KSPEC̲CLUB̲Hybrid

AERO PARTS

エアロキットでセレブリティを高揚させるシンプルリッチな装いに！

エアロパーツ

GLANZEN

GLANZEN

30 PRIUS Ver.2

30 プリウス ZVW30 H24.01〜

後期

未塗装(税抜)

前期

プリウスZVW30 H21.05〜H23.12

未塗装(税抜)

■ FRONT/SIDE/REAR SPECIAL SET PRICE（バックフォグ有） ¥260,000
（バックフォグ無） ¥255,000
¥35,000
■ REAR WING Ver.2
各色 ¥15,000
■ SIDE DECAL
■ GLANZEN SEAT COVER
¥56,000
■ GLANZEN FLOOR MAT
¥31,000

¥110,000
■ FRONT BUMPER（デイライト付）※
¥55,000
■ SIDE STEP
¥100,000
■ REAR BUMPER（バックフォグ有）
¥95,000
（バックフォグ無）
※エンブレムベース付き（エンブレムは純正を使用）

GLANZEN

30 PRIUS Ver.1

※後期純正部品追加で前期も装着可能
※塗装済みの設定もあります。

■ FRONT BUMPER
■ SIDE STEP
■ REAR BUMPER
■ FRONT/SIDE/REAR SPECIAL SET PRICE
■ ROOF SPOILER
■ REAR WING Ver.1

PREMIUM LINE

各 ¥11,000〜¥13,000
■ DECO LINE
¥112,500
■ SILK BLAZE MUFFLER
(グレンツェンVer.1ボディキット専用）車検対応
¥60,000
■ SILK BLAZE MUFFLER
（グレンツェンVer.1ボディキット専用）競技用
■ DUMMY MUFFLER（グレンツェンVer.1ボディキット専用）¥38,000
各色 ¥9,000
■ HELICAL SHARK ANTENNA

¥85,000
¥50,000
¥63,000
¥180,000
¥25,000
¥35,000

PREMIUM LINE

30 PRIUS

30 プリウス ZVW30 H24.01〜

後期

未塗装(税抜)

未塗装(税抜)

¥28,000
¥40,000
¥35,000
¥90,000
¥25,000
¥20,000

■ REAR WING（前後期共通）グレンツェンVer.1 Aero series ¥35,000
各 ¥11,000〜¥13,000
■ DECO LINE
■ PREMIUM SOUND MUFFLER
¥112,500
（プレミアムラインエアロ専用設計）車検対応
■ PREMIUM SOUND MUFFLER
¥54,000
（プレミアムラインエアロ専用設計）競技用

■ FRONT SPOILER
■ SIDE STEP（前後期共通）
■ REAR SPOILER（前後期共通）
■ FRONT/SIDE/REAR SPECIAL SET PRICE
■ FRONT GRILLE
■ WINKER COVER

¥28,000
¥40,000
¥35,000
¥90,000
¥28,000
各 ¥11,000〜¥13,000

未塗装(税抜)

■ FRONT SPOILER
■ SIDE STEP
■ REAR SPOILER (バックフォグ有)
(バックフォグ無)
■ FRONT/SIDE/REAR (バックフォグ有)
■ SPECIAL SET PRICE (バックフォグ無)
■ FRONT GRILLE

未塗装(税抜)

¥36,000
¥38,000
¥45,000
¥37,000
¥115,000
¥107,000
¥32,000

■ REAR WING SPOILER
¥28,000
■ REAR GATE GARNISH
¥32,000
■ MUFFLER CUTTER EURO TYPE
¥8,400
各 ¥11,000〜¥13,000
■ DECO LINE
■ HELICAL SHARK ANTENNA
¥9,000
各色 ¥1,800
■ EYE-LINE FILM Ver.1/2（クリアオレンジ/クリアブルー）
■ TAIL LENS FILM
¥1,800

SEDAN FRONT LIP

PRIUSα

30 PRIUS

30 PRIUS

■ FRONT LIP SPOILER
■ FRONT GRILLE
■ DECO LINE

後期

未塗装(税抜)

■ FRONT LIP SPOILER
■ FRONT GRILLE
■ WINKER COVER
■ DECO LINE
■ HELICAL SHARK ANTENNA
■ MUFFLER CUTTER EURO-TYPE
■ EYE-LINE FILM Ver.1/2（クリアオレンジ/クリアブルー）

