
商品名 新定価税別 新定価税込 旧定価税別 旧定価税込

Extric GR COPEN/Cero　アンダーリップシリーズ

◆●フロントアンダーリップ FRP ¥44,000 ¥48,400 ¥40,000 ¥44,000

◇フロントアンダーリップ CB ¥110,000 ¥121,000 ¥100,000 ¥110,000

●◇オプション 15mmダウンスペーサー ¥2,960 ¥3,256 ¥2,960 ¥3,256

◆サイドステップ/左右2P ¥49,000 ¥53,900 ¥45,000 ¥49,500

サイドステップ加工 ¥5,000 ¥5,500 ¥5,000 ¥5,500

●サイド+アンダーフラップFRP ¥95,000 ¥104,500 ¥90,000 ¥99,000

◇サイド+アンダーフラップCB ¥145,000 ¥159,500 ¥135,000 ¥148,500

アンダーフラップFRPのみ ¥46,000 ¥50,600 ¥45,000 ¥49,500

アンダーフラップCBのみ ¥96,000 ¥105,600 ¥90,000 ¥99,000

◆●リアディフューザーFRP ¥41,000 ¥45,100 ¥38,000 ¥41,800

◇リアディフューザーCB ¥110,000 ¥121,000 ¥100,000 ¥110,000

FRPエアロ3Pセット（上記◆のセット） ¥130,000 ¥143,000 ¥120,000 ¥132,000

FRPエアロ4Pセット（上記●のセット） ¥178,000 ¥195,800 ¥165,000 ¥181,500

CBエアロ4Pセット（上記◇のセット） ¥360,000 ¥396,000 ¥330,000 ¥363,000

GR SPORT専用オーバーフェンダー（8P） ¥150,000 ¥165,000 ¥140,000 ¥154,000

GR SPORTバンパー用ノーズガーニッシュFRP ¥16,000 ¥17,600 ¥15,000 ¥16,500

GR SPORTバンパー用ノーズガーニッシュCB ¥32,000 ¥35,200 ¥30,000 ¥33,000

GR SPORTバンパー用フロントダクト FRP ¥22,000 ¥24,200 ¥20,000 ¥22,000

GR SPORTバンパー用フロントダクト CB ¥44,000 ¥48,400 ¥40,000 ¥44,000

ボルテックスサイドミラーカバー FRP ¥33,000 ¥36,300 ¥30,000 ¥33,000

CROSS Extric COPEN Robe

フロントバンパー ¥125,000 ¥137,500 ¥120,000 ¥132,000

サイドステップ+アンダーフラップFRPセット ¥95,000 ¥104,500 ¥90,000 ¥99,000

リアバンパー ¥105,000 ¥115,500 ¥100,000 ¥110,000

上記3Pセット ¥310,000 ¥341,000 ¥300,000 ¥330,000

オーバーフェンダー ¥150,000 ¥165,000 ¥140,000 ¥154,000

3Pセット+オーバーフェンダーSET ¥450,000 ¥495,000 ¥430,000 ¥473,000

ノーズガーニッシュFRP ¥16,000 ¥17,600 ¥15,000 ¥16,500

ノーズガーニッシュCB ¥32,000 ¥35,200 ¥30,000 ¥33,000

CROSS Robe/X-PLAY/ Cero /GR

フロントリップスポイラー ¥31,000 ¥34,100 ¥28,000 ¥30,800

サイドステップ ¥49,000 ¥53,900 ¥45,000 ¥49,500

リアアンダースポイラー ¥32,000 ¥35,200 ¥29,000 ¥31,900

3Pセット ¥110,000 ¥121,000 ¥100,000 ¥110,000

CUPスポイラーFRP ¥14,000 ¥15,400 ¥10,000 ¥11,000

CUPスポイラーCB ¥35,000 ¥38,500 ¥25,000 ¥27,500

ちょこっとフェンダー FRP ¥28,000 ¥30,800 ¥20,000 ¥22,000

ちょこっとフェンダーCB ¥60,000 ¥66,000 ¥40,000 ¥44,000

フロントアンダーフィン ¥13,000 ¥14,300 ¥11,000 ¥12,100

フロントアンダーフィンカーボン ¥25,000 ¥27,500 ¥22,000 ¥24,200

Extric R/W　FRP ¥58,000 ¥63,800 ¥50,000 ¥55,000

Extric R/W　CB ¥85,000 ¥93,500 ¥70,000 ¥77,000

R/W エクステンション FRP ¥23,000 ¥25,300 ¥20,000 ¥22,000

R/W エクステンション CB ¥58,000 ¥63,800 ¥50,000 ¥55,000

アイライン FRP ¥14,000 ¥15,400 ¥12,000 ¥13,200

アイライン CB ¥20,000 ¥22,000 ¥17,500 ¥19,250

CROSS STYLE Extric L880K

フロントバンパー ¥75,000 ¥82,500 ¥58,000 ¥63,800



サイドステップ ¥49,000 ¥53,900 ¥45,000 ¥49,500

リアバンパー+エクステ1 ¥75,000 ¥82,500 ¥60,000 ¥66,000

3Pセット（エクステ1） ¥195,000 ¥214,500 ¥160,000 ¥176,000

リアバンパー+エクステ2 ¥87,000 ¥95,700 ¥72,000 ¥79,200

3Pセット（エクステ2） ¥205,000 ¥225,500 ¥170,000 ¥187,000

FBエクステ A FRP ¥17,000 ¥18,700 ¥13,500 ¥14,850

FBエクステ A CB ¥36,000 ¥39,600 ¥27,500 ¥30,250

FBエクステ B　FRP ¥17,000 ¥18,700 ¥13,500 ¥14,850

