
モノコックバー 適合表

車種 車輌型式 装着箇所 価格（税抜） 価格（税込） 商品番号

HN11S/HN12S/HN21S/HN22S フロント ¥9,800 ¥10,780 MN-SZ0200MOF00-01

HN11S/HN12S/HN21S/HN22S ※2WD車専用 リア ¥12,000 ¥13,200 MN-SZ0190MOR00-90003

HA12S/HA22S/HA23S/HA23V ※2WD車専用 リア ¥12,000 ¥13,200 MN-SZ0190MOR00-90001

フロント ¥12,000 ¥13,200 MN-SZ0750MOF00-1

センターA  ※スチール製リジット ¥14,000 ¥15,400 MN-SZ0750MOM14-1

センターB　※アルミ製リジット ¥7,800 ¥8,580 MN-SZ0750MOM15-1

リア ¥12,000 ¥13,200 MN-SZ0750MOR00-1

HA36S/HA36V ※4WD車専用 センターB　※純正交換タイプ ¥9,800 ¥10,780 MN-SZ0750MOM16-01

フロント ¥9,800 ¥10,780 MNFDA62

リア ¥9,800 ¥10,780 MNRDA62-01

DA64V/DA64W リア ¥13,000 ¥14,300 MN-SZ0560MOR05-01

DA17V/DA17W リア ¥13,000 ¥14,300 MN-SZ0770MOR05-90001

フロント ¥9,800 ¥10,780 MN-SZ0080MOF00

リア ¥9,800 ¥10,780 MN-SZ0080MOR00-1

DA63T リア ¥13,000 ¥14,300 MN-SZ0640MOR00-1

DA16T (グレード：スーパーキャリイ) リア ¥12,000 ¥13,200 MN-SZ0850MOR00-01

SUZUKI

HA36S/HA36V ※2WD車専用

EA11R/EA21R

Kei

エブリイ

カプチーノ

DA62W ※2WD車専用

アルト

アルトワークス

キャリイトラック

※予告なく製品仕様・価格変更等を行う場合がございます。予めご了承ください。
※弊社ホームページの商品検索で、商品番号を入力していただくと、ご希望の商品ページをご覧いただけます。

https://www.spiegel.co.jp/part/mn-sz0200mof00-01/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-sz0190mor00-90003/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-sz0190mor00-90001/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-sz0750mof00-1/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-sz0750mom14-1/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-sz0750mom15-1/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-sz0750mor00-1/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-sz0750mom16-01/
https://www.spiegel.co.jp/part/mnfda62/
https://www.spiegel.co.jp/part/mnrda62-01/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-sz0560mor05-01/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-sz0770mor05-90001/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-sz0080mof00/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-sz0080mor00-1/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-sz0640mor00-1/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-sz0850mor00-01/


