
価格表 
JB64 TS4 STYLE 

 
JB74 TS4 STYLE 

ページ 6P/7P 商品番号 商品名 税込価格 
 3060-25 ナンバープレート移動キット ￥17,600 
 3620-14A リアラダー ￥46,200 
 3630-20 サイドラック ￥30,250 
 3034-03 ABS フューエルリッドカバー ￥7,590 
リアパーツ 3032-71（未塗装） ﾀｸﾃｨｶﾙﾘｱﾊﾞﾝﾊﾟｰ＆ﾗﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ ￥107,800 
 3070-37 牽引フック 9mm 厚 R ￥12,650 
 2004-03S JB74 静⾹御前マフラー ￥122,980 
 1034-1AE 7440T サスペンションキット ￥242,000 
 3033-58G ＳＪグリル ￥47,300 
フロント 3032-61 タクティカルフロントバンパー ￥86,900 
パーツ 3070-36R 牽引フック 9mm F ￥21,450 
 7200-31W ワイルドボア ベンチュラ 15 ｲﾝﾁ ￥39,600 

JB74 NARRLOW STYLE 
ページ 8P〜9P 商品番号 商品名 税込価格 
 3032-20 JB74 ナローフェンダー ￥81,400 
 3102-69 H.D.サイドシルガード ￥117,480 
 7200-30B ワイルドボア ベンチュラ 16 ｲﾝﾁ ￥39,600  
 3032-70 ﾀｸﾃｨｶﾙﾘｱﾊﾞﾝﾊﾟｰ＆ﾗﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ ￥74,800 

ページ 4P/5P 商品番号 商品名 税込価格 
 3060-25 ナンバープレート移動キット ￥17,600 
 3034-03 ABS フューエルリッドカバー ￥7,590 
 3070-70(未塗装) ﾀｸﾃｨｶﾙﾘｱﾊﾞﾝﾊﾟｰ＆ﾗﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ ￥74,800 
リアパーツ 3070-37 牽引フック 9mm 厚 R  ￥12,650 
 1033-1AE 6440Ti サスペンションキット ￥242,000 
 2004-6SX ヨシムラトツゲキ R77J ﾁﾀﾝｻｲｸﾛﾝ ￥254,100 
 3032-60（未塗装） タクティカルフロントバンパー ￥62,700 
 3033-6 ABS フロントグリル \42,900 
フロント 3070-36R 牽引フック 9mm 厚 F/右 ￥21,450 
パーツ 3070-36L 牽引フック 9mm 厚 F/左 ￥21,450 
 7200-17G ワイルドボア SR-16 ｲﾝﾁ ￥33,000 



WILDBOAR-SR 
ページ 10P〜11P 商品番号 商品名 税込価格 
SR-15 7200-18W/18H/18B ワイルドボア SR-15 各⾊  ￥33,000 
SR-16 7200-17W/17H/17G ワイルドボア SR-16 各⾊ ￥33,000 
SR-16 （-5） 7200-28B ワイルドボア SR-16（-5） ￥33,000 
X-16 7200-21G/21R ワイルドボア X-16  各⾊ ￥28,600 
X-15 7200-15G/15R ワイルドボア X-15  各⾊ ￥30,800 

WILDBOAR-Ventura 
ページ 12P〜13P 商品番号 商品名 税込価格 
V-16 7200-30B/30W/ ワイルドボア V-16 各⾊ ￥39,600 
V-16（-5） 7200-33B ワイルドボア V-16（-5） ￥39,600 
V-16 7200-30C ワイルドボア V-16 クローム ￥55,000 
 3032-20 JB74 ナローフェンダー ￥81,400 
 3102-69 JB74 H.D.サイドシルガード ￥117,480 
V-15 7200-31B/31W ワイルドボア V-15 各⾊ ￥39,600 
V-15 7200-31C ワイルドボア V-15 クローム ￥55,000 
 7200-12 ハブキャップ 純正ハブサイズ ￥2,750 
 7200-13 ハブキャップ SR/V 専⽤サイズ ￥2,750 