FBエクステ B　CB ¥36,000 ¥39,600 ¥27,500 ¥30,250

FBアンダーリップ FRP ¥60,000 ¥66,000 ¥45,000 ¥49,500

FBアンダーリップ CB ¥92,000 ¥101,200 ¥70,000 ¥77,000

FBアンダーリップ FCB ¥120,000 ¥132,000 ¥90,000 ¥99,000

リアエクステンション 2のみ ¥33,000 ¥36,300 ¥27,500 ¥30,250

エアロボンネットFRP ¥70,000 ¥77,000 ¥60,000 ¥66,000

エアロボンネットCB ¥120,000 ¥132,000 ¥100,000 ¥110,000

エアロボンネットFCB ¥150,000 ¥165,000 ¥130,000 ¥143,000

Ex リアウイング FRP ¥58,000 ¥63,800 ¥50,000 ¥55,000

Ex　リアウイング CB ¥85,000 ¥93,500 ¥70,000 ¥77,000

R/W エクステンション FRP ¥23,000 ¥25,300 ¥20,000 ¥22,000

R/W エクステンション CB ¥58,000 ¥63,800 ¥50,000 ¥55,000

エアインテークダクトFRP ¥15,000 ¥16,500 ¥11,000 ¥12,100

エアインテークダクトCB ¥35,000 ¥38,500 ¥22,000 ¥24,200

CROSS STYLE COPEN L880K

フロントバンパー ¥65,000 ¥71,500 ¥48,000 ¥52,800

サイドステップ ¥49,000 ¥53,900 ¥45,000 ¥49,500

リアバンパー ¥65,000 ¥71,500 ¥48,000 ¥52,800

3Pセット ¥175,000 ¥192,500 ¥139,000 ¥152,900

軽量フロントフェンダー RACING ¥55,000 ¥60,500 ¥43,000 ¥47,300

軽量フロントフェンダー ノーマル ¥50,000 ¥55,000 ¥38,500 ¥42,350

フロントアンダーパネル FRP ¥28,000 ¥30,800 ¥22,000 ¥24,200

フロントアンダーパネル CB ¥56,000 ¥61,600 ¥45,000 ¥49,500

フロントアンダーリップ FRP ¥60,000 ¥66,000 ¥45,000 ¥49,500

フロントアンダーリップ CB ¥92,000 ¥101,200 ¥70,000 ¥77,000

フロントアンダーリップ FCB ¥120,000 ¥132,000 ¥90,000 ¥99,000

CROSS STAGE Extric COPEN L880K

フロントバンパー TYPE-1 ¥75,000 ¥82,500 ¥58,000 ¥63,800

フロントバンパー TYPE-2 ¥75,000 ¥82,500 ¥58,000 ¥63,800

サイドステップ ¥49,000 ¥53,900 ¥45,000 ¥49,500

リアバンパー ¥65,000 ¥71,500 ¥50,000 ¥55,000

3Pセット ¥185,000 ¥203,500 ¥150,000 ¥165,000

フロントアンダーフィンFRP ¥13,000 ¥14,300 ¥11,000 ¥12,100

フロントアンダーフィンCB ¥25,000 ¥27,500 ¥22,000 ¥24,200

エアロボンネットFRP ¥70,000 ¥77,000 ¥60,000 ¥66,000

エアロボンネットCB ¥120,000 ¥132,000 ¥100,000 ¥110,000

エアロボンネットFCB ¥150,000 ¥165,000 ¥130,000 ¥143,000

エアインテークダクトFRP ¥15,000 ¥16,500 ¥11,000 ¥12,100

エアインテークダクトCB ¥35,000 ¥38,500 ¥22,000 ¥24,200

Ex リアウイング FRP ¥58,000 ¥63,800 ¥50,000 ¥55,000

Ex　リアウイング CB ¥85,000 ¥93,500 ¥70,000 ¥77,000

CROSS STAGE COPEN L880K



フロントリップスポイラー ¥31,000 ¥34,100 ¥28,000 ¥30,800

サイドステップ ¥49,000 ¥53,900 ¥45,000 ¥49,500

リアアンダースポイラー ¥32,000 ¥35,200 ¥29,000 ¥31,900

3Pセット ¥110,000 ¥121,000 ¥100,000 ¥110,000

トランクスポイラー ¥35,000 ¥38,500 ¥29,000 ¥31,900

センターコンソールカバーCB ¥15,000 ¥16,500 ¥12,500 ¥13,750

CROSS COPEN L880K

フロントリップスポイラー ¥31,000 ¥34,100 ¥28,000 ¥30,800

サイドステップ ¥49,000 ¥53,900 ¥45,000 ¥49,500

リアアンダースポイラー ¥32,000 ¥35,200 ¥28,000 ¥30,800

3Pセット ¥110,000 ¥121,000 ¥100,000 ¥110,000

リアウイング ¥50,000 ¥55,000 ¥43,000 ¥47,300

ちょこっとフェンダーFRP ¥28,000 ¥30,800 ¥20,000 ¥22,000

ちょこっとフェンダーCB ¥60,000 ¥66,000 ¥40,000 ¥44,000

CROSS アルトワークス HA36S 

フロントリップスポイラー ¥31,000 ¥34,100 ¥28,000 ¥30,800

サイドステップ ¥49,000 ¥53,900 ¥45,000 ¥49,500

リアアンダースポイラー ¥32,000 ¥35,200 ¥28,000 ¥30,800

3Pセット ¥110,000 ¥121,000 ¥100,000 ¥110,000

リアアンダーフィンFRP ¥12,500 ¥13,750 ¥11,000 ¥12,100

リアアンダーフィンCB ¥25,000 ¥27,500 ¥22,000 ¥24,200

