K SPEC / 新型NOAH・VOXY商品カタログ / 2014年 表

EXTERIOR&INTERIOR DRESS UP K’SPEC ITEMS

80ノア/ヴォクシー用アイテムを速攻ラインナップ!

ケースペックのアイテムでドレスアップを楽しもう!

Supported by

ギャラクス ハイブリッドLEDルームランプシリーズ

日亜化学工業
株式会社製LEDを使用
専用ミラーコート
リフレクター付き

スポットランプ専用
LED使用

完全車種専用設計

GARAX Wide
Shine レンズ搭載

OPENING ACTION

明るさアップ！ ハイクオリティLEDルームランプ
■ ギャラクス ハイブリッドLEDルームランプ
80 ノア/ヴォクシー ZRR80/85 ZWR80

■ LEDリアルームランプ

■ LEDリアルームランプ

■ LEDフロントマップランプ

¥7,000（税抜）
¥6,000（税抜）
¥3,000（税抜）

① LEDフロントマップランプ
② LEDリアルームランプ
③ LEDナンバーランプ
LEDルームランプセット

●車検対応表記につきまして、お車の状態・経年劣化・取付方法・弊社製品以外の原因により保安基準に

①+②×2 +③

適合しない場合がございますのでご了承ください。

¥20,000（税抜）

●車検対応表記についてすべての車両取付状態にて保安基準適合を保証するものではなく製品単体の
仕様が保安基準に適合していることを明示するものです。

HIGH LUMINANCE
LED BULB 車検対応

■ ハイルミナンスLEDバルブ
セット内容：本体×2/取扱説明書/保証書

純正ウェッジタイプバルブをLED化。
360°
広照射を実現 金メッキ平型端子使用により通電性向上

商品名

カラー

LED数

価格

T20シングル

アンバー

正面1個/側面8個

T16

クリア

正面1個/側面4個

¥10,000（税抜）
¥7,600（税抜）

国産12V車対応
20mm

15mm

36mm

40mm

ピンチ部違い対応

T20
シングル

T16

ウィンカー

カラー：アンバー
本体(L/R)各1個入

16mm

バックランプ

カラー：クリア
本体(L/R)各1個入

BACK LAMP バックランプ

WINKER ウィンカー

■ ハイルミナンスLEDウィンカー用抵抗2個セット（電球21W相当）
9.5mm

適合：GARAXハイルミナンスバルブ装着車専用
※バルブ1箇所につき、抵抗が1個必要です。
ウィンカー抵抗：50W 6Ω セット内容：本体×2/
エレクトロタップ×4/取付説明書

¥2,000（税抜）

※ハイフラ対応用リレーが別途必要となる場合がございます。

LED FOG BULB

グランツ LEDフォグバルブ

20W LED ULTRA SHINE
FOR FOG LAMP

フォグランプ専用

消費電力20Wで光束(片面900ルーメン)を実現。
純正ハロゲン球410ルーメンに対して約2倍の明るさ。

■ グランツ LEDフォグバルブ ウルトラシャイン

12V H16 左右セット

※左右合計3600ルーメン

●超発光ウルトラシャインLEDを2基配置。
全方位くまなく照射。

¥17,500（税抜）

※取り付けの際、ランプのハウジングや防水カバー等へ多少の加工が必要な場合があります。
※本製品は純正球とサイズが異なります。必ず確認してください。

●フォグランプの形状に応じて最適な
配光の設定が可能。※専用レンチ付属
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BIG ARM REST
EXTERIOR&INTERIOR DRESS UP K’SPEC ITEMS

機能性も充実した
安定感抜群のアームレスト！

■ シルクブレイズ ビックアームレスト ビックアームレスト 左右セット
セット内容：アームレスト本体/専用アームレストカバー
ビックアームレスト 運転席側
/ボルト/ワッシャー/取付説明書
カラー：ブラック/ベージュ/アイボリー
ビックアームレスト 助手席側

¥29,000（税抜）
¥15,000（税抜）
¥15,000（税抜）

約170%
ワイド!
装着前

純正では不可能な角度調節が
12段階で可能に！

装着後

LUXURY SEAT COVER

■ ラグジュアリーシートカバー
ダブルダイヤデザイン仕様の
ハイコストパフォーマンスモデル。
カラー：ブラック/シルバーステッチ、
アイボリー/オレンジステッチ
ブラック/レッドステッチ
1台分 各色