マフラー 
ページ 14P〜17P 商品番号 商品名 税込価格 
  TOTUGEKI 2004-40S JB64 静御前マフラー \68,200 
SHIZUKAGOZEN 2004-03S JB74 静御前マフラー ￥122,980 
 2004-6T/6S JB64 ヨシムラマフラー チタンブルー ￥266,200 
 20004-6SX/6TX JB64 ヨシムラマフラー チタングレー ￥254,100 
ヨシムラ 2004-7T/7S JB74 ヨシムラマフラー チタンブルー ￥302,500 
マフラー 2004-7SX/7TX JB74 ヨシムラマフラー チタングレー ￥290,400 
 2004-6AS/6NS JB64  ﾖｼﾑﾗｽﾃﾝﾚｽｻｲｸﾛﾝ ￥181,500 
 2004-7AS/7NS JB74  ﾖｼﾑﾗｽﾃﾝﾚｽｻｲｸﾛﾝ ￥193,600 

サスペンションキット 
ページ 18P 商品番号 商品名 税込価格 
 1027-1AA 6420 サスペンションキット ￥125,400 
 1028-1AA 7420 サスペンションキット ￥126,500 
 1033-1AE 6440 サスペンションキット ￥242,000 
 1034-1AE 7440 サスペンションキット ￥242,000 

 



補強パーツ 
ページ 19P 商品番号 商品名 税込価格 
 1008-25G/26G 調整式ラテラルロッド F/R ￥28,600 
 1301-64 MCB ﾓｰｼｮﾝｺﾝﾄﾛｰﾙﾋﾞｰﾑ ￥132,000 
 1300-64/74 JB64/74 ステアリングダンパー ￥29,700 
 3300-43 トランスファーガード ￥53,900 
 3018-43F フロントアームスキッドガード ￥25,850 
 3018-43R リアアームスキッドガード ￥29,150 
 3015-27 キャニスターガード ￥17,160 
 3017-41 リアデフスキッドガード ￥9,130 
 3017-45F フロントショックブラケット補強プレート ￥4,950 
 3017-45R ﾘｱｼｮｯｸ H.D.ｽｷｯﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ ￥12,870 
 3018-63/65 H.D.フロントアーム/リアアーム ￥76,450 
 3015-26 フューエルタンクガード ￥36,300 

エクステリア 
ページ 20P/21P 商品番号 商品名 税込価格 
 3620-14A スチールリアラダー ￥46,200 
 3630-03W クラッシックキャリア ￥82,500 
 3033-57S/57B ヴィンテージアイアングリル 各⾊ ￥44,000 
 3102-27B フロントエプロン ￥17,050 
 3102-07 しし狩りバンパー（JB64） ￥103,950 
 3102-08 しし狩りバンパー（JB74） ￥94,050 
 3016-60 アルミスキッドガード ￥17,600 
 3032-20 JB74 ナローフェンダー ￥81,400 
 3102-69 H.D.サイドシルガード ￥117,480 

牽引フック 
ページ 23P 商品番号 商品名 税別価格 
 3070-41L/R しし狩りバンパー⽤ フロント左/右 ⻩⾊ \22,550 
9mm 厚 3070-42L/R しし狩りバンパー⽤ フロント左/右 ⾚⾊ \22,550 
 3070-34L 純正バンパー⽤   フロント左    ⾚⾊ \23,650 
 3070-35 純正バンパー⽤   リア       ⾚⾊ \19,800 
6mm 厚 3070-32L 純正バンパー⽤ フロント左        ⻩⾊ \13,530 
 3070-33L 純正バンパー⽤ リア           ⻩⾊ \9,350 
9mm 厚 3070-36L/36R Tactical ﾊﾞﾝﾊﾟｰ⽤ フロント左/右  ⻩⾊ \21,450 
 3070-37/40 Tactical ﾊﾞﾝﾊﾟｰ⽤ リア    ⻩⾊/⾚⾊ \12,650 



 
 

ﾍﾟｰｼ 24P/25P 商品番号 商品名 税込価格 

 0500-04 ROADWIN エンジンオイルノンポリマー1L ￥2,640 
0500-11 ROADWIN オイルフィルター ￥1,760 
0500-11T オイルフィルターレンチ ￥2,420 
2166-50 ラジエタークーラント ⽔ POWER ￥7,480 
6001-3R G-TRAC PROFESSIONAL  L.S.D ￥138,600 

 
 