リアルーフスポイラーFRP ¥48,000 ¥52,800 ¥42,000 ¥46,200

リアルーフスポイラーCB ¥115,000 ¥126,500 ¥99,000 ¥108,900

ボルテックスジェネレーター ¥12,000 ¥13,200 ¥10,000 ¥11,000

ボルテックスジェネレーターCB ¥48,000 ¥52,800 ¥40,000 ¥44,000

エアインテークダクト ¥12,000 ¥13,200 ¥10,000 ¥11,000

CUPスポイラーFRP ¥14,000 ¥15,400 ¥10,000 ¥11,000

CUPスポイラーCB ¥35,000 ¥38,500 ¥25,000 ¥27,500

ちょこっとフェンダー FRP ¥28,000 ¥30,800 ¥20,000 ¥22,000

ちょこっとフェンダーCB ¥60,000 ¥66,000 ¥40,000 ¥44,000

CROSS STYLE アルトワークス HA11/21/HB11/21S

フロントバンパー ¥57,000 ¥62,700 ¥48,000 ¥52,800

サイドステップ ¥49,000 ¥53,900 ¥45,000 ¥49,500

リアバンパー ¥52,000 ¥57,200 ¥43,000 ¥47,300

3Pセット ¥153,000 ¥168,300 ¥130,000 ¥143,000

軽量フロントフェンダー RACING ¥55,000 ¥60,500 ¥43,000 ¥47,300

軽量フロントフェンダー ノーマル ¥50,000 ¥55,000 ¥38,500 ¥42,350

軽量フロントWフェンダー RACING ¥55,000 ¥60,500 ¥43,000 ¥47,300

軽量フロントWフェンダー ノーマル ¥50,000 ¥55,000 ¥38,500 ¥42,350

CROSS アルトワークス　HA11/21S

フロントリップ前期 ¥35,000 ¥38,500 ¥28,000 ¥30,800

フロントリップ後期 ¥35,000 ¥38,500 ¥28,000 ¥30,800

リアルーフ ¥55,500 ¥61,050 ¥42,000 ¥46,200

2Pセット ¥85,000 ¥93,500 ¥68,000 ¥74,800

2Pセット後期 ¥90,000 ¥99,000 ¥68,000 ¥74,800

フロントカウル ¥50,000 ¥55,000 ¥38,000 ¥41,800

サイドステップ ¥52,000 ¥57,200 ¥45,000 ¥49,500

オーバーフェンダー ¥60,000 ¥66,000 ¥45,000 ¥49,500



CROSS アルトワークス　HA22S

フロントバンパー ¥72,000 ¥79,200 ¥48,000 ¥52,800

サイドステップ ¥52,000 ¥57,200 ¥45,000 ¥49,500

オーバーフェンダー ¥60,000 ¥66,000 ¥45,000 ¥49,500

CROSS スーパーアルト C系

フロントバンパー ¥60,000 ¥66,000 ¥48,000 ¥52,800

サイドステップ ¥49,000 ¥53,900 ¥45,000 ¥49,500

リアバンパー ¥60,000 ¥66,000 ¥48,000 ¥52,800

フロントフェンダー ¥70,000 ¥77,000 ¥55,000 ¥60,500

リアフェンダー ¥65,000 ¥71,500 ¥44,000 ¥48,400

5Pセット ¥300,000 ¥330,000 ¥200,000 ¥220,000

リアルーフ ¥55,000 ¥60,500 ¥42,000 ¥46,200

6Pセット ¥350,000 ¥385,000 ¥235,000 ¥258,500

CROSS CN/CR 

フロントリップ ¥35,000 ¥38,500 ¥28,000 ¥30,800

リアルーフ ¥55,000 ¥60,500 ¥42,000 ¥46,200

2Pセット ¥85,000 ¥93,500 ¥68,000 ¥74,800

サイドステップ ¥52,000 ¥57,200 ¥45,000 ¥49,500

CROSS STYLE GT カプチーノ

フロントバンパー ¥70,000 ¥77,000 ¥58,000 ¥63,800

サイドステップ ¥55,000 ¥60,500 ¥55,000 ¥60,500

リアバンパー ¥60,000 ¥66,000 ¥48,000 ¥52,800

3Pセット ¥180,000 ¥198,000 ¥148,000 ¥162,800

ダミーヘッドライト ¥15,000 ¥16,500 ¥12,000 ¥13,200

可変式カーボンウイング ¥150,000 ¥165,000 ¥120,000 ¥132,000

フロントバンパーCBフラップ ¥20,000 ¥22,000 ¥16,000 ¥17,600

軽量フロントフェンダー RACING ¥55,000 ¥60,500 ¥43,000 ¥47,300

軽量フロントフェンダー ノーマル ¥50,000 ¥55,000 ¥38,500 ¥42,350

オーバーフェンダー ¥60,000 ¥66,000 ¥45,000 ¥49,500

エアロボンネットFRP ¥85,000 ¥93,500 ¥75,000 ¥82,500

エアロボンネットCB ¥120,000 ¥132,000 ¥110,000 ¥121,000

エアロボンネットFCB ¥160,000 ¥176,000 ¥140,000 ¥154,000

CROSS STYLE カプチーノ

フロントバンパー ¥60,000 ¥66,000 ¥48,000 ¥52,800

サイドステップ ¥49,000 ¥53,900 ¥45,000 ¥49,500

リアバンパー ¥55,000 ¥60,500 ¥43,000 ¥47,300

3Pセット ¥160,000 ¥176,000 ¥130,000 ¥143,000

ダミーヘッドライト ¥15,000 ¥16,500 ¥12,000 ¥13,200

可変式カーボンウイング ¥150,000 ¥165,000 ¥120,000 ¥132,000

