














品番品番品番品番 税別価格税別価格税別価格税別価格 P

2012/5/23 更新

ML-Class W164

クロームボンネットフィン 8pcs ～2008/7 1641016 ¥16,000

2008/8～ 1641070 ¥16,000

サイドバイザー 2pcs フロント用 3412 ¥10,000

リア用 4037 ¥8,000

クロームスイッチパネル 4pcs 8164052 ¥20,000

クロームシートスイッチカバー 2pcs ～2008/7 ウォールナットカバー付 シートメモリー無車用 3006062 ¥49,000

～2008/7 シートメモリー付車用 3006061 ¥27,000

シートメモリー無車用 3006060 ¥27,000

シートメモリー（左のみ）付車用 3006068 ¥27,000

※ウッドシートスイッチカバー部のみ 3006065 ¥22,000

クロームヘッドライトフレーム 2pcs ～2008/7 8164064 ¥18,000

マットクローム 1641011 ¥18,000

2008/8～ 1643020 ¥18,000

クロームテールライトフレーム 2pcs 8164050 ¥18,000

クロームテールライトグリル 2pcs ～2008/7 8164051 ¥16,000

クロームフォグランプフレーム ～2008/7 2pcs オーバル形状 ※アダプティブライト付車用 1641022 ¥11,000

ラウンド形状 1641023 ¥11,000

マットクローム 1641019 ¥11,000

クロームフォグランプフレーム 2008/8～ 2pcs オーバル形状 1642080 ¥18,000

フットレスト ステンレス 9988444 ¥9,000

クロームフォグランプグリル 2pcs ～2008/7 8164053 ¥22,000 -

クロームエキゾーストパイプ 2pcs 1641030 ¥29,000

クロームドアハンドルシェル 4pcs 3004444 ¥10,000

クロームドアハンドルカバー 8pcs 1647890 ¥13,000 -

クロームリアリフレクターフレーム 4pcs 2008/8～ 1640590 ¥17,000 -

フェンダートリム 4pcs クロームメッキ 1642010 ¥29,000

ハイグロスステンレス 1642011 ¥24,000

ステンレスバンパープロテクター ハイグロスステンレス 8000164 ¥18,000

ステンレスピラーカバー 6pcs ハイグロスステンレス 6744164 ¥18,000

ステンレスウインドウストライプ 4pcs ハイグロスステンレス 7164033 ¥23,000

クロームミラーカバー 2pcs 2010/6～ 1660202 ¥17,000 -

2008/8～2010/5 1645544 ¥17,000

～2008/7 1645544 ¥17,000

カーボンドアミラーハウジング 2pcs 2010/6～ リアルカーボン 1660203 ask -

クロームミラーフレーム 2pcs ～2008/7 8164054 ¥17,000 -

ドアアームレスト(ASSY) 4pcs ウォールナット 164202100 ¥351,000

バードアイファインライン 164202900 ¥351,000

ポプラアンスラサイト 164202800 ¥351,000

ドアアームレストパネル(ASSY) 4pcs ウォールナット 164212100 ¥126,000

バードアイファインライン 164212900 ¥126,000

ポプラアンスラサイト 164212800 ¥126,000

センターコンソールアームレスト(ASSY) ウォールナット 164232100 ¥122,000

オープナー付 バードアイファインライン 164232900 ¥122,000

ポプラアンスラサイト 164232800 ¥122,000

センターコンソールバー(ASSY) 2pcs ウォールナット 164222100 ¥143,000

バードアイ ファインライン 164222900 ¥143,000

ポプラアンスラサイト 164222800 ¥143,000

ルーフハンドル(ASSY) 4pcs ウォールナット/ブラック 164242115 ¥122,000

ウォールナット/カシミア 164242126 ¥122,000

ウォールナット/アルパカグレー 164242139 ¥122,000

バードアイ ファインライン/ブラック 164242915 ¥122,000

バードアイ ファインライン/カシミア 164242926 ¥122,000

バードアイ ファインライン/アルパカグレー 164242939 ¥122,000

ポプラアンスラサイト/ブラック 164242815 ¥122,000

ポプラアンスラサイト/カシミア 164242826 ¥122,000

ポプラアンスラサイト/アルパカグレー 164242839 ¥122,000

ステアリング "エレガンス 1" 2008/8～ ウォールナット/ブラックレザー 164332115 ¥240,000

TIPスイッチ付 ウォールナット/カシミアレザー 164332126 ¥240,000

ウォールナット/アルパカグレーレザー 164332139 ¥240,000

バードアイ ファインライン/ブラックレザー 164332915 ¥240,000

バードアイ ファインライン/カシミアレザー 164332926 ¥240,000

バードアイ ファインライン/アルパカグレーレザー 164332939 ¥240,000

ポプラアンスラサイト/ブラックレザー 164332815 ¥240,000

ポプラアンスラサイト/カシミアレザー 164332826 ¥240,000

ポプラアンスラサイト/アルパカグレーレザー 164332839 ¥240,000

ステアリング "エレガンス 1" ～2008/7 ウォールナット/ブラックレザー 164312115 ¥208,000

TIPスイッチ付 ウォールナット/カシミアレザー 164312126 ¥208,000

ウォールナット/アルパカグレーレザー 164312139 ¥208,000

バードアイ ファインライン/ブラックレザー 164312915 ¥208,000

バードアイ ファインライン/カシミアレザー 164312926 ¥208,000

バードアイ ファインライン/アルパカグレーレザー 164312939 ¥208,000

ポプラアンスラサイト/ブラックレザー 164312815 ¥208,000

ポプラアンスラサイト/カシミアレザー 164312826 ¥208,000

ポプラアンスラサイト/アルパカグレーレザー 164312839 ¥208,000

ビジネステーブル（電動） (1pcs) レザー/クローム ※問い合わせ 9164611 ¥496,000

ウッド/クローム ※問い合わせ 9164688 ¥560,000
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