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Exterior
エクステリア

エアロダイナミクスバンパー フロント エアロダイナミクスバンパー リヤ カーボンエンジンフード
品番：711000-7350M 品番：716100-7350M 品番：8LQB10¥83,600( 税込 ) ¥79,200( 税込 ) ¥105,600( 税込 )コード：JJ コード：JJ コード：JJ¥76,000 ¥72,000 ¥96,000
モンスタースポーツの空力ノウハウをもとに
造り込み、アグレッシブなルックスと機能美
を兼ね備えたフロントバンパー。開口部の形
状工夫により、インテークへのフレッシュエ
ア導入やインタークーラーの冷却などベンチ
レーション性も向上させています。

スタイリングと機能性を兼ね備えたリヤバン
パー。スタビリティ向上を狙い、下面をディ
フューザー形状に。またダクトからバンパー
内の空気を排出することで、パラシュート現
象による空気抵抗の低減も図っています。

純正と同様の形状ながら、素材をスチールか
らカーボンファイバーに変更することにより、
大幅に軽量化。低重心化、車両の運動性能
向上に貢献します。

カーボンスポーツグリル
品番：797510-7300M ¥42,900( 税込 ) コード：JJ¥39,000
フロントフェイスの印象を大きく変える、カー
ボン製のフロントグリルです。大きくなった開
口部により、導風面積を拡大。冷却性能を向
上させます。

フェンダーダクト
品番： 781510-7350Mカーボン

FRP 品番： 781500-7350M
¥46,200( 税込 )
¥27,280( 税込 )

コード：JJ

¥42,000
¥24,800

エンジンルーム後端である、フェンダー上部
側面に装着するエアアウトレットです。走行
風により、エンジンルーム内の熱い空気を効
率的に排出させます。

GT ウイング
カーボン
FRP

品番：8LQW20
品番：8LQW10

¥83,600( 税込 )
¥66,000( 税込 )

コード：JJ
コード：JJ

¥76,000
¥60,000

高速走行時の安定性を高めながらも、精悍な
スタイリングと軽量さを兼ね備えたリヤウイ
ング。風洞実験でのノウハウを盛り込みつつ、
ボディー形状に合わせた 3 次元曲面へバラン
ス。軽量で剛性の高い独自のモノコック構造
を採用。
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リヤゲートガーニッシュ
品番：746100-7300M ¥47,300( 税込 ) コード：JJ¥43,000
よりスポーティな印象を与えながら高級感を
演出できるカーボンファイバー製のリヤゲート
ガーニッシュです。

ウィンドウエアロバイザー
品番：721500-7300M ¥19,800( 税込 ) コード：JJ¥18,000
走行時の風圧を利用し、ベンチレーション機
能を最大限発揮する為、形状を最適化した
ウィンドウバイザーです。

エアロワイパーブレード
品番：763500-7300M ¥9,680( 税込 ) コード：JJ¥8,800
作動時の視界確保機能のみならず、空気抵抗
低減も考慮した、エアロデザインタイプのワイ
パーブレードです。　
2 本 1セット ( 左右 1台分 )

ヘプタゴンホイールナット Type-2
16 個入り

品番：684516-0020R
品番：684516-0020BK
 84516-0020GM

レッド
ブラック
ライトガンメタ

¥10,120( 税込 ) コード：JJ¥9,200

MONSTER SPORT　VX12S　16インチ
品番：686100-7345MA ¥30,800/ 本 ( 税込 )

MONSTER SPORT　VX12S　15インチ
コード：JJ品番：685100-7845MA ¥28,600/ 本 ( 税込 ) コード：JJ¥26,000/ 本

推奨タイヤサイズ　165/55R15 75V 
¥28,000/ 本

推奨タイヤサイズ　165/50R16 75V 

リムサイズ 16 x 5.5J
インセット 45
P.C.D. / 穴数 100 - 4H
ハブ内径 φ 66
重量 5.9 kg

リムサイズ 15 x 5.0J
インセット 45
P.C.D. / 穴数 100 - 4H
ハブ内径 φ 54
重量 5.2 kg
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Interior
インテリア

シフトノブ Aタイプ

スポーツドライビング
ペダルカバー

スポーツフットレスト

品番：849520-7200M
品番：849500-7200M

¥8,800( 税込 )
¥8,800( 税込 )

