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“MAX-　　 HIDシリーズ”最新ラインナップ！！Super
  Vision

信頼と実績のマックス スーパー ビジョンHID Evo.シリーズが新価格で登場！

ヘラー“HID純正交換用バルブ” 新登場！！

MAX-スーパー ビジョン HID バラスト シリーズ 12V車専用/24V車専用

● トヨタ「新型８６」などに採用のＰＳＸ２４Ｗ（ＪＰ）、およびトヨタ「アクア」などに採用のＨ１６（ＪＰ）バルブも取り揃えた充実のラインナップ！

視認性重視の3000kが雨・霧・雪時の
セーフティー ドライブをサポート 注1）

クリスタル イエロー 3000k
実用性重視の6000kが実用的で
理想的な明るさを実現

スーパ－ ホワイト 6000k
ファッション性重視の10000kが
美しい色合いを実現（競技用）

プラチナ ブルー 10000k

● 最もポピュラーな３０００k・６０００k・１００００kの色温度（ケルビン値）をラインナップ！

● 高品質ＵＶカット ガラス管の採用で、紫外線によるヘッド ライト レンズやリフレクターへの負担を軽減、さらに高品位で安定した発光を実現！

注１） 保安基準改訂により、２００６年１月以降に生産された車輌のヘッド ライトへクリスタル イエロー ３０００kを取り付けると、車検不適合となります。

MAX-スーパー ビジョン HID バルブ シリーズ 25W・35W・50W   12V車専用・24V車専用・12V/24V車用

●「Ｄ１（Ｄ１Ｓ/Ｄ１Ｒ兼用）/Ｄ３（Ｄ３Ｓ/Ｄ３Ｒ兼用）-タイプ バルブ」は
バルブ本体と高性能イグナイター ソケットを分離した「セパレート
タイプ」を採用！ バルブ切れやケルビン値の変更などのバルブ交換の
際には安価なＤ２Ｃ（Ｄ２Ｓ/Ｄ２Ｒ兼用 /Ｄ４Ｃ（Ｄ４Ｓ/Ｄ４Ｒ兼用）
バルブと交換するだけの経済性を実現！
なお、当製品を購入後のバルブ交換の際は高品質でベストなマッチングを
実現した当社推奨のＭＡＸ-スーパー ビジョン純正交換用バルブ キットの
「Ｄ２Ｃ（Ｄ２Ｓ/Ｄ２Ｒ兼用 /Ｄ４Ｃ（Ｄ４Ｓ/Ｄ４Ｒ兼用）」３５Ｗから、
現在ご利用のバルブ タイプに合った商品をお求め下さい。

MAX-スーパー ビジョン 輸入車純正 D1S/D1R / D3S/D3R バルブ交換用 ハイ ブリッド 「D1/D3-ソケット」 ＋ バルブ シリーズ

35W35W 新基準モデル、 次世代 「３５W」 ＨＩＤ システム マイクロ バラスト タイプ！

50W50W
● イグナイター内蔵式一体型高機能バラストの採用により取り付け時間を飛躍的に短縮、取り付け場所を選ばない省スペース化を実現！
● 自動車メーカー純正「Ｄ２Ｓ/Ｄ２Ｒ」・「Ｄ４Ｓ/Ｄ４Ｒ」キセノン標準装備車にも、新次元「５０Ｗ」システムが取り付け可能！ 
● 輸入車標準装備のバルブ切れ警告灯対策モジュール内蔵型バラスト「Ｖｅｒ.２」を設定！（一部の車種を除く）
● 特殊バルブ ホルダー装備車用のバルブ切れ警告灯対策用車種別専用キットも設定！

新次元モデル、 次世代 「５０W」 ＨＩＤ システム ハイ ワッテージ バラスト タイプ！

● ロー ワッテージ ＨＩＤでの過度のリフレクションをなくし、レンズにやさしいフォグ ライト専用！
● 高機能極小バラスト ＋ 高機能小型イグナイター ＋ ロング ケーブル システムにより、取り付け場所を選ばない省スペース設計！
● コンバージョン バラスト キットにはフォグ ライト専用リレー ケーブル ハーネスを標準付属！
● バルブ切れ警告灯対策車種別専用キットも設定！
● トヨタ「新型８６」などに採用のＰＳＸ２４Ｗ（ＪＰ）バルブ、およびトヨタ「アクア」などに採用のＨ１６（ＪＰ）バルブも取り揃えた充実のラインナップ！
● ＰＳＸ２４Ｗ（ＪＰ）やＨ１６（ＪＰ）など純正でロー ワッテージ バルブを採用している車輌への装着もダメージ無しで装着可能！

25W25W フォグ ライト専用モデル、次世代「２５Ｗ」 ＨＩＤ システム ロー ワッテージ  バラスト タイプ！

Evo. Ⅲ

Evo.Ⅵ

Evo.Ⅶ
● 高機能超小型バラスト＋高機能小型イグナイター システムにより取り付け場所を選ばない省スペース化を実現！

● 自動車メーカー純正「Ｄ２Ｓ/Ｄ２Ｒ」・「Ｄ４Ｓ/Ｄ４Ｒ」キセノン標準装備車用バルブ ＋ バラスト補修交換用キットも設定！
● 特殊バルブ ホルダー装備車用のバルブ切れ警告灯対策用車種別専用キットも設定！
● 輸入車標準装備のバルブ切れ警告灯対策モジュール内蔵型バラスト「Ｖｅｒ.２」を設定！（一部の車種を除く）

国産車・輸入車を問わない高機能コンバージョン キットをフル ラインナップ！
多くの輸入車に標準装備されている従来型オン ボード コンピュータによる「バルブ切れ警告灯」及び

「非正常点灯」などへの対策機能を内蔵したマルチ バラストを開発！ （一部車種専用対策キットで対応が必要な場合があります。）
また、新型輸入車に標準装備の最新型オン ボード コンピュータによる「非正常点灯」対策用高機能車種別専用キットもラインナップ！

国産車・輸入車を問わない高機能コンバージョン キットをフル ラインナップ！
多くの輸入車に標準装備されている従来型オン ボード コンピュータによる「バルブ切れ警告灯」及び

「非正常点灯」などへの対策機能を内蔵したマルチ バラストを開発！ （一部車種専用対策キットで対応が必要な場合があります。）
また、新型輸入車に標準装備の最新型オン ボード コンピュータによる「非正常点灯」対策用高機能車種別専用キットもラインナップ！

D2C D4C

D2C‒バルブ
（D2S/D2R 兼用）

D4C‒バルブ
（D4S/D4R 兼用）

も設定
D１/D３‒イグナイター
　　　　 ソケット

D２C/D４C‒バルブ

D１C/D３C‒バルブ
（D1S/D1R 兼用）
（D3S/D3R 兼用）

（S/R 兼用）
D１C / D３C

（S/R 兼用）
D2C

（S/R 兼用）
D4C H4 Hi/Lo T3 HB5 Hi/Lo T3HB1 Hi/Lo T3H3 H7H4 Hi/Lo H8・H9 H10 H11 HB4HB3H1 H13 Hi/Lo T3 H16（JP） PSX24W（JP）

