
リアピラーバー 適合表

車種 車輌型式 備考 価格（税抜） 価格（税込） 商品番号

HN11S/HN12S/HN21S/HN22S ※3ドア車専用 ¥8,000 ¥8,800 AA0855-A1259-1

HN11S/HN12S/HN21S/HN22S ※5ドア車専用 ¥8,000 ¥8,800 AA0845-A0859-1

MF21S ¥8,000 ¥8,800 AA0930-A0000-2

MF22S ¥8,000 ¥8,800 AA0975-A0400-2

HA11S/HA21S/HB11S/HB21S ¥8,000 ¥8,800 AA0930-A0000-1

HA12S/HA22S/HA23S/HA23V ¥8,000 ¥8,800 AA0940-A0400-1

ストレートタイプ ¥9,800 ¥10,780 RP-SZ0750PIC00-1

スクエアタイプ ¥13,000 ¥14,300 RP-SZ0750PIE00-1

ストレートタイプ ¥8,000 ¥8,800 AA1025-A1259-1

スクエアタイプ ※ハイルーフ車専用 ¥14,000 ¥15,400 RP-SZ0480PIE00-01

ストレートタイプ ¥8,000 ¥8,800 AA1040-A0400-1

スクエアタイプ ※標準ルーフ車専用 ¥14,000 ¥15,400 RP-SZ0560PIE18-01

スクエアタイプ ※ハイルーフ車専用 ¥14,000 ¥15,400 RP-SZ0560PIE00-01

ストレートタイプ ¥8,000 ¥8,800 AA1115-A0400-1

スクエアタイプ ※標準ルーフ車専用 ¥14,000 ¥15,400 RP-SZ0770PIE18-01

スクエアタイプ ※ハイルーフ車専用 ¥14,000 ¥15,400 RP-SZ0770PIE00-01

カプチーノ EA11R/EA21R ¥8,000 ¥8,800 AA0845-A0400-1

SUZUKI

Kei

エブリイ

MRワゴン

HA36S/HA36V

アルト

アルトワークス

DA52V/DA52W/DB52V/DA62V/DA62W

DA64V/DA64W

DA17V/DA17W

※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/aa0855-a1259-1/
https://www.spiegel.co.jp/part/aa0845-a0859-1/
https://www.spiegel.co.jp/part/aa0930-a0000-2/
https://www.spiegel.co.jp/part/aa0975-a0400-2/
https://www.spiegel.co.jp/part/aa0930-a0000-1/
https://www.spiegel.co.jp/part/aa0940-a0400-1/
https://www.spiegel.co.jp/part/rp-sz0750pic00-1/
https://www.spiegel.co.jp/part/rp-sz0750pie00-1/
https://www.spiegel.co.jp/part/aa1025-a1259-1/
https://www.spiegel.co.jp/part/rp-sz0480pie00-01/
https://www.spiegel.co.jp/part/aa1040-a0400-1/
https://www.spiegel.co.jp/part/rp-sz0560pie18-01/
https://www.spiegel.co.jp/part/rp-sz0560pie00-01/
https://www.spiegel.co.jp/part/aa1115-a0400-1/
https://www.spiegel.co.jp/part/rp-sz0770pie18-01/
https://www.spiegel.co.jp/part/rp-sz0770pie00-01/
https://www.spiegel.co.jp/part/aa0845-a0400-1/


