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フロントリップスポイラー （ウレタン） ¥35,000（税別）

フロントスプリッター （FRP）  ¥20,000（税別）

フロントスプリッター （カーボン）  ¥35,000（税別）

サイドステップ  （FRP） ¥52,000（税別）

リアルーフリップ （FRP） ¥35,000（税別）

リアルーフリップ （カーボン） ¥50,000（税別）

リアディフューザー （FRP） ¥50,000（税別）

リアディフューザー （カーボン） ¥90,000（税別）

GolfⅦ GTI  Type : ABA-AUCHH
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GTIGolfⅦ

VW GolfⅦ

フロントリップスポイラー （ウレタン） ¥35,000（税別）

フロントスプリッター （FRP）  ¥15,000（税別）

フロントスプリッター （カーボン）  ¥25,000（税別）

サイドステップ  （FRP） ¥52,000（税別）

リアルーフリップ （FRP） ¥35,000（税別）

リアルーフリップ （カーボン） ¥50,000（税別）

リアディフューザー （FRP） ¥50,000（税別）

リアディフューザー （カーボン） ¥85,000（税別）

GolfⅦ TS1  Type : DBA-AUCJZ/AUCPT

TSIGolfⅦ

※フロントリップスポイラー+フロントスプリッター装着

※フロントリップスポイラー+フロントスプリッター装着



フロントリップスポイラー （ウレタン） ¥35,000（税別）

フロントスプリッター （FRP）  ¥15,000（税別）

フロントスプリッター （カーボン）  ¥25,000（税別）

フロントリップスポイラー （FRP） ¥50,000（税別）

フロントリップスポイラー （カーボン） ¥95,000（税別）

アイリッド （ウレタン）  ¥12,000（税別）

リアルーフリップ （FRP） ¥30,000（税別）

リアルーフリップ （カーボン） ¥45,000（税別）

リアディフューザー ※1 （FRP） ¥50,000（税別）

リアディフューザー ※1 （カーボン） ¥80,000（税別）

リアディフューザー用バックフォグ   ¥7,000（税別）

リアディフューザー用バックフォグ （LED） ¥19,000（税別）

※1.バックフォグなしの場合はアミになります。

GolfⅥ GTI  Type : ABA-1KCCZ

VW GolfⅥ. GolfⅤ
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TSI

フロントリップスポイラー （ウレタン） ¥29,800（税別）

フロントスプリッター （FRP）  ¥15,000（税別）

フロントスプリッター （カーボン）  ¥25,000（税別）

アイリッド （ウレタン）  ¥9,800（税別）

リアルーフリップ （FRP） ¥25,000（税別）

リアルーフリップ （カーボン） ¥40,000（税別）

リアハーフディフューザー ※1 （FRP） ¥49,800（税別）

リアハーフディフューザー ※1 （カーボン） ¥89,800（税別）

リアディフューザー用バックフォグ  ¥7,000（税別）

リアディフューザー用バックフォグ （LED） ¥19,000（税別）

※1.バックフォグなしの場合はアミになります。

GolfⅤ GTI  Type : GH-1KAXX

GTIGolfⅤGolfⅥ

GolfⅥ

GolfⅥ TSI  Type : DBA-1KCAX/1KCAV/1KCBZ

GolfⅥ専用3連メーターパネル

（FRP） ¥15,000（税別）

（カーボン） ¥35,000（税別）

フロントリップスポイラー  （ウレタン） ¥35,000（税別）

フロントスプリッター  （FRP）  ¥15,000（税別）

フロントスプリッター  （カーボン）  ¥25,000（税別）

アイリッド （ウレタン）  ¥12,000（税別）

リアルーフリップ （FRP） ¥30,000（税別）

リアルーフリップ （カーボン） ¥45,000（税別）

リアディフューザー （FRP） ¥39,000（税別）

リアディフューザー （カーボン） ¥69,000（税別）

※フロントリップスポイラー+フロントスプリッター装着

トランクスポイラー  

（FRP） ¥30,000（税別）

（カーボン） ¥45,000（税別）

※GolfⅥ Cabriolet専用パーツ

▲フロントリップスポイラー（ウレタン）

▲フロントリップスポイラー（カーボン）

GTI / Cabriolet

※フロントリップスポイラー+フロントスプリッター装着

※フロントリップスポイラー+フロントスプリッター装着



フロントリップスポイラー （ウレタン） ¥39,800（税別）

フロントスプリッター （FRP）  ¥15,000（税別）

フロントスプリッター （カーボン）  ¥25,000（税別）

リアルーフリップ  （FRP） ¥35,000（税別）

リアルーフリップ  （カーボン） ¥55,000（税別）

リアディフューザー ※1 （FRP） ¥65,000（税別）

リアディフューザー ※1 （カーボン） ¥95,000（税別）

リアディフューザー用バックフォグ  ¥7,000（税別）

リアディフューザー用バックフォグ （LED） ¥19,000（税別）

※1.バックフォグなしの場合はアミになります。

Scirocco R-Line  Type : DBA-13CAV
フロントリップスポイラー （FRP） ¥50,000（税別）

