
SENSATION Ver1

INCH SIZE PCD INSET HUB

18 7.5j 100 48 42

18 7.5j 114.3 40/48 50/42

18 8.0j 114.3 42 35.5

19 7.5j 114.3 48 42

19 8.0j 114.3 42 35.5

20 8.5j 114.3 38 35.5

SENSATION Ver2

INCH SIZE PCD INSET HUB

18 7.5j 114.3 48/53 42

18 8.0j 114.3 43 50/42

19 7.5j 114.3 50 35.5

19 8.0j 114.3 38/45 42

20 8.5j 114.3 35/45 35.5

20 9.5j 114.3 35/45 35.5

SENSATION Ver3

INCH SIZE PCD INSET HUB

18 7.5j 114.3 48/53 44/39

18 8.0j 114.3 43 55

19 7.5j 114.3 48/53 43/38

19 8.0j 114.3 38/45 59/52

20 8.5j 114.3 35/45 47/37

SENSATION Ver4

INCH SIZE PCD INSET HUB

18 7.5j 100 48 49

18 7.5j 114.3 48 49

18 7.5j 114.3 53 44

18 8.0j 114.3 43 60

19 7.5j 114.3 48/52 47/42

20 8.5j 114.3 35/43 47/39

20 9.5j 114.3 35/43 44/36

BLACK POLISH

¥36,000

¥37,200

¥36,000

¥37,200

BLACK POLISH

¥26,400 ¥26,400

¥26,400 ¥26,400

¥26,400 ¥26,400

¥27,000 ¥27,000

¥30,000 ¥30,000

¥20,000

¥20,000 ¥20,000

¥20,000 ¥20,000

¥22,000 ¥22,000

¥22,000 ¥22,000

GRAY POLISH BLACK POLISH

¥25,200 ¥25,200

¥25,800 ¥25,800

¥28,800 ¥28,800

¥29,400 ¥29,400

BLACK POLISHBLACK/RIM POLISH

¥20,400

¥20,400

¥21,000

¥22,800

¥23,400

¥25,800

¥20,400

¥20,400

¥21,000

¥22,800

¥23,400

¥25,800

¥34,800 ¥34,800

BRUSHED SILVER

¥20,000

¥36,000 ¥36,000

BLACK POLISH

Wheels



フロントＫＩＴ補足

プリクラッシュが純正装備されていないお車の場合はプリクラッシュ用のエンブレムをご用意下さい(165mm✕120mm)

色付の場合は塗装期間を2週間～お時間を頂きます

色付商品を発送の場合は発送まで3週間～お時間を頂きます

色付商品をご注文の場合はダクトはソリッドブラック塗装となります

ISCにお取付の場合はアンダーカバーの削り加工が必要となります

ヘッドライト補足

そのままお取付するとポジションがないため車検が通りません、デイライト機能からポジション機能に配線加工してください

テールランプ補足

シーケンシャルと点滅のウィンカー２パターンをスイッチで切替が可能です

セダン テールランプ ¥48,000 ¥48,000¥33,000 オープニングセレモニー付

30系後期 ASK

オリジナル ¥15,000 ASK ABS製ASK

備考

ポリプロピレン

部品 仕様 定価

備考取付(F/B無)

ASK ASK

ALL ¥70,000ヘッドライト ポジション配線加工必須

セダン フロントリップ

取付塗装 備考対応

クリップ / ダミーウォッシャーカバー/ナンバー台座 等

★未塗装

ブラック(要塗装)

ソナー付車穴あけ

ASK

部品

IS/ISC20

フロントKIT 現行Fスポーツ

¥75,000 ¥125,000

F/バンパー

スピンドルグリル

ダクト

付属品

全年式

対応 純正色付

オリジナル

現行Fスポーツ

現行Fスポーツ

取付

三眼LED

対応 部品 仕様 定価

ALL ヘッドライト

シーケンシャル

仕様 定価 塗装

¥85,000

テール動画

フロント動画



フロントＫＩＴ補足

GSF仕様のためフォグランプがなくなります

ソナー付きのお車は要加工となります

スピンドルグリル・ダクトは純正でご用意も可能です(75,000円+税)