モノコックバー 適合表

車種 車輌型式 装着箇所 価格（税抜） 価格（税込） 商品番号

SUZUKI

センター　※スチール製リジット ¥9,800 ¥10,780 MN-SZ0740MOM00-2

リア ¥12,000 ¥13,200 MN-SZ0740MOR00-2

センター　※2WD専用 ¥9,800 ¥10,780 MN-SZ0860MOM00-01

リア　※2WD専用 ¥12,000 ¥13,200 MN-SZ0860MOR00-02

フロント ¥9,800 ¥10,780 MN-SZ0570MOF00

リア　※2WD専用 ¥12,000 ¥13,200 MN-SZ0570MOR05-90001

センター　※スチール製リジット ¥9,800 ¥10,780 MN-SZ0740MOM00-1

リア ¥12,000 ¥13,200 MN-SZ0740MOR00-1

MR52S/MR92S リア　※2WD専用 ¥12,000 ¥13,200 MN-SZ0860MOR00-01

MC11S/MC12S/MC21S/MC22S ※2WD車専用 リア ¥12,000 ¥13,200 MN-SZ0190MOR00-90002

MH23S フロント ¥9,800 ¥10,780 MN-SZ0611MOF00-01

MH23S ※2WD車専用 リア ¥12,000 ¥13,200 MN-SZ0611MOR00-01

センター　※スチール製リジット ¥9,800 ¥10,780 MN-SZ0750MOM00-01

リア ¥12,000 ¥13,200 MN-SZ0730MOR00-01

MR31S/MR41S

HG21Sセルボ

MK32S/MK42S  

MK53S

ハスラー

スペーシア

ワゴンR

MH34S ※2WD車専用

※予告なく製品仕様・価格変更等を行う場合がございます。予めご了承ください。
※弊社ホームページの商品検索で、商品番号を入力していただくと、ご希望の商品ページをご覧いただけます。

https://www.spiegel.co.jp/part/mn-sz0740mom00-2/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-sz0740mor00-2/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-sz0860mom00-01/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-sz0860mor00-02/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-sz0570mof00/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-sz0570mor05-90001/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-sz0740mom00-1/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-sz0740mor00-1/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-sz0860mor00-01/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-sz0190mor00-90002/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-sz0611mof00-01/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-sz0611mor00-01/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-sz0750mom00-01/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-sz0730mor00-01/


モノコックバー 適合表

車種 車輌型式 装着箇所 価格（税抜） 価格（税込） 商品番号

アトレー S700V/S700W ※2WD車専用 リア ¥13,000 ¥14,300 MN-DA0221MOR00-01

S320G/S321G ※2WD車専用 フロント ※フロントメンバー後方 ¥9,800 ¥10,780 MN-DA0220MOF00-01

S330G/S331G ※4WD車専用 フロント ※フロントメンバー後方 ¥9,800 ¥10,780 MN-DA0220MOF01-01

S320G/S330G/S321G/S331G リア ¥13,000 ¥14,300 MN-DA0220MOR00-01

フロント　※スチール製リジット ¥9,800 ¥10,780 MN-DA0350MOF00-1

リア　※スチール製リジット ¥9,800 ¥10,780 MN-DA0350MOR00-1

フロント　※スチール製リジット ¥9,800 ¥10,780 MN-DA0190MOF00-01

センター　※スチール製リジット ¥8,800 ¥9,680 MN-DA0190MOM00-01

リア ¥12,000 ¥13,200 MN-DA0181MOR00-90002

センター ¥12,000 ¥13,200 MN-DA0100MOM00-90002

リア ¥12,000 ¥13,200 MN-DA0100MOR00-90002

フロント　※スチール製リジット ¥9,800 ¥10,780 MN-DA0390MOF00-90002

センター　※スチール製リジット ¥14,000 ¥15,400 MN-DA0390MOM00-90002

リア ¥12,000 ¥13,200 MN-DA0390MOR00-90002

LA250S

DAIHATSU

ウェイク

アトレーワゴン

LA700S

オプティ L800S/L802S

キャスト

エッセ L235S

※予告なく製品仕様・価格変更等を行う場合がございます。予めご了承ください。
※弊社ホームページの商品検索で、商品番号を入力していただくと、ご希望の商品ページをご覧いただけます。

https://www.spiegel.co.jp/part/mn-da0221mor00-01/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-da0220mof00-01/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-da0220mof01-01/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-da0220mor00-01/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-da0350mof00-1/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-da0350mor00-1/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-da0190mof00-01/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-da0190mom00-01/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-da0181mor00-90002/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-da0100mom00-90002/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-da0100mor00-90002/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-da0390mof00-90002/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-da0390mom00-90002/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-da0390mor00-90002/


