

 

 

 

 

   AVU65W（HV/4WD/後期）            ¥69,800  89,800(近日)  159,800(近日)  



  
車  種  型  式  

スポーツ触媒  
スポーツ触媒付フ

ロントパイプ  
スポーツ触媒付中

間タイコ  フロントパイプ  中間タイコ  
EX バルブ付き中間

タイコ  
（リモコン付き）  

オールステンレス  オールステンレス  オールステンレス  スタンダード  オールステンレス  スタンダード  オールステンレス  オールステンレス 

日 産  シーマ  GF50    ¥199,800    ¥79,800  ¥99,800  ¥69,800  ¥89,800    

HF50    ¥119,800    ¥49,800  ¥69,800  ¥59,800  ¥79,800    

フーガ  KY51,Y51  ¥149,800      ¥64,800  ¥84,800  ¥94,800  ¥124,800    

GY50    ¥199,800    ¥79,800  ¥99,800  ¥94,800  ¥124,800    

PY50,Y50  ¥144,800      ¥64,800  ¥84,800  ¥94,800  ¥124,800    

セド・グロ  HY34        開発中  開発中  開発中  開発中    

フェアレディＺ  Z34(3.7L)  ¥149,800      ¥64,800  ¥84,800        

Z33(3.5L)VQ35HR  ¥149,800      ¥64,800  ¥84,800        

Z33(3.5L)VQ35DE  ¥144,800      ¥64,800  ¥84,800        

Z32,HZ32,CZ32,GCZ32        ¥69,800  ¥89,800        

スカイライン  HV37,HNV37  ¥149,800      ¥64,800  ¥84,800  ¥94,800  ¥124,800    

CKV36(VQ37VHR)  ¥149,800      ¥64,800  ¥84,800        

V36(VQ25HR),KV36(VQ37VHR)  ¥149,800      ¥64,800  ¥84,800  ¥94,800  ¥124,800    

CPV35(VQ35DE)  ¥144,800      ¥64,800  ¥84,800        

V35(VQ25DE),KV35(VQ35DE)  ¥144,800      ¥64,800  ¥84,800        

ステージア  PM35 ,PNM35(VQ35DE)  ¥144,800      ¥64,800  ¥84,800  ¥49,800  ¥69,800    

  M35,NM35(VQ25DE)  ¥144,800      ¥64,800  ¥84,800  ¥49,800  ¥69,800    

エルグランド  PE52        ¥79,800  ¥99,800  ¥59,800  ¥79,800  開発中  



  TE52        ¥59,800  ¥79,800  ¥59,800  ¥79,800  開発中  

 

  E51,NE51            ¥59,800  ¥79,800    

プレサージュ  PU31    ¥159,800    ¥89,800  ¥109,800        

ムラーノ  PZ50    ¥159,800    ¥89,800  ¥109,800        

ジューク  F15(TB,2WD)            ¥49,800  ¥69,800    

  NF15(TB,4WD)            ¥49,800  ¥69,800    

※レクサス及びトヨタ車は純正が一体式のためフロント、中間をセットでそろえる必要があります。（NX、30 ｱﾙｳﾞｪﾙ、RX200ｔ、UZZ40 は別）  

※V36,KV36 中間タイコははタイプＢリアピースとセットでそろえる必要があります。  