軽量フロントフェンダー RACING ¥55,000 ¥60,500 ¥43,000 ¥47,300

軽量フロントフェンダー ノーマル ¥50,000 ¥55,000 ¥38,500 ¥42,350

オーバーフェンダー ¥60,000 ¥66,000 ¥45,000 ¥49,500

エアロボンネットFRP ¥85,000 ¥93,500 ¥75,000 ¥82,500

エアロボンネットCB ¥120,000 ¥132,000 ¥110,000 ¥121,000

エアロボンネットFCB ¥160,000 ¥176,000 ¥140,000 ¥154,000

CROSS カプチーノ GTリップシリーズ 



GTリップ ¥38,000 ¥41,800 ¥31,000 ¥34,100

GTダクト ¥20,000 ¥22,000 ¥15,000 ¥16,500

Ex リアウイング　FRP ¥58,000 ¥63,800 ¥50,000 ¥55,000

Ex リアウイング　CBMIX ¥85,000 ¥93,500 ¥70,000 ¥77,000

R/W エクステンション FRP ¥23,000 ¥25,300 ¥20,000 ¥22,000

R/W エクステンション CB ¥58,000 ¥63,800 ¥50,000 ¥55,000

CROSS カプチーノ

フロントリップスポイラー ¥38,000 ¥41,800 ¥28,000 ¥30,800

リアスポイラー ¥58,000 ¥63,800 ¥42,000 ¥46,200

2Pセット ¥90,000 ¥99,000 ¥68,000 ¥74,800

カプチーノ アンダースポイラー関連

Fアンダースポイラー FRP ¥38,000 ¥41,800 ¥28,000 ¥30,800

サイドフラップFRP ¥20,000 ¥22,000 ¥15,000 ¥16,500

2Pセット FRP ¥53,000 ¥58,300 ¥40,000 ¥44,000

Fアンダースポイラー CB ¥70,000 ¥77,000 ¥52,000 ¥57,200

サイドフラップCB ¥45,000 ¥49,500 ¥33,000 ¥36,300

2Pセット CB ¥110,000 ¥121,000 ¥80,000 ¥88,000

サイドプロテクターFRP ダクト無 ¥22,000 ¥24,200 ¥17,000 ¥18,700

サイドプロテクターFRP ダクト有 ¥27,000 ¥29,700 ¥22,000 ¥24,200

サイドプロテクターCB　ダクト無 ¥44,000 ¥48,400 ¥35,000 ¥38,500

サイドプロテクターCB　ダクト有 ¥49,000 ¥53,900 ¥40,000 ¥44,000

CROSS カプチーノ バンパーシリーズ

フロントバンパー ¥60,000 ¥66,000 ¥48,000 ¥52,800

サイドステップ ¥49,000 ¥53,900 ¥45,000 ¥49,500

ダミーヘッドライト ¥15,000 ¥16,500 ¥12,000 ¥13,200

可変式カーボンウイング ¥160,000 ¥176,000 ¥120,000 ¥132,000

カナードくん ¥20,000 ¥22,000 ¥16,500 ¥18,150

エアロボンネットFRP ¥85,000 ¥93,500 ¥75,000 ¥82,500

エアロボンネットCB ¥120,000 ¥132,000 ¥110,000 ¥121,000

エアロボンネットFCB ¥160,000 ¥176,000 ¥140,000 ¥154,000

CROSS STYLE ワゴンR MH21S

フロントバンパー ¥60,000 ¥66,000 ¥48,000 ¥52,800

サイドステップ ¥49,000 ¥53,900 ¥45,000 ¥49,500

リアバンパー ¥60,000 ¥66,000 ¥48,000 ¥52,800

3Pセット ¥165,000 ¥181,500 ¥138,000 ¥151,800

アイライン ¥13,000 ¥14,300 ¥12,000 ¥13,200

リアルーフスポイラー ¥50,000 ¥55,000 ¥42,000 ¥46,200

インサートグリル ¥40,000 ¥44,000 ¥33,000 ¥36,300

フロントフェンダー ¥55,000 ¥60,500 ¥44,000 ¥48,400

リアフェンダー ¥55,000 ¥60,500 ¥44,000 ¥48,400

カーボンルーフパネル L ¥150,000 ¥165,000 ¥135,000 ¥148,500

カーボンルーフパネル S ¥80,000 ¥88,000 ¥65,000 ¥71,500

ボンネットスポイラーFRP ¥28,000 ¥30,800 ¥20,000 ¥22,000

ボンネットスポイラーCB ¥65,000 ¥71,500 ¥44,000 ¥48,400

CROSS STYLE ワゴンR MC系

フロントバンパー ¥60,000 ¥66,000 ¥48,000 ¥52,800

サイドステップ ¥49,000 ¥53,900 ¥45,000 ¥49,500



リアバンパー ¥60,000 ¥66,000 ¥48,000 ¥52,800

3Pセット ¥165,000 ¥181,500 ¥138,000 ¥151,800

軽量フロントフェンダー RACING ¥55,000 ¥60,500 ¥43,000 ¥47,300

アイライン ¥13,000 ¥14,300 ¥12,000 ¥13,200

ボンネットスポイラーFRP ¥28,000 ¥30,800 ¥20,000 ¥22,000

CROSS ワゴンR MC11 TYPE1

フロントバンパー ¥72,000 ¥79,200 ¥48,000 ¥52,800

サイドステップ ¥52,000 ¥57,200 ¥45,000 ¥49,500

リアバンパー ¥65,000 ¥71,500 ¥43,000 ¥47,300

3Pセット ¥184,000 ¥202,400 ¥130,000 ¥143,000

リアルーフ ¥55,000 ¥60,500 ¥42,000 ¥46,200