フロントリップスポイラー （カーボン） ¥95,000（税別）

フロントスプリッター ※1 （FRP）  ¥19,800（税別）

フロントスプリッター ※1 （カーボン）  ¥32,000（税別）

アイリッド  （ウレタン）  ¥12,000（税別）

リアルーフリップ （FRP） ¥30,000（税別）

リアルーフリップ （カーボン） ¥45,000（税別）

リアディフューザー （FRP） ¥65,000（税別）

リアディフューザー  （カーボン） ¥105,000（税別）

※1.純正フロントバンパー専用パーツ
※2.GolfⅥ GTI・TSI・Cabriolet共通パーツ 

Golf Ⅵ R  Type : ABA-1KCDLF

フロントリップスポイラー （FRP） ¥50,000（税別）

フロントリップスポイラー （カーボン） ¥95,000（税別）

フロントスプリッター ※1 （FRP）  ¥19,800（税別）

フロントスプリッター ※1 （カーボン）  ¥32,000（税別）

リアルーフリップ （FRP） ¥35,000（税別）

リアルーフリップ （カーボン） ¥55,000（税別）

リアディフューザー ※2 （FRP） ¥65,000（税別）

リアディフューザー ※2 （カーボン） ¥95,000（税別）

リアディフューザー用バックフォグ  ¥7,000（税別）

リアディフューザー用バックフォグ （LED） ¥19,000（税別）

※1.純正フロントバンパー専用パーツ
※2.バックフォグなしの場合はアミになります。

Scirocco R  Type : ABA-13CDL
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フロントリップスポイラー （ウレタン） ¥35,000（税別）

フロントスプリッター （FRP）  ¥15,000（税別）

フロントスプリッター （カーボン）  ¥25,000（税別）

サイドステップ （FRP） ¥52,000（税別）

リアルーフリップ （FRP） ¥35,000（税別）

リアルーフリップ （カーボン） ¥55,000（税別）

リアディフューザー （FRP） ¥50,000（税別）

リアディフューザー （カーボン） ¥80,000（税別）

Scirocco TSI

Type : DBA-13CAV/ABA-13CCZ

TSIScirocco

R-LineSciroccoR

VW GolfⅥ R. Scirocco

GolfⅥ・Scirocco

※フロントリップスポイラー+フロントスプリッター装着※フロントスプリッター装着※フロントスプリッター装着

※フロントリップスポイラー+フロントスプリッター装着

ミラーカバー ※2
（カーボン） ¥35,000（税別）



フロントスプリッター （FRP）  ¥25,000（税別）

フロントスプリッター （カーボン）  ¥45,000（税別）

リアルーフリップ （FRP） ¥35,000（税別）

リアルーフリップ （カーボン） ¥50,000（税別）

リアディフューザー （FRP） ¥65,000（税別）

リアディフューザー （カーボン） ¥95,000（税別）

Passat Variant  Type : ABA-3CBWSF

フロントリップスポイラー （ウレタン） ¥35,000（税別）

フロントスプリッター （FRP）  ¥15,000（税別）

フロントスプリッター （カーボン）  ¥25,000（税別）

アイリッド  （ウレタン）  ¥12,000（税別）

リアルーフリップ （FRP） ¥30,000（税別）

リアルーフリップ （カーボン） ¥45,000（税別）

リアディフューザー （ウレタン） ¥30,000（税別）

Golf Variant

Type : DBA-1KCAV/1KCAX/1KCB2/1KCC2

フロントリップスポイラー （ウレタン） ¥29,800（税別）

アイリッド （ウレタン）  ¥9,800（税別）

Polo TSI  Type : DBA-6RCBZ
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VW Polo.  Golf Variant.  Passat Variant 

フロントリップスポイラー （ウレタン） ¥35,000（税別）

フロントスプリッター （FRP）  ¥13,000（税別）

フロントスプリッター （カーボン）  ¥23,000（税別）

アイリッド （ウレタン）  ¥9,800（税別）

サイドステップ ※1 （FRP）  ¥49,800（税別）

リアルーフリップ （FRP） ¥30,000（税別）

リアルーフリップ （カーボン） ¥45,000（税別）

リアディフューザー ※2 （FRP） ¥45,000（税別）

リアディフューザー ※2 （カーボン） ¥78,000（税別）

リアディフューザー用バックフォグ  ¥7,000（税別）

リアディフューザー用バックフォグ （LED） ¥19,000（税別）

※1.TSI共通パーツ
※2.バックフォグなしの場合はアミになります。

Polo GTI  Type : ABA-6RCAV

ミラーカバー ※1
（カーボン） ¥30,000（税別）

フロントリップスポイラー+フロントスプリッター装着

フロントリップスポイラー+フロントスプリッター装着

GolfⅥ Variant Trendline  /Comfortline / Highline Polo TSI

R36Passat VariantGTIPolo
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フロントリップスポイラー （ウレタン） ¥29,800（税別）

