
２０２１年９月吉日 
藤壺技研工業株式会社 

 

価格改定のお知らせ 
 
 
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

現在も世界的に新型コロナウイルス感染拡大が続く中、原材料の価格高騰等の影響を受け
て、弊社生産上の都合により誠に恐縮ではございますが、旧車（1995 年以前の車両）用の
一部製品につきまして、商品価格の改定をさせて頂く運びとなりました。 
急なご案内となり誠に申し訳ございませんが、何卒ご理解の程宜しくお願い致します。 
今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 
 
なお本価格改定に伴い、現在ご利用いただいております弊社エグゾーストマニュアルや

カタログなど、一部商品の価格表記が旧価格となりますが、１０月１日以降の対象製品の改
定価格につきましては、弊社ホームページをご参照くださいますようお願い致します。 
＞＞＞＞ FUJITSUBO ホームページはこちら：https://www.fujitsubo.co.jp/ ＜＜＜＜ 
 

記 
   

１．価格改定日：2021年 10月 1日（金） 

       
２．価格改定対象商品：別紙一覧表をご参照ください。 
 
３．ご不明点などございましたら、弊社お客様相談係までお問い合わせください。 

お問い合わせ窓口：055-998-0130（お客様相談係） 
以上 

 

https://www.fujitsubo.co.jp/
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メーカー名 ボディ型式 型式/車名 製品番号 製品名
従来小売価格
（税込）

