






フロント用 リア用

ハイエース200系を
“快適ローダウンスタイル”
ローダウンスタイルはもちろん、大柄な車体を
軽快に走らせるためのフットワークアイテム。
コーナリング性、高速安定性を向上させ、
安心・安全で快適なドライビングを可能にします！

Σダンパー リアローダウンキット

品番 51328
価格 （税込）￥23,100  （本体）￥22,000

2WD/4WD全車
ローダウン値を乗り心地重視の3cm、スタイル重視の4cmと 
2段階に調整できるローダウンブロックキット。
＊4cm超ダウンの場合は構造変更が必要になります。乗り心地確保のため
  バンプラバーとの同時装着をお勧めします。

フロント
品番 51310
価格 （税込）￥26,250  （本体）￥25,000

リア
品番 51311
価格 （税込）￥26,250  （本体）￥25,000

Σダンパー調整式（4段階）

フロント
右  品番 51533　左  品番 51534
価格 （税込）￥19,425  （本体）￥18,500

リア
品番 51535
価格 （税込）￥38,850  （本体）￥37,000

2WD全車
車両重量の変わるハイエースに対し、調整式を追加ラインナップ。
リアに重いものを載せた場合、フロント側をもっとしっかりさせたい
場合など、用途や合わせ微調整不要の4段階にセッテイング。

2WD/4WD全車
伸び側の減衰力を強化することで、低速から高速時までフワフワ
感のないシャキッとした乗り心地を確保。前後での装着の減衰特
性は、セッティング済。

2WD標準ボディ車（KDH/TRH200)
品番 51401
価格 (税込)￥52,500  (本体)￥50,000

4WD標準ボディ車(KDH205)
品番 51404
価格 (税込)￥53,550  (本体)￥51,000

2WDワイドボディ車
(KDH220/222、TRH221/214/224/223)
品番 51408
価格 (税込)￥53,550  (本体)￥51,000

4WDワイドボディ車
(KDH225/227,TRH226/219/229/228)
品番 51407
価格 (税込)￥54,600  (本体)￥52,000

ハイパフォーマンススタビライザー
「走行中のロールをもっと抑えたい」との声に応えてラインナップ。
2WD用は純正ブッシュ、4WD用はパラフィン入り専用ブッシュを
使用。乗り心地を考慮しつつロール量を抑えたセッティング。
純正メーカーで商品化。

トーションバー
ローダウン時のバネレート不足を解消する、ノーマルレート比約30％UPの強化タイプ（KDH200VスーパーGL）。ローダウン時の 
ストローク不足から起こるバンプタッチを抑え、乗り心地を確保。4WD用はノーマルレート比37％アップ（対グランドキャビン22％アップ）。
2WDハイルーフワイドボディ用は43％アップの高めの設定で、フロント側をしっかりさせたいオーナーに最適。
＊強化ショックとの同時装着が必要です。純正製造メーカーで商品化。

2WD
（KDH200V/222B,TRH200V/214W/223B/224W)
品番 51313
価格 (税込)￥42,000  (本体)￥40,000

2WD
（KDH/TRH200K,KDH220K,TRH221K)
品番 51400
価格 (税込)￥45,150  (本体)￥43,000

4WD
（KDH205/225/227,TRH226/219/228)
品番 51406
価格(税込)￥42,000  (本体)￥40,000

バンプラバー
2WD/4WD全車
ローダウン時のホーシングとのクリアランスを確保したショートタ
イプ。バンプタッチ時の衝撃吸収力に優れたゴム硬度に設定。

品番 51312　
価格（税込）￥15,100  （本体）￥15,000

■ 快適性をアップ

■  走れるローダウンパーツ



高速道路や橋の上等、横風の影響を受けや
すく不安定になりがち。
そんな状況でも、グランドエフェクターを
装着することで、車体を路面に引き付ける
ダウンフォース*が発生、強力な接地力が安
定感、グリップ感を大幅にアップ、より安全
で快適なドライブを可能にします。

グランドエフェクター ミニバン
グランドエフェクターフロントGE1 グランドエフェクターリアGE2           

メーカー 適合車種 型式 品番 価格(税込) 価格(本体) 品番 価格(税込) 価格(本体)