リアピラーバー 適合表

車種 車輌型式 備考 価格（税抜） 価格（税込） 商品番号

SUZUKI

DA63T スクエアタイプ ¥13,000 ¥14,300 RP-SZ0640PIE00-1

ストレートタイプ ¥12,000 ¥13,200 RP-SZ0850PIC00-01

スクエアタイプ ¥14,000 ¥15,400 RP-SZ0850PIE00-01

ストレートタイプ ¥8,000 ¥8,800 AA0960-A1659-1

スクエアタイプ ¥13,000 ¥14,300 RP-SZ0180PIE00-01

ストレートタイプ ¥9,800 ¥10,780 RP-SZ0840PIC00-01

スクエアタイプ ¥13,000 ¥14,300 RP-SZ0840PIE00-01

ストレートタイプ ¥9,800 ¥10,780 RP-SZ0731PIC00-01

スクエアタイプ ¥13,000 ¥14,300 RP-SZ0731PIE00-01

MK53S
ストレートタイプ

※後部座席乗車時シートスライド制限必要
¥9,800 ¥10,780 RP-SZ0860PIO00-01

セルボ HG21S
ストレートタイプ

※取付時に内装の取り外し必要
¥9,800 ¥10,780 RP-SZ0570PIO00-01

ツイン EC22S
スクエアタイプ

※上向き・水平どちらの方向でも使用可能
¥13,000 ¥14,300 RP-SZ0550PIE00-01

ストレートタイプ ¥9,800 ¥10,780 RP-SZ0740PIC00-1

スクエアタイプ ¥13,000 ¥14,300 RP-SZ0740PIE00-01

ストレートタイプ ¥9,800 ¥10,780 RP-SZ0861PIC00-01

スクエアタイプ ¥13,000 ¥14,300 RP-SZ0861PIE00-01

パレット MK21S ¥8,000 ¥8,800 AA0930-A0400-3

ストレートタイプ ¥8,000 ¥8,800 AA0990-A0000-1

スクエアタイプ ¥13,000 ¥14,300 RP-SZ0460PIE00-01

MK32S/MK42S

DA16T (グレード：スーパーキャリイ)

JB23W

ジムニー

JB64W/JB74W

スペーシア

キャリイトラック

MR31S/MR41S

ラパン HE21S

ハスラー

MR52S/MR92S

※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/rp-sz0640pie00-1/
https://www.spiegel.co.jp/part/rp-sz0850pic00-01/
https://www.spiegel.co.jp/part/rp-sz0850pie00-01/
https://www.spiegel.co.jp/part/aa0960-a1659-1/
https://www.spiegel.co.jp/part/rp-sz0180pie00-01/
https://www.spiegel.co.jp/part/rp-sz0840pic00-01/
https://www.spiegel.co.jp/part/rp-sz0840pie00-01/
https://www.spiegel.co.jp/part/rp-sz0731pic00-01/
https://www.spiegel.co.jp/part/rp-sz0731pie00-01/
https://www.spiegel.co.jp/part/rp-sz0860pio00-01/
https://www.spiegel.co.jp/part/rp-sz0570pio00-01/
https://www.spiegel.co.jp/part/rp-sz0550pie00-01/
https://www.spiegel.co.jp/part/rp-sz0740pic00-1/
https://www.spiegel.co.jp/part/rp-sz0740pie00-01/
https://www.spiegel.co.jp/part/rp-sz0861pic00-01/
https://www.spiegel.co.jp/part/rp-sz0861pie00-01/
https://www.spiegel.co.jp/part/aa0930-a0400-3/
https://www.spiegel.co.jp/part/aa0990-a0000-1/
https://www.spiegel.co.jp/part/rp-sz0460pie00-01/


リアピラーバー 適合表

車種 車輌型式 備考 価格（税抜） 価格（税込） 商品番号

SUZUKI

MC11S/MC12S/MC21S/MC22S ¥8,000 ¥8,800 AA0950-A0000-1

MH21S ¥8,000 ¥8,800 AA0960-A0400-5

MH22S ¥8,000 ¥8,800 AA0960-A0400-6

ストレートタイプ ¥8,000 ¥8,800 AA0990-A0400-4

スクエアタイプ ¥13,000 ¥14,300 RP-SZ0611PIE00-01

ストレートタイプ ¥9,800 ¥10,780 RP-SZ0730PIC00-01

スクエアタイプ ¥13,000 ¥14,300 RP-SZ0730PIE00-01

MH34S

ワゴンR

MH23S

※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/aa0950-a0000-1/
https://www.spiegel.co.jp/part/aa0960-a0400-5/
https://www.spiegel.co.jp/part/aa0960-a0400-6/
https://www.spiegel.co.jp/part/aa0990-a0400-4/
https://www.spiegel.co.jp/part/rp-sz0611pie00-01/
https://www.spiegel.co.jp/part/rp-sz0730pic00-01/
https://www.spiegel.co.jp/part/rp-sz0730pie00-01/