CROSS ワゴンR　MC11S　AERO RS

フロントリップスポイラー前期 ¥35,000 ¥38,500 ¥28,000 ¥30,800

フロントリップ 後期 ¥35,000 ¥38,500 ¥28,000 ¥30,800

サイドステップ ¥52,000 ¥57,200 ¥45,000 ¥49,500

リアアンダースポイラー ¥35,000 ¥38,500 ¥28,000 ¥30,800

3Pセット ¥115,000 ¥126,500 ¥100,000 ¥110,000

リアルーフ ¥55,000 ¥60,500 ¥42,000 ¥46,200

リアハッチパネル ¥40,000 ¥44,000 ¥33,000 ¥36,300

5Pセット ¥200,000 ¥220,000 ¥170,000 ¥187,000

アイライン ¥13,000 ¥14,300 ¥12,000 ¥13,200

オーバーフェンダー ¥60,000 ¥66,000 ¥45,000 ¥49,500

CROSS ワゴンR CT/CV系　バンパーシリーズ

フロントバンパ ¥70,000 ¥77,000 ¥48,000 ¥52,800

リアバンパ ¥70,000 ¥77,000 ¥43,000 ¥47,300

2Pセット ¥135,000 ¥148,500 ¥90,000 ¥99,000

サイドステップ ¥52,000 ¥57,200 ¥45,000 ¥49,500

3Pセット ¥187,000 ¥205,700 ¥130,000 ¥143,000

アイライン ¥13,000 ¥14,300 ¥12,000 ¥13,200

リアルーフ ¥55,000 ¥60,500 ¥42,000 ¥46,200

CROSS　ワゴンR　CT/CV

フロントリップ 廃盤 廃盤 ¥28,000 ¥30,800

リアルーフ 廃盤 廃盤 ¥42,000 ¥46,200

2Ｐセット 廃盤 廃盤 ¥68,000 ¥74,800

サイドステップ 廃盤 廃盤 ¥45,000 ¥49,500

マッドガード 廃盤 廃盤 ¥23,000 ¥25,300

2Ｐセット 廃盤 廃盤 ¥65,000 ¥71,500

CROSS ワゴンR　CT/CV AERO RS

フロントリップ 後期 ¥35,000 ¥38,500 ¥28,000 ¥30,800

サイドステップ ¥52,000 ¥57,200 ¥45,000 ¥49,500

リアアンダースポイラー ¥35,000 ¥38,500 ¥28,000 ¥30,800

3Pセット ¥115,000 ¥126,500 ¥100,000 ¥110,000

リアルーフ ¥55,000 ¥60,500 ¥42,000 ¥46,200

CROSS STYLE セルボモード

フロントバンパー ¥60,000 ¥66,000 ¥48,000 ¥52,800

サイドステップ ¥49,000 ¥53,900 ¥45,000 ¥49,500



リアバンパー ¥55,000 ¥60,500 ¥43,000 ¥47,300

3Pセット ¥160,000 ¥176,000 ¥130,000 ¥143,000

アイライン ¥13,000 ¥14,300 ¥12,000 ¥13,200

CROSS セルボ

フロントリップ ¥35,000 ¥38,500 ¥28,000 ¥30,800

フロントグリル ¥34,000 ¥37,400 ¥26,400 ¥29,040

リアルーフ ¥55,000 ¥60,500 ¥42,000 ¥46,200

リアスポイラー ¥55,000 ¥60,500 ¥42,000 ¥46,200

4Pセット ¥174,000 ¥191,400 ¥130,000 ¥143,000

サイドステップ ¥52,000 ¥57,200 ¥45,000 ¥49,500

CROSS EURO STYLE MIRA AVY L250S

フロントバンパー ¥75,000 ¥82,500 ¥48,000 ¥52,800

サイドステップ ¥65,000 ¥71,500 ¥45,000 ¥49,500

リアバンパー ¥65,000 ¥71,500 ¥43,000 ¥47,300

3Pセット ¥195,000 ¥214,500 ¥130,000 ¥143,000

アイライン FRP ¥13,000 ¥14,300 ¥12,000 ¥13,200

リアゲートスポイラー ¥23,000 ¥25,300 ¥18,000 ¥19,800

CROSS MIRA Gino L700S

フロントリップスポイラー ¥27,000 ¥29,700 ¥22,000 ¥24,200

オーバーフェンダー ¥60,000 ¥66,000 ¥45,000 ¥49,500

CROSS MIRA L200/L500

フロントリップスポイラー ¥35,000 ¥38,500 ¥28,000 ¥30,800

リアルーフ ¥55,000 ¥60,500 ¥42,000 ¥46,200

2Pセット ¥85,000 ¥93,500 ¥68,000 ¥74,800

CROSS タントカスタム L375S 前期

フロントリップスポイラー ¥34,000 ¥37,400 ¥28,000 ¥30,800

サイドステップ ¥49,000 ¥53,900 ¥45,000 ¥49,500

リアアンダースポイラー ¥35,000 ¥38,500 ¥29,000 ¥31,900

3Pセット ¥113,000 ¥124,300 ¥100,000 ¥110,000

エアロボンネットFRP ¥63,000 ¥69,300 ¥55,000 ¥60,500

エアロボンネットCB ¥100,000 ¥110,000 ¥90,000 ¥99,000

エアロボンネットFCB ¥125,000 ¥137,500 ¥110,000 ¥121,000

CORSS STYLE MOVE L150S/L152S/L160S

フロントバンパー ¥60,000 ¥66,000 ¥48,000 ¥52,800

サイドステップ ¥49,000 ¥53,900 ¥45,000 ¥49,500

リアバンパー ¥60,000 ¥66,000 ¥48,000 ¥52,800