新小売価格
（税込）

トヨタ E-EXY10 EXY10 セラ 750-21211 ﾚｶﾞﾘｽR ¥85,800 ⇒ ¥137,500

トヨタ E-KP61 KP61 スターレット 750-21011 ﾚｶﾞﾘｽR ¥69,300 ⇒ ¥110,000

トヨタ E-EP82 EP82 スターレット 750-21031 ﾚｶﾞﾘｽR ¥74,800 ⇒ ¥121,000

トヨタ E-EP82 EP82 スターレット ターボ 160-21033 ﾊﾟﾜｰｹﾞｯﾀｰ ¥79,200 ⇒ ¥93,500

トヨタ E-EP91 EP91 スターレット ターボ 160-21043 ﾊﾟﾜｰｹﾞｯﾀｰ ¥79,200 ⇒ ¥93,500

トヨタ E-EP91 EP91 スターレット ターボ 760-21041 ﾚｶﾞﾘｽR ¥85,800 ⇒ ¥99,000

トヨタ TA22 TA22 セリカ 510-22412 ｽｰﾊﾟｰEX ¥82,500 ⇒ ¥132,000

トヨタ E-ST202 ST202 セリカ SS-I 760-23063 ﾚｶﾞﾘｽR ¥85,800 ⇒ ¥137,500

トヨタ E-ST202 ST202 セリカ SS-II 760-23061 ﾚｶﾞﾘｽR ¥85,800 ⇒ ¥104,500

トヨタ E-ST205 ST205 セリカGT-FOUR 790-23062 ﾚｶﾞﾘｽR ¥83,600 ⇒ ¥99,000

トヨタ E-AA63 AA63 カリーナ ツインカム 16V 750-23034 ﾚｶﾞﾘｽR ¥82,500 ⇒ ¥132,000

トヨタ TE27 TE27 カローラレビン マイナー後 750-22411 ﾚｶﾞﾘｽR ¥97,900 ⇒ ¥154,000

トヨタ E-AE86 AE86 カローラレビン 620-22454 ｽｰﾊﾟｰEX ¥102,300 ⇒ ¥143,000

トヨタ E-AE86 AE86 カローラレビン 620-22455 ｽｰﾊﾟｰEX ¥82,500 ⇒ ¥121,000

トヨタ E-AE86 AE86 カローラレビン 150-22457 ﾊﾟﾜｰｹﾞｯﾀｰ ¥80,300 ⇒ ¥91,300

トヨタ E-AE86 AE86 カローラレビン 750-22454 ﾚｶﾞﾘｽR ¥82,500 ⇒ ¥93,500

トヨタ E-AE86 AE86 カローラレビン 750-22455 ﾚｶﾞﾘｽR ¥85,800 ⇒ ¥96,800

トヨタ E-AE86 AE86 カローラレビン 750-22456 ﾚｶﾞﾘｽR ¥85,800 ⇒ ¥96,800

トヨタ E-AE92 AE92 カローラ セダン GT ツインカム 16V 630-22463 ｽｰﾊﾟｰEX ¥140,140 ⇒ ¥143,000

トヨタ E-AE92 AE92 カローラ セダン GT ツインカム 16V 760-22464 ﾚｶﾞﾘｽR ¥85,800 ⇒ ¥137,500

トヨタ E-AE101 AE101 カローラ ツインカム 20V 630-22472 ｽｰﾊﾟｰEX ¥82,500 ⇒ ¥143,000

トヨタ E-AE101 AE101 カローラレビン ツインカム 20V 760-22471 ﾚｶﾞﾘｽR ¥138,600 ⇒ ¥148,500

トヨタ E、GF-AE111 AE111 スプリンタートレノ ツインカム 20V 160-22483 ﾊﾟﾜｰｹﾞｯﾀｰ ¥82,500 ⇒ ¥126,500

トヨタ E、GF-AE111 AE111 カローラレビン ツインカム 20V 760-22481 ﾚｶﾞﾘｽR ¥85,800 ⇒ ¥132,000

トヨタ E-AW11 AW11 MR2 ツインカム16V 750-23511 ﾚｶﾞﾘｽR ¥79,200 ⇒ ¥126,500

トヨタ E-AW11 AW11 MR2 スーパーチャージャー 160-23512 ﾊﾟﾜｰｹﾞｯﾀｰ ¥79,200 ⇒ ¥126,500

トヨタ E-AW11 AW11 MR2 スーパーチャージャー 760-23512 ﾚｶﾞﾘｽR ¥77,000 ⇒ ¥126,500

トヨタ E-SW20 SW20 MR2 ツインカム16V 630-23522 ｽｰﾊﾟｰEX ¥88,000 ⇒ ¥143,000

トヨタ E-SW20 SW20 MR2 ツインカム16V MT 160-23523 ﾊﾟﾜｰｹﾞｯﾀｰ ¥79,200 ⇒ ¥93,500