モノコックバー 適合表

車種 車輌型式 装着箇所 価格（税抜） 価格（税込） 商品番号

DAIHATSU

フロント ¥9,800 ¥10,780 MN-DA0150FSM14-90001

フロント(左右2本セット) ¥19,000 ¥20,900 MN-DA0150FSF00-90001

サイド (左右2本セット) ¥19,000 ¥20,900 MN-DA0150FSM16-90001

リア（トランク内） ¥9,800 ¥10,780 MN-DA0150MOR00-1

リア ¥9,800 ¥10,780 MN-DA0150FSM15-90001

ソニカ L405S リア ¥12,000 ¥13,200 MN-DA0181MOR00-90001

LA900S ※2WD専用 フロント ¥9,800 ¥10,780 MN-DA0450MOF00-01

LA910S ※4WD専用 フロント ¥12,000 ¥13,200 MN-DA0450MOF01-01

LA900S/LA910S リア　※スチール製リジット ¥9,800 ¥10,780 MN-DA0450MOR00-01

フロント ¥12,000 ¥13,200 MNFL375

センター　※スチール製リジット ¥14,000 ¥15,400 MNCL375

リア ¥12,000 ¥13,200 MN-DA0230MOR00

センター　※スチール製リジット ¥14,000 ¥15,400 MN-DA0320MOM00-02

リア ¥12,000 ¥13,200 MN-DA0320MOR00-02

コペン L880K

L375S

タント

LA600S

タフト

※予告なく製品仕様・価格変更等を行う場合がございます。予めご了承ください。
※弊社ホームページの商品検索で、商品番号を入力していただくと、ご希望の商品ページをご覧いただけます。

https://www.spiegel.co.jp/part/mn-da0150fsm14-90001/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-da0150fsf00-90001/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-da0150fsm16-90001/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-da0150mor00-1/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-da0150fsm15-90001/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-da0181mor00-90001/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-da0450mof00-01/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-da0450mof01-01/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-da0450mor00-01/
https://www.spiegel.co.jp/part/mnfl375/
https://www.spiegel.co.jp/part/mncl375/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-da0230mor00/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-da0320mom00-02/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-da0320mor00-02/


モノコックバー 適合表

車種 車輌型式 装着箇所 価格（税抜） 価格（税込） 商品番号

DAIHATSU

S320V/S321V ※2WD車専用 フロント ※フロントメンバー後方 ¥9,800 ¥10,780 MN-DA0220MOF00-02

S330V/S331V ※4WD車専用 フロント ※フロントメンバー後方 ¥9,800 ¥10,780 MN-DA0220MOF01-02

S320V/S330V/S321V/S331V リア ¥13,000 ¥14,300 MN-DA0220MOR00-02

S700V/S700W ※2WD車専用 リア ¥13,000 ¥14,300 MN-DA0221MOR00-02

ハイゼットトラック

(ジャンボ)
S510P (H26.09～R3.12) ※4WD専用 リア ¥12,000 ¥13,200 MN-DA0380MOR00-01

L250S リア ¥12,000 ¥13,200 MN-DA0180MOR00-01

センター　※スチール製リジット ¥9,800 ¥10,780 MN-DA0182MOM00-1

リア ¥12,000 ¥13,200 MN-DA0182MOR00-1

L500S/L502S リア ¥12,000 ¥13,200 MN-DA0061MOR00-90001

センター ¥12,000 ¥13,200 MN-DA0100MOM00-90001

リア（リア室外） ¥12,000 ¥13,200 MN-DA0100MOR00-90001

ミラアヴィ L250S リア ¥12,000 ¥13,200 MN-DA0180MOR00-02

L275S/L275V

L700S/L700V

ミラ(ミラジーノ) 

ハイゼットカーゴ

※予告なく製品仕様・価格変更等を行う場合がございます。予めご了承ください。
※弊社ホームページの商品検索で、商品番号を入力していただくと、ご希望の商品ページをご覧いただけます。

https://www.spiegel.co.jp/part/mn-da0220mof00-02/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-da0220mof01-02/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-da0220mor00-02/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-da0221mor00-02/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-da0380mor00-01-2/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-da0180mor00-01/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-da0182mom00-1/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-da0182mor00-1/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-da0061mor00-90001/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-da0100mom00-90001/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-da0100mor00-90001/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-da0180mor00-02/