リアピラーバー 適合表

車種 車輌型式 備考 価格（税抜） 価格（税込） 商品番号

S220G/S230G ¥8,000 ¥8,800 AA0990-A0400-5

ストレートタイプ ¥8,000 ¥8,800 AA1025-A0400-2

スクエアタイプ ¥14,000 ¥15,400 RP-DA0220PIE00-01

ストレートタイプ ¥11,000 ¥12,100 RP-DA0221PIC00-01

スクエアタイプ ¥13,000 ¥14,300 RP-DA0221PIE00-01

ストレートタイプ ※取付位置：センター ¥9,800 ¥10,780 RP-DA0221PIM01-01

スクエアタイプ ※取付位置：センター ¥14,000 ¥15,400 RP-DA0221PIM00-01

ストレートタイプ ¥9,800 ¥10,780 RP-DA0350PIC00-01

スクエアタイプ ¥14,000 ¥15,400 RP-DA0350PIE00-01

ストレートタイプ ¥8,000 ¥8,800 AA0885-A0400-1

スクエアタイプ ¥13,000 ¥14,300 RP-DA0190PIE09-01

ストレートタイプ ※後部座席使用不可 ¥9,800 ¥10,780 RP-DA0390PIC00-01

スクエアタイプ ¥13,000 ¥14,300 RP-DA0390PIE00-01

ソニカ L405S/L415S ¥8,000 ¥8,800 AA0900-A0400-1

ストレートタイプ

※後部座席乗車時リクライニング調整必要
¥9,800 ¥10,780 RP-DA0450PIC00-01

スクエアタイプ ¥13,000 ¥14,300 RP-DA0450PIE00-01

S320G/S330G/S321G/S331G

タフト LA900S/LA910S

DAIHATSU

エッセ L235S/L245S

ウェイク LA700S/LA710S

アトレー

S700V/S710V

キャスト LA250S/LA260S

※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/aa0990-a0400-5/
https://www.spiegel.co.jp/part/aa1025-a0400-2/
https://www.spiegel.co.jp/part/rp-da0220pie00-01/
https://www.spiegel.co.jp/part/rp-da0221pic00-01/
https://www.spiegel.co.jp/part/rp-da0221pie00-01/
https://www.spiegel.co.jp/part/rp-da0221pim01-01/
https://www.spiegel.co.jp/part/rp-da0221pim00-01/
https://www.spiegel.co.jp/part/rp-da0350pic00-01/
https://www.spiegel.co.jp/part/rp-da0350pie00-01/
https://www.spiegel.co.jp/part/aa0885-a0400-1/
https://www.spiegel.co.jp/part/rp-da0190pie09-01/
https://www.spiegel.co.jp/part/rp-da0390pic00-01/
https://www.spiegel.co.jp/part/rp-da0390pie00-01/
https://www.spiegel.co.jp/part/aa0900-a0400-1/
https://www.spiegel.co.jp/part/rp-da0450pic00-01/
https://www.spiegel.co.jp/part/rp-da0450pie00-01/


