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Racingmate Power KIT
¥50,000  (税別)

パワーキット for HONDA Nシリーズ

Plugp-in Power Tuning

N-ONE Body TUNING Racingmate

RH NAQ Maxilite  Wheels by Racingmate 

Front Bumper Spoiler Side step Rear Bumper Spoiler 
フロントバンパー スポイラー

FRP製 未塗装 ¥48,000  (税別)
※ フロントLEDランプ & アダプターは別売です。 ※ エキゾーストエンドパイプは別売です。

FRP製 未塗装 ¥35,000  (税別) FRP製 未塗装 ¥48,000  (税別)
サイドステップ リアバンパー スポイラー

RH NAQ MAXILITE
6.0×16

 ¥38,000/本 (税別)

RH NAQ マキシライト

TYPE-1 TYPE-2

7.0×17 

ET35 / 45

ET35 / 42 / 45 / 48

＜本カタログ掲載写真のセッティング（展示用）＞
Front 7.0x17 ET35 （キャンバーボルト使用）　Rear  7.0x17 ET40 （ET45に5mmスペーサー）
※本セッティングでの公道走行は出来ません。

 ¥48,000/本 (税別)

Front LED Lamp 
& Adapter

FRP製 未塗装 ¥28,000(税別)

フロントLEDランプ 
& アダプター

16inch 17inch

Exhaust End Pipe

Stainless Tail φ76 ¥２８,000(税別)

エキゾーストエンドパイプ
※ノーマルサイレンサー後方への
　切断装着となります。
※リアバンパースポイラーご購入者様
　への限定販売商品となります。

Floor mat

¥３2,000(税別)

フロアマット
ロゴタイプは2種類から選べます。  
TYPE-1/TYPE-2（3pcs/1台分） 

  レーシングメイトパワーキットは、プラグイ
ン装着（カプラーの接続）で出力とトルクの
向上を可能にする画期的な製品です。 従来
のパワーチューニングではＥＣＵ本体のプロ
グラミングを書き換える作業が必要で、そ
のハードルの高さから一部の特別なユーザ
ー様だけに向けた製品でした。対してこの
パワーキットは、エンジンルーム内のＭＡＰ
（マニホールドプレッシャー）センサーのコ
ネクター１か所に接続（割り込み）し、本体ユ
ニットを適切な場所に固定すれば作業は完
了です。面倒な追加配線の必要はありませ
ん。またエンジン本体への加工や変更を行
いませんので、パワーキット取り外せば完全
にノーマル状態に復帰します。
 具体的には、プレッシャーセンサーから得
られる情報に、瞬時に連続的に変更を加え、
その信号をノーマルＥＣＵに認識、制御させ
ることでパワーチューニングを行います。こ
の高速演算を実現するため、本パワーキッ
トではシリコンラボラトリ社（ＳＩＬＡＢＳ／Ｔ
Ｍ）のトップレンジＦ５４１シリーズを搭載し、
パンチの効いた安定したパフォーマンスを
発揮します。もちろん本体基盤には耐熱性
に優れた部材を採用し、十分な耐久性も実
現しています。（Ｐｂフリー）
　気軽に、簡単にパワーチューニング（出力
＆トルク向上）を楽しめる"レーシングメイト
パワーキット"は、パワーチューニングの概
念を変える次世代標準として自信を持って
おススメいたします。