コード：JJ
コード：JJ

¥8,000
¥8,000

ヒール＆トゥの操作性を高
め、素早いペダルワークを
可能にするペダルカバー。
アクセルには適度な滑り
を、ブレーキ＆クラッチに
はバーリング加工による滑
り止めを施しました。

踏面の位置・角度・高さを
最適化。安定したドライビ
ングポジションを保ち、疲
労軽減にも貢献します。

MT

スポーツドライビング
ペダルカバー

¥8,360( 税込 ) コード：JJ¥7,600
スポーツドライビングから
街乗り通勤まで、優れたペ
ダルワークを実現するペダ
ルカバー。アクセルには適
度な滑りを、ブレーキには
バーリング加工による滑り
止めを施しました。

5AGS/CVT

スポーツフットレスト

¥8,800( 税込 ) コード：JJ¥8,000
踏面の位置・角度・高さを
最適化。安定したドライビ
ングポジションを保ち、疲
労軽減にも貢献。※モンス
ター『スポーツドライビン
グクラッチペダル』装着車
専用。

MT
レッド レッド

レッド レッド

クリヤ クリヤ
クリヤ クリヤ品番：849525-7200M

品番：842571-7350M 品番：842571-7300M

品番：849505-7200M
品番：842561-7350M 品番：842561-7300M

スポーツドライビング
クラッチペダル
品番：846500-7350M

¥15,180( 税込 ) コード：JJ¥13,800
クラッチペダルのペダル
高、ペダル位置、アクセル
/ ブレーキペダルとの相対
位置関係を最適化。
スポーツ走行時の確実で
素早いペダルワークを可能
にします。

MT

5MT/ターボ車 5MT/ターボ車
5MT/NA 車 5MT/NA 車

スポーツドライビング
アクセルペダルマウント
品番：844500-7350M

¥3,080( 税込 ) コード：JJ¥2,800
アクセルペダルとブレーキ
ペダルの相対位置関係を
最適化。フルブレーキング
時などでのヒール &トゥ操
作性が向上します。ペダル
カバー装着時のペダル位置
調整にも。

フロアマット
品番：894500-7300M
品番：894550-7300M
¥17,600( 税込 ) コード：JJ¥16,000

耐久性に優れた素材とズ
レ防止構造、ヒールパッド
の装備によってスポーツド
ライビングをしっかりとサ
ポート。さらに抗菌・消臭
機能も備えます。

MT

MT 車用
5AGS/CVT 車用

5AGS/CVT

カーボンキャビンフィルター
品番：CFT-S8 ¥3,190( 税込 ) コード：JJ¥2,900
アクティベイテッドカーボン（活性炭）と抗菌
剤を配合。フィルターろ材を多層構造として、
優れたダスト除去性能と、脱臭・抗菌作用を
持たせました。

オイルセンサーアタッチメント
品番：8FFB10 ¥10,340( 税込 ) コード：MM¥9,400
コンパクトな形状を追求し、設計した軽量・
小型のサンドイッチブロックです。追加メー
ター用の油温・油圧センサーのフィッティング
に最適です。

水温センサーアタッチメント 5MT/ターボ車用

アルトワークス［HA36S］5MT 車専用設計、
ラジエーターホースを切断せずに装着可能な
水温センサーアタッチメントです。
※ 5AGS 車装着不可

3 連メーターポッド
[ 黒 ] 品番：831111-7350M [ 黒 ] 品番：831121-7350M

[ 黒 ] 品番：831131-0000M [ 黒 ] 品番：831141-0000M

¥6,600( 税込 ) ¥6,600( 税込 )
コード：JJ コード：JJ

¥6,000 ¥6,000

シフトノブ Bタイプ ピラーメーターフード
品番：853140-7350M

¥30,250( 税込 ) コード：JJ¥27,500
φ 60 のメーターを装着可
能。メーター取付角度を独
立させて視認性を確保しつ
つ、視界を遮らない絶妙な
バランス。ダッシュボード
色に近い艶消しブラック塗
装仕上げです。