リアピラーバー 適合表

車種 車輌型式 備考 価格（税抜） 価格（税込） 商品番号

DAIHATSU

L350S/L360S/L375S/L385S ストレートタイプ ¥8,000 ¥8,800 AA1025-A0400-1

L375S/L385S スクエアタイプ ¥13,000 ¥14,300 RP-DA0230PIE00-01

ストレートタイプ ¥9,800 ¥10,780 RP-DA0320PIC00-01

スクエアタイプ ¥13,000 ¥14,300 RP-DA0320PIE00-01

タントエグゼ L455S/L465S スクエアタイプ ¥13,000 ¥14,300 RP-DA0340PIE00-01

テリオスキッド J111G ¥8,000 ¥8,800 AA0975-A0400-1

ネイキッド L750S/L760S ¥8,000 ¥8,800 AA1040-A0400-3

ストレートタイプ ¥11,000 ¥12,100 RP-DA0221PIC00-02

ストレートタイプ ※取付位置：センター ¥9,800 ¥10,780 RP-DA0221PIM01-02

スクエアタイプ ※取付位置：センター ¥14,000 ¥15,400 RP-DA0221PIM00-02

ハイゼットトラック S500P/S510P (H26.09～R3.12) スクエアタイプ ¥13,000 ¥14,300 RP-DA0380PIE01-01

ハイゼットトラックジャンボ S500P/S510P (H26.09～R3.12) スクエアタイプ ¥14,000 ¥15,400 RP-DA0380PIE00-01

ストレートタイプ ¥8,000 ¥8,800 AA0990-A0400-3

スクエアタイプ ¥13,000 ¥14,300 RP-DA0180PIE00-01

L500S/L502S/L510S/L512S ¥8,000 ¥8,800 AA0885-A0000-1

ストレートタイプ ¥8,000 ¥8,800 AA0930-A1259-2

スクエアタイプ ¥13,000 ¥14,300 RP-DA0100PIE11-01

L700S/L710S ※5ドア車専用 ¥8,000 ¥8,800 AA0885-A0800-1

LA600S/LA610S

L700S/L710S ※3ドア車専用

L250S/L260S

S700V/S710Vハイゼットカーゴ

ミラ

(ミラジーノ)

タント

※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/aa1025-a0400-1/
https://www.spiegel.co.jp/part/rp-da0230pie00-01/
https://www.spiegel.co.jp/part/rp-da0320pic00-01/
https://www.spiegel.co.jp/part/rp-da0320pie00-01/
https://www.spiegel.co.jp/part/rp-da0340pie00-01/
https://www.spiegel.co.jp/part/aa0975-a0400-1/
https://www.spiegel.co.jp/part/aa1040-a0400-3/
https://www.spiegel.co.jp/part/rp-da0221pic00-02/
https://www.spiegel.co.jp/part/rp-da0221pim01-02/
https://www.spiegel.co.jp/part/rp-da0221pim00-02/
https://www.spiegel.co.jp/part/rp-da0380pie01-01/
https://www.spiegel.co.jp/part/rp-da0380pie00-01/
https://www.spiegel.co.jp/part/aa0990-a0400-3/
https://www.spiegel.co.jp/part/rp-da0180pie00-01/
https://www.spiegel.co.jp/part/aa0885-a0000-1/
https://www.spiegel.co.jp/part/aa0930-a1259-2/
https://www.spiegel.co.jp/part/rp-da0100pie11-01/
https://www.spiegel.co.jp/part/aa0885-a0800-1/