プラグイン装着（カプラーの接続）で出力と
トルクの向上を可能にした画期的な製品で
す。 従来のパワーチューニングにはECU本
体のプログラミングを書き換える作業が必
要で、そのハードルの高さから一部の特別
なユーザー様だけに向けた製品でした。エ
ンジンルーム内数箇所のカプラーに"パワ
ーキット"のハーネスを割り込ませ、本体を
適当な位置に固定すれば作業は完了です。
追加配線の必要もありません。 
ユニット取り付け作業はプラグインで完了
します。勿論、ユニットを外してカプラーを
戻せばノーマル復帰します。気軽に、安心し
てパワーチューニング（出力＆トルク向上）
を楽しめる"パワーキット"は、パワーチュー
ニングの概念を変える次世代標準として多
くのユーザーに提案出来るチューニングパ
ーツです。具体的には各車両のポジション
マップセンサー、ブーストセンサー（プレッシ
ャーセンサー）などから得られる信号に独自
の変更を加え、ECUに認識・制御させること
によりチューニングを実行します。エンジン
本体、ECU本体、OBDポートの接続は一切不
要で全てカプラーオンで作業が完了します。"
パワーキット"に搭載されるマイクロCPUは
シリコンラボラトリ社（SILABS/TM)のトッ
プレンジF541シリーズを搭載。パンチの
効いた安定したパフォーマンスを発揮しま
す。 メーカーの純正形状のカプラーを採用
しておりますので、面倒な配線作業は必要
ありません。

パワー アップ
Power up!
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Plug-in Power Throttle PPT
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Plug-in Power Throttle

Project1026

Racingmate Blog

S660 Plug-in Power KIT
S07A Turbo専用パワーキット

S660 CVT専用 ¥50,000  (税別)

Carbon Lip Spoiler
カーボンリップスポイラー
開発予定

S660 6MT専用 ¥50,000  (税別)

PPT Plug-in Power Throttle 

¥31,800  (税別)
スロットルコントローラー for HONDA Nシリーズ

Powered by Interstar Automotive Germany　アクセル操作と実際の走行感覚の不調和を解決し最適化するデ
ヴァイスが ”ＰＰＴ” です。スポーツ走行に対応するアクセルレスポン
スと、フューエルセーブモードでエコ走行にも対応したＰＰＴは、スポ
ーツ性能と、環境性能を両立した製品です。 Ｓｐｏｒｔ，ＳｐｏｒｔＰｌｕｓ，Ｅｃｏ 
の３つの走行モードには、それぞれ７段階の微調整が装備されてお
りますので、各ドライバー様のお好みや走行状況に応じて、”自分に
とっての最適レスポンス”を作り出すことが可能です。
  ＰＰＴでは、アクセルペダルのＯＮ（踏み込み）時だけではなく、ＯＦＦ
(緩める、離す)時にも最適なチューニングを行うことで、他製品に
はないスムースで効果的なアクセルレスポンスを実現しています。
装着作業はアクセルコネクターを抜き、ＰＰＴのハーネスを割り込
ませるだけのプラグイン。面倒な配線作業も必要なく、あとはコン
トローラー本体を適切な場所に固定すれば完了します。

※スロットルコントローラーは、万人向けに安全性重視でダルくセ
ッティングされたアクセルプログラムに干渉し“エンジンが持つ本
来のレスポンスを解放”する製品です。単にアクセルを深く素早く
踏み込んでも同様の効果は得られません。

不調和を解決する最適化されたデヴァイス
が"PPT"です。スポーツ走行に対応するア
クセルレスポンスと、フューエルセーブモー
ドでエコ走行（最大15%の燃費向上※）に
も対応した"PPT"は、スポーツ性能と、環境
性能を両立した製品です。3つの走行モー
ド（Sport、SportPlus、Eco）が選択可能
で、各モードそれぞれ7段階の調整が可能
ですので、ドライバーの好み、走行状況に応
じて”自分にとっての最適レスポンス”を作
り出すことが可能です。"PPT"のスムース
なレスポンスは、アクセルペダルのON(踏
み込む)時だけではなく、OFF(緩める、離す
)時にも最適化されたチューニングが施さ
れています。"PPT"の各モードを調整する
事によりペダルレスMTトランスミッション
のギクシャク感や、電子制御デファレンシャ
ルの不調和も改善可能です。

Plug-in Power KIT
パワーキット for HONDA Nシリーズ

レスポンス アップ
Response up!