トヨタ E-SW20 SW20 MR2 ツインカム16V 760-23521 ﾚｶﾞﾘｽR ¥91,300 ⇒ ¥102,300

トヨタ E-SW20 SW20 MR2 ターボ 280-23523 RM-01A(ｽﾃﾝ) ¥85,800 ⇒ ¥99,000

トヨタ E-SW20 SW20 MR2 ターボ 790-23522 ﾚｶﾞﾘｽR ¥94,600 ⇒ ¥105,600

トヨタ E-GX70G GX70G マークIIワゴン 760-24025 ﾚｶﾞﾘｽR ¥92,400 ⇒ ¥143,000

トヨタ E-GX71 GX71 マークII 750-24021 ﾚｶﾞﾘｽR ¥83,600 ⇒ ¥137,500

トヨタ E-GX71 GX71 マークII ツインカム24 750-24022 ﾚｶﾞﾘｽR ¥83,600 ⇒ ¥137,500

トヨタ E-GX81 GX81 マークII スーパーチャージャー 760-24034 ﾚｶﾞﾘｽR ¥90,200 ⇒ ¥107,800

トヨタ E-GX90 GX90 マークII 2.0 ハイメカツインカム 760-24043 ﾚｶﾞﾘｽR ¥93,500 ⇒ ¥154,000

トヨタ E-JZX90 JZX90 マークII ツアラーV 300-24044 ｽｰﾊﾟｰR ¥96,800 ⇒ ¥132,000

トヨタ E-GZ20 GZ20 ソアラ ツインターボ 790-25423 ﾚｶﾞﾘｽR ¥91,300 ⇒ ¥107,800

トヨタ E-GA61 GA61 セリカXX ツインカム24 750-25012 ﾚｶﾞﾘｽR ¥82,500 ⇒ ¥137,500

トヨタ E-MA70 MA70 スープラ 3.0 ターボ 790-25023 ﾚｶﾞﾘｽR ¥85,800 ⇒ ¥107,800

トヨタ E-JZA80 JZA80 スープラ 3.0 NA 770-25032 ﾚｶﾞﾘｽR ¥115,500 ⇒ ¥148,500

トヨタ E-JZA80 JZA80 スープラ 3.0 ツインターボ 790-25033 ﾚｶﾞﾘｽR ¥93,500 ⇒ ¥121,000

トヨタ E-JZS147 JZS147 アリスト ターボ 300-26311 ｽｰﾊﾟｰR ¥162,800 ⇒ ¥217,800

トヨタ E、GF-TCR11G TCR11G エスティマ ルシーダ/エミーナ 2WD 450-27113 ﾜｺﾞﾘｽ ¥69,300 ⇒ ¥110,000

トヨタ E、GF-TCR21W TCR21W エスティマ SC 4WD 160-27015 ﾊﾟﾜｰｹﾞｯﾀｰ ¥74,800 ⇒ ¥121,000

トヨタ E、GF-TCR21W TCR21W エスティマ SC 4WD 450-27016 ﾜｺﾞﾘｽ ¥63,800 ⇒ ¥110,000

トヨタ E、GF-TCR21W TCR21W エスティマ SC 4WD 460-27017 ﾜｺﾞﾘｽ ¥74,800 ⇒ ¥121,000

トヨタ E、GF-TCR21W TCR21W エスティマ SC 4WD 760-27013 ﾚｶﾞﾘｽR ¥74,800 ⇒ ¥121,000

トヨタ Y-KZN130W KZN130W ハイラックスサーフ 3.0 DT AT 270-20923 ﾚｶﾞﾘｽ4 ¥107,800 ⇒ ¥165,000

2021年10月1日以降の価格改定商品一覧
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トヨタ KD-KZN185W KZN185W ハイラックスサーフ 3.0 DT 270-20937 ﾚｶﾞﾘｽ4 ¥104,500 ⇒ ¥165,000

トヨタ Q-LJ78G LJ78G ランドクルーザープラド70 2.4 DT 260-20711 ﾚｶﾞﾘｽ4 ¥226,270 ⇒ ¥269,500

トヨタ Y-KZJ78W KZJ78W ランドクルーザープラド70 3.0 DT 270-20712 ﾚｶﾞﾘｽ4 ¥124,300 ⇒ ¥148,500

トヨタ S、KC-HDJ81V HDJ81V ランドクルーザー 80 4.2 DT 270-20813 ﾚｶﾞﾘｽ4 ¥118,800 ⇒ ¥143,000

トヨタ KC-HDJ81V HDJ81V ランドクルーザー 80 4.2 DT マイナー後 270-20814 ﾚｶﾞﾘｽ4 ¥118,800 ⇒ ¥143,000