PSX24W（US）

Evo.Ⅲ,Ⅵ,Ⅶがさらに充実！！
最強のHIDシステム

日本車/輸入車用
日本車車種別適応表は弊社ホーム ページに掲載

● ２４Ｖ車対応のバラスト キットも設定！（一部の車種を除く）

Super HID Automotive Head/Fog Light

SystemSystem



ヘラー“HID純正交換用バルブ” 新登場！！

競技用

50W50W
Evo.Ⅲ

D2C（D2S/D2R兼用）バルブ キット
D4C（D4S/D4R兼用）バルブ キット12V バラスト キット

50W  バラスト キット

Evo.Ⅲ  50W専用 バルブ キット

価 格品 番

※３）Ｄ２Ｃ ＋ Ｄ２ コネクター は Ｄ２Ｓ/Ｄ２Ｒ バルブ標準装備車輌に使用できる、Ｄ２Ｃ バルブ と Ｄ２ ケーブル コネクターのセットです。
※４）,※６）Ｄ２Ｃ バルブは車輌に Evo.Ⅲ（50W）Ｄ２Ｃ ＋ Ｄ２ ケーブル コネクター を、Ｄ４Ｃ バルブは車輌に Evo.Ⅲ（50W）Ｄ４Ｃ ＋ Ｄ４ ケーブル コネクター を取り付けられている場合のそれぞれの補修用交換バルブです。
※５）Ｄ４Ｃ ＋ Ｄ４ コネクターは Ｄ４Ｓ/Ｄ４Ｒ バルブ標準装備車輌に使用できる、Ｄ４Ｃ バルブ と Ｄ４ ケーブル コネクターのセットです。　注１）競技用となります。

装着には別売りのバルブ キットが必要です

装着には別売りのバラスト キットが必要です

※1） コンバージョン Ｖｅｒ.１＝ 車輌にバルブ切れ警告灯が装備されていない車輌用（ユニバーサル）のバルブ切れ対策機能無しのバラストです。　※2） マルチ Ｖｅｒ.２ ＝ ほとんどの欧州車（一部の車種を除く）に純正装備のバルブ切れ警告灯への対策機能を内蔵したバラストです。

バラスト タイプ

価 格品 番価 格設定なしバルブ タイプ 品 番

76×102×30（mm）

サイズ（H×W×D） 適合車種ボルテージ

１２Ｖ

適合車種ボルテージ

バージョン バルブ切れ警告灯対策機能

５０W

５０W
￥34,000マルチ（バルブ切れ警告灯対策用） ※2） 234916Ver.２ 有

無 ￥22,000コンバージョン　　　　　※1） 234915Ver.１

Hi/LoH4

￥22,000￥22,000236651 236663H1 １２Ｖ
￥22,000￥22,000236652 236664H3 １２Ｖ
￥34,000￥34,000236653 236665１２Ｖ
￥22,000￥22,000236655 236666H7 １２Ｖ
￥22,000￥22,000236656 236667H8 １２Ｖ
￥22,000￥22,000236679 236680H9 １２Ｖ
￥22,000￥22,000236657 236668H11 １２Ｖ

￥34,000￥34,000236659 236670HB1 Hi/Lo １２Ｖ

￥34,000￥34,000236658 236669H13 Hi/Lo １２Ｖ

￥22,000￥22,000236660 236671HB3 １２Ｖ

￥34,000￥34,000236662 236673Hi/LoHB5 １２Ｖ

￥22,000￥22,000236661 236672HB4 １２Ｖ

￥33,000￥33,000236674 236675D2C （D2S/D2R 兼用）＋ D2 ケーブル コネクター ※3） １２Ｖ
￥26,000￥26,000236676 236677D2C （D2S/D2R 兼用）補修交換用 バルブ ※4） １２Ｖ
￥35,000￥35,000236730 236731D4C （D4S/D4R 兼用）＋ D4 ケーブル コネクター ※5） １２Ｖ
￥28,000￥28,000236732 236733D4C （D4S/D4R 兼用）補修交換用 バルブ ※6） １２Ｖ

Evo.Ⅶ  35W専用 バルブ キット

※3） アメ車に採用されているハロゲン規格「ＰＳＸ24Ｗ（ＵＳ）」に対応したバルブ タイプです。  35Wは日本車への取り付けはできません。
注１）保安基準改訂により、2006年1月以降に生産された車輌のヘッド ライトへ取り付けると車検不適合となります。　注２）競技用となります。

35W  バラスト キット

価 格品 番価 格品 番価 格品 番

装着には別売りのバルブ キットが必要です

装着には別売りのバラスト キットが必要です

※1） コンバージョン Ｖｅｒ.１＝ 車輌にバルブ切れ警告灯が装備されていない車輌用（ユニバーサル）のバルブ切れ対策機能無しのバラストです。　※2） マルチ Ｖｅｒ.２ ＝ ほとんどの欧州車（一部の車種を除く）に純正装備のバルブ切れ警告灯への対策機能を内蔵したバラストです。

３５W

適合車種ボルテージバルブ タイプ

Hi/LoH4

１２/２４ＶH1 ￥9,000 236619236611 ￥9,000￥9,000 236634

１２/２４ＶH3 ￥9,000 236620236612 ￥9,000￥9,000 236635

１２Ｖ 236839 ￥11,000￥11,000 236840

２４Ｖ 236625 ￥38,000￥38,000 236646

１２/２４ＶH7 ￥9,000 236626236614 ￥9,000￥9,000 236637

１２/２４ＶH8 ￥9,000 236627236615 ￥9,000￥9,000 236638

１２/２４ＶH9 ￥9,000 236605236604 ￥9,000￥9,000 236606

１２/２４ＶH10 ￥9,000 236648236647 ￥9,000￥9,000 236649

１２/２４ＶH11 ￥9,000 236628236616 ￥9,000￥9,000 236639

１２ＶHi/LoH13 236629 ￥32,000￥32,000 236640

１２ＶHi/LoHB1 236630 ￥32,000￥32,000 236641

１２/２４ＶHB3 ￥9,000 236631236617 ￥9,000￥9,000 236642

１２/２４ＶHB4 ￥9,000 236632236618 ￥9,000￥9,000 236643

１２ＶHi/LoHB5 236633 ￥32,000￥32,000 236644

59×90×16（mm）

サイズ（H×W×D） 価 格品 番適合車種ボルテージ

１２Ｖ
コンバージョン　　　　　※1） ￥14,000234932Ver.１ 無
マルチ（バルブ切れ警告灯対策用） ※2） ￥20,000234933Ver.２ 有

66×124×17（mm）コンバージョン ￥30,000234934Ver.１ 無２４Ｖ

バージョン バルブ切れ警告灯対策機能バラスト タイプ

３５W

新次元モデル、 次世代 「50W」 HID システム ハイ ワッテージ バラスト タイプ新次元モデル、 次世代 「50W」 HID システム ハイ ワッテージ バラスト タイプ