※塗装済みの設定もあります。

30 プリウス ZVW30 H24.01〜

未塗装(税抜)

※塗装済みの設定もあります。

プリウス アルファZVW40/41W H23.05〜

SEDAN FRONT LIP

30 プリウスZVW30 H21.05〜H23.12 前期

¥105,000
¥55,000
¥100,000
¥95,000
¥255,000
¥250,000
¥35,000
¥15,000

※塗装済みの設定もあります。

プリウス アルファZVW40/41W H23.05〜

未塗装(税抜)

■ FRONT SPOILER
■ SIDE STEP
■ REAR SPOILER
■ FRONT/SIDE/REAR SPECIAL SET PRICE
■ REAR WING
■ DECO LINE

※塗装済みの設定もあります。

未塗装(税抜)

■ FRONT BUMPER(デイライト付）※
■ SIDE STEP
■ REAR BUMPER（バックフォグ有）
（バックフォグ無）
■ FRONT/SIDE/REAR（バックフォグ有）
SPECIAL SET PRICE（バックフォグ無）
■ REAR WING
■ SIDE DECAL
※エンブレムベース付き
（エンブレムは純正を使用）

■ FRONT/SIDE/REAR SPECIAL SET PRICE（バックフォグ有） ¥270,000
（バックフォグ無） ¥265,000
■ REAR WING (GLANZEN Aero series)
¥35,000
■ SIDE DECAL
¥15,000
■ GLANZEN SEAT COVER
¥56,000〜¥73,000
■ GLANZEN FLOOR MAT
¥31,000〜¥43,000

PRIUSα

※塗装済みの設定もあります。

30 プリウスZVW30 H21.05〜H23.12 前期

SEDAN FRONT LIP

■ FRONT BUMPER（デイライト付）※
¥110,000
■ SIDE STEP
¥55,000
■ REAR BUMPER（バックフォグ有）
¥110,000
（バックフォグ無）
¥105,000
※エンブレムベース付き
（エンブレムは純正を使用）

※塗装済みの設定もあります。

アクア NHP10 H23.12〜

未塗装(税抜)

未塗装(税抜)

Silk Blaze Aero

30 PRIUS

※塗装済みの設定もあります。

AQUA

※塗装済みの設定もあります。

プリウスα ZVW40/41W H23.05〜

未塗装(税抜)

未塗装(税抜)

GLANZEN

PRIUSα

※前期純正部品もしくはGARAX LEDウィンカー追加で後期も装着可能
※塗装済みの設定もあります。

¥33,000
¥32,000
¥20,000
各 ¥11,000〜¥13,000
各色 ¥9,000
¥8,400
各色¥1,800

未塗装(税抜)

■ FRONT LIP SPOILER
¥27,000
■ FRONT GRILLE
¥25,000
■ WINKER COVER
¥20,000
各 ¥11,000〜¥13,000
■ DECO LINE
各色 ¥9,000
■ HELICAL SHARK ANTENNA
■ MUFFLER CUTTER EURO-TYPE
¥8,400
■ EYE-LINE FILM Ver.1/2（クリアオレンジ/クリアブルー）
各 ¥1,800

¥26,000
¥32,000
各 ¥11,000〜¥13,000

EXTERIOR&INTER IOR DRESS UP K’SPEC ITEMS
シルクブレイズ・ギャラクス・グランツ・アルティナのアイテムで
貴方の30プリウス、プリウスα、アクアを
トータルコーディネート。

EXTERIOR PARTS
TUNING BALLAST KIT

エクステリアパーツ

HID CONVERSION KIT3G COVRA

HIGH LUMINANCELED BULB SET LED FOG LAMP

次世代HIDバラスト「GR-X1」を採用し、
スタイリッシュフォルムを実現

セット内容：HIDバーナー×2、
バラスト×2、両面テープ×2、
結束バンド×10、ネジ×6、取付説明書
ケルビン数：
6000K アクアブルー（車検対応）、
8000K クリスタルブルー