品番：851510-7300M
¥17,600( 税込 ) コード：JJ¥16,000

φ 60 のメーターを装着可
能。運転中の視点移動を
最小限に抑えつつ、視界を
遮らない絶妙なバランス。
室内色に近いグレー・シボ
塗装仕上げです。

差込式 / 5MT / ターボ車用 差込式 /5MT/ターボ車用

M12*1.25 / 5MT / NA 車用 M12*1.25/5MT/NA 車用

[白 ] 品番：831116-7350M [ 白 ] 品番：831126-7350M

[ 白 ] 品番：831136-0000M [ 白 ] 品番：831146-0000M

5AGS/CVT

ラゲッジマット

¥8,250( 税込 ) コード：JJ ¥7,500
滑り止め効果の高いマット
が走行時に荷物ズレを軽
減し、内装を保護します。
未使用時には丸めて、ラ
ゲッジ下スペースに収納で
きます。

品番：89458-7350M

品番：882311-7350M ¥10,780( 税込 ) コード：JJ¥9,800
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Supension
サスペンション　　　　　　　　

品番： 751100-7350M ¥28,600( 税込 ) コード：JJ¥26,000
軽量・高剛性を実現するアルミ製のフロ
ントストラットタワーバーです。剛性アッ
プに効果の高い一体構造。強度解析に
より、軽量ながら十分な強度を持たせ 
ました。

品番：753100-7350M ¥21,780( 税込 ) コード：JJ¥19,800
フロントロワアーム取付け点を補強し、サ
スペンションの仕事効率を高めて、操縦性
を向上させます。強度解析により、無駄の
ない形状に設計しました。

品番：754100-7350M ¥10,780( 税込 ) コード：JJ¥9,800
フロアトンネルの開口部を補強し、効率良
くボディ剛性を高めます。軽量・高剛性の
アルミ合金製、削り出し仕上げ。強度を確
保しつつ重量増加を抑えました。

ストラットタワーバー フロント メンバーブレース フロント MT フレームブレース センター FF

FXtune 
車高調整サスペンションセット
品番：554501-7310M ¥151,800( 税込 ) コード：JJ¥138,000
車高調整タイプ、好みに応じて減衰力も調整
可能なサスペンションセット。ストリートから
スポーツ走行までこなせる、オールマイティ
なセットアップとしました。
車高：-30 ～ -40[mm]
ばね定数：F34.5/R24.5[N/mm]

EXtune 
純正形状サスペンションセット
品番：510510-7310M ¥92,400( 税込 ) コード：JJ¥84,000
純正形状タイプのサスペンションセット。横
力制御設計スプリングに高機能バルブの
ショックアブソ－バーを組み合わせ、乗り心
地を確保しつつ、ローダウン化とハンドリン
グ性能を両立させました。
車高：-30[mm]
ばね定数：F20/R19.5[N/mm]

ローダウンスプリングセット
品番： 520500-7310M ¥28,600( 税込 ) コード：JJ¥26,000
コイルスプリングのみの交換で、リーズナブ
ルにローダウンスタイルを。ばね特性を吟味
し、乗り心地を確保しつつ、シャープなハン
ドリングを実現します。
車高：-20 ～ -25[mm]
ばね定数：F21.5/R19.5[N/mm]

FFFFFF

車高調整サスペンションセット
品番：553500-7320M ¥134,200( 税込 ) コード：JJ¥122,000
車高と減衰力が調整可能なサスペンション
セット。4WD 専用にチューニングし、ストリー
トからスポーツ走行までこなせるセットアップ
としました。
車高：-30 ～ -40[mm]
ばね定数：F34.5/R18[N/mm]

純正形状サスペンションセット
品番：510510-7320M ¥92,400( 税込 ) コード：JJ¥84,000
純正形状タイプのストリート向けサスペンショ
ンセット。横力制御設計スプリングに高機能
バルブのショックアブソ－バーを組み合わせ、
4WD 車用に最適なチューニングを施しまし
た。
車高：F-30/R-25[mm]
ばね定数：F20/R15.5[N/mm]

ローダウンスプリングセット
品番： 520501-7320M ¥28,600( 税込 ) コード：JJ¥26,000
コイルスプリングのみの交換で、リーズナブ
ルにローダウンスタイルを。ばね特性を吟味
し、乗り心地を確保しつつ、シャープなハン
ドリングを実現します。
車高：-15 ～ -25[mm]
ばね定数：F22/R16[N/mm]