リアピラーバー 適合表

車種 車輌型式 備考 価格（税抜） 価格（税込） 商品番号

DAIHATSU

ストレートタイプ ¥8,000 ¥8,800 AA0990-A0400-10

スクエアタイプ ¥13,000 ¥14,300 RP-DA0180PIE00-02

ミライース LA300S/LA310S 要トリム加工 ¥8,000 ¥8,800 AA0990-A0400-6

L600S/L602S/L610S ¥8,000 ¥8,800 AA0940-A0400-2

L900S/L902S/L910S/L912S ¥8,000 ¥8,800 AA0930-A0400-2

L150S/L152S/L160S ¥8,000 ¥8,800 AA0990-A0000-2

ストレートタイプ ¥8,000 ¥8,800 AA0960-A0400-3

スクエアタイプ ¥13,000 ¥14,300 RP-DA0161PIE00-01

ストレートタイプ ¥9,800 ¥10,780 RP-DA0290PIC00-01

スクエアタイプ ¥13,000 ¥14,300 RP-DA0290PIE00-01

ストレートタイプ ¥9,800 ¥10,780 RP-DA0391PIC00-01

スクエアタイプ ¥13,000 ¥14,300 RP-DA0391PIE00-01

ストレートタイプ

※後部座席乗車時リクライニング調整必要
¥9,800 ¥10,780 RP-DA0321PIC00-01

スクエアタイプ ¥13,000 ¥14,300 RP-DA0321PIE00-01

ムーヴコンテ L575S/L585S ¥8,000 ¥8,800 AA0990-A0400-7

ムーヴラテ L550S/L560S ¥8,000 ¥8,800 AA0960-A0400-4

ムーヴキャンバス LA800S/LA810S

LA150S/LA160S

ミラアヴィ L250S/L260S

L175S/L185S

ムーヴ

LA100S/LA110S

※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/aa0990-a0400-10/
https://www.spiegel.co.jp/part/rp-da0180pie00-02/
https://www.spiegel.co.jp/part/aa0990-a0400-6/
https://www.spiegel.co.jp/part/aa0940-a0400-2/
https://www.spiegel.co.jp/part/aa0930-a0400-2/
https://www.spiegel.co.jp/part/aa0990-a0000-2/
https://www.spiegel.co.jp/part/aa0960-a0400-3/
https://www.spiegel.co.jp/part/rp-da0161pie00-01/
https://www.spiegel.co.jp/part/rp-da0290pic00-01/
https://www.spiegel.co.jp/part/rp-da0290pie00-01/
https://www.spiegel.co.jp/part/rp-da0391pic00-01/
https://www.spiegel.co.jp/part/rp-da0391pie00-01/
https://www.spiegel.co.jp/part/rp-da0321pic00-01/
https://www.spiegel.co.jp/part/rp-da0321pie00-01/
https://www.spiegel.co.jp/part/aa0990-a0400-7/
https://www.spiegel.co.jp/part/aa0960-a0400-4/


リアピラーバー 適合表

車種 車輌型式 備考 価格（税抜） 価格（税込） 商品番号

R2 RC1/RC2 ストレートタイプ　※要トリム加工 ¥9,800 ¥10,780 RP-SU0120PIO00-01

ヴィヴィオ KK3/KK4 ¥8,000 ¥8,800 AA0845-A0000-2

ストレートタイプ ¥8,000 ¥8,800 AA1050-A0400-1

スクエアタイプ ¥14,000 ¥15,400 RP-SU0160PIE00-01

サンバートラック S500J/S510J (H26.09～R3.12) スクエアタイプ ¥13,000 ¥14,300 RP-DA0380PIE01-02

サンバートラックグランドキャブ S500J/S510J (H26.09～R3.12) スクエアタイプ ¥14,000 ¥15,400 RP-DA0380PIE00-02