TOYOTA

アルファード 4WD ANH15/MNH15/ATH10W ハイブリッド可 51444               ¥16,800 ¥16,000 - - -
アルファードFF ANH10/MNH10W 51444               ¥16,800 ¥16,000 51414               ¥11,550 ¥11,000 
ウィッシュ(2WD) ZNE10G 51473               ¥15,750 ¥15,000 51537               ¥11,550 ¥11,000 
ウイッシュ ZNE10G/ANE11W/ZZT/AZT241W/ANM10W  カルディナ/アイシス共通 51473               ¥15,750 ¥15,000 - - -
エスティマ 3.0 MCR30W 51428               ¥16,275 ¥15,500 - - -
エスティマ 2.4 ACR30W 51428               ¥16,275 ¥15,500 51539               ¥13,125 ¥12,500 
エスティマ 2WD ACR/GSR50W ＊GE2は4WD不可 51507               ¥16,275 ¥15,500 51410               ¥10,290 ¥9,800 
ノア/VOXY 2WD AZR60G 51454               ¥16,275 ¥15,500 51420               ¥11,550 ¥11,000 
ノア/VOXY 2WD ZZR70W 51540 ¥16,275 ¥15,500 51420               ¥11,550 ¥11,000 
ハイエースバン/ワゴン KDH/TRH200系全車 レジアスエース可 51520               ¥17,325 ¥16,500 51415               ¥11,550 ¥11,000 

NISSAN

エルグランド 2WD E51/ME51 51471               ¥16,275 ¥15,500 51416               ¥11,550 ¥11,000 
エルグランド 4WD NE51/MNE51 4WD 51471               ¥16,275 ¥15,500 51416 ¥11,550 ¥11,000 
セレナ 2WD C25 51495               ¥17,325 ¥16,500 51542               ¥11,550 ¥11,000 
セレナ 4WD NC25 51495               ¥17,325 ¥16,500 - - -
キューブ Z11/YGZ11 51523 ¥15,750 ¥15,000 51528               ¥11,550 ¥11,000 

HONDA

オデッセイ 4WD RB2 51457               ¥15,750 ¥15,000 - - -
オデッセイ 2WD RB1 51457               ¥15,750 ¥15,000 51532               ¥11,550 ¥11,000 
ステップワゴン 4WD RG2/4 51491               ¥17,325 ¥16,500 - - -
ステップワゴン 2WD RG1/3 51491               ¥17,325 ¥16,500 51525               ¥11,550 ¥11,000 
ストリーム 2WD RN6 51529               ¥14,700 ¥14,000 51527               ¥11,550 ¥11,000 
エリシオン 2WD RR1/3/5 51456               ¥16,800 ¥16,000 51538               ¥12,600 ¥12,000 
バモス 2WD HM1/3 51499               ¥13,125 ¥12,500 51536               ¥11,550 ¥11,000 

MITSUBISHI アイ 2WD HA1W 51521               ¥13,125 ¥12,500 51531               ¥11,550 ¥11,000 

SUZUKI エブリィW PZターボSPL DA64W 51503               ¥13,125 ¥12,500 51421               ¥11,550 ¥11,000 
ワゴンR 2WD MH21/22S 51486               ¥13,125 ¥12,500 51526               ¥11,550 ¥11,000 

DAIHATSU ムーウガスタムRS L175S 51524               ¥13,125 ¥12,500 51417               ¥10,500 ¥10,000 

TOYOTA

NISSAN

HONDA

MITSUBISHI

SUZUKI

DAIHATSU

新規車種
車種 型式 JAN SWAGEタイプ 品番 価格(税込) 価格(本体) 備考

ブレイド GRE156H 4547567547662 ステンレス SW2623N ¥37,275 ¥35,500 グレード/マスター 2.4L未確認 4WD車不可
4547567547679 スチール ST2623N ¥31,500 ¥30,000 グレード/マスター 2.4L未確認 4WD車不可

Newエスティマ ACR/GSR50･55W 4547567547686 ステンレス SW4049N ¥48,825 ¥46,500 全グレード共通/ハイブリッド車未確認
4547567547693 スチール ST4049N ¥40,740 ¥38,800 全グレード共通/ハイブリッド車未確認

※PLOTNEWS vol145にてエスティマの価格を表示しましたが、価格変更しました。申し訳ありません、ご了承下さい。

スウェッジライン 

新ラインナップ登場
人気のエスティマ/ブレイドが追加になりました。

■ グランドエフェクターとは
装着することで、車体下の走行風が整流されボディ中心
位置にエア圧の低下部分ができ、ダウンフォース＊が発
生、車体を路面に引き付け走行安定性を向上させます。

＊ダウンフォースとは
重量以外の要因で、ボディを地面に押し付ける力のこと。

■ 高速道路
風による影響を受けやすい高速道、ふらつく車体。
そんな状況にも路面に”ピタリ”と吸い付くから安心。

2008年3月1日より、ディーキャトロの発売を開始しました。