4WD4WD4WD

ピロアッパーマウント
品番：593500-7650M ¥41,800( 税込 ) コード：JJ¥38,000
ストラットアッパーとボディをダイレクトに接
続し、よりシャープなコーナリングを実現。
車高が上がらない設計で純正形状のショッ
ク& スプリングも使用可能。キャンバー固
定式。（車内に伝わる振動や音は大きくなり
ます。）

リヤ・アンチロールバー
品番：625100-7350M ¥35,200( 税込 ) コード：JJ¥32,000
リヤのロール剛性を高めるスタビライザーで
す。コーナリング中のロールを減らし、高い
スタビリティを確保。乗り心地への影響を押
えつつ、ロールを減少させます。

FF

ADVANCED
性能重視部品

リヤキャンバーシム
品番：593500-7650M ¥20,900( 税込 ) コード：JJ¥19,000
対地キャンバー角をセッティングできるキャ
ンバーシムです。コーナリング中のタイヤ接
地面積を増やし、車両の限界性能を高める
事が可能です。

ADVANCED
性能重視部品

ADVANCED
性能重視部品
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Brake & Drive Train
ブレーキ &ドライブトレイン

Engine エンジン系

ノンアスベストクラッチ

品番：4FG36-A10M

品番：311100-2000M

品番：4FG36-B10M

スポーツクラッチカバー（ノンアス）

ストリートクラッチカバー（ノンアス）

スポーツクラッチディスク（ノンアス）

¥27,170( 税込 )

¥27,170( 税込 )

¥15,400( 税込 )

コード：RE

コード：JJ

コード：RE

¥24,700

¥24,900

¥14,000

TYPE Sp-XX マフラー TYPE Sp-XX マフラー PFX400 インテークキット
品番：241590-7350M 品番：241590-7355M 品番：8LBP20¥79,750( 税込 ) ¥63,800( 税込 ) ¥94,600( 税込 )コード：JJ コード：JJ コード：JJ¥72,500 ¥58,000 ¥86,000
音量コントロールと排気性能を高次元で両立
した、ステンレス製の高品質チューニングマ
フラーです。※ノーマルマフラーを切断加工
して装着します。

音量コントロールと排気性能を高次元で両立
した、ステンレス製の高品質チューニングマ
フラーです。

吸入抵抗、集塵効率、吸気温度…インテー
クにもとめられる性能を徹底して追求。力強
いパワーフィーリングと優れたスロットルレス
ポンスをもたらします。

大口径カーボンインタークーラーダクト
品番：225500-7350M ¥18,700( 税込 ) コード：JJ¥17,000
ノーマルに対して約 20％広げたダクト入
口により、ボンネットとバンパーの隙間か
ら取り入れた外気を余すことなくインター
クーラーへ導きます。

シリコンラジエターホース
品番：265500-7350M ¥15,400( 税込 ) コード：JJ¥14,000
耐熱、耐圧、低抵抗が求められるスポー
ツ走行時の過酷な条件下でも安心して利
用できる、強化タイプのラジエーターホー
スです。

ブレーキパッド type-e
品番：411120-4100M ¥10,450( 税込 )

コード：JJ
¥9,500

しっかりとした性能、ペダ
ル剛性感を確保しつつ、価
格を抑えました。また、日
常走行で気になる、「鳴き」
「ブレーキダスト」を減らし
ました。

ブレーキシュー type-e リヤ
品番：422120-6900M ¥10,450( 税込 )

コード：MM
¥9,500

しっかりとした性能、ペダ
ル剛性感を確保しつつ、価
格を抑えました。また、日
常走行で気になる、「ブレー
キダスト」を減らしました。

クロモリフライホイール
品番：331101-7300M

¥43,780( 税込 ) コード：JJ¥39,800
重量軽減によりフライホ
イールの回転モーメントを
減少。アクセルワークに対
するツキの良さ、シャープ
な回転上昇を実現します。
重量 : 5kg

ブレーキディスクローター
フロント

¥31,900( 税込 )
コード：JJ

¥29,000
絶対的な制動力の向上に
加えて、コントロール性や
耐ジャダー性の向上を狙
い、テストを繰り返し開発
した専用設計のブレーキ
ローターです。

品番：431350-7350M 

ステンメッシュ・
テフロンブレーキホース
FF 車用 品番：470561-7310M
4WD車用 (1型のみ) 品番：470561-7320M

¥22,550( 税込 ) コード：JJ¥20,500
ハードブレーキング時の
ホース膨張を抑え、ブレー
キライン圧をダイレクトに
キャリパーまで伝達。 限界
域のペダルタッチ、コント
ロール性を大きく向上させ
ます。