新基準モデル、 次世代 「35W」 HID システム マイクロ バラスト タイプ

プラチナ ブルー 10000k
注２）

スーパー ホワイト 6000kクリスタル イエロー 3000k
注１）

クリスタル イエロー 3000k スーパー ホワイト 6000k プラチナ ブルー 10000k
注１）

車検対応

35W35W
Evo.Ⅶ

24V バラスト キット H4 Hi/Lo バルブ キット H7 バルブ キット12V バラスト キット

H4 Hi/Lo バルブ キット H7 バルブ キット

注意：各表示価格は本体価格で、 別途現行の消費税が掛かります。 ※ 製品品質向上などの理由により、仕様・価格など予告なく変更する場合があります。 また、掲載の写真は印刷のため、実際の商品と若干異なって見える場合があります。

※3） １２/２４ＶPSX24W（US） ￥9,000 236746236609 ￥9,000￥9,000 236748

H8・H9H7H4 Hi/Lo T3H4 Hi/LoH3H1 H11 H13 Hi/Lo T3 PSX24W（US）HB3 HB4HB1 Hi/Lo T3 HB5 Hi/Lo T3H10

H9 H11H8H7H3H1D2C D4C H13 Hi/Lo T3 HB3 HB4HB1 Hi/Lo T3 HB5 Hi/Lo T3H4 Hi/Lo T3



D4CD2C

ヘラー“HID純正交換用バルブ” 新登場！！

フォグ ライト専用モデル、 次世代 「25W」
　　　　　　　　           HID システム ロー ワッテージ バラスト タイプ
フォグ ライト専用モデル、 次世代 「25W」
　　　　　　　　           HID システム ロー ワッテージ バラスト タイプ

自動車メーカー純正補修交換用 Evo.Ⅶ 35W バラスト＋D2C/D4Cバルブ キット

３５W

※１） 当キットのバラストは当社独自のバラストを採用しており、純正バラストとはちがうデザインのバラストになります。　注１）競技用となります。

スーパー ホワイト 6000k プラチナ ブルー 10000k
注１）

価 格品 番価 格品 番仕　  様バルブ タイプ

（D２S/D２R兼用） ＋ Evo.Ⅶ バラストD２C ※1） ￥41,000￥41,000237937 237938１台分１２Ｖ３５Ｗ

（D４S/D４R兼用） ＋ Evo.Ⅶ バラストD４C ※1） ￥43,000￥43,000237939

設定なし

237940１台分１２Ｖ３５Ｗ

D２S/R、D４S/Rタイプ純正
    キセノンのバラスト故障にも
       MAX-スーパー ビジョンの
            新ラインナップで応えます

オプション

「25W」 バラスト キット

Evo.Ⅵ 「25W」 専用 バルブ キット

Evo.Ⅵ オプション パーツ

２５W

装着には別売りのバルブ キットが必要です

装着には別売りのバラスト キットが必要です

注１）競技用となります。　※ 輸入車用車種別専用バルブ切れ警告灯対策セットは、一覧表のページをご参照下さい。

※1） コンバージョン Ｖｅｒ.１＝ 車輌にバルブ切れ警告灯が装備されていない車輌用（ユニバーサル）のバルブ切れ対策機能無しのバラストです。

価 格品 番価 格品 番価 格品 番適合車種ボルテージバルブ タイプ

価 格品 番仕 様品 名

サイズ（H×W×D） 価 格品 番適合車種ボルテージ バージョン バルブ切れ警告灯対策機能バラスト タイプ

234930 ￥20,00063×84×15（mm） １２Ｖコンバージョン　　　※1） Ver.１ 無２５W

￥1,90023497025W用バルブ カプラ ダイレクト電源用ケーブル （リレー ケーブル ハーネスを使用しない場合） １台分

クリスタル イエロー 3000k スーパー ホワイト 6000k プラチナ ブルー 10000k
注１）

236888 236848 236868 ￥9,000￥9,000 ￥9,000１２ＶH8

236887 236847 236867 ￥9,000￥9,000 ￥9,000１２ＶH7

236883 236843 236863 ￥9,000￥9,000 ￥9,000H3 １２Ｖ

236881 236841 236861 ￥9,000￥9,000 ￥9,000H1 １２Ｖ

236894 236854 236874 ￥9,000￥9,000 ￥9,000１２ＶHB4

236893 236853 236873 ￥9,000￥9,000 ￥9,000１２ＶHB3

236896 236856 236876 ￥9,000￥9,000 ￥9,000１２ＶH16（JP）

236895 236855 236875 ￥9,000￥9,000 ￥9,000１２ＶPSX24W（JP）

236890 236850 236870 ￥9,000￥9,000 ￥9,000１２ＶH10

236891 236851 236871 ￥9,000￥9,000 ￥9,000１２ＶH11

３５W

自動車メーカー純正キセノン補修交換用 35W キセノン バルブ キット

価 格品 番価 格品 番仕　  様バルブ タイプ

（D１イグナイター ソケット ＋ D２Cバルブ）D１C ※1） ￥31,000￥31,000236723 236724
（D２S/D２R兼用） D２C ※2） ￥18,000￥18,000236721 236722
（D３イグナイター ソケット ＋ D４Cバルブ）D３C ※3） ￥33,000￥33,000236744 236745
（D４S/D４R兼用） D４C ※4） ￥20,000￥20,000236738

設定なし

236739
※1）

※２）
※３）

※４）

車輌のバルブが Ｄ１Ｓ または Ｄ１Ｒ いずれかのバルブを使用している場合に、補修交換用として兼用できる汎用タイプのバルブです。 なお、この Ｄ１Ｃ バルブは Ｄ１ イグナイター ソケット ＋  Ｄ２Ｃ （３５Ｗ）バルブでの製品構成となっています。
また、この Ｄ１Ｃ バルブは、バルブ部のみが交換可能（当社 Ｄ２Ｃ バルブと交換可能）な経済的なバルブです。
車輌のバルブが Ｄ２Ｓ または Ｄ２Ｒ いずれかのバルブを使用している場合、または Ｄ１ イグナイター ソケット式バルブを使用している場合に、補修交換用として兼用できる汎用タイプのバルブです。
車輌のバルブが Ｄ３Ｓ または Ｄ３Ｒ いずれかのバルブを使用している場合に、補修交換用として兼用できる汎用タイプのバルブです。 なお、この Ｄ３Ｃ バルブは Ｄ３ イグナイター ソケット ＋  Ｄ４Ｃ （３５Ｗ）バルブでの製品構成となっています。
また、この Ｄ１Ｃ バルブは、バルブ部のみが交換可能（当社 Ｄ２Ｃ バルブと交換可能）な経済的なバルブです。
車輌のバルブが Ｄ４Ｓ または Ｄ４Ｒ いずれかのバルブを使用している場合、または Ｄ３ イグナイター ソケット式バルブを使用している場合に、補修交換用として兼用できる汎用タイプのバルブです。　注１）競技用となります。