色付補足

ソナー形状がタイプBの場合は穴をあけてから塗装をされた方がいいため、未塗装のみの販売となります

フロントリップ補足

車高がかなり低くなります

SENSATION

備考

フロントリップ SENSATION

付属品

社外品

社外品

- FRP / 受注生産

対応 部品 仕様 定価 -

GS10　Ver.2

対応 部品 仕様

前期

ナンバー台座

定価 - 備考

F/バンパー SENSATIO FRP / 受注生産

スピンドルグリル F-SPORTS

ダクト

¥85,000 -

¥50,000 -GSF

フロント動画

¥40,000



フロントＫＩＴ補足

GSF仕様のためフォグランプがなくなります

ソナー付きのお車はグリル裏面を削る作業が必要になります

色付補足

ソナー形状がタイプBの場合は穴をあけてから塗装をされた方がいいため、未塗装のみの販売となります

フロントリップ補足

Ver.2用で作ったもののため、Ver1に取付の際はすり合わせ加工画筆ようです。

車高がかなり低くなります

フロントリップ SENSATION ¥40,000 ASK

対応 部品 仕様

SENSATION

純正色付

前期

フロントKIT GSF

¥90,000 ¥130,000

F/バンパー オリジナル

スピンドルグリル GSF

仕様

付属品

ソナー付車穴あけ加工

¥150,000

定価

GS10　Ver.1

対応 部品

色付

定価 塗装 備考

FRP / 受注生産

備考

ナンバー台座 / ゴムモール

色付ダクト GSF



フロントＫＩＴ補足

カメラ付はカメラ付用のグリルフレーム(要塗装)が必要になります

カメラ付はカメラのステーの加工が必要となります。

ウィンカー補足

店舗で取付ご希望の場合はフロントＫＩＴとセットの場合は取付無料

NX10

対応 部品 仕様 定価 純正色付 備考

前期

対応

ソナー付き穴あけ

スピンドルグリル カメラ無し用

ダクト

前期

付属品

フロントKIT

¥80,000 -

ポリプロピレン

F/バンパー

ウィンカー シーケンシャル ¥45,000 ¥65,000 カプラーオン

部品 仕様 定価 取付 備考

後期F-SPORTS



フロントＫＩＴ補足

アンダースポイラー側面カット

FOGがウォッシャータンクに干渉します

アンダーカバー取付時は要加工

一眼ヘッドライト補足

ロービーム：Ｄ４Ｓ　/　ハイビーム：Ｈ９ / 後期バラスト / ＬＥＤキャンセラー　が別でご用意が必要です

三眼ヘッドライト補足

ハイビーム：H9 / LEDキャンセラー が別でご用意が必要です

仕様 定価対応 部品 純正色付 備考

アンダースポイラー

別売品有

備考

20前期F-SPORTS

ポリプロピレン / 前期装着時はヘッドライト必須フロントKIT

¥90,000 ¥130,000

F/バンパー ソナー付き穴あけ

スピンドルグリル

後期仕様一眼ヘッドライト 　　　後期仕様三眼ヘッドライト

全年式

付属品

全年式 三眼ヘッドライト

FOG / ステー / ナンバー台座

全年式 一眼ヘッドライト 10系後期 ¥50,000 別売品有

対応 部品 仕様 定価 取付

全年式 テールランプ 20系後期

10系後期 ¥120,000

備考

全年式 テールランプ 20系前期 ¥50,000 ¥65,000

対応 部品 仕様

現行ヘッドライト 20系後期 COMING SOON

価格 取付

前期 配線ＫＩＴ カプラーオン ¥20,000

全年式

RX10 20前期F-SPORTS仕様



フロントＫＩＴ補足

要加工商品です

前期車輛に取付される場合は後期ヘッドライトが必要となります

アンダーカバー取付時は要加工

一眼ヘッドライト補足

ロービーム：Ｄ４Ｓ　/　ハイビーム：Ｈ９ / 後期バラスト / ＬＥＤキャンセラー　が別でご用意が必要です

三眼ヘッドライト補足

ハイビーム：H9 / LEDキャンセラー が別でご用意が必要です

