Focus on tuning of the Real “Sports & Comfort”
ドイツ、ザックスサスペンションをメインに、世界中の優れた86＆BRZ専用パーツをコーディネイトしました。
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http://www.hans.co.jp/sachs

〒336-0034 埼玉県さいたま市南区内谷7-2-3
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私達ハンズトレーディングは、30 年以上の欧州車のパーツサプライヤーとしての実績を元に、
トヨタ 86& スバル BRZ 用の優れた製品をグローバルに取り扱って参ります。その選択指針は、
永年ドイツのパーツメーカー＆チューナーから学んだ モノ創りの哲学 に習ったセレクトであります。

日本車メーカーの開発陣営が何故、ドイツニュルブルクリンクにテスト車両を持ち込むのか？
数ある国産パーツベンダーを差し置いて、ドイツのパーツを搭載するのか？私達の基準もそこにあります。
私たちは、常に真のスポーツ性能と快適性能を追い続けます。
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取り扱い装着製品詳細（各メーカーページ)
Sachs

: http://www.hans.co.jp/sachs
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創業120年の歴史を誇るSACHS（ザックス）。ザックスのサスペンションは、世界のスポーツカー（ブガッティヴェイロン、991GT3CUP、
ポルシェカレラＧＴ、VW-XL1等）
が標準搭載する優れた動
力性能をコントロール出来る ドイツの定番サスペンションブランド です。
Ｆ１
（スクーデリアフェラーリF1搭載）、WRC（チームVW11連勝）のサポートを行うレース部門、SACHSレースエンジニア
社が開発したチューニングサスペンションセットがパフォーマンスコイルオーバーです。86&BRZ用はダイヤル式減衰調整（前後18段）+車高調整機能を搭載しております。
ザックスPCS（パフォーマンスクラッチシステム）2013年ニュルブルクリンク24時間耐久エントラーの59%が実装着（178チーム中105台搭載）。
パフォーマンスクラッチシステムは各ディスク
とプレッシャープレートの組み合わせ時の入力（トルク）キャパシティも保証されております。PCSプレシャープレート税別定価￥70,000- PCSオーガニックディスク税別定価￥62,000-（プレッ
シャープレートとの組み合わせで35.6895kg-m)までのエンジントルクに対応）。PCSシントレッドディスク税別定価￥66,000-（プレッシャープレートとの組み合わせで52.0047kg-m)までのエ
ンジントルクに対応。
Made in Germany

オカダプロジェクツ 3 : http://www.okadaprojects.com/

プラズマダイレクトは、
昨今のダイレクトイグニッションシステム車に対応するために開発された最新の点火チューニングパーツです。
点火エネルギーを増大させるシステムを独自の技術でイグニッションコ
イルと一体化。
配線や接点で発生するロスや抵抗が一切無いので、
最強の点火チューニングを行なうことが可能です。
マルチスパークは、
100万分の1秒という単位で発生させるため、
高回転域に至るまで
マルチスパークを持続させることが可能です。
フルチューンエンジンでも充分に追従できるスペックを確保しています。
街乗りから競技まで様々なドライビングシーンで効果を発揮することができます。
税別価格￥95,000Made in Japan

パワークラスター
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: http://www.powercluster.jp/

自らのレース経験の元、
前人未到の高性能を目指すパワークラスター。
技術者兼代表取締役の山本社長自ら開発、
供給を行う小さなメーカーですが、
その高性能、
、
エンジン保護を超えてチューニング
の域にまで達する性能はSNSや口コミで広がり、
欧州車ユーザーからの圧倒的な信頼を受けております。
大手メーカーには出来ない製品
（主にコストバランス）
を自らの信念の元作り上げる。
その職人
魂と希少性が隠れたブランドとなり国産車ユーザーにも静かに浸透しつつあります。
デモカー86で使うオイルは100％オーガニックエステルをベースとした化学合成レーシング2
（86専用スペック）
税別価格￥6,000-（1リッター）
Made in Japan

Armaspeed
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: http://armaspeed.jp/

世界の自動車メーカーにおいて、
隠れた製造拠点
（パーツサプライ）
でもある台湾のチューニングパーツサプライヤーARMA-Speed
（アルマスピード）
。
性能とクオリティ、
更にチューニングに対する熱い思
いは世界のチューナーを魅了し続けています。
ウルトラライトウエイトスポーツエアBOXキットは、
シリンダー形状のハイフロースポーツクリーナーをドライバキュームカーボン
（アルマ社独自製法）
のボック
スに搭載して熱対策とパフォーマンスを両立しました。
またノーズの軽量化により、
より軽やかなステアリングフィールを実現します。
サウンドクリエーターえの導入も遮断もお好みで選択可能。
税別価格￥120,000高剛性キャストアルミモノブロック4ポッドキャリパーと、
1ピースベンチレーションディスクのコンバーションキットです。
スマートなキャリパーデザイン&330㎜径ローターは17インチホイルにも対応
（バ
ネ下軽減86純正比片側約1kg軽量）
。
ブレーキタッチは純正同等、
コントロール性能も、
86に合わせてセッティングされております。
3種類のパッド
（ストリート、
スポーツ、
コンペティション）
から選べ、
キャリ
パーカラーはレッド、
ブラック、
オレンジ、
イエローから選択可能。
2ピースフローティングローターへのアップグレードにも対応。
税別価格フロント330x28㎜￥165,000-/リアー330x24㎜￥159,000Made in Taiwan