スーパー ホワイト 6000k プラチナ ブルー 10000k
注１）

１台分１２/２４Ｖ ２ヶ３５Ｗ

１台分１２/２４Ｖ ２ヶ３５Ｗ

１台分１２/２４Ｖ ２ヶ３５Ｗ

１台分１２/２４Ｖ ２ヶ３５Ｗ

純正補修交換用キット

車検対応

35W35W

車検対応

25W25W
Evo.Ⅵ

車検対応

35W35W

純正交換用
バルブ キット

フォグ ライト専用
リレー ケーブル
ハーネス H7 バルブ

キット

ダイレクト
電源用ケーブル

オプション パーツ
Evo.Ⅵ 25W
バラスト キット

D２C/D４Cバルブ

（D1S/D1R 兼用）
（D3S/D3R 兼用）

D１C/D３C‒バルブ

車輌純正キセノン ヘッド ライトのバラスト故障による交換
修理には、高額な費用が掛かります。 当純正補修専用キットの
新設定により、少ない予算で高性能バラスト ＋ ハイ ケルビン
バルブ仕様のHIDへアップ グレードが可能になります。

D2C/D4CD2C/D4C

クリスタル イエロー 3000k

クリスタル イエロー 3000k

D2C（D2S/D2R兼用）バルブ
D4C（D4S/D4R兼用）バルブ

純正装着キセノン ヘッド ライトを
                手軽にグレード アップ

D4S/D4R バルブの異なった2つのタイプのバルブをこの一つの
タイプでカバー（兼用）できる「エコロジー」なバルブです。
D2S/D2R バルブの異なった2つのタイプのバルブをこの一つの
タイプでカバー（兼用）できる「エコロジー」なバルブです。

D2C/D4CD2C/D4C

新開発 D1/D3 イグナイター ソケットの実現により、リーズナブルなバルブ交換が可能
従来のイグナイターとバルブが一体の高額なD1S/D1R／D3S/
D3Rバルブとは異なり、「D1/D3Cイグナイター ソケット」 ＋
「D2C」/「D4C」バルブのアンサンブル設計で、将来のバルブ交換や
ケルビン値の異なるタイプに交換する際には、安価なD2C（D2S/
D2R兼用タイプ）/D4C（D4S/D4R兼用タイプ）バルブのみの購入で
可能な「エコロジー」で「エコノミー」な純正交換用バルブです。

D1C/D3CD1C/D3C

Evo.Ⅶ バラスト

D１/D３
イグナイター ソケット

（D2S/D2R 兼用）
または、 

D1C イグナイター
ソケット式バルブ補修用

D2C‒バルブ
（D4S/D4R 兼用）

または、 
D3C イグナイター
ソケット式バルブ補修用

D4C‒バルブ

注意：各表示価格は本体価格で、 別途現行の消費税が掛かります。 ※ 製品品質向上などの理由により、仕様・価格など予告なく変更する場合があります。 また、掲載の写真は印刷のため、実際の商品と若干異なって見える場合があります。

H3 H7 H8H1 H10 H16（JP） PSX24W（JP）H11 HB3 HB4

D1C D2C D3C D4C



ヘラー“HID純正交換用バルブ” 新登場！！

車載コンピュータ/
ABS誤作動防止用カバー

ステッカー

❸

Hi-ビーム インジケーター
フィクサー

❹

4灯同時点灯用
リレー ケーブル ハーネス

❶

弱電圧車用
リレー ケーブル ハーネス

❷

クリスタル イエロー 3000k スーパー ホワイト 6000k

価 格

３５W/２５W

＋ アメ車フォグ ライト専用 ハーネス キット ＋ Evo.ⅦバラストPSX24W（US） ３５Ｗ １２Ｖ １台分 ￥42,000￥42,000397308 397309￥42,000397307

＋ アメ車フォグ ライト専用 ハーネス キット ＋ Evo.ⅦバラストH10 １２Ｖ １台分３５Ｗ ￥42,000￥42,000397302 397303￥42,000397301

＋ アメ車フォグ ライト専用 ハーネス キット ＋ Evo.ⅦバラストHB4 ３５Ｗ １２Ｖ １台分 ￥42,000￥42,000397305 397306￥42,000397304

＋ アメ車フォグ ライト専用 ハーネス キット ＋ Evo.ⅥバラストH10 ２５Ｗ １２Ｖ １台分 ￥42,000￥42,000396102 396103￥42,000396101

＋ アメ車フォグ ライト専用 ハーネス キット ＋ Evo.ⅥバラストPSX24W（US） ２５Ｗ １２Ｖ １台分 ￥42,000￥42,000396108 396109￥42,000396107

＋ アメ車フォグ ライト専用 ハーネス キット ＋ Evo.ⅥバラストHB4 ２５Ｗ １２Ｖ １台分 ￥42,000￥42,000396105 396106￥42,000396104

バルブ タイプ 仕　  様 品 番

アメ車ライト専用 Evo.Ⅶ 35W/Evo.Ⅵ 25W HID コンプリート キット

価 格品 番価 格品 番

MAX-Super Vision HID システム オプション パーツ
価 格

※１） ４灯ヘッド ライトでＨｉ-ビーム点灯時にＬｏ-ビーム側が消灯してしまう車輌に使用し、Ｈｉ-ビームとＬｏ-ビームを同時に点灯させるリレー ケーブル ハーネスです。
※２） 車輌のライト ハーネスへの電圧が低い場合は、 ＨＩＤ システムが正常に作動できません。 その際に使用するリレー ケーブル ハーネスです。
※３） バラストの取り付け可能な範囲内（エンジン ルーム内）に オン ボード コンピュータのメイン ユニットや ＡＢＳ メイン ユニットなどがあり、バラストのノイズでそれらのユニットが誤作動する場合に使用するバラスト ケース ＋ ステッカーのセットです。
※４） Ｈ４ Ｈｉ/Ｌｏの装備車に ＨＩＤ システムを装備しＨｉ-ビームを点灯させた際、Ｈｉ-ビーム インジケーターが点灯しない場合に使用し、正常にインジケーターを点灯させるフィクサーです。　注意：一部の車輌において、症状を回避できない場合があります。

当社HID適用タイプ

１台分 234957 ￥2,700１２/２４Ｖ車兼用※4）Hi-ビーム インジケーター フィクサー❹❹
１台分 234951 ￥3,000パワー ユニット （バラスト） ケース ＋ ステッカー※3）車載コンピュータ/ＡＢＳ誤作動防止用カバー❸❸

❷❷ １台分 234950 ￥4,800２４Ｖ車用 弱電圧車対策用※2）弱電圧車用 リレー ケーブル ハーネス

１台分 234952 ￥4,800１２Ｖ車用※1）４灯同時点灯用 リレー ケーブル ハーネス❶❶
１台分 234962 ￥4,800１２Ｖ車用 弱電圧車対策用※2）弱電圧車用 リレー ケーブル ハーネス❷❷