3Pセット ¥165,000 ¥181,500 ¥138,000 ¥151,800

軽量フロントフェンダー RACING ¥55,000 ¥60,500 ¥43,000 ¥47,300

アイライン ¥13,000 ¥14,300 ¥12,000 ¥13,200

CROSS MOVE L900S 前期/後期

フロントリップスポイラー ¥35,000 ¥38,500 ¥28,000 ¥30,800

サイドステップ ¥52,000 ¥57,200 ¥45,000 ¥49,500

リアアンダースポイラー ¥35,000 ¥38,500 ¥28,000 ¥30,800

3Pセット ¥115,000 ¥126,500 ¥100,000 ¥110,000



CROSS MOVE /MOVEカスタム L600S

フロントリップスポイラー ¥35,000 ¥38,500 ¥28,000 ¥30,800

サイドステップ ¥52,000 ¥57,200 ¥45,000 ¥49,500

リアアンダースポイラー ¥35,000 ¥38,500 ¥28,000 ¥30,800

3Pセット ¥115,000 ¥126,500 ¥100,000 ¥110,000

リアルーフ ¥55,000 ¥60,500 ¥28,000 ¥30,800

アイライン ¥13,000 ¥14,300 ¥12,000 ¥13,200

テールレンズカバー 廃盤 廃盤 ¥19,800 ¥21,780

CROSS ESSE L235S

フロントリップ ¥35,000 ¥38,500 ¥28,000 ¥30,800

リアウイングFRP ¥55,000 ¥60,500 ¥43,000 ¥47,300

リアウイングCB ¥80,000 ¥88,000 ¥58,000 ¥63,800

エアロミラーカバー ¥17,000 ¥18,700 ¥12,500 ¥13,750

ダミールーバーダクト ¥20,000 ¥22,000 ¥15,000 ¥16,500

エアロボンネットFRP ¥70,000 ¥77,000 ¥55,000 ¥60,500

エアロボンネットCB ¥100,000 ¥110,000 ¥90,000 ¥99,000

エアロボンネットFCB ¥130,000 ¥143,000 ¥110,000 ¥121,000

リアバンパーダクトFRP ¥28,000 ¥30,800 ¥20,000 ¥22,000

リアバンパーダクトCB ¥45,500 ¥50,050 ¥33,000 ¥36,300

CROSS ネイキッド　L750S

フロントリップ ¥35,000 ¥38,500 ¥28,000 ¥30,800

サイドステップ ¥52,000 ¥57,200 ¥45,000 ¥49,500

リアルーフ ¥55,000 ¥60,500 ¥42,000 ¥46,200

3Pセット ¥137,000 ¥150,700 ¥110,000 ¥121,000

バンパー形状フルセット ¥220,000 ¥242,000 ¥170,000 ¥187,000

バンパー形状 サイド無 ¥200,000 ¥220,000 ¥150,000 ¥165,000

CROSS S660 JW5

CUPスポイラー FRP ¥16,000 ¥17,600 ¥12,000 ¥13,200

CUPスポイラー CB ¥38,000 ¥41,800 ¥28,000 ¥30,800

ちょこっとフェンダーFRP ¥28,000 ¥30,800 ¥20,000 ¥22,000

ちょこっとフェンダーCB ¥60,000 ¥66,000 ¥40,000 ¥44,000

エンジンフードサポートバーオフセット ¥3,500 ¥3,850 ¥3,000 ¥3,300

Ex リアウイング FRP ¥58,000 ¥63,800 ¥50,000 ¥55,000

Eｘ リアウイング ＣＢ ¥85,000 ¥93,500 ¥70,000 ¥77,000

R/W エクステンション FRP ¥23,000 ¥25,300 ¥20,000 ¥22,000

R/W エクステンション CB ¥58,000 ¥63,800 ¥50,000 ¥55,000

レーシングリアディフューザーFRP ¥69,000 ¥75,900 ¥65,000 ¥71,500

レーシングリアディフューザーCB ¥129,000 ¥141,900 ¥120,000 ¥132,000

レーシングフロアダクト FRP ¥11,000 ¥12,100 ¥10,000 ¥11,000

レーシングフロアダクト CB ¥22,000 ¥24,200 ¥20,000 ¥22,000

ディーフューザーダクトFRPセット ¥78,000 ¥85,800 ¥73,000 ¥80,300

ディーフューザーダクトCBセット ¥146,000 ¥160,600 ¥135,000 ¥148,500

CROSS EURO STYLE 660 N-ONE JG1/2

フロントリップスポイラー ¥31,000 ¥34,100 ¥28,000 ¥30,800



サイドステップ ¥49,000 ¥53,900 ¥45,000 ¥49,500

リアアンダースポイラー ¥32,000 ¥35,200 ¥28,000 ¥30,800

3Pセット ¥110,000 ¥121,000 ¥100,000 ¥110,000

フロントリップスポイラーCB ¥57,000 ¥62,700 ¥50,000 ¥55,000

サイドステップ CB ¥65,000 ¥71,500 ¥55,000 ¥60,500

リアアンダースポイラーCB ¥60,000 ¥66,000 ¥53,000 ¥58,300

3Pセット CB ¥185,000 ¥203,500 ¥155,000 ¥170,500

9mmフェンダー FRP ¥60,000 ¥66,000 ¥52,000 ¥57,200

9mmフェンダー CB ¥120,000 ¥132,000 ¥100,000 ¥110,000

アイライン FRP ¥14,000 ¥15,400 ¥12,000 ¥13,200

アイライン CB ¥20,000 ¥22,000 ¥17,500 ¥19,250

Exリアウイング FRP ¥47,000 ¥51,700 ¥39,800 ¥43,780