ニッサン E-K10 K10 マーチ ターボ 750-11031 ﾚｶﾞﾘｽR ¥134,420 ⇒ ¥148,500

ニッサン E-HK11 HK11 マーチ 1300 750-11041 ﾚｶﾞﾘｽR ¥82,500 ⇒ ¥137,500

ニッサン E-RNN14 RNN14 パルサー GTI-R 760-12032 ﾚｶﾞﾘｽR ¥91,300 ⇒ ¥115,500

ニッサン E-HP10 HP10 プリメーラ 2.0 760-12412 ﾚｶﾞﾘｽR ¥85,800 ⇒ ¥137,500

ニッサン E-HP11 HP11 プリメーラ 2.0 760-12421 ﾚｶﾞﾘｽR ¥88,000 ⇒ ¥110,000

ニッサン E-RPS13 RPS13 180SX 2.0 ターボ 610-13055 ﾌﾛﾝﾄﾊﾟｲﾌﾟ ¥36,300 ⇒ ¥49,500

ニッサン E-RPS13 RPS13 180SX 2.0 ターボ 390-13047 ｽｰﾊﾟｰR ¥93,500 ⇒ ¥132,000

ニッサン E-PS13 PS13 シルビア 2.0 620-13043 ｽｰﾊﾟｰEX ¥82,500 ⇒ ¥137,500

ニッサン E-PS13 PS13 シルビア 2.0 760-13042 ﾚｶﾞﾘｽR ¥88,000 ⇒ ¥104,500

ニッサン E-PS13 PS13 シルビア 2.0 ターボ 100-13047 ﾊﾟﾜｰｹﾞｯﾀｰ ¥85,800 ⇒ ¥121,000

ニッサン E-PS13 PS13 シルビア 2.0 ターボ 790-13046 ﾚｶﾞﾘｽR ¥93,500 ⇒ ¥132,000

ニッサン E-S14 S14 シルビア 2.0 620-13053 ｽｰﾊﾟｰEX ¥82,500 ⇒ ¥137,500

ニッサン E-S14 S14 シルビア 2.0 760-13052 ﾚｶﾞﾘｽR ¥88,000 ⇒ ¥104,500

ニッサン E-S14 S14 シルビア 2.0 ターボ 390-13054 ｽｰﾊﾟｰR ¥93,500 ⇒ ¥132,000

ニッサン E-S14 S14 シルビア 2.0 ターボ 790-13053 ﾚｶﾞﾘｽR ¥93,500 ⇒ ¥132,000

ニッサン P510・H510 P510・H510 ブルーバード 510-13411 ｽｰﾊﾟｰEX ¥75,900 ⇒ ¥132,000

ニッサン P510・H510 P510・H510 ブルーバード 750-13411 ﾚｶﾞﾘｽR ¥96,800 ⇒ ¥148,500

ニッサン E-A32 A32 セフィーロ 2.0 450-14142 ｾﾀﾞﾘｽ ¥63,800 ⇒ ¥110,000

ニッサン E-GF31 GF31 レパード V6 2.0 24V ターボ 770-14423 ﾚｶﾞﾘｽR ¥147,290 ⇒ ¥192,500

ニッサン GC10 GC10 スカイライン 4ドア 510-15037 ｽｰﾊﾟｰEX ¥107,800 ⇒ ¥140,800

ニッサン KGC10 KGC10 スカイライン 2ドア 750-15011 ﾚｶﾞﾘｽR ¥115,500 ⇒ ¥140,800

ニッサン GC10 GC10 スカイライン 4ドア 750-15012 ﾚｶﾞﾘｽR ¥115,500 ⇒ ¥140,800

ニッサン E-DR30 DR30 スカイライン RS MT 760-15043 ﾚｶﾞﾘｽR ¥85,800 ⇒ ¥137,500

ニッサン E-DR30 DR30 スカイライン RS ターボ MT 170-15044 ﾊﾟﾜｰｹﾞｯﾀｰ ¥82,500 ⇒ ¥126,500