２ヶ 234953 ￥1,400H１特殊バルブ アダプター（バルブが特殊な固定方法の日本車用）
２ヶ 234954 ￥1,400H７特殊バルブ アダプター（バルブが特殊な固定方法の日本車用）

品 番仕　  様品　  名

Evo.Ⅲ/Ⅵ/Ⅶ 用
Evo.Ⅲ/Ⅵ/Ⅶ 用
Evo.Ⅲ/Ⅶ 用

Evo.Ⅲ/Ⅶ 用

Evo.Ⅲ/Ⅶ 用

Evo.Ⅲ 用

Evo.Ⅲ/Ⅶ 用

プラチナ ブルー 10000k
注１）

アメ車
ライト専用
Evo.Ⅶ,Ⅵ
車検対応

あらゆるHID取り付け場面にも対応可能な充実のオプション パーツ

MAX-スーパ－ ビジョン シリーズにアメ車ライト専用のＨＩＤ コンプリート キット

オプション パーツ
for

Evo.Ⅲ,Ⅵ,Ⅶ

注意：各表示価格は本体価格で、 別途現行の消費税が掛かります。 ※ 製品品質向上などの理由により、仕様・価格など予告なく変更する場合があります。 また、掲載の写真は印刷のため、実際の商品と若干異なって見える場合があります。

Evo.Ⅶ バラスト

Evo.Ⅵ バラスト
アメ車フォグ ライト専用

ハーネス H10 バルブ

＋ アメ車ヘッド ライト専用 ハーネス キット ＋ Evo.ⅦバラストHB3 ３５Ｗ １２Ｖ １台分 ￥42,000￥42,000398201 398202

＋ アメ車ヘッド ライト専用 ハーネス キット ＋ Evo.ⅦバラストHB4 ３５Ｗ １２Ｖ １台分 ￥42,000￥42,000398203 398204

MAX-Super Vision HID システム専用 スタビライザー（キャンセラー）
価 格

当スタビライザーは、MAX-Super Vision Evo.Ⅵ/Evo.Ⅶのバラストを使用してもバルブ切れ警告灯をキャンセルできない場合（一部車輌を除く）に使用する、特殊バルブ切れ警告灯対策用のスタビライザー（キャンセラー）です。
注意：当スタビライザー（キャンセラー）は他社製のＨＩＤシステムではご利用頂けません。

当社HID適用タイプ品　  名 仕　  様 品 番

ＨＩＤ ライト モニター スタビライザー
（キャンセラー） タイプ ４ Evo.Ⅵ/Ⅶ用

ＨＩＤ ライト モニター スタビライザー
（キャンセラー） タイプ ３ Evo.Ⅵ/Ⅶ用

ＨＩＤ ライト モニター スタビライザー
（キャンセラー） タイプ ２ Evo.Ⅵ/Ⅶ用

ＨＩＤ ライト モニター スタビライザー
（キャンセラー） タイプ １ Evo.Ⅵ/Ⅶ用

新開発！ 高性能 バルブ切れ警告表示対策用スタビライザー
従来のバルブ切れワーニング キャンセラーでは回避できなかった高級国産車や最新のBENZ・BMW・ＶW・AUDI などの輸入車に標準装備されている
特殊制御タイプのバルブ切れ警告機能を損なうことなく、HID を正常点灯させることが可能になります。（一部車種を除く）
ユニバーサル設計ですので車種を選ばず、コンパクト サイズの為、取り付けスペースにも困らない高性能のスタビライザー（キャンセラー）です。
高性能、且つお求め安い価格で、今まで HID の装着を締めていた車輌への取り付けを可能にしました。