FF

FF 4WD

メタルクラッチ

品番：4FG36-A21M

品番：4FG36-B21M

スポーツクラッチカバー（メタル）

スポーツクラッチディスク（メタル）

¥27,170( 税込 )

¥29,480( 税込 )

コード：RE

コード：RE

¥24,700

¥26,800

4WD

ブローオフバルブ　キャンセルキット
品番：239501-7350M ¥9,680( 税込 ) コード：JJ¥8,800

ブレーキパッド type-S2
品番：411150-4100MA ¥16,500 税込 )

コード：JJ
¥15,000

日常の快適さとワインディ
ングロードやミニサーキッ
ト等のハードな走行への耐
性を兼ね備えた、ストリー
ト～ミニサーキット向けの
ブレーキパッドです。

ADVANCED
性能重視部品
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Others その他

ハイフローインタークーラー
キット Type A　フルセット
品番：221510-7350MA

¥77,000( 税込 ) コード：JJ¥70,000
冷却性能を徹底追求。純正
に対し、面積で 88％、容
量で 110％ UP させた低圧
損・大容量インタークーラー
コアとカーボン製ダクト&
シュラウドをセットに。

ハイフローインタークーラー
キット Type B　フルセット
品番：221510-7350MB

¥94,600( 税込 ) コード：JJ¥86,000
Type A に対し、専用大型
ダクトの採用で冷却性能を
さらに高めたハイパフォー
マンス仕様のインタークー
ラーキット。ブーストアッ
プや大容量ターボチャー
ジャーに対応。

シリコン
インタークーラーホースセット
品番： 231500-7650M

¥27,500( 税込 ) コード：JJ¥25,000
全 4 層構造の強化インター
クーラーホースです。
過給時のホース膨張を最小
限に抑え、ロスを低減しス
ロットルレスポンス向上を
実現します。

オイルクーラーキット
MSエアロダイナミクスバンパー専用品
品番：165500-7350MS

¥70,400( 税込 ) コード：JJ¥64,000
優れた冷却効果により油温
と油圧を安定させ、エンジ
ンを保護しながら、本来
の性能を最大限引き出しま
す。※モンスター『エアロダ
イナミクスバンパー フロン
ト』装着車専用

レーシングオイルフィラー
キャップ [ワンタッチタイプ ]
レッドアルマイト 品番：293130-9600M

¥7,700( 税込 ) コード：JJ¥7,000
最新の工作機械で高品位
アルミブロックから削り出
し、熟練の職人がひとつ 
ひとつ丁寧に仕上げを行い
ました。

PFX100 オイルフィルター
品番：65SR

¥1,980( 税込 ) コード：JJ¥1,800
純正フィルター同等の高い
集塵性能を発揮しながら、
約 15％の圧力損失の低減
を達成。過酷なスポーツ走
行シーンでも油圧を安定さ
せ、エンジン保護に貢献し
ます。

ハイプレッシャーラジエター
キャップ
品番：ZZEC20

¥3,080( 税込 ) コード：MM¥2,800
開弁圧を1.3kg/cm2と高く
設定して冷却水沸点をアッ
プ。サーキット走行等の厳
しい条件下でも優れたオー
バーヒート防止効果を発揮
します。

MX エンジンオイル
No.20 0w-20 1L No.20 MXE0020　0W-20 4L

No.30 MXE0530　5w-30 4L

No.50 MXE1550 15w-50 4L

品番：MXE20-1 品番：MXE0020-4

品番：MXE0530-4

品番：MXE1550-4
¥3,300( 税込 )

¥13,200( 税込 )
コード：MM

コード：JJ

¥3,000

¥12,000
モンスタースポーツのエン
ジンエンジニアが求め続け
た理想をカタチにした、高
性能エンジンオイルが「MX
エンジンオイル」です。

バッテリーステー
品番：297100-0000SB

¥6,820( 税込 ) コード：JJ¥6,200

高品位アルミブロックから
の削り出しにより製作、強
度も確保した上で重量増加
を抑えました。簡単な取付
でスポーティーなエンジン
ルームを演出できます。

エンジン冷却液 YBC603
1L 品番：ZZEL00  2L 品番：ZZEL01

¥2,860( 税込 ) ¥5,170( 税込 )
コード：MS

¥2,600 ¥4,700

高回転域でもウォーターポ
ンプで発生するキャビテー
ション（泡）を抑制し、冷
却性能を維持できます。ま
た、アルミ腐食を抑える成
分も配合。希釈して使用し
ます。

