
ブレーキローターKIT
（ドリルド＆スリット）

フロント 2PC¥36,400
フロントプレミアム 2PC

¥57,300
リア 2PC¥44,800
セラミックスポーツパッド

各¥12,600

バンパーメッシュグリル（SE不可）¥40,600

ビレットグリルキット¥59,800 ビレットフードベント ¥22,500

Split Rear

イルミネーションスカル
ポジションとストップと
連動して目が光ります!!

¥5,680

ヒッチカバー各種ヒッチカバー各種 珍しいタイプのヒッチカバーが入荷しました珍しいタイプのヒッチカバーが入荷しました!!!!
ヒッチピン

USAイーグル

¥4,500
スーパーマン

¥4,900
フェアーノーエビル

¥5,600
スミス＆ウエッソン

¥7,000
スティーラーズ

¥5,900
ポリスバッジ

¥5,150
＄サイン

¥5,980

キー付¥4,700 キー無¥1,480

E&Gメッシュグリル/アッパー&

ロアセット（SE不可） ¥108,000
アッパーのみ（SE装着OK）¥69,900

サイドステップバー
ステンレス

¥36,400

LEDテールレンズ
¥49,000

プロジェクター ヘッドライト
¥48,000

ビレットフューエルドア
（キー付）ブラック

¥19,500

ドアバイザー
スリム/スモーク

¥10,800

LEDパークシグナル クローム/ブラック¥34,000

ステンレスステップバー
･04y～06yタンドラ/Wキャブ ¥42,000
･07～タンドラ/Wキャブ ¥42,000
･07y～タンドラ/クルーマックス¥42,000

高性能HID KIT

●シングルバルブ：Ｈ1、Ｈ3、Ｈ3Ｃ，Ｈ4、Ｈ7、 Ｈ7Ｓ、 Ｈ10、Ｈ11、Ｈ13、
ＨＢ1、ＨＢ3、ＨＢ4、ＨＢ5、フォグ用880シリーズ、Ｄ1、Ｄ2、Ｄ3、Ｄ4

●ハイ/ロー切替バルブ：Ｈ4、ＨＢ1、ＨＢ5、Ｈ13  
●バラスト：35Ｗ（超小型）、55Ｗも有り（通常型バラスト）
●3000Ｋイエロー、6000、8000、12000、15000、25000Ｋ

極薄バラスト採用で狭い場所にも取付可能で、
故障が少ない信頼性のある商品です。
豊富なラインナップとケルビン数！

1年保証付!

X-METALシリーズ
T-REX 07y～10y
フロントグリル /
バンパーグリル

¥ASK

ディーラー車にはスモール線
を接続すれば3本バーも点灯!!

