
車種 型式 適応 カラー 税抜本体価格税抜本体価格 商品コード 備考

車種別専用設計

(R)(P)S13

レッド ¥12,800 030702

レッド ¥5,800 030703

レッド ¥12,800 030704

シルビア

レッド ¥12,800 030701

レッド ¥12,800 030705

スカイライン レッド ¥12,800 030706

レッド ¥16,800 030711

レッド ¥16,800 030712

レッド ¥18,800 030713

ランサーエボリューションⅨ CT9A レッド ¥8,800 030722

汎用

汎用 レッド ¥6,800 030781

オプションパーツ

汎用タイプ用角度変換ステー ¥1,800 030795

積載専用アイボルト ¥1,200 030791

積載専用アイナット ¥1,200 030792

固定式牽引フック〔タイプ1〕

シルビア
180SXシルビア

180SX

フロント
(社外/純正バンパー対応)フ

ロント
(社外/純正バンパー対応)

純正インタークーラー装着車
取付不可純正インタークーラー装着車

取付不可
リア

(純正バンパー対応)リア
(純正バンパー対応)

オプションパーツ
〔積載専用アイナット対応〕オプションパー

ツ
〔積載専用アイナット対応〕リア

(社外バンパー対応)リア
(社外バンパー対応)

オプションパーツ
〔積載専用アイボルト対応〕オプションパー

ツ
〔積載専用アイボルト対応〕

(C)S14
 S15(C)S14

 S15

フロント
(社外/純正バンパー対応)フ

ロント
(社外/純正バンパー対応)

純正インタークーラー装着車
取付不可純正インタークーラー装着車

取付不可リア
(社外/純正バンパー対応)リ

ア
(社外/純正バンパー対応)

オプションパーツ
〔積載専用アイナット対応〕オプションパー

ツ
〔積載専用アイナット対応〕ER34 4ドア

ECR33 2ドア
ER34 4ドア
ECR33 2ドア

フロント
(社外/純正バンパー対応)フ

ロント
(社外/純正バンパー対応)

マークⅡ
チェイサー

クレスタマークⅡ
チェイサー
クレスタ

JZX90
JZX100JZX90

JZX100

フロント
(社外/純正バンパー対応)フ

ロント
(社外/純正バンパー対応)リア
(純正バンパー対応)リア

(純正バンパー対応)

オプションパーツ
〔積載専用アイボルト対応〕オプションパー

ツ
〔積載専用アイボルト対応〕リア

(社外バンパー対応)リア
(社外バンパー対応)

オプションパーツ
〔積載専用アイボルト対応〕オプションパー

ツ
〔積載専用アイボルト対応〕リア

(純正バンパー対応)リア
(純正バンパー対応)