PPT

: http://www.hans.co.jp/ppe
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オーストリアのインタースターオートモーティブ社製、次世代スロットルコントローラー PPT 。
スポーツ+スポーツプラス+フィューエルセーブの各3モードを7ステップに細かく調整が可能。
モアス
ポーツからクルージング更にエコ走行までドライバーをサポートします。
スムースなスロットルレスポンスはアクセルON時のチューニングだけでなく、
アクセルOFF時の減速曲線までを完璧に調律
して実現しております。接続はOBDポートを使わず、
アクセルペダル裏のカプラーに差し込むだけで完了します。
税別価格￥32,000Made in Austria

Schaferhnd 8

: http://www.schaferhund.jp/

Michelin

: http://www.michelin.co.jp/

ドイツ車をメインとしたメイドインジャパンのハイエンドスポーツカーエキゾーストブランド ARQRAY（アーキュレー）がプロデュースする、国産スポーツカーエキゾーストブランドがシェーフェル
ンドです。
８０年代にかけてチューニング市場を席巻したシープドックシリーズを知る方々には懐かしいかもしれません。
シープドック
（羊飼犬）
ドイツ語でシェーフェルンド、、従順で勇敢、、
ドライバー
の意識と連結したスロットルレスポンスと、高回転のハイトーン
（咆哮）
にご満足頂ける製品です。
（車検対応製品）※装着に際し、
ＴＲＤマフラーガーニッシュ
（ＭＳ343-18003）
を装着して下さい。
税別価格￥230,000Made in Japan
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自動車メーカー装着と国際レースでの実績がミシュランパイロットシリーズの証です。
パイロットスポーツ3（PS3）
は、快適性と高負荷での応答性、雨天時でも安定したグリップを確保した全方位高
性能スポーツタイヤです。サイドウォールには独自の剛性理念（低速では変型してタイヤを素早く暖め、高速では剛性を確保してたわみを防ぐ。）
により低速から高速まで安定した走行が可能です。
またトレッドパターンはグリップと排水性能、更にノイズ軽減化に取り組み、スポーツカーの新しい走り を実現させました。
デモカー86に装着しているPS3は86純正サイズ215/45-17です。
税別価格￥オープンプライス
Made in France

OZ 10

: http://www.oz-japan.com/

GT4Performance
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イタリアの名門ホイルブランドOZ
（オーゼット）
のフラッグシップモデル フォーミュラHLT 。
F1フェラーリオフィシャルパートナーであるOZ社とスクーデリアフェラーリの事実上のコラボモデルと言っても
過言ではありません。
Ｆ１同様、
放熱効果と温度管理バランスの最適化をはかった10本スポークデザインとセンターロックカバーによりシンプルでスタイリッシュな86スタイルが完成します。
F1&WRCへ
の実戦供給により、
軽さと剛性の最適バランスの元、
フォローフォーミング製法により製造されたフォーミュラHLT。
デモカー86に装着しているサイズはF7.5Ｘ17/48、
Ｒ7.5Ｘ17/35です。
税別価格￥53,000（１本）
Made in Italy

ヨーロッパのハイエンドスポーツマシンのデザインムーブメントを取り込んだ、
86専用フロントリップスポイラーです。
塗装面のバンパーとのコントラストを楽しめるABS樹脂
（黒マイクロエンボス表面処理
済み、
無塗装純正風仕上げ）
塗装しないで装着可能です。
また、
装着の際、
車体に穴あけが不要
（純正穴位置を利用して装着）
車高クリアランスもほとんど変わらないので、
ユーティリティにも優れています。
雪の多い地域の86オーナーさんでしたらバンパープロテクターとしてお使いいただけます。
税別定価￥28,000- Made in USA
Made in UK

Prodrive
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: http://www.prodrive-japan.com/

英国モータースポーツの中心地
「モータースポーツヴァレー」
から発信されるプロドライブの高い技術力は、
モータースポーツ活動以外にも様々な自動車メーカー／機械メーカーなどからの依頼による研
究開発にも活かされています。
クルマをパーツごとに考えるのではなく、
つねにクルマ全体をひとつの個としてトータルにプロデュースしていく。
確かな技術的バックボーンを持つプロドライブと協力し誰も
がクルマを操る楽しみを全身で感じられる商品をプライドと共にリリ−スして行きます。
デモカー86に装着しているサイズはF7.5Ｘ18/50です。
税別価格￥79,000（１本）
Made in Japan

BS-Potenza 13

: http://www.bridgestone.co.jp/sc/potenza/

ポテンザS001.欧州で賞賛されたPOTENZA RE050が、
熱い進化を遂げた。
クルージングをさらに堪能するためのドライ&ウェットパフォーマンス。
その上質な走りは、
大人のスポーツマインドを駆り立
て、
感性を刺激する。
REGNOやPlayzにも採用されているサイレントACブロックを新たに採用し、
スポーツタイヤながらも静粛性に配慮。また、
ケース剛性の最適化を図り、
運動性能を向上させつつも、
ハ
イパフォーマンスカーにふさわしい快適な乗り心地を確保。
デモカー86に装着しているＳ001は215/40-18です。
税別価格￥49,100（１本）
Made in Japan