H9/H11,HB3/4
各ケルビンキット

■ チューニングバラストキット 純正 HID ヘッドライト車専用
バルブ形状：D4C カラー：6000K車検対応/8000K/10000K

HID BULB
■ HID バルブ

当社独自の発光システムで明るさ UP
超耐久を実現。
純正 HID バーナーと交換するだけで明るさ UP。
ハイケルビンにチューニング！

LED FOG BULB ULTRA SHINE
■ LED フォグバルブ
ウルトラ

独自の発光システムで明るさをUP。5700K、6700K、8700Kの
選べるバリエーションでハイケルビン化を実現。

超耐久を実現、安心の 2 年保証
独自のタングステンを特殊レアアース配合メタルハライドで
超耐久を実現、安心の2年保証付です。
■ PURE WHITE

6700K

8700K

簡単取付

DC12V専用

¥15,000 (税抜)

HEAT EMBLEM SEAT
■ ヒートエンブレムシート

各色

■ LED クリスタル
ハイマウントストップランプ
適合：30プリウス ZVW30
カラー:クリア/レッド

CLEAR 通常時

各色

¥10,000 (税抜)

¥6,800 (税抜)

¥7,600

各色

¥12,000

(税抜)

LED REFLECTOR TYPE C

■ LED リフレクタータイプ C
セット内容 : 本体 ×2
( 右側用 1 個・左側用 1 個 )/
配線 ×2/
エレクトロタップ ×6/
取付説明書

ABS製 クロームメッキ
適合：30プリウス ZVW30
セット内容：本体×8/取付説明書両面テープ施工済み
片側スマートキー/両側スマートキー

各

¥7,600 (税抜)

ABS製 クロームメッキ 適合：プリウス アルファ ZVW40/41W
セット内容：本体/取付説明書
(税抜)
両面テープ施工済み

¥8,000

ABS製 クロームメッキ 適合：プリウス アルファ ZVW40/41W
セット内容：本体/取付説明書
(税抜)
両面テープ施工済み

¥8,000

ABS製 クロームメッキ 適合：30プリウス ZVW30
セット内容：本体/取付説明書
両面テープ施工済み

¥7,600 (税抜)

SILKBLAZE MUFFLER MUFFLER CUTTER OVAL TYPE MUFFLER CUTTER EURO-TYPE
■ マフラーカッターオーバルタイプ

オールステンレス製

¥4,800 (税抜)

プレミアムサウンドマフラー車検対応モデル SILKBLAZE マフラー
プレミアムラインエアロ専用設計
GLANZEN Ver.1ボディキット専用
(車検対応/競技用)
(税抜)

¥112,500

¥112,500 (税抜)

SILKBLAZE マフラー
GLANZEN Ver.2ボディキット専用(競技用)
適合：30プリウス※Ver.2ボディキットのみ
プリウスα/アクア
30プリウス/プリウスα
アクア

¥49,000 (税抜)
¥46,000 (税抜)

スタンダードシートカバー

適合：プリウス アルファZVW40/41W
プリウス ZVW30
オールステンレス製 保安基準適合品
セット内容：本体/ ナット/取付レンチ/取付説明書
カラータイプ：シルバー

各

各

プリウスα（5人乗り）

ヘッドレストから座面前部までに
本革を採用した
３０プリウス/プリウスα専用モデル

プリウスα7人乗り

30プリウス/プリウスα5人乗り 各 ¥52,000（1台分・税抜）

アクア

¥23,800（1台分・税抜）

各

¥23,800（1台分・税抜）

アクア

30プリウス/プリウスα5人乗り

プリウスα7人乗り 各

各

アクア

¥47,000（1台分・税抜）

各

¥63,000（1台分・税抜）
¥47,000（1台分・税抜）

¥9,000 (税抜)

適合車種：30プリウス･アクア
各色
カラー：ブルー･クリア

フラッシュ

ターン

点灯・点滅パターンなど
詳細はこちらから!!