スタビライザー
（特殊バルブ切れ警告灯対策用キャンセラー）

for
Evo.Ⅵ,Ⅶ

234963 ￥26,800Evo.Ⅵ/Ⅶ 用タイプ １ＨＩＤ ライト モニター スタビライザー （キャンセラー） １２Ｖ車用 １台分 ２ヶ

234964 ￥24,800Evo.Ⅵ/Ⅶ 用タイプ ２ＨＩＤ ライト モニター スタビライザー （キャンセラー） １２Ｖ車用 １台分 ２ヶ

234976 ￥18,000Evo.Ⅵ/Ⅶ 用タイプ ３ＨＩＤ ライト モニター スタビライザー （キャンセラー） １２Ｖ車用 １台分 ２ヶ

234977 ￥20,000Evo.Ⅵ/Ⅶ 用タイプ ４ＨＩＤ ライト モニター スタビライザー （キャンセラー） １２Ｖ車用 １台分 ２ヶ

パワー ユニット ケース

H10 PSX24W（US）HB3 HB4

注１）競技用となります。



OPEL / PEUGEOT

注）全ての10000k は競技用となります。

コンバージョンにて対応可106/1007/206/207/306/307/308/406/407

コンバージョンにて対応可その他 All VW

￥44,000￥44,000Passat ’06～’113C B6

￥44,000￥44,000Passat 3C B8 ’15～

￥45,000￥45,000Golf7 ’13～

￥25,000￥25,000up！ ’12～

￥45,000￥45,000Golf6 ＊３）’09～’13

￥45,000￥45,000Golf Plus ＊３）’05～’09

￥45,000￥45,000Jetta5 ＊３）’06～’11

￥42,000￥42,000Polo 6R Blue Motion ’12～’14

Polo ￥23,000￥23,0006R ’10～’14

￥40,000￥40,000TT 8N ’98～’06

￥40,000￥40,000A8/S8 4D ’95～’04

￥40,000＊４） ￥40,000A6 4B ’98～’04

￥45,000￥45,000A4 8E ’05～’08

￥40,000￥40,000A4 8E ’01～’05

￥40,000￥40,000A4 8D ’95～’01

￥45,000￥45,000A3 8P ’08～’13

￥45,000￥45,000A3 8P ’03～’08

￥40,000￥40,000A3 8L ’02～’03

￥40,000￥40,000A3 8L ’97～’02

￥45,000￥45,000A1 8X ’11～

￥40,000￥40,000S/V70 8B ’97～’00

￥40,000￥40,000S/V40 4灯 4B ’00～’04

￥48,000￥48,000S/V40 2灯 4B ’97～’00

￥40,000￥40,000960 4灯 9B ’90～’97

￥48,000￥48,000960 2灯 9B ’90～’97

￥48,000￥48,000940 9B ’90～’97

￥40,000￥40,000850S/V 4 灯 8B ’94～’96

￥48,000￥48,000850S/V 2 灯 8B ’91～’93

￥45,000￥45,000Cayman ’05～’08

￥45,000￥45,000Cayenne ’02～’10

Vita/Astra/Vectra/Omega/Zafira ＊５） コンバージョンにて対応可

￥45,000￥45,000Touran 1TC ’11～’15 ＊３）

￥45,000￥45,000Sharan 7N ’11～’15 ＊３）

￥44,000￥44,000Polo 6RC ’14～

￥45,000￥45,000Touran 1TB/1TC ’07～’10 ＊３）

￥41,000￥41,000Touran 1TB ’04～’07 ＊３）

￥45,000￥45,000Golf5 ＊３）’05～’09

￥41,000￥41,000Golf5 ＊３）’04～’05

G-Class ￥48,000￥48,000W463 ’89～’06

Viano/V-Class ￥45,000￥45,000W639 ’03～’12

Vito/V-Class ￥42,000￥42,000W638 ’98～’03

ML M-Class ￥42,000￥42,000W163 ’98～’05

SL ￥48,000￥48,000R129 ’89～’95

SLK ￥42,000￥42,000R170 ’96～’04

S-Class ￥42,000￥42,000W140 ’93/06～’98

S-Class ￥42,000￥42,000W140 ’92～’93/05

S-Class Coupe ￥42,000￥42,000C140 ’93～’96

E-Class ￥42,000￥42,000W211 ’02～’09

E-Class ￥42,000￥42,000W210 ’95～’02

E-Class ￥48,000￥48,000W124 ’85～’95

CLK ￥42,000￥42,000W208 ’97～’02

C-Class Coupe ￥45,000￥45,000C204 ’11～’14

C-Class ￥45,000￥45,000W204 ’11～’14

C-Class ￥45,000￥45,000W204 ’10～’11

C-Class ￥42,000￥42,000W204 ’07～’09

C-Class ￥42,000￥42,000W202 ’98～’00

B-Class ￥45,000￥45,000Ｔ245 ’06～’11

Vaneo ￥42,000￥42,000W414 ’04～’06

A-Class ￥45,000￥45,000W169 ’08～’12

A-Class ￥42,000￥42,000W169 ’05～’08

SLK ￥42,000￥42,000R171 ’04～’11

C-Class ￥42,000￥42,000W202 ’93～’97 1本
ケーブル ＊１）

C-Class ￥45,000￥45,000W202 ’93～’97 2本
ケーブル ＊１）

C-Class ￥42,000￥42,000W203 ’00～’07

CLK ￥42,000￥42,000W209 ’02～’09

S-Class ￥42,000￥42,000W220 ’98～’05

E83 X3 ￥42,000￥42,000’04～’06

H7-
タイプE38 7-Series ￥42,000￥42,000＊４）’94～’01

H1-
タイプE38 7-Series ￥42,000￥42,000＊４）’94～’01

E60/E615-Series ￥45,000￥45,000’03～’06

E39 5-Series ￥43,000￥43,000＊３）’01～’03

E39 5-Series ￥42,000￥42,000’96～’00

E34 5-Series ￥42,000￥42,000’88～’96

E90/E913-Series ￥45,000￥45,000’05～’12

E46 3-Series ￥44,000￥44,000＊３）’01～’05

E46 3-Series ￥43,000￥43,000＊３）’98～’01

E36 3-Series 6cyl. ￥42,000￥42,000’91～’98

E36 3-Series 4cyl. ￥22,000￥22,000’91～’98

E87 1-Series ￥44,000￥44,000＊２）’04～’11

E85 Z4 ￥42,000￥42,000’03～’09

E40 Z3（Except1.9/2.0） ￥42,000￥42,000’96～’03

Mini R50/R52/R53 ￥42,000￥42,000＊２）’01～’06

SL ￥42,000￥42,000R129 ’95～’02

F20 1-Series ￥45,000￥45,000’11～

BENZ

BMW Mini

BMW

VW

AUDI

PORSCHE

VOLVO

ヘラー“HID純正交換用バルブ” 新登場！！
セット内容＝パワー ユニット（バラスト）2p＋バルブ2p/＋α（一部キャンセラーや車種専用特殊バルブ ホルダーなど）

一部車種別
特殊バルブ
ホルダー付

※２）例

E46 E39

ヘッド ライト用 Evo.Ⅶ 輸入車 車種別専用バルブ切れ警告灯対策セット価格一覧表

メーカー/車種/年式

ヘッド ライト Evo.Ⅶ 35W
10000k

Evo.Ⅶ 35W
6000kメーカー/車種/年式

ヘッド ライト Evo.Ⅶ 35W
10000k

Evo.Ⅶ 35W
6000k

注意：各表示価格は本体価格で、 別途現行の消費税が掛かります。 ※ 製品品質向上などの理由により、仕様・価格など予告なく変更する場合があります。 また、掲載の写真は印刷のため、実際の商品と若干異なって見える場合があります。

BMW E46 3-シリーズBMW E90 3-シリーズBENZ W124 Eクラス BENZ W211 Eクラス BENZ W220 Sクラス

右のようなバルブ切れ
警告表示が完全に制御
できます。　　（表示例）

バルブ切れ
警告表示

Mini F55/F56 ￥63,000￥63,000’14～

Mini F57 Convertible ￥63,000￥63,000’16～

Mini R56 ￥63,000￥63,000’10～’14

Mini R56 ￥48,000￥48,000’07～’10

Mini R55 Clubman ￥63,000￥63,000’10～’15

Mini F54 Clubman ￥63,000￥63,000’15～

Mini R55 Clubman ￥48,000￥48,000’07～’10

BMW Mini

Mini R61 Paceman ￥63,000￥63,000’14～

Mini R60 Crossover ￥63,000￥63,000’11～’17

Mini R58 Coupe ￥63,000￥63,000’11～

注意：当一覧表上の車輌でも、稀に車輌の年式や型式、マイナー チェンジなどに伴う、車輌メーカー都合によるシステムの変更などの理由により、表記のセットを使用しても、車輌のバルブ切れ警告灯機能の対策ができない場合があります。
その際は、弊社別売りのキャンセラー（単体）を、別途お買い求め頂く必要がある場合があります。 予めご了承下さい。

＊１）車輌のヘッド ライト バルブに１本ケーブルが付いているタイプと２本ケーブルが付いているタイプです。
＊２）バルブ シェード加工 必要
＊３）特殊バルブ ホルダー付
＊４）年式に関係なく車輌にて現在使用されているバルブのタイプをご確認下さい。
＊５）OPEL車へ取り付ける場合、ほとんどのモデルにおいてバルブ ホルダーの加工が必要になります。

当一覧表は、ハロゲン バルブ仕様車に当ＨＩＤシステムを装着する場合の車種別キット設定一覧です。
重要：ご注文の際は、車種や年式、車輌ヘッド ライトのバルブ タイプ（形状）、６０００ｋ/１００００ｋの何れかの

