
エキゾーストＤＩＹ部材

※表示価格は全て税抜価格となります。記載の価格は平成30年1月現在のものです。製品寸法は多少の誤差が生じます。予告なくデザイン、価格等を変更する場合もございます。予めご了承ください。

■ Ⓐ38φ→50φ 
■ Ⓑ42.7φ→60φ
■ Ⓒ50φ→70φ 
■ Ⓓ60.5φ→80φ
 Ⓐ～Ⓓ 各￥800
■ Ⓔ76.3φ→95φ 
■ Ⓕ89.1φ→114φ
 Ⓔ,Ⓕ 各￥1,000

【異径変換パイプ】
ステンレス
(SUS304)

【異径変換パイプ】
ステンレス
(SUS304)

【異径変換パイプ】
ステンレス
(SUS304)

■10φ×100㎜
 ￥160
■12φ×100㎜
 ￥240
■14φ×100㎜
 ￥300

【ステンレス丸棒】各種(SUS304)

■10φ用 
￥800

■12φ用
￥800

■リング
￥1,400

【強化ゴムブッシュ】各種 ■54φ/57φ/65φ
 各￥800

U字バンド

高級グラスウール
■100㎜×1000㎜×10㎜ 
 ￥700

■300㎜×300㎜
 ￥2,800

汎用
ガスケットシート

■50φ×2ｔ ¥6,000
■60.5φ×2ｔ ¥7,200
■76.3φ×2ｔ ¥9,000

【ネック付きエルボ】
ステンレス(SUS304)

基本長さ190㎜、280㎜、370㎜
※Ｐ5を参照（都度お見積り） ￥28,000 ～

オーダーサイレンサー(SUS304)

基本長さ300㎜×90φor100φ
※Ｐ5を参照（都度お見積り） ￥20,000 ～

オーダーサブサイレンサー(SUS304)

W195㎜×H110㎜×L280（R=310）㎜×
ID50.8φ            各タイプあり ￥18,000

汎用平型サイレンサー(SUS304)

A B D E R

W250㎜×H130㎜×L500㎜×ID50.8φ
 ￥25,000

汎用大型サイレンサー (SUS304)

■42.7φ×L400㎜×60R　 ￥2,400
■50.8φ×L400㎜×75R ￥2,600
■60.5φ×L400㎜×90R  ￥2,800

汎用90°曲げパイプ ステンレス(SUS304)

90φ/100φ/120φ×L200×ID50.8φ 各￥12,000
汎用丸型サイレンサー(SUS304)

■3BK-1 A153㎜×B170㎜×ID50.8φ 
■3BK-2 A190㎜×B180㎜×ID50.8φ
■3BK-3 A205㎜×B180㎜×ID50.8φ
 各￥24,000

【三つ又分岐】ステンレス(SUS304)

A

B

■42.7φ用　L500㎜ ￥2,400
■50.8φ用　L400㎜　 ￥2,400

ステンレスパンチングパイプ
(SUS304)

■FR-1 A52φ×B23㎜×C82㎜ ￥2,000
■FR-2 A62φ×B21㎜×C90㎜ ￥2,200
■FR-3 A77φ×B23㎜×C106㎜ ￥2,600

【汎用フランジ】
8㎜厚ステンレス
(SUS304) B

A

C

【Y字分岐】ステンレス(SUS304)
A(pcd)

B(ID)

C(ID)

■38φ×1.5ｔ ￥600 /100㎜　
■42.7φ×1.5ｔ ￥600 /100㎜　
■50φ×1.5ｔ ￥800 /100㎜　
■50.8φ×1.5ｔ ￥800 /100㎜　
■54φ×1.5ｔ ￥1,400 /100㎜※
■57.2φ×1.5ｔ ￥1,600 /100㎜※
■60.5φ×1.5ｔ ￥800 /100㎜　
■65φ×1.5ｔ ￥1,800 /100㎜※
■70φ×1.5ｔ ￥1,800 /100㎜※
■76.3φ×1.5ｔ  ￥1,000 /100㎜　
■89.1φ×1.5ｔ ￥1,200 /100㎜　
■101.6φ×1.5ｔ ￥1,400 /100㎜　
■114.3φ×2ｔ  ￥1,600 /100㎜　
※特殊径

ステンレスパイプ(SUS304)

