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Exterior

TOUGH ウレタンバンパー フロント

受注生産

TOUGH スキッドバンパー

受注生産

TOUGH ウレタンバンパー リヤ

受注生産

品番：797500-5500M コード：JJ

TOUGH フロントグリル

￥30,000 ¥33,000(税込)

￥48,000 ¥52,800(税込) ￥86,000 ¥94,600(税込)

￥42,000 ¥46,200(税込) ￥99,800 ¥109,780(税込)

￥44,000 ¥48,400(税込)

受注生産 受注生産

¥13,800 ¥15,180(税込)

TOUGH エンジンフードダクト カーボンエンジンフード

品番：721500-5500M コード：JJ

ウィンドウエアロバイザー

¥6,500 [ JB64W用  MSサークル ]  ¥7,150(税込)
品番：771110-5500M コード：JJ

¥6,500 [ JB64W用  MSロゴ ] ¥7,150(税込)
品番：771120-5500M コード：JJ

¥6,500 [ JB74W用  MSサークル ]  ¥7,150(税込)
品番：771110-5600M コード：JJ

¥6,500 [ JB74W用  MSロゴ ] ¥7,150(税込)
品番：771120-5600M コード：JJ

スペアタイヤカバー マッドフラップ

 [ JB64W用 レッド ]
品番：787500-5500MR コード：JJ

¥14,850(税込)¥13,500

 [ JB64W用 ブラック ] ¥14,850(税込)
品番：787500-5500MK コード：JJ

¥13,500

 [ JB74W用 レッド ] 
品番：787500-5600MR コード：JJ

¥14,850(税込)¥13,500

 [ JB74W用 ブラック ] ¥14,850(税込)
品番：787500-5600MK コード：JJ

¥13,500

[MSロゴ][MSサークル] [JB74W用レッド][JB64W用ブラック]

TYPE Sp-R TOUGH マフラー
TOUGH ウレタンバンパー フロント
TOUGH スキッドバンパー

TOUGH ウレタンバンパー リヤ
TOUGH フロントグリル
TOUGH エンジンフードダクト 

ウィンドウエアロバイザー
スペアタイヤカバー [MSサークル]
スペアタイヤカバー [MSロゴ]
牽引フック

装着パーツ
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シフトノブ Aタイプ  MT車専用 

¥8,500 ¥9,350(税込)

スポーツドライビングペダルカバー
MT車専用 

スポーツフットレスト 
MT車専用 

品番：894580-5500M コード：JJ

ラゲッジマット

¥14,000[MT車用] ¥15,400(税込)

¥21,000 ¥23,100(税込)
品番：852560-5500M コード：JJ

2連メーターポッドφ60

¥16,000 ¥17,600(税込)
品番：851510-5500M コード：JJ

ピラーメーターフード 
シングルφ60 ¥2,900 ¥3,190(税込)

品番：CFT-S8 コード：JJ

カーボンキャビンフィルター

品番：894500-5500M コード：JJ

¥14,000[AT車用] ¥15,400(税込)
品番：894550-5500M コード：JJ

¥8,000[クリヤ] ¥8,800(税込)
品番：849500-5500M コード：JJ

¥8,000[レッド] ¥8,800(税込)
品番：849520-5500M コード：JJ

¥5,000[ブラック] ¥5,500(税込)
品番：831110-7350M コード：JJ

¥5,000[ホワイト] ¥5,500(税込)
品番：831115-7350M コード：JJ

シフトノブ Bタイプ  MT車専用 

¥5,000[ブラック] ¥5,500(税込)
品番：831120-7350M コード：JJ

¥5,000[ホワイト] ¥5,500(税込)
品番：831125-7350M コード：JJ

¥6,000[クリヤ] ¥6,600(税込)
品番：842563-5200M コード：JJ

¥6,000[レッド] ¥6,600(税込)

※車体へ穴あけ加工が必要です。（3箇所）
品番：842573-5200M コード：JJ

フロアマット

Interior

[レッド]

[クリヤ]

[レッド] [クリヤ]
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Exhaust

Accessory

Suspension

Brake

TYPE Sp-R マフラー

MONSTER EXtune サスペンション
(約20mmアップ+高機能バルブ仕様)

ハイトアップサスペンションセット
(約20mmアップ+減衰力調整式仕様)

ハイトアップ
スプリングセット

ショック
アブソーバーセット

品番：520500-5500M
コード：JJ

¥30,000

ハイプレッシャー
ラジエターキャップ

レーシングオイル
フィラーキャップ

バッテリーステー

ヘプタゴンホイールナット
Type-2

ブレーキ
ディスクローター ブレーキパッド type-S2 

フロント
ブレーキパッド type-S1
フロント

ブレーキシュー

TYPE Sp-R TOUGH マフラー TYPE Sp-X マフラー

品番：241590-5500M コード：JJ
¥52,000 ¥57,200(税込)

品番：ZZEC10 コード：MM
¥2,800 ¥3,080(税込)

品番：431300-5500M コード：JJ
[スリット有] ¥31,000 ¥34,100(税込)

品番：431300-5200M コード：JJ
[スリット無] ¥24,000 ¥26,400(税込)

品番：510510-5500M コード：JJ
¥80,000 ¥88,000(税込)

品番：510500-5500M コード：JJ
¥84,000 ¥92,400(税込)

¥33,000(税込)

品番：530500-5500M
コード：JJ

¥62,000
¥68,200(税込)

品番：422120-5200M コード：MM
¥9,500 ¥10,450(税込)

品番：411150-5500MA コード：JJ
¥15,000 ¥16,500(税込)

品番：411140-5500M コード：JJ
¥11,000 ¥12,100(税込)

品番：293130-9600M コード：JJ
[レッド] ¥7,000 ¥7,700(税込)

品番：684520-0020R コード：JJ
[レッド] ¥11,500 ¥12,650(税込)

品番：684520-0020BK コード：JJ
[ブラック] ¥11,500 ¥12,650(税込)

品番：684520-0020GM コード：JJ
[ライトガンメタ] ¥11,500 ¥12,650(税込)

品番：297100-0000SB コード：JJ
¥6,200 ¥6,820(税込)

折りたたみコンテナ

品番：994100-0020MA コード：JJ
¥3,800 ¥4,180(税込)

¥59,000 ¥64,900(税込)
受注生産

品番：241590-5600M コード：JJ
¥48,000 ¥52,800(税込)

[レッド] 

[スリット有] [スリット無] 

[ブラック] [ライトガンメタ] 

          C200101-JB64W

検索

本カタログ記載の情報は、2020年1月1日現在のものです。 
最新情報は、WEBサイト(www.monster-sport.com)をご覧ください。

〒438-0203  静岡県磐田市平間1438番地
タジマモーターコーポレーション  モンスタースポーツ事業部
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