モノコックバー 適合表

車種 車輌型式 装着箇所 価格（税抜） 価格（税込） 商品番号

DAIHATSU

センター　※スチール製リジット ¥9,800 ¥10,780 MN-DA0270MOM00-01

リア ¥12,000 ¥13,200 MN-DA0270MOR00-01

フロント　※スチール製リジット ¥9,800 ¥10,780 MN-DA0400MOF00-01

センター　※スチール製リジット ¥14,000 ¥15,400 MN-DA0400MOM00-01

リア ¥12,000 ¥13,200 MN-DA0400MOR00-01

L175S リア ※2WD専用 ¥12,000 ¥13,200 MN-DA0230MOR00-02

センター ※2WD専用

※スチール製リジット
¥9,800 ¥10,780 MN-DA0270MOM00-02

リア ¥12,000 ¥13,200 MN-DA0270MOR00-02

フロント ※スチール製リジット ¥9,800 ¥10,780 MN-DA0390MOF00-90001

センター ※スチール製リジット ¥14,000 ¥15,400 MN-DA0390MOM00-90001

リア　※フレームエンド部 ¥12,000 ¥13,200 MN-DA0390MOR00-90001

フロント　※スチール製リジット ¥9,800 ¥10,780 MN-DA0390MOF00-90003

センター　※スチール製リジット ¥14,000 ¥15,400 MN-DA0320MOM00-01

リア　※フレームエンド部 ¥12,000 ¥13,200 MN-DA0320MOR00-01

ムーヴキャンバス LA800S

ミライース

LA300S

LA350S

LA150S

LA100S

ムーヴ

※予告なく製品仕様・価格変更等を行う場合がございます。予めご了承ください。
※弊社ホームページの商品検索で、商品番号を入力していただくと、ご希望の商品ページをご覧いただけます。

https://www.spiegel.co.jp/part/mn-da0270mom00-01/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-da0270mor00-01/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-da0400mof00-01/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-da0400mom00-01/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-da0400mor00-01/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-da0230mor00-02/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-da0270mom00-02/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-da0270mor00-02/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-da0390mof00-90001/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-da0390mom00-90001/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-da0390mor00-90001/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-da0390mof00-90003/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-da0320mom00-01/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-da0320mor00-01/


モノコックバー 適合表

車種 車輌型式 装着箇所 価格（税抜） 価格（税込） 商品番号

サンバーディアス TW1/TW2 フロント ¥9,800 ¥10,780 MN-SU0160MOF00-3

サンバートラック TT1/TT2 フロント ¥9,800 ¥10,780 MN-SU0160MOF00-1

サンバートラック

(グランドキャブ)
S510J (H26.09～R3.12) ※4WD専用 リア ¥12,000 ¥13,200 MN-DA0380MOR00-02

TV1/TV2 フロント ¥9,800 ¥10,780 MN-SU0160MOF00-2

S700B ※2WD車専用 リア ¥13,000 ¥14,300 MN-DA0221MOR00-03

フロント　※スチール製リジット ¥9,800 ¥10,780 MN-DA0390MOF00-90004

センター　※スチール製リジット ¥14,000 ¥15,400 MN-DA0390MOM00-90004

リア ¥12,000 ¥13,200 MN-DA0390MOR00-90004

SUBARU

ステラ  LA150F

サンバーバン

※予告なく製品仕様・価格変更等を行う場合がございます。予めご了承ください。
※弊社ホームページの商品検索で、商品番号を入力していただくと、ご希望の商品ページをご覧いただけます。

https://www.spiegel.co.jp/part/mn-su0160mof00-3/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-su0160mof00-1/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-da0380mor00-02/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-su0160mof00-2/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-da0221mor00-03/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-da0390mof00-90004/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-da0390mom00-90004/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-da0390mor00-90004/