Exリアウイング CB ¥65,000 ¥71,500 ¥55,000 ¥60,500

エアロボンネットFRP ¥70,000 ¥77,000 ¥60,000 ¥66,000

エアロボンネットCB ¥100,000 ¥110,000 ¥90,000 ¥99,000

エアロボンネットFCB ¥130,000 ¥143,000 ¥110,000 ¥121,000

エアインテークダクトFRP ¥14,000 ¥15,400 ¥12,500 ¥13,750

エアインテークダクトCB ¥28,000 ¥30,800 ¥25,000 ¥27,500

フロントグリルFRP ¥24,000 ¥26,400 ¥21,000 ¥23,100

フロントグリルCB ¥40,000 ¥44,000 ¥34,000 ¥37,400

CROSS BEAT PP1

フロントリップスポイラー ¥35,000 ¥38,500 ¥28,000 ¥30,800

サイドステップ ¥52,000 ¥57,200 ¥45,000 ¥49,500

リアアンダースポイラー ¥35,000 ¥38,500 ¥28,000 ¥30,800

3Pセット ¥115,000 ¥126,500 ¥100,000 ¥110,000

アイライン ¥13,000 ¥14,300 ¥12,000 ¥13,200

リアウイング ¥55,000 ¥60,500 ¥43,000 ¥47,300

トランクダクト ¥20,000 ¥22,000 ¥15,000 ¥16,500

CROSS LIFE /LIFE DUNK JB3/JB1/JA4

フロントリップスポイラー ¥35,000 ¥38,500 ¥28,000 ¥30,800

サイドステップ ¥52,000 ¥57,200 ¥45,000 ¥49,500

リアアンダースポイラー ¥35,000 ¥38,500 ¥28,000 ¥30,800

3Pセット ¥115,000 ¥126,500 ¥100,000 ¥110,000

リアルーフ ¥55,000 ¥60,500 ¥42,000 ¥46,200

アイライン ¥13,000 ¥14,300 ¥12,000 ¥13,200

CROSS STYLE eK スポーツ H81W

フロントバンパー ¥60,000 ¥66,000 ¥48,000 ¥52,800

サイドステップ ¥49,000 ¥53,900 ¥45,000 ¥49,500

リアバンパー ¥60,000 ¥66,000 ¥48,000 ¥52,800

3Pセット ¥165,000 ¥181,500 ¥138,000 ¥151,800

アイライン ¥13,000 ¥14,300 ¥12,000 ¥13,200

エアロボンネットFRP ¥63,000 ¥69,300 ¥55,000 ¥60,500

エアロボンネットCB ¥100,000 ¥110,000 ¥90,000 ¥99,000

エアロボンネットFCB ¥125,000 ¥137,500 ¥110,000 ¥121,000

ボンネットスポイラーFRP ¥28,000 ¥30,800 ¥23,000 ¥25,300

ボンネットスポイラーCB ¥65,000 ¥71,500 ¥55,000 ¥60,500

ボルテックスジェネレーターFRP ¥12,000 ¥13,200 ¥12,000 ¥13,200



ボルテックスジェネレーターCB ¥48,000 ¥52,800 ¥44,000 ¥48,400

CROSS eK H81W SP/WGN

フロントリップスポイラー ¥35,000 ¥38,500 ¥28,000 ¥30,800

サイドステップ ¥52,000 ¥57,200 ¥45,000 ¥49,500

リアアンダースポイラー ¥35,000 ¥38,500 ¥28,000 ¥30,800

3Pセット ¥115,000 ¥126,500 ¥100,000 ¥110,000

リアルーフ ¥55,000 ¥60,500 ¥42,000 ¥46,200

アイライン ¥13,000 ¥14,300 ¥12,000 ¥13,200

CROSS  TOPPO BJ H41A

フロントリップスポイラー ¥35,000 ¥38,500 ¥28,000 ¥30,800

サイドステップ ¥52,000 ¥57,200 ¥45,000 ¥49,500

リアアンダースポイラー ¥35,000 ¥38,500 ¥28,000 ¥30,800

3Pセット ¥115,000 ¥126,500 ¥100,000 ¥110,000

CROSS TOPPO H22A/H31A

フロントリップ 廃盤 廃盤 ¥28,000 ¥30,800

CROSS ダンガン ZZ

フロントリップ ¥35,000 ¥38,500 ¥28,000 ¥30,800

リアウイング ¥55,000 ¥60,500 ¥42,000 ¥46,200

2Pセット ¥85,000 ¥93,500 ¥68,000 ¥74,800

CROSS STYLE プレオ RA1/2

フロントバンパー ¥60,000 ¥66,000 ¥48,000 ¥52,800

サイドステップ ¥49,000 ¥53,900 ¥45,000 ¥49,500

リアバンパー ¥60,000 ¥66,000 ¥48,000 ¥52,800

3Pセット ¥165,000 ¥181,500 ¥138,000 ¥151,800

軽量フロントフェンダー RACING ¥55,000 ¥60,500 ¥43,000 ¥47,300

アイライン ¥13,000 ¥14,300 ¥12,000 ¥13,200

CROSS  プレオ RA1/2

フロントリップスポイラー ¥35,000 ¥38,500 ¥28,000 ¥30,800

サイドステップ ¥52,000 ¥57,200 ¥45,000 ¥49,500

リアアンダースポイラー ¥35,000 ¥38,500 ¥28,000 ¥30,800

3Pセット ¥115,000 ¥126,500 ¥100,000 ¥110,000

CROSS VIVIO

フロントリップスポイラー 廃盤 廃盤 ¥28,000 ¥30,800

CROSS AZ-1

フロントリップ FRP ¥35,000 ¥38,500 ¥28,000 ¥30,800