ご指定を必ずお知らせの上、ご注文下さい。



¥44,000¥40,000¥44,000¥40,000X164 GL-Class ’06～’10

¥44,000¥40,000¥44,000¥40,000X204 GLK ’08～’10

¥45,000¥41,000¥45,000¥41,000W463 G-Class AMG’06～’12

¥45,000¥41,000¥45,000¥41,000W463 G-Class ’06～’12

ー¥41,000ー¥41,000W463 G-Class AMG’89～’06

ー¥41,000ー¥41,000W463 G-Class ’89～’06

¥45,000¥41,000¥45,000¥41,000W251 R-Class AMG’06～’10

¥45,000¥41,000¥45,000¥41,000W251 R-Class ’06～’10

ー¥40,000ー¥40,000W163ML M-Class ’98～’05

ー¥41,000ー¥41,000R230 SL AMG’08～’12

ー¥41,000ー¥41,000R230 SL ’08～’12 ＊２）

ー¥41,000ー¥41,000R230 SL AMG＊２）’01～’08

ー¥41,000ー¥41,000R230 SL ’01～’08

¥45,000¥41,000¥45,000¥41,000R171 SLK AMG ’04～’11

¥45,000¥41,000¥45,000¥41,000R171 SLK ’04～’11

ー¥40,000ー¥40,000R170 SLK AMG＊２）’96～’04

ー¥41,000ー¥41,000R170 SLK ’96～’04

ー¥41,000ー¥41,000W221 S-Class AMG’05～’10

ー¥41,000ー¥41,000W221 S-Class ’05～’10

ー¥40,000ー¥40,000W220 S-Class ＊２）’98～’05

ー¥40,000ー¥40,000W140 S-Class ’92～’98 ＊２）

ー¥40,000ー¥40,000C140 S-Class Coupe ’93～’96

ー¥41,000ー¥41,000W216 CL AMG’06～’10

ー¥41,000ー¥41,000W216 CL ’06～’10

ー¥40,000ー¥40,000W215 CL AMG’99～’06

ー¥40,000ー¥40,000W215 CL ’99～’06

ー¥41,000ー¥41,000W219 CLS AMG’05～’10

¥45,000¥41,000¥45,000¥41,000W219 CLS ’05～’10

ー¥40,000ー¥40,000W212 E-Class ’09～’10

ー¥40,000ー¥40,000C207 E-Class Coupe ’09～’13

¥45,000¥41,000¥45,000¥41,000W211 E-Class AMG’06～’09

¥45,000¥41,000¥45,000¥41,000W211 E-Class ’06～’09

ー¥41,000ー¥41,000W211 E-Class AMG’02～’06

ー¥41,000ー¥41,000W211 E-Class ’02～’06

ー¥40,000ー¥40,000W210 E-Class AMG’95～’02

ー¥40,000ー¥40,000W210 E-Class ’95～’02

ー¥40,000ー¥40,000W124 E-Class ’85～’95

¥45,000¥41,000¥45,000¥41,000W209 CLK AMG＊２）’02～’09

¥45,000¥41,000¥45,000¥41,000W209 CLK ’02～’09

ー¥40,000ー¥40,000W208 CLK AMG’97～’02

ー¥41,000ー¥41,000W208 CLK ’97～’02

¥44,000¥40,000¥44,000¥40,000C204 C-Class Coupe ’11～’14

¥45,000¥41,000¥45,000¥41,000W204 C-Class ’11～’14

¥45,000¥41,000¥45,000¥41,000W204 C-Class AMG’07～’11

¥45,000¥41,000¥45,000¥41,000W204 C-Class ’07～’11 ＊２）

¥45,000¥41,000¥45,000¥41,000W203 C-Class AMG’04～’07

¥45,000¥41,000¥45,000¥41,000W203 C-Class ’04～’07

ー¥40,000ー¥40,000W203 ＊２）C-Class AMG’00～’04

ー¥40,000ー¥40,000W203 C-Class ’00～’04

ー¥40,000ー¥40,000＊２）W202 C-Class ’93～’00

¥44,000¥40,000¥44,000¥40,000Ｔ245B-Class ’06～’11

¥44,000¥40,000¥44,000¥40,000W169 ＊２）A-Class ’05～’12

ー¥40,000ー¥40,000W639 ’03～’15Viano/V-Class

¥45,000¥41,000¥45,000¥41,000W164 AMG’05～’10ML M-Class

¥45,000¥41,000¥45,000¥41,000W164 ’05～’10ML M-Class

ー¥40,000ー¥40,000E63/E64 ’07～’116-Series

ー¥40,000ー¥40,000E63/E64 ’03～’076-Series

ー¥44,000ー¥44,000F10/F11 ＊２）’10～’135-Series

ー¥40,000ー¥40,000E60/E61 ＊２）’03～’105-Series

ー¥40,000ー¥40,000E39 ＊２）’96～’035-Series

ー¥44,000ー¥44,000F30/F31 ’12～3-Series

ー¥44,000ー¥44,000F32 ’13～4-Series

ー¥44,000ー¥44,000E92/E93 ＊２）’06～’133-Series

ー¥40,000ー¥40,000E36 6cyl. ’91～’983-Series

ー¥44,000ー¥44,000F20 ’11～1-Series

ー¥44,000ー¥44,000F22 ’14～2-Series

ー¥44,000ー¥44,000F46 ’15～2-Series

ー¥40,000ー¥40,000E88 ’08～’111-Series

ー¥40,000ー¥40,000E87 ’04～’111-Series

ー¥40,000ー¥40,000E85 ’03～’09Z4

ー¥40,000ー¥40,000E40 ’96～’03Z3（Except1.9/2.0）

ー¥44,000ー¥44,000F07 5-Series Gran Turismo’09～

ー¥44,000ー¥44,000E90/E91 ’05～’123-Series ＊２）

ー¥40,000ー¥40,000E46 ’98～’053-Series ＊２）

フォグ ライトのマッチングはお問い合わせ下さい｡

Ask

ー¥42,000ー¥42,000Mini R59 Roadster ’12～

ー¥42,000ー¥42,000Mini R58 Coupe ’11～

ー¥42,000ー¥42,000Mini R61 Paceman ’14～

ー¥42,000ー¥42,000Mini R60 Crossover ’11～’17

ー¥39,000ー¥39,000Mini R55 Clubman ’07～’10

ー¥42,000ー¥42,000Mini R55 Clubman ’10～’15

ー¥42,000ー¥42,000Mini F54 Clubman ’15～

ー¥42,000ー¥42,000Mini F55/F56 ’14～

ー¥42,000ー¥42,000Mini F57 Convertible ’16～

ー¥39,000ー¥39,000Mini R56 ’07～’10