オプションパーツ
〔積載専用アイナット対応〕オプションパー

ツ
〔積載専用アイナット対応〕

スチールプレート/ボルト/ナット付属
取付には溶接等の加工が必要スチールプレー

ト/ボルト/ナット付属
取付には溶接等の加工が必要



車種 型式 適応 型番 カラー 税抜本体価格税抜本体価格税抜本体価格 商品コード 備考

車種別専用設計　　　　　　　　

GH2-01

レッド ¥12,800 030801

イエロー ¥12,800 030802

ブルーメタリック ¥12,800 030803

ガンメタリック ¥12,800 030804

クロームメッキ ¥14,800 030805

GH2-02

レッド ¥12,800 030811

イエロー ¥12,800 030812

ブルーメタリック ¥12,800 030813

ガンメタリック ¥12,800 030814

クロームメッキ ¥14,800 030815

GH2-03

レッド ¥12,800 030821

イエロー ¥12,800 030822

ブルーメタリック ¥12,800 030823

ガンメタリック ¥12,800 030824

クロームメッキ ¥14,800 030825

GH2-07

レッド ¥16,800 030841

イエロー ¥16,800 030842

ブルーメタリック ¥16,800 030843

ガンメタリック ¥16,800 030844

クロームメッキ ¥18,800 030845

GH2-08

レッド ¥12,800 030846

イエロー ¥12,800 030847

ブルーメタリック ¥12,800 030848

ガンメタリック ¥12,800 030849

クロームメッキ ¥14,800 030850

GH2-09

レッド ¥12,800 030851

イエロー ¥12,800 030852

ブルーメタリック ¥12,800 030853

ガンメタリック ¥12,800 030854

クロームメッキ ¥14,800 030855

GH2-04

レッド ¥12,800 030831

イエロー ¥12,800 030832

ブルーメタリック ¥12,800 030833

ガンメタリック ¥12,800 030834

クロームメッキ ¥14,800 030835

汎用　　　　　　　　

汎用 汎用タイプ GH2-05

レッド ¥12,800 030871

イエロー ¥12,800 030872

可倒式牽引フック〔タイプ2〕

スイフト
スプラッシュ

デミオ
ロードスター

コルトラリーアートスイフト
スプラッシュ

デミオ
ロードスター

コルトラリーアートスイフト
スプラッシュ

デミオ
ロードスター

コルトラリーアート

ZC32S/ZC31S/ZC71S/ZC11S
XB32S
DE3FS

NCEC (M/C前)
Z27AGZC32S/ZC31S/ZC71S/ZC11S

XB32S
DE3FS

NCEC (M/C前)
Z27AGZC32S/ZC31S/ZC71S/ZC11S

XB32S
DE3FS

NCEC (M/C前)
Z27AG

フロント
純正ネジ穴対応フ

ロント
純正ネジ穴対応フ

ロント
純正ネジ穴対応

ランサーエボリューションX
ギャランフォルティス

ギャランフォルティススポーツバックラ
ンサーエボリューションX

ギャランフォルティス
ギャランフォルティススポーツバックラ

ンサーエボリューションX
ギャランフォルティス

ギャランフォルティススポーツバック

CZ4A
CY4A

CX4ACZ4A
CY4A

CX4ACZ4A
CY4A
CX4A

フロント/リア
純正ネジ穴対応フ

ロント/リア
純正ネジ穴対応フ

ロント/リア
純正ネジ穴対応

86/BRZ
インプレッサ

レガシィ86/BRZ
インプレッサ

レガシィ86/BRZ
インプレッサ

レガシィ

ZN6/ZC6
GRB

GH2/GH3
GH6/GH7

BM9ZN6/ZC6
GRB

GH2/GH3
GH6/GH7

BM9ZN6/ZC6
GRB

GH2/GH3
GH6/GH7

BM9

フロント/リア
純正ネジ穴対応フ

ロント/リア
純正ネジ穴対応フ

ロント/リア
純正ネジ穴対応

GRBフロントへの装着は
〔GH2-06エクステンション〕との併用にて
フック部の延長を推奨しますGRBフロントへ

の装着は
〔GH2-06エクステンション〕との併用にて
フック部の延長を推奨しますGRBフロントへ

の装着は
〔GH2-06エクステンション〕との併用にて

フック部の延長を推奨します

ランサーエボリューションX
ギャランフォルティス

ギャランフォルティススポーツバックラ
ンサーエボリューションX

ギャランフォルティス
ギャランフォルティススポーツバック

CZ4A
CY4A

CX4ACZ4A
CY4A
CX4A

右側シングル出し
マフラー車専用

右側シングル出し
マフラー車専用

右側シングル出しマフラーを装着した際の、
左側マフラーアーチ開口部分に装着

左右出しマフラー装着車及び
純正シングル出しのNA車は装着不可右側シ

ングル出しマフラーを装着した際の、
左側マフラーアーチ開口部分に装着

左右出しマフラー装着車及び
純正シングル出しのNA車は装着不可

ハイエース
ヴィッツ

エスティマハイエース
ヴィッツ

エスティマ

200系
10系 (NCP10他)

ACR50W/ACR55W
GSR50W/GSR55W200系

10系 (NCP10他)
ACR50W/ACR55W
GSR50W/GSR55W

フロント
純正ネジ穴対応フ

ロント
純正ネジ穴対応

CR-Z
インサイト

フィットCR-Z
インサイト
フィット

ZF1
ZE2

GE6/GE7
GE8/GE9ZF1

ZE2
GE6/GE7
GE8/GE9

フロント
純正ネジ穴対応フ

ロント
純正ネジ穴対応

車種専用固定式牽引フック
 (タイプ1フック) 交換用

(R)(P)S13 フロント用        ：030702
(C)S14/S15 フロント用      ：030701
ER34 4ドア フロント用      ：030706
JZX90/JZX100 フロント用 ：030711  

タイプ1
フロント交換用

固定式牽引フック(タイプ1フック)を
可倒式牽引フックに交換

スチールプレート/ ボルト / ナット付属
取付けには溶接等の加工が必要



汎用 汎用タイプ GH2-05 ブルーメタリック ¥12,800 030873

ガンメタリック ¥12,800 030874

クロームメッキ ¥14,800 030875

オプションパーツ　　　　　　　　

エクステンション GH2-06 ¥2,500 030886

スチールプレート/ ボルト / ナット付属
取付けには溶接等の加工が必要

タイプ2 汎用
タイプ2 牽引フックを

50mm延長するオプションパーツ
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