リアルーフスポイラー （FRP） ¥35,000（税別）

リアルーフスポイラー （カーボン） ¥55,000（税別）

リアディフューザー （ウレタン） ¥25,000（税別）

UP!  Type : DBA-AACHY

フロントリップスポイラー （ウレタン） ¥36,000（税別）

フロントスプリッター （FRP）  ¥15,000（税別）

フロントスプリッター （カーボン）  ¥25,000（税別）

リアルーフスポイラー （FRP） ¥35,000（税別）

リアルーフスポイラー （カーボン） ¥55,000（税別）

Golf Touran  Type : DBA-1TCTH

フロントリップスポイラー （ウレタン） ¥38,000（税別）

フロントスプリッター （FRP）  ¥15,000（税別）

フロントスプリッター （カーボン）  ¥25,000（税別）

リアルーフスポイラー （FRP） ¥35,000（税別）

リアルーフスポイラー （カーボン） ¥55,000（税別）

Sharan  Type : DBA-7NCTH

VW Golf Touran. Sharan. UP! 

※フロントリップスポイラー+フロントスプリッター装着 ※フロントリップスポイラー+フロントスプリッター装着

ミラーカバー
（カーボン）¥35,000（税別）

Golf Touran Sharan

UP!

Comfortline / Highline Comfortline / Highline 
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Audi A1. S3

A1  Type : DBA-8XCAX

フロントリップスポイラー （ウレタン） ¥35,000（税別）

フロントハーフスポイラー （ウレタン）  ¥39,800（税別）

サイドステップ ※1 （FRP）  ¥52,000（税別）

リアルーフリップ ※1 （FRP） ¥32,000（税別）

リアルーフリップ ※1 （カーボン） ¥50,000（税別）

リアディフューザー ※2 （FRP） ¥45,000（税別）

リアディフューザー ※2 （カーボン） ¥80,000（税別）

リアディフューザー用バックフォグ   ¥7,000（税別）

リアディフューザー用バックフォグ  （LED） ¥19,000（税別）

※1.2ドア専用（S-LINE・4ドア装着不可）
※2.バックフォグなしの場合はアミになります。

A1 S-LINE  Type : DBA-8XCAX

フロントリップスポイラー （FRP） ¥60,000（税別）

フロントリップスポイラー （カーボン+FRP） ¥80,000（税別）

リアディフューザー （FRP） ¥60,000（税別）

リアディフューザー （カーボン） ¥90,000（税別）

S3  Type : ABA-8PCDLF

フロントリップスポイラー （FRP） ¥60,000（税別）

フロントリップスポイラー （カーボン+FRP） ¥80,000（税別）

リアディフューザー （FRP） ¥65,000（税別）

リアディフューザー （カーボン） ¥95,000（税別）

S3A1

S-LineA1

フロントハーフスポイラー フロントリップスポイラー



フロントリップスポイラー （ウレタン） ¥35,000（税別）

サイドステップ ※1 （FRP）  ¥52,000（税別）

トランクスポイラー ※1 （FRP） ¥35,000（税別）

トランクスポイラー ※1 （カーボン） ¥65,000（税別）

リアディフューザー （FRP） ¥49,800（税別）

リアディフューザー （カーボン） ¥95,000（税別）

※1.前期・後期共通パーツ

TT Coupe  Type : ABA-8JBWA（前期）

フロントリップスポイラー （ウレタン） ¥39,800（税別）

サイドステップ ※1 （FRP）  ¥52,000（税別）

トランクスポイラー ※1 （FRP） ¥35,000（税別）

トランクスポイラー ※1 （カーボン） ¥65,000（税別）

リアディフューザー （FRP） ¥65,000（税別）

リアディフューザー （カーボン） ¥105,000（税別）

※1.前期・後期共通パーツ

TT Coupe  Type : ABA-8JCES（後期）

Audi TT Coupe
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フロントリップスポイラー （FRP） ¥50,000（税別）

フロントリップスポイラー （カーボン） ¥95,000（税別）

TT Coupe S-line Type : ABA-8JCES （後期）

TTS Coupe Type : ABA-8JCDLF （前期・後期共通）

TT Coupe / TTS Coupe

TT Coupe