ランダム

ループ

適合車種：30プリウス ZVW30、
プリウスアルファZVW40/41
セット内容：本体×1/付け替えボタン×3種/
エレクトロタップ×2/保証書/取付説明書
プリウス・プリウスα：Aタイプ
アクア：Bタイプ
Aタイプ、Bタイプ 各
(税抜)

30プリウス ZVW30 プリウスα ZVW40/41
（ムーンルーフ車非対応）マップ/リア 3Pセット

¥6,800 (税抜)

¥6,000 (税抜) ¥18,000 (税抜)

HYBRID
LED ROOM LAMP

¥9,800

INDICATOR LED COLOR CHANGE SYSTEM
■ インジケーター LED カラーチェンジシステム
30プリウス

■ ハイブリッド LED ルームランプ
日亜化学工業株式会社製ＬＥＤを使用

動画をモバイルサイトで
ＣＨＥＣＫ！

¥7,600 (税抜)

■ クリスタルルームランプレンズ

¥7,600 (税抜)

30プリウスインナー
ドアハンドル•
ベゼルセット

2個セット

ブルー/ブルー

ブルー/グリーン

クリア/ブルー

クリア/グリーン

ブルー/レッド

ブルー/イエロー

クリア/レッド

クリア/イエロー

アクア
H24/12以降非適合
マップ/ラゲージ/ナンバー

¥20,000 (税抜)

適合車種：30プリウス、
プリウスα
液晶ディスプレイカラー：ブルー/グリーン/
レッド/イエロー 各色同梱
スイッチパネルLEDカラー：ブルー/クリア
30プリウス

プリウスα

30プリウス ZVW30
（ムーンルーフ車非対応）
マップ/リア/ラゲージ/ナンバー
プリウスα40・41系 ZVW40/41
（ノーマルルーフ車専用）
マップ/リア/ラゲージ/ナンバー

エアコンパネル
ECO/Pパネル

¥8,500 (税抜)
¥3,500 (税抜)
¥12,000 (税抜)

ブルー/ブルー

ブルー/グリーン

クリア/ブルー

クリア/グリーン

エアコン+
ECO/Pパネル

ブルー/レッド

ブルー/イエロー

クリア/レッド

クリア/イエロー

エアコンパネル+
ECO/Pパネル

プリウスα

¥11,000 (税抜)

ACCESSORY SOCKET KIT SUKIMA POCKET

BACKDOOR LED LAMP

■ アクセサリーソケット増設キット

■ バックドア LED ランプ

¥8,980 (税抜)

スキマポケット

■ スキマポケット

装着時

適合車種：30プリウス
ZVW30
カラー：ブラック

¥16,000 (税抜)

適合車種：30プリウス、
プリウスα
セット内容：本体（左右1セット）、
SilkBlazeエンブレム×2枚、取付説明書
カラー：ブラック素材：発泡ウレタン

適合車種：30プリウス
セット内容：本体×1/エレクトロタップ×2/
配線キット×1/取付説明書
カラー：アクア・ダークグレー・ブラック
シートヒーター装着車非適合
各

適合車種：プリウスα
ZVW40/41W
カラー：グレー/アクア

¥9,000 (税抜)

¥16,000 (税抜)

¥17,000
¥16,000（1台分・税抜）
各色 ¥14,000（1台分・税抜）
Photo：10アルファード

ベージュ

CASUAL CHECK

各種各色

プレミアム

各種各色

プレミアム
ブラック

ベージュ

グレー

ゴールド/ブラック

ベージュ/ブラウン

カジュアルチェック
グレー/ブラック

シルバー/ブラック

ブルー/ブラック

レッド/ブラック

（税抜）

30 プリウス / プリウスα
専用 ハンドルカバー
カラー：ブラック/ブラックステッチ
ブラック/ブルーステッチ
ブラック/レッドステッチ
PVC 各色

¥1,980（税抜）

リアルレザー（本革）各色 ¥2,680（税抜）

NECK PAD

スタンダード
ブラック

ベージュ

¥3,500 (税抜)

for 30 PRIUS / PRIUSα

¥26,000 〜
¥18,000（税抜）〜
カジュアルチェック 各種各色 ¥17,000（税抜）〜
スタンダード
各種各色 ¥16,000（税抜）〜

STANDARD

各色

ロイヤル

各

HANDLE COVER

FLOOR MAT
フロアマット
30 PRIUS 前期 / 後期 /
プリウスα/ アクア

PREMIUM

ロイヤル

Photo：プリウスα

¥4,700 (税抜)

PUSH STARTER ILLUSION SCANNER
CRYSTAL
ROOMLAMP LENS ■ プッシュスターターイリュージョンスキャナー

¥11,000 (税抜)