ニッサン E-DR30 DR30 スカイライン RS ターボ MT 770-15044 ﾚｶﾞﾘｽR ¥88,000 ⇒ ¥132,000

ニッサン E-HR31 HR31 スカイライン 24V 750-15051 ﾚｶﾞﾘｽR ¥137,280 ⇒ ¥154,000

ニッサン E-HR31 HR31 スカイライン 24V ターボ 770-15052 ﾚｶﾞﾘｽR ¥99,000 ⇒ ¥137,500

ニッサン E-HR32 HR32 スカイライン GTS 770-15061 ﾚｶﾞﾘｽR ¥90,200 ⇒ ¥148,500

ニッサン E-HCR32 HCR32 スカイライン GTS-t 300-15167 ｽｰﾊﾟｰR ¥110,000 ⇒ ¥132,000

ニッサン E-HCR32 HCR32 スカイライン GTS-t 790-15062 ﾚｶﾞﾘｽR ¥91,300 ⇒ ¥126,500

ニッサン E-ER33 ER33 スカイライン GTS25 620-15072 ｽｰﾊﾟｰEX ¥173,800 ⇒ ¥264,000

ニッサン E-ECR33 ECR33 スカイライン GTS25t 2ドア 610-15077 ﾌﾛﾝﾄﾊﾟｲﾌﾟ ¥64,350 ⇒ ¥49,500

ニッサン E-ECR33 ECR33 スカイライン GTS25t 2ドア 790-15074 ﾚｶﾞﾘｽR ¥93,500 ⇒ ¥132,000

ニッサン E-ECR33 ECR33 スカイライン GTS25t 4ドア AT 790-15076 ﾚｶﾞﾘｽR ¥91,300 ⇒ ¥154,000

ニッサン E-BNR32 BNR32 スカイラインGT-R 610-15076 ﾌﾛﾝﾄﾊﾟｲﾌﾟ ¥57,200 ⇒ ¥69,300

ニッサン E-BNR32 BNR32 スカイラインGT-R 100-15064 ﾊﾟﾜｰｹﾞｯﾀｰ ﾀｲﾌﾟRS ¥88,000 ⇒ ¥110,000

ニッサン E-BNR32 BNR32 スカイラインGT-R 790-15063 ﾚｶﾞﾘｽR ¥91,300 ⇒ ¥107,800

ニッサン E-BNR32 BNR32 スカイラインGT-R 790-15065 ﾚｶﾞﾘｽR ¥93,500 ⇒ ¥110,000

ニッサン E-BNR32 BNR32 スカイラインGT-R 790-15068 ﾚｶﾞﾘｽR ¥88,000 ⇒ ¥104,500

ニッサン E-BCNR33 BCNR33 スカイラインGT-R 790-15075 ﾚｶﾞﾘｽR ¥91,300 ⇒ ¥107,800

ニッサン E-BCNR33 BCNR33 スカイラインGT-R 300-15075 ｽｰﾊﾟｰR ¥93,500 ⇒ ¥115,500

ニッサン S30・HS30 S30・HS30 フェアレディZ 2シーター 750-15411 ﾚｶﾞﾘｽR ¥107,800 ⇒ ¥140,800

ニッサン E-GZ32 GZ32 フェアレディZ 2by2 760-15451 ﾚｶﾞﾘｽR ¥140,800 ⇒ ¥170,500

ニッサン E-GZ32 GZ32 フェアレディZ 2by2 760-15454 ﾚｶﾞﾘｽR ¥159,500 ⇒ ¥187,000

ニッサン E-GCZ32 GCZ32 フェアレディZ ツインターボ 2by2 770-15453 ﾚｶﾞﾘｽR ¥140,800 ⇒ ¥170,500
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ニッサン E-GCZ32 GCZ32 フェアレディZ ツインターボ 2by2 770-15455 ﾚｶﾞﾘｽR ¥159,500 ⇒ ¥187,000