ストレートタイプ ¥11,000 ¥12,100 RP-DA0221PIC00-03

ストレートタイプ ※取付位置：センター ¥9,800 ¥10,780 RP-DA0221PIM01-03

スクエアタイプ ※取付位置：センター ¥14,000 ¥15,400 RP-DA0221PIM00-03

RN1/RN2 ¥8,000 ¥8,800 AA0940-A0400-4

ストレートタイプ ¥9,800 ¥10,780 RP-DA0391PIC00-02

スクエアタイプ ¥13,000 ¥14,300 RP-DA0391PIE00-02

ストレートタイプ ¥8,000 ¥8,800 AA0940-A0400-3

スクエアタイプ ¥12,000 ¥13,200 RP-SU0040PIE00-01

プレオプラス LA300F/LA310F 要トリム加工 ¥8,000 ¥8,800 AA0990-A0400-8

プレオ RA1/RA2

SUBARU

ステラ

LA150F/LA160F

サンバーディアス TV1/TV2

サンバーバン S700B/S710B

※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/rp-su0120pio00-01/
https://www.spiegel.co.jp/part/aa0845-a0000-2/
https://www.spiegel.co.jp/part/aa1050-a0400-1/
https://www.spiegel.co.jp/part/rp-su0160pie00-01/
https://www.spiegel.co.jp/part/rp-da0380pie01-02/
https://www.spiegel.co.jp/part/rp-da0380pie00-02/
https://www.spiegel.co.jp/part/rp-da0221pic00-03/
https://www.spiegel.co.jp/part/rp-da0221pim01-03/
https://www.spiegel.co.jp/part/rp-da0221pim00-03/
https://www.spiegel.co.jp/part/aa0940-a0400-4/
https://www.spiegel.co.jp/part/rp-da0391pic00-02/
https://www.spiegel.co.jp/part/rp-da0391pie00-02/
https://www.spiegel.co.jp/part/aa0940-a0400-3/
https://www.spiegel.co.jp/part/rp-su0040pie00-01/
https://www.spiegel.co.jp/part/aa0990-a0400-8/


リアピラーバー 適合表

車種 車輌型式 備考 価格（税抜） 価格（税込） 商品番号

JF1/JF2 ※車種専用
スクエアタイプ

※カーテンエアバック付車・N-BOXプラス・N-BOXスラッシュ 装着不可
¥13,000 ¥14,300 RP-HN0950PIE00-01

ストレートタイプ ※後部座席乗車時シート調整必要 ¥11,000 ¥12,100 RP-HN1030PIC00-01

スクエアタイプ ¥14,000 ¥15,400 RP-HN1030PIE00-01

N-BOXプラス JF1/JF2 ※車種専用
スクエアタイプ

※N-BOX・N-BOXスラッシュ 装着不可
¥13,000 ¥14,300 RP-HN0950PIE18-01

N-BOX

N-BOXプラス
JF1/JF2 ※車種専用

ストレートタイプ

※カーテンエアバック付車・N-BOXスラッシュ 装着不可
¥9,800 ¥10,780 RP-HN0950PIC00-01

ストレートタイプ ¥11,000 ¥12,100 RP-HN1050PIC00-01

スクエアタイプ ¥13,000 ¥14,300 RP-HN1050PIE00-01

アクティ HH3/HH4/HH5/HH6 ¥8,000 ¥8,800 AA1125-A0032B-01

ザッツ JD1/JD2 ¥8,000 ¥8,800 AA1040-A0400-2

ストレートタイプ ¥8,000 ¥8,800 AA0960-A0400-2

スクエアタイプ ¥13,000 ¥14,300 RP-HN0800PIE00-01

トゥデイ JA4 ¥8,000 ¥8,800 AA0845-A0000-1

バモス/ホビオ HM1/HM2/HM3/HM4 ¥8,000 ¥8,800 AA1080-A0032-1

ストレートタイプ ¥8,000 ¥8,800 AA0930-A0400-1

スクエアタイプ ¥13,000 ¥14,300 RP-HN0360PIE00-01

JB5/JB6/JB7/JB8 ¥8,000 ¥8,800 AA0910-A0400-1

ライフ

(ライフダンク)

HONDA

ゼスト JE1/JE2

JB1/JB2/JB3/JB4

N-BOX

N-VAN JJ1/JJ2

JF3/JF4

※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/rp-hn0950pie00-01/
https://www.spiegel.co.jp/part/rp-hn1030pic00-01/
https://www.spiegel.co.jp/part/rp-hn1030pie00-01/
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https://www.spiegel.co.jp/part/aa0960-a0400-2/
https://www.spiegel.co.jp/part/rp-hn0800pie00-01/
https://www.spiegel.co.jp/part/aa0845-a0000-1/
https://www.spiegel.co.jp/part/aa1080-a0032-1/
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https://www.spiegel.co.jp/part/rp-hn0360pie00-01/
https://www.spiegel.co.jp/part/aa0910-a0400-1/