モノコックバー 適合表

車種 車輌型式 装着箇所 価格（税抜） 価格（税込） 商品番号

JF1/JF2/JF3/JF4 フロント　※A位置 スチール製リジット ¥11,000 ¥12,100 MN-HN0870MOF14-90002

JF1/JF2/JF3　※JF4装着不可 フロント　※B位置 スチール製リジット ¥11,000 ¥12,100 MN-HN0870MOF15-90002

JF1/JF3　※2WD車専用 フロント　※C位置 ¥12,000 ¥13,200 MN-HN0870MOF16-90002

JF1　※2WD車専用 ※N-BOXプラス装着不可 リア　 ¥12,800 ¥14,080 MN-HN0950MOR05-01

JF3　※2WD車専用 リア ¥12,800 ¥14,080 MN-HN1030MOR00-02

フロント　※A位置 スチール製リジット ¥11,000 ¥12,100 MN-HN0870MOF14-90001

フロント　※B位置 スチール製リジット ¥11,000 ¥12,100 MN-HN0870MOF15-90001

フロント　※C位置 ¥12,000 ¥13,200 MN-HN0870MOF16-90001

リア ¥12,800 ¥14,080 MN-HN0870MOR05-90001

フロント　※C位置 ¥12,000 ¥13,200 MN-HN0870MOF16-90004

フロント　※B位置 スチール製リジット ¥11,000 ¥12,100 MN-HN0870MOF15-90004

JJ1/JJ2 フロント　※A位置 スチール製リジット ¥11,000 ¥12,100 MN-HN0870MOF14-90004

フロント　※A位置 スチール製リジット ¥11,000 ¥12,100 MN-HN0870MOF14-90003

フロント　※B位置 スチール製リジット ¥11,000 ¥12,100 MN-HN0870MOF15-90003

フロント　※C位置 ¥12,000 ¥13,200 MN-HN0870MOF16-90003

リア ¥12,800 ¥14,080 MN-HN1030MOR00-01

HONDA

N-BOX

N-ONE

 N-WGN

N-VAN

JJ1  ※2WD車専用

JG1　※2WD車専用

JH1 ※2WD車専用

※予告なく製品仕様・価格変更等を行う場合がございます。予めご了承ください。
※弊社ホームページの商品検索で、商品番号を入力していただくと、ご希望の商品ページをご覧いただけます。

https://www.spiegel.co.jp/part/mn-hn0870mof14-90002/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-hn0870mof15-90002/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-hn0870mof16-90002/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-hn0950mor05-01/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-hn1030mor00-02/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-hn0870mof14-90001/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-hn0870mof15-90001/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-hn0870mof16-90001/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-hn0870mor05-90001/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-hn0870mof16-90004/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-hn0870mof15-90004/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-hn0870mof14-90004/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-hn0870mof14-90003/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-hn0870mof15-90003/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-hn0870mof16-90003/
https://www.spiegel.co.jp/part/mn-hn1030mor00-01/


モノコックバー 適合表

車種 車輌型式 装着箇所 価格（税抜） 価格（税込） 商品番号

HONDA

フロント ¥12,800 ¥14,080 MN-HN0930MOF00-90001

センター ¥12,800 ¥14,080 MN-HN0930MOM00-90001

リア ¥12,800 ¥14,080 MN-HN0930MOR00-90001

アクティトラック HA6/HA8 ※2WD車専用 リア ¥9,800 ¥10,780 MN-HN0640MOR00-01

アクティバン HH5 ※2WD車専用 リア ¥9,800 ¥10,780 MN-HN0640MOR00-02

フロント ¥9,800 ¥10,780 MNFPP1

センター ¥9,800 ¥10,780 MNCPP1

リア ¥9,800 ¥10,780 MN-HN0180MOROE-1

ライフ JB1/JB3　※2WD車専用 リア　※スチール製リジット ¥9,800 ¥10,780 MN-HN0360MOR00

S660 JW5

ビート PP1

※予告なく製品仕様・価格変更等を行う場合がございます。予めご了承ください。
※弊社ホームページの商品検索で、商品番号を入力していただくと、ご希望の商品ページをご覧いただけます。
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モノコックバー 適合表