ニッサン E-Y30 Y30 セドリック 2.0 ターボ 760-16022 ﾚｶﾞﾘｽR ¥138,710 ⇒ ¥170,500

ニッサン E-Y31 Y31 セドリック 24V ターボ 770-16032 ﾚｶﾞﾘｽR ¥145,860 ⇒ ¥176,000

ニッサン E-PAY31 PAY31 セドリック 3.0 ターボ 770-16112 ﾚｶﾞﾘｽR ¥95,700 ⇒ ¥154,000

ニッサン E-W30 W30 ラルゴ 2WD マイナー前 160-17024 ﾊﾟﾜｰｹﾞｯﾀｰ ¥85,800 ⇒ ¥143,000

三菱 Q、Y、KD-P25W P25W デリカ スターワゴン 2.5 DT 260-30711 ﾚｶﾞﾘｽ4 ¥93,500 ⇒ ¥154,000

三菱 E-H56A H56A パジェロミニ ターボ 4WD 250-30819 ﾚｶﾞﾘｽ4 ¥82,500 ⇒ ¥99,000

三菱 E-H56A H56A パジェロミニ ターボ 4WD 150-30812 ﾊﾟﾜｰｹﾞｯﾀｰ ¥80,300 ⇒ ¥96,800

三菱 E-CJ4A CJ4A ミラージュ MIVEC 3ドア 260-31041 RM-01A(ｽﾃﾝ) ¥79,200 ⇒ ¥132,000

三菱 E-CJ4A CJ4A ミラージュ アスティ 260-31042 RM-01A(ｽﾃﾝ) ¥144,100 ⇒ ¥148,500

三菱 E-A175A A175A ランサー ターボ 760-32011 ﾚｶﾞﾘｽR ¥89,100 ⇒ ¥143,000

三菱 E-CD9A CD9A ランサーエボリューション 610-32032 ﾌﾛﾝﾄﾊﾟｲﾌﾟ ¥46,200 ⇒ ¥71,500

三菱 E-CD9A CD9A ランサーエボリューション 100-32034 ﾊﾟﾜｰｹﾞｯﾀｰ ﾀｲﾌﾟRS ¥88,000 ⇒ ¥110,000

三菱 E-CD9A CD9A ランサーエボリューション 280-32032 RM-01A(ｽﾃﾝ) ¥88,000 ⇒ ¥110,000

三菱 E-CD9A CD9A ランサーエボリューション 790-32031 ﾚｶﾞﾘｽR ¥90,200 ⇒ ¥110,000

三菱 E-E39A E39A ギャラン VR-4 790-33022 ﾚｶﾞﾘｽR ¥90,200 ⇒ ¥148,500

三菱 E-DE3A DE3A FTO 2.0 770-33611 ﾚｶﾞﾘｽR ¥90,200 ⇒ ¥148,500

三菱 E-Z16A Z16A GTO 760-35021 ﾚｶﾞﾘｽR ¥132,000 ⇒ ¥231,000

三菱 E-Z16A Z16A GTO ツインターボ 790-35022 ﾚｶﾞﾘｽR ¥143,000 ⇒ ¥242,000

ホンダ E-PP1 PP1  ビート 140-50311 ﾊﾟﾜｰｹﾞｯﾀｰ ¥62,480 ⇒ ¥74,800

ホンダ E-PP1 PP1  ビート 440-50311 ﾚｶﾞﾘｽK ¥60,500 ⇒ ¥80,300

ホンダ E-JA4 JA4 トゥデイ 440-50512 ﾚｶﾞﾘｽK ¥68,200 ⇒ ¥110,000

ホンダ E-RD1 RD1 CR-V 260-50911 ﾚｶﾞﾘｽ4 ¥90,200 ⇒ ¥148,500

ホンダ E-GA1 GA1 シティ 1200 750-51022 ﾚｶﾞﾘｽR ¥160,160 ⇒ ¥192,500

ホンダ E-EF9 EF9 シビック SiR 630-52033 ｽｰﾊﾟｰEX ¥82,500 ⇒ ¥121,000

ホンダ E-EG9 EG9 シビック フェリオ SiR MT 620-52042 ｽｰﾊﾟｰEX ¥82,500 ⇒ ¥115,500

ホンダ E-EG6 EG6 シビック SiR 3ドア MT 160-52042 ﾊﾟﾜｰｹﾞｯﾀｰ ¥93,500 ⇒ ¥110,000