¥39,000（税抜）

ROYAL CUSTOM SEAT COVER

PROUD SERIES
SEAT COVER

■ プラウドシリーズ
シートカバー
全てにこだわった
アルティナシートカバーシリーズの
高級モデル。

STANDARD
SEAT COVER

■ スタンダード
シートカバー
内装に合わせた
ジャストフィットスタイル。

カラー：ブラック/ベージュ/
アイボリー/グレー
カラー：ブラック/アイボリー
1台分 各色
スタイリッシュ

¥63,000（税抜） ¥29,800（税抜）

■ ロイヤルカスタムシートカバー

1台分 各色

新デザイン・新色・新仕様により263640通りの
バリエーション。1台分 ¥48,000〜（税抜）

プレシャス
1台分 各色

FLOOR MAT

¥76,000（税抜）
カジュアルチェック
■ フロアマット
カラー：グレー/ブラック、シルバー/ブラック、
スタンダード
ブルー/ブラック、レッド/ブラック
カラー：ベージュ、グレー、ブラック ゴールド/ブラック、ベージュ/ブラック

1台分 各色

PHOTO:フロアマットEX

フロント

¥31,000（税抜）

プレミアム
カラー：ベージュ、
ブラック
1台分 各色

1台分 各色

¥33,000（税抜）

ロイヤル
カラー：ベージュ、
ブラック

¥36,000（税抜） 1台分 各色 ¥51,000（税抜）

■ フロアマットEX
カラー：チェックブラックタイプチェックブラックタイプ
セット内容：フロアマット/ラゲッジマット/ステップマット
セカンド

PHOTO:フロアマットEX

1台分 各色

¥29,000（税抜）

Photo：80VOXY HYBRID

HUBRING SET SPACER
MUFFLER CUTTER
オールステンレス製

車種別専用設計

■ ハブリングセットスペーサー 純正16inchアルミホイール用

■ マフラーカッター

OVAL TYPE

リアエンドにエレガントテイストを演出。

EURO TYPE

適合グレード：VOXY ZS、NOAH Si

素材：オールステンレス製 カラー：シルバー 保安基準適合 Silk Blaze ロゴ入り
セット内容：本体/脱落防止ワイヤー/ボルト/ナット/六角レンチ/取付説明書
適合グレード：VOXY ZS、NOAH Si

リアエンドにユーロスタイルを演出。

オーバルタイプ

¥7,600（税抜）

ユーロ タイプ

P.C.D.114.3 5H P1.5 10mm
(フロント用)

¥8,400（税抜）

(リア用)

(フロント/リアセット)

¥14,500（税抜）¥14,500（税抜）¥29,000（税抜）

シルクブレイズ・ギャラクス・アルティナ･デジキャン全国取扱店 全国のオートバックス/スーパーオートバックス/ジェームス/イエローハット/タイヤ館/コクピットでお取扱いがあります。

●商品の価格及び仕様は予告なく変更する場合があります。●本広告に掲載されている標準小売価格は消費税抜価格です。●写真と商品とは印刷上の都合で実際の色合い等が異なる場合があります。
ユーザーダイヤル ： 株式会社ケースペック 〒444-1314 愛知県高浜市論地町3-9-57 TEL：0566-54-0335 FAX：0566-54-0337 HP：http://kspec.co.jp Mail：info@silkblaze.com
ケースペック・エレクトロニクス株式会社 〒444-1314 愛知県高浜市論地町3-9-57 TEL.0566-54-5788 / ケースペックインテリア株式会社 〒444-1314 愛知県高浜市論地町4-2-63 TEL.0566-54-2855
業者専用ダイヤル ： ケースペックジャパンセールス株式会社

東関東 〒270-2203 千葉県松戸市六高台7-71-3-103
営業所 TEL047-394-6580 FAX047-394-6581

西関東 〒252-0302 神奈川県相模原市南区上鶴間2-6-3
営業所 TEL 042-701-3390 FAX042-701-3392

名古屋 〒444-1314 愛知県高浜市論地町3-9-57
営業所 TEL0566-54-3715 FAX0566-54-3718

大 阪 〒547-0011 大阪府大阪市平野区長吉出戸7-11-19
営業所 TEL06-6760-7112 FAX06-6760-7114