F/バンパー

後期仕様一眼ヘッドライト 　　　後期仕様三眼ヘッドライト

ダクト

備考

全年式 一眼ヘッドライト 10系後期 ¥50,000 別売品有

対応 部品 仕様 定価 取付

ポリプロピレン / 前期装着時はヘッドライト必須

備考純正色付

フロントKIT

¥115,000 ¥155,000

ソナー付き穴あけ

スピンドルグリル

定価

FOG / ステー / ナンバー台座

仕様

20後期F-SPORTS

全年式 テールランプ 20系後期

全年式 テールランプ 20系前期 ¥50,000 ¥65,000

全年式 三眼ヘッドライト 10系後期 ¥120,000

備考

全年式

付属品

対応 部品

現行ヘッドライト 20系後期

別売品有

前期

対応 部品 仕様 定価 取付

配線ＫＩＴ カプラーオン ¥20,000

全年式

前期車動画

後期車動画

テールランプ動画

RX10 20後期F-SPORTS仕様



フロントＫＩＴ補足

要加工商品です

前期車輛に取付される場合は後期ヘッドライトが必要となります

アンダーカバー取付時は要加工

一眼ヘッドライト補足

ロービーム：Ｄ４Ｓ　/　ハイビーム：Ｈ９ / 後期バラスト / ＬＥＤキャンセラー　が別でご用意が必要です

三眼ヘッドライト補足

ハイビーム：H9 / LEDキャンセラー が別でご用意が必要です

¥160,000

ポリプロピレン / 前期装着時はヘッドライト必須

F/バンパー ソナー付き穴あけ

スピンドルグリル

スポイラー

付属品

オリジナル

20系前期Fスポーツ

RX10 SENSATION仕様

FOG / ステー / ナンバー台座

対応 部品 仕様 定価 純正色付 備考

全年式

フロントKIT

¥120,000

後期仕様一眼ヘッドライト 　　　後期仕様三眼ヘッドライト

対応 部品 仕様 定価 取付 備考

全年式 一眼ヘッドライト 10系後期 ¥50,000 別売品有

全年式 三眼ヘッドライト 10系後期 ¥120,000 別売品有

全年式 現行ヘッドライト 20系後期

前期 配線ＫＩＴ カプラーオン ¥20,000

対応 定価 取付部品 仕様 備考

全年式 テールランプ 20系前期 ¥50,000 ¥65,000

全年式 テールランプ 20系後期



フロントＫＩＴ補足

中期F-SPORTSは下部のフレームがガンメタですが当店はオリジナルでメッキ加工してあります。

フロントリップ補足

運送破損が多い商品のため色付の場合は引取のみのご対応となります

色付補足

ソナー形状がタイプBの場合は穴をあけてから塗装をされた方がいいため、未塗装のみの販売となります

全年式

フロントKIT

¥60,000

F/バンパー

スピンドルグリル

ダクト

仕様 定価 色付 備考

¥100,000

ポリプロピレン

ソナー付き穴あけ

純正色付 備考対応 部品 仕様 定価

CT10 中期F-SPORTS仕様

付属品

中期F-SPORTS

中期 フロントリップ SENSATION ¥25,000 ¥45,000 中期F-SPORTSバンパー専用

FOG / ステー / ナンバー台座

対応 部品

フロント動画



色付補足

ソナー形状がタイプBの場合は穴をあけてから塗装をされた方がいいため、未塗装のみの販売となります

全年式 リアバンパー 後期F-SPORTS ¥50,000 ¥90,000 リフレクター純正流用

ダクト

付属品 FOG / ステー / ナンバー台座

対応 部品 仕様 定価 色付 備考

全年式

フロントKIT

¥80,000 ¥120,000

ポリプロピレン

F/バンパー ソナー付き穴あけ

スピンドルグリル 後期F-SPORTS

CT10 後期F-SPORTS仕様

対応 部品 仕様 定価 純正色付 備考



色付補足

ソナー形状がタイプBの場合は穴をあけてから塗装をされた方がいいため、未塗装のみの販売となります

CT10 後期仕様

対応 部品 仕様