ABS製 クロームメッキ
適合：30プリウス ZVW30
セット内容：本体/取付説明書
両面テープ施工済み

ブラック

Photo：30プリウス

各色

フロント・
リア4個セット

ROYAL

SEAT COVER PROUD SERIES STYLISH

適合車種：アクア
カラー：ブルー･クリア

設定カラー:サテンクローム/本革

(税抜)

INNER DOOR HANDLE CHROME TRIM
■ ドアベゼルクロームパネル

¥7,600 (税抜)

30プリウス/プリウスα5人乗り

プリウスα7人乗り 各 ¥69,000（1台分・税抜）

¥5,600

■ ドアベゼルクロームパネル

¥8,400 (税抜)

シートカバープラウドシリーズ
スタイリッシュ for プリウス

¥29,800（1台分・税抜）

設定カラー:クローム・本革
セット内容：本体 30 プリウス ZVW30

¥35,000 (税抜)

SHIFT GATE PANEL DOOR BEZEL
■ シフトゲートパネル
CHROME
PANEL

オールステンレス製 保安基準適合品
カラータイプ：シルバー

フロアマット+ラゲッジマット
カラー：チェックブラックタイプ/チェックベージュタイプ
各色
30プリウス前期/後期
（1台分・税抜）

各

¥26,000 (税抜)

■ マフラーカッターユーロタイプ

カラー：ブラック・グレー・
ベージュ・アイボリー

カラー：ブラック

対応:30 プリウス ZVW30/
プリウス α ZVW40/41

フロアマット EX
30 PRIUS 前期 / 後期 / プリウスα/ アクア

内装に合わせた
ジャストフィットスタイル。

各

オールレザー
[レッドステッチ/ブルーステッチ] 各色

■ シフトノブ タイプ B

FLOOR MAT EX

STANDARD SEAT COVER
SEAT COVER
PROUD SERIES
STYLISH LEATHER for PRIUS

PHOTO：カラー/ピアノブラック
（スイッチ無し）

SHIFT POSITION LED SHIFT GATE ILLUMIVATION
REAL CARBON STEERING SHIFT KNOB SHIFT KNOB LED
■ LED シフトゲートイルミネーション
■ LED シフトポジション
■ シフトノブ
TYPE-B

点灯時

¥1,800 (税抜)
¥1,600 (税抜)

PHOTO：カラー/茶木目

■ リアルカーボンステアリング

¥8,000 (税抜)

DOORHANDLE CHROMECOVER CHROME REAR UPPER GARNISH TRUNK LID CHROME GARNISH
■ クロームリアアッパーガーニッシュ
■ トランクリッドクロームガーニッシュ
LS LOOK ■ ドアハンドル
クロームカバー LS ルック

PREMIUM SOUND MUFFLER

セット内容：本体（6ピース）×4/取付説明書
■ ホイール用

各色

ウェルカムライト点灯時

適合：30プリウス ZVW30 デイライトカラー:クリア/ブルー
セット内容 : 本体 左右各1個 / 配線キット×2本 / 取付説明書×1冊/
エレクトロタップ×8/タイ ラップ×30本/両面テープ

ABS製 クロームメッキ 適合：プリウス アルファ ZVW40/41W
セット内容：本体×2/取付説明書
両面テープ施工済み
(税抜)

セット内容：本体（6ピース）×1/取付説明書
■ エンブレム用

各色

ウインカー点灯時

■ クロームバンパーダクトガーニッシュ

¥8,500

ABS製 適合：30プリウス ZVW30
セット内容：本体/取付金具/取付説明書

■ ステアリング用

デイライト点灯時

¥17,500（税抜）

ABS製 クロームメッキ 適合：プリウス アルファ ZVW40/41W
セット内容：本体/取付説明書
(税抜)
両面テープ施工済み

¥12,000 (税抜)

カラー：ブラックベース・ブルー/
ブラックベース・レッド
エンブレム用は
ホワイトベース・ブルー/レッドあり
※エンブレム本体は付属しません。

PHOTO：カラー/黒木目

¥2,800 (税抜)

■ バンパーダクトメッシュ 前期専用

¥9,000

発光フォーカス調整可能

■ クロームグリルガーニッシュ

HELICAL SHARK ANTENNA BUMPER DUCT MESH

ABS製 カラー：カーボン調/純正塗装色
セット内容：本体（両面テープ施工済）
×1/
アンテナ×1/M4・M5ボルト×各1/ワッシャー（M4・M5）
×各1/
Z型ステー/取付説明書
各色
(税抜)