¥2,200

¥3,200

■タイプ① φ61 
　ボルトピッチ110mm
■タイプ② φ51 
　ボルトピッチ105mm

テーパーフランジ
TOYOTA用

■φ45 ボルトピッチ86mm
HONDA用

¥1,600

¥1,800

プレスフランジ

pcd90×ID60.5φ
■60φ用（小）
pcd85×ID50.8φ
■50φ用

¥2,000
pcd107×ID60.5φ
■60φ用（大）

手元のリモコンで排気（音量）が調節可能です。
※フランジに挟み込むタイプです。

可変バルブ

61φ

93㎜

■M8 ■M10
各￥160

メッキボルト
セット

トヨタ系凹み
フランジ
※リングガスケット用
■pcd107×ID60.5φ 
 ¥3,500

■50.8φ用
¥18,000

H型同調
(SUS304)

■50.8φ用
¥12,000

X型同調
(SUS304)

スズキ車専用
差し込みジョイント
(SUS304) 各￥2,000

O２センサーナット
(SUS304) ￥1,600

コの字フック

47㎜

28㎜
10㎜

￥800

69φ

厚み5㎜81φ

リング
ガスケット
リング
ガスケット
リング
ガスケット

各￥800

■ⒶID60.5φ×Ⓑ50.8φ
■ⒶID60.5φ×Ⓑ60.5φ
 各￥3,800

【T字分岐】ステンレス
(SUS304)

B

B

A

車種専用触媒
角度変換フランジ

各￥27,600

■20セルシオ用
■17マジェスタ  
           4.0L用

A B

Cフレキシブルパイプフレキシブルパイプフレキシブルパイプ
ステンレス製ステンレス製ステンレス製

■43φ用■50φ用 ■60φ用 ■70φ用 各¥700
汎用ガスケット

■ 50φ×400㎜ 
 ￥3,400

TND
パンチング
(SUS304)

■タイプ① A=52φ B=120mm C=72mm
■タイプ② A=61φ B=120mm C=83mm

￥47,000

各￥12,500

■BK-1  A66㎜/B50.8φ/C54φ×L108㎜ ￥2,600
■BK-2  A95㎜/B60.5φ/C60.5φ×L115㎜ ￥2,800
■BK-3  A95㎜/B50.8φ/C57φ×L108㎜ ￥2,800
■BK-4  A107㎜/B60.5φ/C60.5φ×L140㎜ ￥2,900
■BK-5  A125㎜/B50.8φ/C63φ×L140㎜ ￥3,100

(SUS304)

(SUS304)

(SUS304)

■69φ ■81φ

21系クラウン21系クラウン

21系CROWN

新基準対応マフラー

EXHAUSTREM レム エキゾースト シリーズ

【ＲＥＭ exhaust】は運輸省が
定める検査機関【ＪＡＴＡ】の認
定を受けた【新基準対応マフ
ラー】です。従来品の静かな検
対マフラーとは違い、アグレッ
シブな音質や音量を求める
ユーザーにもご満足いただけ
る、【検査規制ギリギリ】を攻め
た大迫力の【最上質サウンド】
に仕上がっております。

※安心の証明プレート・証明書発行

６９種類のテールエンドからご選択いただけます。

【対応車種続々開発中】

21系CROWN 2.0ターボ / 3.5NA

※テールエンドにより価格が異なります※テールエンドにより価格が異なります¥128,000（税抜）～

リアスポイラー

装着マフラー：ブライザー

■ フロントスポイラー ¥46,000
　 ※後期車輌は装着不可。
■ サイドステップ ¥64,000
■ リアスポイラー ¥46,000
□ リアウイング ¥37,000
□ デュアルフォグキット（※専用フォグランプ4灯付） ¥77,000
　 ※付属しているバルブはサービス品となっております。
□ アンダーアイライナー
　（ステンレス調 特殊クロームメッキ鏡面仕上げ） ¥37,000
□ エアロフェンダーキット  ¥69,000

■ 3点セット（Ｆ/Ｓ・Ｓ/Ｓ・ＲＳ） ¥148,000

※製品は全て白ゲルコートです。 
※純正色塗装承ります。 各¥22,000
※表示価格は全て税抜価格です。

エアロフェンダー アンダーアイライナー デュアルフォグキットリアウイングサイドステップ

後期車輌は装着不可。後期車輌は装着不可。 後期車輌は装着不可。後期車輌は装着不可。

Exective Edition エグゼクティブ エディション

37Sense  Brand  Catalog  Vol.836 Sense  Brand  Catalog  Vol.8