フロントリップ CB ¥42,000 ¥46,200 ¥32,500 ¥35,750

リアウイング ¥68,000 ¥74,800 ¥53,000 ¥58,300

2Pセット FRP ¥100,000 ¥110,000 ¥78,000 ¥85,800

2Pセット CB ¥107,000 ¥117,700 ¥82,000 ¥90,200



エアロボンネット

COPEN Robe/GR SPORT LA400K/LA400A

エアロボンネットFRP ¥70,000 ¥77,000 ¥60,000 ¥66,000

エアロボンネットCB ¥120,000 ¥132,000 ¥100,000 ¥110,000

エアロボンネットFCB ¥150,000 ¥165,000 ¥130,000 ¥143,000

ボンネットダクトFRP ¥37,000 ¥40,700 ¥33,000 ¥36,300

ボンネットダクトCB ¥57,000 ¥62,700 ¥49,500 ¥54,450

COPEN L880K

エアロボンネットFRP ¥70,000 ¥77,000 ¥60,000 ¥66,000

エアロボンネットCB ¥120,000 ¥132,000 ¥100,000 ¥110,000

エアロボンネットFCB ¥150,000 ¥165,000 ¥130,000 ¥143,000

エアインテークダクトFRP ¥15,000 ¥16,500 ¥27,500 ¥30,250

エアインテークダクトCB ¥35,000 ¥38,500 ¥11,000 ¥12,100

カウルトップカーボンパネル ¥37,000 ¥40,700 ¥22,000 ¥24,200

N-ONE JG1/2

エアロボンネットFRP ¥70,000 ¥77,000 ¥55,000 ¥60,500

エアロボンネットCB ¥100,000 ¥110,000 ¥90,000 ¥99,000

エアロボンネットFCB ¥130,000 ¥143,000 ¥110,000 ¥121,000

カプチーノ EA11/21R

エアロボンネットFRP ¥85,000 ¥93,500 ¥75,000 ¥82,500

エアロボンネットCB ¥130,000 ¥143,000 ¥110,000 ¥121,000

エアロボンネットFCB ¥160,000 ¥176,000 ¥140,000 ¥154,000

ESSE　L235S

エアロボンネットFRP ¥70,000 ¥77,000 ¥55,000 ¥60,500

エアロボンネットCB ¥100,000 ¥110,000 ¥90,000 ¥99,000

エアロボンネットFCB ¥130,000 ¥143,000 ¥110,000 ¥121,000

センターダクト ¥8,000 ¥8,800 ¥5,500 ¥6,050

サイドダクト ¥25,000 ¥27,500 ¥16,500 ¥18,150

ワゴンR　MH21S

エアロボンネットFRP ¥70,000 ¥77,000 ¥55,000 ¥60,500

エアロボンネットCB ¥100,000 ¥110,000 ¥90,000 ¥99,000

エアロボンネットFCB ¥130,000 ¥143,000 ¥110,000 ¥121,000

eK sport H81W

エアロボンネットFRP ¥70,000 ¥77,000 ¥55,000 ¥60,500

エアロボンネットCB ¥100,000 ¥110,000 ¥90,000 ¥99,000

エアロボンネットFCB ¥130,000 ¥143,000 ¥110,000 ¥121,000

アルトワークス HA21S

エアロボンネットFRP ¥70,000 ¥77,000 ¥55,000 ¥60,500

エアロボンネットCB ¥100,000 ¥110,000 ¥90,000 ¥99,000

エアロボンネットFCB ¥130,000 ¥143,000 ¥110,000 ¥121,000

タントカスタム L375S

エアロボンネットFRP ¥70,000 ¥77,000 ¥55,000 ¥60,500

エアロボンネットCB ¥100,000 ¥110,000 ¥90,000 ¥99,000

エアロボンネットFCB ¥130,000 ¥143,000 ¥110,000 ¥121,000



CUPスポイラー　汎用

SS,S,M　FRP ¥14,000 ¥15,400 ¥10,000 ¥11,000

SS,S,M　CB ¥35,000 ¥38,500 ¥25,000 ¥27,500

L　FRP ¥19,600 ¥21,560 ¥14,000 ¥15,400

L　CB ¥42,000 ¥46,200 ¥30,000 ¥33,000

カーボンルーフパネル

カプチーノ EA11/21R ¥45,000 ¥49,500 ¥38,500 ¥42,350

COPEN L880K ¥45,000 ¥49,500 ¥38,500 ¥42,350

ワゴンR　MH21S　L ¥150,000 ¥165,000 ¥135,000 ¥148,500

ワゴンR　MH21S　S ¥80,000 ¥88,000 ¥65,000 ¥71,500

カプチーノ EA11/21R

エアロルーフ FRP ¥62,000 ¥68,200 ¥55,000 ¥60,500

エアロルーフ CB ¥160,000 ¥176,000 ¥85,000 ¥93,500

Ex リアウイング　FRP ¥58,000 ¥63,800 ¥50,000 ¥55,000

Ex リアウイング　CBMIX ¥85,000 ¥93,500 ¥70,000 ¥77,000

スカッフプレートカバー ¥33,000 ¥36,300 ¥25,000 ¥27,500

インナードアハンドルパネル ¥33,000 ¥36,300 ¥25,000 ¥27,500

フェンダーアーチ

FRP製　MH21S　H81W　L150S　L880K ¥40,000 ¥44,000 ¥30,000 ¥33,000

フューエルリッドカバー

CB　L880K MH21S他 ¥9,000 ¥9,900 ¥7,000 ¥7,700

※2024/3/31 を持って生産終了予定