全年式 リアバンパー 後期標準 ¥40,000 ¥80,000 リフレクター純正流用

ダクト

付属品 FOG / ステー / ナンバー台座

対応 部品 仕様 定価 色付 備考

定価 純正色付 備考

全年式

フロントKIT

¥70,000 ¥110,000

ポリプロピレン

F/バンパー ソナー付き穴あけ

スピンドルグリル 後期標準

リアバンパー動画 フロント動画



中期 ダックウィング SENSATION ¥30,000 ¥55,000 受注生産2week～

前期 ¥25,000 ¥45,000

対応 部品 仕様 定価 色付 備考

CT10 前期

対応 部品 仕様 定価 色付 備考

リアリップ SENSATION 受注生産2week～



IS30

~2020y テールランプ 後期 ¥90,000 ＡＳＫ スモーク or レッド / 車検非対応

対応 部品 仕様 定価 取付 備考



フロントＫＩＴ補足

Toyota Safety Sense P衝突支援パッケージ搭載車はフロントバンパー装着不可

(純正機能すべての作動を保証することはできかねます)

SENSATION

ASK

¥165,000

90スープラ

90スープラ

90スープラ

¥118,000

¥165,000

¥182,000

¥88,000

¥32,000

¥800

¥8,120リフレクター

後期

対応 部品 仕様 定価 取付塗装 備考

フロントバンパー

サイドフラップ

リアバンパー

マフラー

マフラーカッター

リアフォグ

リアフォグカプラー

50PRIUS 後期



純正LSグリル / 純正LSダクト

社外Fグリル / 純正LSダクト

¥75,000

¥50,000

前期 ー

ー

対応 部品 仕様 定価 純正色付 備考

F/バンパー SENSATIO ¥100,000 ¥140,000

グリル・ダクト LS エグゼクティブ

グリル・ダクト F-SPORTS

50PRIUS 前期



¥55,000

50CAMRY

対応 部品 仕様 定価 純正色付 備考

後期

F/バンパー ¥95,000 前期装着時はヘッドライト必須

スピンドルグリル ー

付属品 ー フォグカバー / ナンバー台座 / 小物

LEXUS

仕様 定価 塗装 備考

後期 ヘッドライト シーケンシャル ¥60,000 ー 純正

シーケンシャル ¥20,000 ー

対応 部品 仕様 定価 塗装 備考

後期 テールランプ シーケンシャル ¥28,000 ー

前期 テールランプ

対応 部品



LM オーナメント LEXUS ASK ー 純正

テールランプ

リアガーニッシュ

付属品一式 ステー、ナンバー台座、FOG

対応 部品 仕様 定価 塗装 備考

ALPHARD / VELLFIRE

対応 部品 仕様 定価 取付塗装 備考

31系

フロントバンパー

LM - ASK

スピンドルグリル

ヘッドライト

ボンネット

サイドステップ

リアバンパー



F-SPORTS

RX20 LS仕様

RX20 SENSATION仕様

対応 部品 仕様 定価 純正スポイラー 備考

前期

スピンドルグリル

¥60,000 ¥80,000

カメラ無し用 / カメラ付は要加工

アンダースポイラー 純正の場合はガンメタの色付

メッキバー

グリルフレーム

ナンバー台座 汎用

オリジナル

RX20 F-SPORTS仕様

対応 部品 仕様 定価 純正スポイラー 備考

前期

スピンドルグリル

F-SPORTS
¥50,000 ¥70,000

カメラ無し用 / カメラ付は要加工

アンダースポイラー 純正の場合はガンメタの色付

メッキバー

グリルフレーム

ナンバー台座 汎用

対応 部品 仕様 定価 純正スポイラー 備考

前期

スピンドルグリル

F-SPORTS
¥50,000 ¥70,000

カメラ無し用 / カメラ付は要加工

アンダースポイラー 純正の場合はガンメタの色付

メッキバー

グリルフレーム

ナンバー台座 汎用