ホンダ E-EG6 EG6 シビック SiR 3ドア MT 260-52043 RM-01A(ｽﾃﾝ) ¥96,800 ⇒ ¥115,500

ホンダ E-EG4 EG4 シビック VTi 3ドア MT 760-52041 ﾚｶﾞﾘｽR ¥91,300 ⇒ ¥110,000

ホンダ E-EK3 EK3 シビック  VTi 3ドア AT 760-52051 ﾚｶﾞﾘｽR ¥91,300 ⇒ ¥110,000

ホンダ E-EF6 EF6 CR-X 1.5X 750-52431 ﾚｶﾞﾘｽR ¥154,440 ⇒ ¥192,500

ホンダ E-EF8 EF8 CR-X SiR 260-52434 RM-01A(ｽﾃﾝ) ¥94,600 ⇒ ¥110,000

ホンダ E-EF8 EF8 CR-X SiR 750-52433 ﾚｶﾞﾘｽR ¥96,800 ⇒ ¥115,500

ホンダ E-EG2 EG2 CR-X デルソル SiR MT 760-52441 ﾚｶﾞﾘｽR ¥94,600 ⇒ ¥143,000

ホンダ E-DB8 DB8 インテグラ タイプR 4ドア 620-53034 ｽｰﾊﾟｰEX ¥82,500 ⇒ ¥115,500

ホンダ E、GF-DC2 DC2 インテグラ タイプR 160-53034 ﾊﾟﾜｰｹﾞｯﾀｰ ¥96,800 ⇒ ¥132,000

ホンダ E、GF-DC2 DC2 インテグラ タイプR 260-53033 RM-01A(ｽﾃﾝ) ¥96,800 ⇒ ¥115,500

ホンダ E、GF-DC2 DC2 インテグラ タイプR 760-53033 ﾚｶﾞﾘｽR ¥99,000 ⇒ ¥121,000

ホンダ E-DB8 DB8 インテグラ タイプR 4ドア 760-53034 ﾚｶﾞﾘｽR ¥94,600 ⇒ ¥121,000

ホンダ E-BB1 BB1 プレリュード VTEC 630-53442 ｽｰﾊﾟｰEX ¥82,500 ⇒ ¥121,000

ホンダ E-BB1 BB1 プレリュード VTEC 760-53441 ﾚｶﾞﾘｽR ¥99,000 ⇒ ¥121,000

ホンダ E-CB5 CB5 アコードインスパイア 760-54023 ﾚｶﾞﾘｽR ¥96,800 ⇒ ¥154,000

ホンダ E-CE1 CE1 アコードワゴン 760-54031 ﾚｶﾞﾘｽR ¥92,400 ⇒ ¥148,500

ホンダ E-RA1 RA1 オデッセイ 2.2 2WD 450-57013 ﾜｺﾞﾘｽ ¥38,500 ⇒ ¥60,500

ホンダ E-NA1 NA1 NSX 3.0 550-55504 ｽｰﾊﾟｰEX ¥385,000 ⇒ ¥605,000

ホンダ E-NA1 NA1 NSX 3.0 160-55503 ｽｰﾊﾟｰTi ¥437,800 ⇒ ¥605,000

マツダ E-PG6SA PG6SA AZ-1 450-40111 ﾚｶﾞﾘｽK ¥65,780 ⇒ ¥104,500

マツダ E-NA6CE NA6CE ユーノス ロードスター 1.6 620-42413 ｽｰﾊﾟｰEX ¥82,500 ⇒ ¥115,500

マツダ E-NA6CE NA6CE ユーノス ロードスター 1.6 160-42415 ﾊﾟﾜｰｹﾞｯﾀｰ ¥80,300 ⇒ ¥110,000

マツダ E-NA6CE NA6CE ユーノス ロードスター 1.6 760-42411 ﾚｶﾞﾘｽR ¥90,200 ⇒ ¥121,000
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マツダ E-NA8C NA8C ユーノス ロードスター 1.8 620-42414 ｽｰﾊﾟｰEX ¥82,500 ⇒ ¥115,500