車種 車輌型式 装着箇所 価格（税抜） 価格（税込） 商品番号

フロント ¥9,800 ¥10,780 MN-MA0150MOF00

リア ¥9,800 ¥10,780 MN-MA0150MOR00-1

スクラム DG17V/DG17W リア ¥13,000 ¥14,300 MN-SZ0770MOR05-90002

フロント ¥12,000 ¥13,200 MN-SZ0750MOF00-2

センターA　※スチール製リジット ¥14,000 ¥15,400 MN-SZ0750MOM14-2

センターB

※アルミ製リジット 純正交換タイプ
¥7,800 ¥8,580 MN-SZ0750MOM15-2

リア ¥12,000 ¥13,200 MN-SZ0750MOR00-2

HB36S　※4WD車専用 センターB　※純正交換タイプ ¥9,800 ¥10,780 MN-SZ0750MOM16-02

AZ-1 PG6SA

MAZDA

HB36S　※2WD車専用

キャロル

※予告なく製品仕様・価格変更等を行う場合がございます。予めご了承ください。
※弊社ホームページの商品検索で、商品番号を入力していただくと、ご希望の商品ページをご覧いただけます。
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モノコックバー 適合表

車種 車輌型式 装着箇所 価格（税抜） 価格（税込） 商品番号

フロント　※スチール製リジット ¥9,800 ¥10,780 MN-NS0820MOF00-3

センター　※スチール製リジット ¥9,800 ¥10,780 MN-NS0820MOM00-3

リア ¥12,000 ¥13,200 MN-NS0820MOR00-3

eKスポーツ/

eKアクティブ
H81W ※eKワゴン装着不可 リア ¥9,800 ¥10,780 MNRH81-1

フロント　※スチール製リジット ¥9,800 ¥10,780 MN-NS0820MOF00-1

センター　※スチール製リジット ¥9,800 ¥10,780 MN-NS0820MOM00-1

リア ¥12,000 ¥13,200 MN-NS0820MOR00-1

タウンボックス DS17W ※バン取付不可 リア ¥13,000 ¥14,300 MN-SZ0770MOR05-90005

ミニキャブバン DS17V リア ¥13,000 ¥14,300 MN-SZ0770MOR05-90004

MITSUBISHI

eKワゴン B11W ※2WD車専用

eKスペース B11A  ※2WD車専用

※予告なく製品仕様・価格変更等を行う場合がございます。予めご了承ください。
※弊社ホームページの商品検索で、商品番号を入力していただくと、ご希望の商品ページをご覧いただけます。
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モノコックバー 適合表

車種 車輌型式 装着箇所 価格（税抜） 価格（税込） 商品番号

NV100クリッパー

(リオ)
DR17V/DR17W リア ¥13,000 ¥14,300 MN-SZ0770MOR05-90003

フロント　※スチール製リジット ¥9,800 ¥10,780 MN-NS0820MOF00-2

センター　※スチール製リジット ¥9,800 ¥10,780 MN-NS0820MOM00-2

リア ¥12,000 ¥13,200 MN-NS0820MOR00-2

フロント　※スチール製リジット ¥9,800 ¥10,780 MN-NS0820MOF00-4

センター　※スチール製リジット ¥9,800 ¥10,780 MN-NS0820MOM00-4

リア ¥12,000 ¥13,200 MN-NS0820MOR00-4

デイズルークス B21W  ※2WD車専用

デイズ B21W ※2WD車専用

NISSAN

※予告なく製品仕様・価格変更等を行う場合がございます。予めご了承ください。
※弊社ホームページの商品検索で、商品番号を入力していただくと、ご希望の商品ページをご覧いただけます。
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モノコックバー 適合表

車種 車輌型式 装着箇所 価格（税抜） 価格（税込） 商品番号

ピクシストラック S510U (H26.09～R3.12) ※4WD専用 リア ¥12,000 ¥13,200 MN-DA0380MOR00-03

TOYOTA

※予告なく製品仕様・価格変更等を行う場合がございます。予めご了承ください。
※弊社ホームページの商品検索で、商品番号を入力していただくと、ご希望の商品ページをご覧いただけます。
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