¥28,000 (税抜)

CHROME GRILLE GARNISH CHROME BUMPER DUCT GARNISH CHROME REAR BOTTOM GARNISH
■ クロームリアボトムガーニッシュ

適合：30プリウス
ZVW30寒冷地仕様は非適合
プリウスα ZVW40/41
（ヒーター付き）
セット内容：本体（L/R）
×各1/
エレクトロタップ×4/取付説明書
LED数:片側20個･左右合計40個
LED色：アンバー

■ ヘリカルシャークアンテナ

超耐久

保安基準適合

12V HB4 12V H8/H9/H11/H16 各タイプ

純正交換ならではのフィット感。
ブルーレンズ採用で視界アップ。
ドレスアップと安全性の両立。選べる点灯パターン。■ LED ウイングミラー

各

各色

PHOTO：カラー/ピアノブラック

ルーメン
ルーメン

超発光ウルトラシャインLEDを2基配置。 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
全方位くまなく照射。

LED WING MIRROR

Silk Blaze ロゴ入り

完全防水

各色

■ マルチ LED ドアミラーウインカー

LED CRYSTAL
HIGH-MOUNT STOPLAMP

〈 12V・24V D2S 〉
〈 12V・24V D2R 〉
〈 12V・24V D4S 〉
〈 12V・24V D4R 〉

各タイプ

1年保証

各色

ステアリング [スイッチ無し]

MULTI LED DOORMIRROR WINKER

※左右合計
3600 ルーメン

■ ULTRA WHITE

■ SUPER WHITE

車検対応 5700K

超発光 LED システム

1800 6000 KK

適合：30プリウス ZVW30（Lグレード非対応）
カラー：クリアー/ブルー
セット内容 : 本体 / エレクトロタップ /
専用配線キット /タイラップ×10 / 取付説明書
※色温度：5800K(ケルビン)相当

¥3,800 (税抜)
¥7,600 (税抜)
¥10,000 (税抜)

T16（クリア）

¥27,000 (税抜)
¥33,000 (税抜)
各色 ¥33,000 (税抜)
各色 ¥33,000 (税抜)

ステアリングのみ

ステアリング [両側スイッチ]

適合：プリウスα、アクア

T20シングル
（アンバー、クリア）
(ピンチ部違い対応)

設定カラー：ピアノブラック/黒木目/茶木目
セット内容：本体
30 プリウス ZVW30/プリウス α ZVW40/41

ステアリング [片側スイッチ]

■ ハイルミナンス LED バルブ

¥25,000 (税抜)

Photo：HB3/4キット

¥22,000 (税抜)

HIGH LUMINANCELED BULB
T10

SPORTS STEERING
GUN GRIP
■ スポーツステアリングガングリップ

カラー：茶木目

デイライト点灯時

¥35,000 (税抜)

キャンペーン価格

¥38,000（税抜）

各ケルビンキット

カラー：黒木目

30プリウスZVW30
※スーパーライブサウンドシステム装着車非対応
カラー：ピアノブラック
（超美艶）/
黒木目/茶木目
（超同色）

8P SET 各

¥35,000（税抜）

チューニングバラスト

■ インテリアパネル

T20

マルチコントロールウィンカーリレー

適合：30プリウスセット内容：本体セット /取付説明書 / 保証書
※マルチコントロールウィンカーリレー同封
フロントウィンカー / リアウインカー / バックランプ 各

室内を演出するファーストプライオリティー。

INTERIOR PANEL

■ 30 プリウス前期専用 LED フォグランプ
フォグ点灯時

■ HID コンバージョンキット
3G コブラ

純正バラスト

車検対応

■ ハイルミナンス LED バルブセット

NEW!!

純正HIDをハイワッテージ化。62Wクラス、驚愕のハイパワーを実現。
GRSバーナーで発光効率150％アップ！
純正部品と交換するだけのボルトON&カプラーON設計！

INTERIOR PARTS インテリアパーツ

エクステリアに纏められた上質というアクセント。

ネックパッド

カラー：ブラック/ベージュ
各色単品
¥2,980（税抜）
各色2個セット¥5,680（税抜）

PHOTO：リアルレザー