マツダ E-JCESE JCESE ユーノス コスモ 760-44031 ﾚｶﾞﾘｽR ¥171,600 ⇒ ¥286,000

マツダ E-FC3S FC3S RX-7 760-45031 ﾚｶﾞﾘｽR ¥129,800 ⇒ ¥162,800

マツダ E-FC3S FC3S RX-7 770-45031 ﾚｶﾞﾘｽR ¥143,000 ⇒ ¥176,000

マツダ E、GF-FD3S FD3S RX-7 100-45042 ﾊﾟﾜｰｹﾞｯﾀｰ ﾀｲﾌﾟRS ¥73,700 ⇒ ¥91,300

マツダ E、GF-FD3S FD3S RX-7 480-45041 ｽｰﾊﾟｰTi ¥201,300 ⇒ ¥179,300

マツダ E、GF-FD3S FD3S RX-7 790-45041 ﾚｶﾞﾘｽR ¥77,000 ⇒ ¥93,500

マツダ E、GF-FD3S FD3S RX-7 790-45042 ﾚｶﾞﾘｽR ¥73,700 ⇒ ¥91,300

スバル E-KK4 KK4 ヴィヴィオ スーパーチャージャー 4WD 160-60113 ﾊﾟﾜｰｹﾞｯﾀｰ ¥90,200 ⇒ ¥115,500

スバル E-KK3 KK3ヴィヴィオ RX-R 2WD 450-60111 ﾚｶﾞﾘｽK ¥83,600 ⇒ ¥107,800

スバル E-GC8 GC8 インプレッサ WRX アプライドモデルA・B・C 280-63019 RM-01A(ｽﾃﾝ) ¥88,000 ⇒ ¥110,000

スバル E-GC8 GC8 インプレッサ WRX アプライドモデルA・B・C 280-63021 RM-01A(ｽﾃﾝ) ¥93,500 ⇒ ¥115,500

スバル E-GC8 GC8 インプレッサ WRX アプライドモデルA・B・C 390-63013 ｽｰﾊﾟｰR ¥93,500 ⇒ ¥115,500

スバル E-GC8 GC8 インプレッサ WRX アプライドモデルA・B・C 790-63011 ﾚｶﾞﾘｽR ¥93,500 ⇒ ¥115,500

スバル E-BG5 BG5 レガシィ ツーリングワゴン ツインカム 760-64023 ﾚｶﾞﾘｽR ¥90,200 ⇒ ¥143,000

スバル E-BG5 BG5 レガシィ ツーリングワゴン ターボ 390-64025 ｽｰﾊﾟｰR ¥73,700 ⇒ ¥121,000

スバル E-BG5 BG5 レガシィ ツーリングワゴン ターボ 770-64021 ﾚｶﾞﾘｽR ¥69,300 ⇒ ¥115,500

スバル E-BG5 BG5 レガシィ ツーリングワゴン ターボ 770-64024 ﾚｶﾞﾘｽR ¥71,500 ⇒ ¥115,500

スバル E-BG5 BG5 レガシィ ツーリングワゴン ターボ 770-64025 ﾚｶﾞﾘｽR ¥69,300 ⇒ ¥115,500

ダイハツ E-L200S L200S ミラターボ TR-XX･Jターボ 460-70131 ﾚｶﾞﾘｽK ¥93,500 ⇒ ¥137,500

ダイハツ E-L502S L502S ミラターボ TR-XX アバンツァートＲ 460-70141 ﾚｶﾞﾘｽK ¥92,400 ⇒ ¥137,500

ダイハツ E-L600S L600S ムーヴ NA 2WD 450-70152 ﾚｶﾞﾘｽK ¥90,200 ⇒ ¥137,500

ダイハツ E-L602S L602S ムーヴ TC16V ターボ 460-70156 ﾚｶﾞﾘｽK ¥92,400 ⇒ ¥137,500

スズキ E-CS22S CS22S アルトワークス TCターボ 4WD 450-80132 ﾚｶﾞﾘｽK ¥54,780 ⇒ ¥88,000

スズキ E-CP21S CP21S セルボモード ターボ 4WD 450-80213 ﾚｶﾞﾘｽK ¥50,600 ⇒ ¥82,500

スズキ E-CT21S CT21S ワゴンR NA 2WD 450-80215 ﾚｶﾞﾘｽK ¥50,600 ⇒ ¥71,500

スズキ E-EA11R EA11R カプチーノ 620-80313 ﾌﾛﾝﾄﾊﾟｲﾌﾟ ¥35,200 ⇒ ¥44,000

スズキ E-EA11R EA11R カプチーノ 150-80313 ﾊﾟﾜｰｹﾞｯﾀｰ ¥55,000 ⇒ ¥68,200

スズキ E-EA11R EA11R カプチーノ 450-80311 ﾚｶﾞﾘｽK ¥79,200 ⇒ ¥88,000

いすゞ Q、KD-UBS69GW UBS69GW ビックホーン DT ロング 260-60921 ﾚｶﾞﾘｽ4 ¥104,500 ⇒ ¥170,500
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