ー¥42,000ー¥42,000Mini R56 ’10～’14

ー¥23,000ー¥39,000Mini R50/R52/R53 ’01～’06 ＊２）

ー¥42,000ー¥42,000Touareg 7PC ’11～

ー¥39,000ー¥39,000Sharan 7N ’11～’15

ー¥39,000ー¥39,000Passat CC ＊２）3C B6 ’08～’12

ー¥42,000ー¥42,000CC 3C B7 ’12～’16

ー¥42,000ー¥42,000Passat 3C B8 ’15～

ー¥39,000ー¥39,000Passat ＊２）3C B6 ’06～’11

ー¥39,000ー¥39,000Scirocco 13C ’09～’14

ー¥42,000ー¥42,000Eos 1F ’06～’10

ー¥39,000ー¥39,000Touran 1TB/1TC ’04～’10

¥42,000¥39,000¥42,000¥39,000Golf6 ＊２）’09～’13

ー¥42,000ー¥42,000Golf7 ’13～

ー¥42,000ー¥42,000The Beetle 16C ’12～’16

ー¥23,000ー¥23,000up！ ’12～

¥44,000¥40,000¥44,000¥40,000E71 ’08～’14X6

¥44,000¥40,000¥44,000¥40,000E70 ’07～’13X5

ー¥44,000ー¥44,000F25 ’11～X3

ー¥44,000ー¥44,000F26 ’14～X4

ー¥40,000ー¥40,000E83 ’04～’11X3

¥44,000¥40,000¥44,000¥40,000E84 ’10～’15X1

ー¥40,000ー¥40,000F01/F02 ’09～’157-Series

ー¥40,000ー¥40,000E66 ’05～’09 ＊２）7-Series

ー¥42,000ー¥42,000Q7 4M ’16～

ー¥39,000ー¥39,000TT 8J ’06～’15

ー¥39,000ー¥39,000Q7 ＊２）4L ’06～’13

ー¥39,000ー¥39,000Q5 8R ’09～’17

ー¥42,000ー¥42,000Q3 8U ’12～

ー¥39,000ー¥39,000A8 4H ’10～’15

ー¥39,000ー¥39,000A8 4E ’03～’10

ー¥39,000ー¥39,000A6/S6 ＊２）4F ’04～’08

ー¥39,000ー¥39,000A5/S5 ＊２）8T ’08～’11

ー¥42,000ー¥42,000A5/S5 ＊２）8F ’09～’11

ー¥39,000ー¥39,000A4/S4 8E ’01～’08

ー¥39,000ー¥39,000A3/S3 ＊２）8P ’03～’13

ー¥42,000ー¥42,000A3/S3 8V ’13～

ー¥39,000ー¥39,000A1 8X ’11～

ー¥44,000ー¥44,000F04 7-Series Active Hybrid ’09～’15

ー¥40,000ー¥40,000E53 ’00～’07X5 ＊２）

ー¥40,000ー¥40,000E65 ’01～’057-Series ＊２）

ー¥40,000ー¥40,000E38 ’94～’017-Series ＊２）

ー¥39,000ー¥39,000Touareg 7L ’03～’10 ＊２）

ー¥39,000ー¥39,000Tiguan 5N ’08～’11 ＊２）

ー¥42,000¥42,000 ーPassat 3C B7 ’11～’15

ー¥39,000ー¥39,000Touran 1TC ’11～’15 ＊２）

ー¥42,000ー¥42,000Touran 5T ’16～

ー¥39,000ー¥39,000Jetta5 ’06～’11 ＊２）

ー¥39,000ー¥39,000Golf5 ’04～’09 ＊２）

ー¥23,000ー¥23,000Polo 6R ’10～’14 ＊２）

ー¥42,000ー¥42,000Polo 6RC ’14～

ー¥42,000ー¥42,000A7 4G ’11～

ー¥39,000ー¥39,000A6/S6 4F ’09～’11

ー¥42,000ー¥42,000A6/S6 4G ’11～

ー¥39,000ー¥39,000A4/S4 ＊２）8K ’08～’12

ー¥42,000ー¥42,000A4/S4 8W ’16～

ー¥40,000ー¥40,000E66 ’05～’09 ＊２）7-Series

ー¥40,000ー¥40,000E65 ’01～’057-Series ＊２）

注）全ての10000k は競技用となります。

BENZ

BMW

BMW

BMW Mini

VW

AUDI

VOLVO / SAAB / ALFA / CHEVY / 
CADI / OPEL / PEUGEOT / 他

注意：当一覧表上の車輌でも、稀に車輌の年式や型式、マイナー チェンジなどに伴う、車輌メーカー都合によるシステムの変更などの理由により、表記のセットを使用しても、車輌のバルブ切れ警告灯機能の対策ができない場合があります。 その際は、弊社別売りのキャンセラー（単体）を、別途お買い求め頂く必要が
ある場合があります。 予めご了承下さい。 なお、当フォグ ライト キットは車種別専用のバルブ切れ警告灯対策セットとなっておりますが、車種によっては、当キット付属（付属キットのみ）、または、車輌の純正バルブ ホルダーを若干加工して頂くことが必要な場合があります。 予めご了承下さい。

重要：

＊２）

コーナリング ライト機能付きフォグ ライトとは、ヘッド ライト「ＯＮ」・フォグ ライト「ＯＦＦ」での低速走行時にステアリング舵角やウィンカー操作に応じて進行方向内側のフォグ ライトが自動的に点灯する機能です。 当商品は、この機能を装備した車輌において、この機能を使用される場合に対応
する為のＨＩＤシステムです。 但し、車輌オン ボード コンピュータのプログラムで「コーナリング ライト機能を使用しない」に設定した車輌または、ヘッド ライト スイッチで夜間常時フォグ ライト スイッチを「ＯＮ」にして運転される際は、必ず「コーナリング ライト機能無」車輌用をお選び下さい。
年式に関係なく車輌にて現在使用されているバルブのタイプをご確認下さい。

＊１）

セット内容＝パワー ユニット（バラスト）2p＋バルブ2p/＋α（一部キャンセラーや車種専用特殊バルブ ホルダーなど）

フォグ ライト用 Evo.Ⅵ,Ⅶ 輸入車 車種別専用バルブ切れ警告灯対策セット価格一覧表

メーカー/車種/年式

フォグ ライト Evo.Ⅶ 35W
6000k/10000k

Evo.Ⅵ 25W
6000k/10000k

コーナリング ライト
機能付　＊１）

コーナリング ライト
機能付　＊１）

コーナリング ライト
機能無

コーナリング ライト
機能無 メーカー/車種/年式

フォグ ライト Evo.Ⅶ 35W
6000k/10000k

Evo.Ⅵ 25W
6000k/10000k

コーナリング ライト
機能付　＊１）

コーナリング ライト
機能付　＊１）

コーナリング ライト
機能無

コーナリング ライト
機能無

注意：各表示価格は本体価格で、 別途現行の消費税が掛かります。 ※ 製品品質向上などの理由により、仕様・価格など予告なく変更する場合があります。 また、掲載の写真は印刷のため、実際の商品と若干異なって見える場合があります。

BMW E46 3-シリーズBMW E90 3-シリーズBENZ W124 Eクラス BENZ W211 Eクラス BENZ W220 Sクラス

右のようなバルブ切れ
警告表示が完全に制御
できます。　　（表示例）

バルブ切れ
警告表示

当一覧表は、ハロゲン バルブ仕様車に当ＨＩＤシステムを装着する場合の車種別キット設定一覧です。
重要：ご注文の際は、車種や年式、コーナリング ライト機能の有無、車輌フォグ ライトのバルブ タイプ（形状）、

６０００ｋ/１００００ｋの何れかのご指定を必ずお知らせの上、ご注文下さい。
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