エクステリア 

ページ 26P/27P 商品番号 商品名 税込価格 
 3060-25 ナンバープレート移動キット ￥17,600 
 3032-21 APIO ダミーボルト ￥4,400 
 3034-04 ABS フューエルインナーカバー ￥15,070 
 3013-S3〜S7 スペアタイヤカバー ￥7,150 
 3040-60 スペアタイヤブラケット ￥29,700 
 3034-03 ABS フューエルリッドカバー ￥7,590 
 3034-05 ABS コーナーガード ￥24,200 
 3630-20 JB74 サイドラック ￥30,250 
 3107-52B サイドラックフック ￥4,180 
 3003-32 ﾛﾄﾊﾟｯｸｽ ダブルマウントブラケット ￥10,450 
 3003-31 ﾛﾄﾊﾟｯｸｽ マウントブラケット ￥9,350 
 7100-02 LED ブルーテックミラー ￥25,300 
 3060-60 JB64 ナンバーパネル＆ライザーバー ￥11,440 
 3060-61 ナンバープレートパネル ￥5,720 
 4106-20 APIO アメリカンエンブレム ￥7,480 

 
 
 
 
 
 
 
 



エクステリア 
ページ 28P/29P 商品番号 商品名 税込価格 

 4040-60 荷室フラットデッキ ￥26,840 
 4050-05/06 ３D トレイマット MT/AT ￥21,780 
 4050-05F/06F ３D トレイマット フロント⽤ MT/AT ￥13,200 
 3012-06B タクティカルシートバックカバー ￥18,150 
 3012-08B タクティカルハーフシートカバー ￥8,250 
 3012-07 ヘッドレストモールカバー ￥5,390 
 3107-61 リアゲートモールシステム ￥6,820 
 6031-11A ５４シフトノブ アルミ製 ￥12,650 
 4107-06M/06A シフトパターンプレート MT/AT ￥1,980 
 7109-31/1R ブルーテックミラー フラットタイプ ￥7,260 
 7109-33/32 ブルーテックミラー ワイドタイプ ￥7,920 
 4034-02B/01B ABS ルームミラーカバー 全タイプ ￥6,050 
 4024-25 フリップアップドリンクホルダー ￥5,500 
 4135-02/02A バックルリリースツール ￥605 
 3107-70B/D/T ウェビンググリップカバー ￥4,620 
 3012-09B エクステンションポーチ ￥5,500 
 4040-70 ペリカンモールパネル⽤マウントブラケット ￥10,648 
 3107-62 モールベルト ￥2,178 
 4026-05C ＭＴ⾞⽤アルミﾍﾟﾀﾞﾙセット ￥13,310 
 4025-15C ＭＴ⾞⽤アルミフットレスト ￥14,080 
 4026-06C ＡＴ⾞⽤アルミﾍﾟﾀﾞﾙセット ￥9,900 
 4025-16C ＡＴ⾞⽤アルミフットレスト \5,830 
 3012-04K ハーフラゲッジマット ￥5,390 
 3107-51R/51B 荷室フック  ￥4,180 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



APIO×Neu interesse 
ページ 30Ｐ 商品番号 商品名 税込価格 
 4135-3KB/3KN キーケース    各⾊ ￥11,000 

4135-3LB/3LN ロングウオレット 各⾊ ￥24,200 
4135-3CB/3CN コインケース   各⾊ ￥16,500 

 
 

ページ 30P 商品番号 商品名 税込価格 
 CW-001A APIO ステンレス シェラカップ ￥1,760 

0012-200 旅する鉛筆 檜 ￥726 
0012-21B/P ミニスケッチブック 各⾊ ￥297 
0012-22G ミニスケッチブック＋テンプレート  ￥550 
0012-21R ミニスケッチブック（表紙⾚・紙ﾌﾞﾗｯｸ）  ￥297 
4018-1 マスキングテープ  ￥550 

 
浜帆布鞄コラボレーションバッグ 

ページ 31P 商品番号 商品名 税込価格 
 M20A9 アビエーターキットバッグ グランデ ￥22,000 
 M22A12 アビエーターキットバッグ ミディアム ￥17,600 
 M22A14W アビエーターキットバッグ ミニ ￥18,700 
 M21A0 荷室トートバッグ （空⺟ﾊﾞｯｸﾞ） ￥19,800 
 M18A1 ユーティリティーバッグ グランデ ￥19,250 
 M18A2 ユーティリティーバッグ ミディアム ￥17,600 
 M18A3 ユーティリティーバッグ ミニ ￥14,850 
 M18A5B ユーティリティーバッグ ピッコロ ￥13,750 
 M20A8 ワイドトートバッグ ￥8,800 
 M19A7 コンテナミニバッグ ￥7,480 
 M20A10 サコッシュ ￥8,250 
 M22A12S ミニキーホルダーバッグ ￥3,850 
 M22A10 ボディーサック ￥9,680 
 M22BT バックタグ ￥880 

 