リアピラーバー 適合表

車種 車輌型式 備考 価格（税抜） 価格（税込） 商品番号

eKワゴン

eKスポーツ

eKアクティブ

H81W/H82W ストレートタイプ ¥8,000 ¥8,800 AA0930-A1259-1

ストレートタイプ ※後部座席使用不可 ¥9,800 ¥10,780 RP-NS0820PIC00-01

スクエアタイプ ¥13,000 ¥14,300 RP-NS0820PIE00-01

ストレートタイプ ※後部座席使用不可 ¥9,800 ¥10,780 RP-NS0910PIC00-01

スクエアタイプ ¥14,000 ¥15,400 RP-NS0910PIE00-01

i (アイ) HA1W ¥8,000 ¥8,800 AA0990-A0400-2

DS17W ストレートタイプ ¥8,000 ¥8,800 AA1115-A0400-5

U61W/U62W/U63W/U64W ¥8,000 ¥8,800 AA1040-A0400-4

トッポBJ H41A/H42A/H46A/H47A ¥8,000 ¥8,800 AA0990-A0400-1

H56A ¥8,000 ¥8,800 AA0900-A0000-1

H58A ¥8,000 ¥8,800 AA0910-A0000-1

H53A ¥8,000 ¥8,800 AA0950-A0400-2

ミニカ H42A ¥8,000 ¥8,800 AA0950-A0400-1

 DS17V ストレートタイプ ¥8,000 ¥8,800 AA1115-A0400-4

ストレートタイプ ¥9,800 ¥10,780 RP-NS0920PIC00-01

スクエアタイプ ※ハイルーフ車専用 ¥14,000 ¥15,400 RP-NS0920PIE00-01

U61V/U62V

ミニキャブバン

タウンボックス

MITSUBISHI

パジェロミニ

eKスペース B11A

 eKカスタム

eKワゴン
B11W

※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/aa0930-a1259-1/
https://www.spiegel.co.jp/part/rp-ns0820pic00-01/
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リアピラーバー 適合表

車種 車輌型式 備考 価格（税抜） 価格（税抜） 商品番号

 NV100クリッパー(リオ) DR17V/DR17W ストレートタイプ ¥8,000 ¥8,800 AA1115-A0400-3

ストレートタイプ ¥9,800 ¥10,780 RP-NS0920PIC00-02

スクエアタイプ ※ハイルーフ車専用 ¥14,000 ¥15,400 RP-NS0920PIE00-02

ストレートタイプ ※後部座席使用不可 ¥9,800 ¥10,780 RP-NS0820PIC00-02

スクエアタイプ ¥13,000 ¥14,300 RP-NS0820PIE00-02

ストレートタイプ ※後部座席使用不可 ¥9,800 ¥10,780 RP-NS0910PIC00-02

スクエアタイプ ¥14,000 ¥15,400 RP-NS0910PIE00-02

MG21S ¥8,000 ¥8,800 AA0930-A0000-3

MG22S ¥8,000 ¥8,800 AA0975-A0400-3

モコ

NISSAN

デイズルークス

NV100クリッパー

B21A

デイズ B21W

U71V/U72V

※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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リアピラーバー 適合表

車種 車輌型式 備考 価格（税抜） 価格（税込） 商品番号

AZ-1 PG6SA ¥9,800 ¥10,780 RP-MA0150PIO00-01

スクラム DG17V/DG17W ストレートタイプ ¥8,000 ¥8,800 AA1115-A0400-2

ストレートタイプ ¥9,800 ¥10,780 RP-SZ0750PIC00-2

スクエアタイプ ¥13,000 ¥14,300 RP-SZ0750PIE00-2

車種 車輌型式 備考 価格（税抜） 価格（税込） 商品番号

ピクシスエポック LA300A/LA310A 要トリム加工 ¥8,000 ¥8,800 AA0990-A0400-9

ピクシストラック S500U/S510U (H26.09～R3.12) スクエアタイプ ¥13,000 ¥14,300 RP-DA0380PIE01-03

TOYOTA

MAZDA

キャロル HB36S

※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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