ダッシュKIT（マニュアルAC車用）
18PC（サンルーフ車不可）¥26,600
23PC ¥47,000

クローム/
ウインドー
シルトリム
¥19,300

サイドモール

クローム/
ボディサイドモール
¥31,200
ビーポスト
パネルセット
¥20,200

スリムドアバイザー/
スモーク4PC
¥13,000

バグガード¥15,500

純正ヒッチメンバー
¥77,500

純正ヒッチワイヤーKIT
¥34,800

実際の色

¥25,200～

フローマスターフローマスター

タンドラ ファインメッシュグリル
クローム E&G 07y～09y       ¥ASK

タンドラ ヘビーメッシュグリル
クローム E&G 10y                 ¥ASK

セコイア フロントグリル T-REX 08y
アッパークラスメッシュ ¥ASK

セコイア バンパーグリル T-REX 08y
アッパークラスメッシュ ¥ASK

ギブソンマフラー
※写真の商品はカタログ用としてメッキ加工を
してありますので実際の商品とは異なります。 LEDテールレンズ

タンドラ07y～
¥62,000

タンドラ クルー ダブルキャブ
LEDルームランプ 13000K
PUTCO 07y～¥ASK

フォグランプ
アフターマーケットパーツ
タンドラ07y～08y
片側¥20,000

07y～タンドラ/08y～セコイア
ビーポストパネルセット¥12,900

ホイールホイール
シリンダーシリンダー

エアフューエルエアフューエル
センサーセンサー

イグニッションイグニッション
コイルコイルプラグプラグ

O2O2
センサーセンサー

ブレーキシューブレーキシュー

キャリパーキャリパー
シールシールKITKIT

ホイールシリンダーカップホイールシリンダーカップKITKIT

ベルトベルト

ATAT
フィルターフィルタードレンボルトドレンボルト ATATオイルパンガスケットオイルパンガスケット

オイルフィルターオイルフィルター

エアフィルターエアフィルター

テンショナーテンショナー
アイドラアイドラ
プーリープーリー

ワイパーワイパー
ブレードブレード

40シリーズ/デルタフロー ¥18,900
オフセットINとセンターINが有。2.5と3インチパイプ有。（33cm×24cm×10cm）アストロ
などには良い感じの音量で、ドロドロ音が出やすいです。5.7L以上には大きめになります。

センターIN→センターOUT。2.5と3インチ
パイプ有。（44cm×24cm×10ｃｍ）
アストロなどには静か目。5.7L以上には
良い感じの音量です。 ¥21,400

50シリーズ/デルタフロー

IN

OUT

IN

OUT

IN OUT

57φW-IN→76.3φシングルOUT。（43cm×
25cm×13ｃｍ）96～99 C/K・タホ・サバー
バンのボーテックEG、タイコ前デュアルパイプ
車などにベスト。 ¥26,000

50シリーズ/SUVパフォーマンス

IN

OUT

76.3φシングルIN→63.5φW-OUT。
（43cm×25cm×13cm）アストロ
デュアルマフラー装着車などの補修交換
用にベストです。 ¥26,000

50シリーズ/SUVパフォーマンス

IN

OUT

76.3ΦW-IN→63.5ΦW-OUT。
（57cm×31cm×13cm）01～デナリ、
02～エスカレード、ハマーH2などの6.0L
エンジンにベスト。¥36,200

50シリーズ/ビッグブロック

IN OUT

ヒッチステップ
バータイプ¥13,100

ヒッチステップ
LEDストップランプ付バータイプ¥14,500

03y-08y
¥11,500 

09y-11y
¥14,500 

JBL付 JBL無

シエナ オーディオ取付キット

JBL付 JBL無

タンドラ オーディオ取付キット 07y～ ビレットフューエルドア/キー付
タンドラ07y～¥23,800

ドアバイザー
スリム 07y～タンドラ ･クルーマックス用/4PC¥13,000
･Ｗキャブ用/4PC¥13,000 ･レギュラーキャブ用/2PC¥11,550
ワイド Ｗキャブのみ/2PC¥21,500 スリム 08y～セコイア/4PC¥12,800

キャルウイングオリジナル
ホイール 22インチ¥ASK

ワイドトレットスペーサー
（1インチ,1.25インチ）

1枚¥12,600

B-POST
パネル

B-POST
パネル

JBL付¥35,900 JBL無¥15,100

プレミアムプレミアムプレミアムプレミアムプレミアムプレミアムプレミアムプレミアムプレミアムプレミアムプレミアムプレミアムプレミアムプレミアムプレミアムプレミアムプレミアム

JBL付¥27,100 JBL無¥6,300

08y～11yセコイア アフターマーケット¥49,600

07y～11y
タンドラ セコイア
プロジェクター クローム/ブラック¥64,100

05y～08y
タコマ
LEDテールスモーク¥27,900

05y～11y タコマ プロジェクター
クローム/ブラック¥49,600

ブレーキブレーキパッドパッド

03y～レクサス RX330、
ハリアー20

プロジェクターヘッドライト
各色¥96,000

05y～06y レクサス
ES330、カムリ

LEDテール
¥29,900

Dual Sport Swept Side

TACOMA

タンドラ 07y～11y

FJクルーザー

Split Rear
Dual

Extreme

Swept Side

Japan

クローム&シルバー クローム&グレー

キャルウイングオリジナル
ローダウンコイル作製!!
純正より約3センチダウン!!

¥ASK¥ASK¥ASK¥ASK¥ASK¥ASK¥ASK¥ASK¥ASK¥ASK¥ASK¥ASK¥ASK¥ASK¥ASK¥ASK¥ASK