ナンバーフレーム
グロスブラック チタンシルバー
品番：794110-0000M 品番：794100-0000M

¥3,850( 税込 ) ¥4,400( 税込 ) コード：JJ
¥3,500 ¥4,000

主張は控えめながらドレス
アップ効果も高い、ナンバー
プレートを保護するナン
バーフレーム。
2021年以降の規制に対応。

エアゲージ
ホワイト 品番：993121-0000MW
ブラック 品番：993121-0000MB

¥3,300( 税込 ) コード：JJ¥3,000
モンスターのロングセラー。
車両への常備や長距離移動
を考慮した振動対策を施し
ました。世界の競技シ－ン
での使用を想定し、スケー
ルは kPaで記載しました。

ADVANCED
性能重視部品

本製品は車両運動性能などを高める為に開発されたものであり、耐久性や快適性などが
犠牲になる場合があります。
本製品を一般公道で使用する場合は、法律・ルールを厳守の上、安全に注意し、使用
者の責任のもとでお取扱いください。
本製品を装着した場合、一定範囲における自動車メーカーの保証が適用されなくなります。

本製品はモンスタープロショップ限定取扱商品です。お求めの際は、最寄りのモンスター
プロショップにてお問い合わせください。

カタログ内マーク説明



MONSTER 
折りたたみコンテナ
品番：994100-0020MA ¥4,180( 税込 ) コード：JJ¥3,800
軽量、高耐久、使い勝手を兼ね備えたプロ
仕様。
使いたいときに素早く組み立て、使わないと
きはコンパクトに畳める折りたたみコンテナ
ケースです。

MONSTER SPORT
車検証ケース
品番：ZZZS12 ¥6,380( 税込 ) コード：JJ¥5,800
機能と質感に拘った車検証ケースです。ス
マートな外観ながら、大容量ポケットを採用。
車検証に加えて、多数の書類もたっぷり収納
できます。

ステッカー各種
¥550~( 税込 ) コード：JJ¥500~

モンスターチューニング車である事を主張で
きるステッカー群。様々なデザイン、サイズ
をご用意しています。

          C211001-HA36S

〒194-0003 東京都町田市小川7-5-16
TEL：042-796-7772
E-mail：yokohama@monster-sport.com

モンスター東名横浜町田

〒133-0051 東京都江戸川区北小岩3-14-14
TEL：03-5612-0040
E-mail：edogawa@monster-sport.com

モンスター江戸川

〒438-0213 静岡県磐田市竜洋稗原665
TEL：0538-66-3325
E-mail：iwata@monster-sport.com

モンスター静岡磐田

〒816-0912 福岡県大野城市御笠川4-2-19
TEL：092-504-0017
E-mail：fukuoka@tajima-motor.com

モンスター福岡

〒398-0002 長野県大町市大町俵町2001-1
E-mail：omachi@monster-sport.com

モンスター信州大町

〒049-2142 北海道茅部郡森町赤井川187-5
TEL：01374-7-1660
E-mail：hakodate@tajima-motor.com

モンスター函館

〒981-3117　宮城県仙台市泉区市名坂寺下62-1
TEL：022-341-6882
E-mail：sendai@tajima-motor.com

モンスター仙台

〒729-0414 広島県三原市下北方1-14-13
TEL：0848-60-6007
E-mail：hiroshima.hongo@tajima-motor.com

モンスター三原本郷

〒264-0024 千葉県千葉市若葉区高品町1583
TEL：043-231-0468
E-mail：chiba@tajima-motor.com

モンスター千葉

www.desspeed.com

世界に誇る確かなクオリティで
オリジナルスーツを仕立てます。

新車をベースにしたオリジナルのカスタマイズ車両。
あなたのための1台がここに。

CAR

■お問い合わせは、WEBサイトの「お問い合わせフォーム」から承ります。　■ 記載価格は消費税10%込価格です。 ■ 本カタログ記載の情報は、2021年10月1日現在のものです。  

〒438-0203 静岡県磐田市平間1438　TEL：0538-66-6761
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