
Photo 品番

10ZFHA/C

10ZFL10/C

30KSSPC01

20SSPC01

20GSCIK

20SSAPL

20SPED/B

20QED/B

20SQEL6/C

 20SQEL7/C

20SQEL8/C

K033

\11,000 (税込)

(1set)

\3,300 (税込)

FALCON/PAROLIN/RR
フロントスポイラー ブラケット(2個/1set)

(MINI&OK&KZ共通パーツ)

\4,400 (税込)

(1set)

FALCON/PAROLIN/RR
フロントスポイラー フック

(MINI&OK&KZ共通パーツ)

\2,420 (税込)

(1個)
※1台分は2個必要です。

\16,500 (税込)

FALCON/PAROLIN
フロントパネル "EUROSTAR" 黒色

- OK & KZ用 -
\15,400 (税込)

FALCON/PAROLIN
フロントパネル サイドステー "EUROSTAR"

- OK & KZ用 -

     FALCON OK & KZ プライスリスト
　 ・ボディパーツ関連

商品名 希望小売価格(税込)

FALCON/PAROLIN
フロントバンパー アッパー

- OK & KZ用 -

FALCON/PAROLIN
フロントバンパー ロア

- OK & KZ用 -

FALCON/PAROLIN/RR
フロントスポイラー ブラケットKIT

(MINI&OK&KZ共通パーツ)
※ブラケットset、フックx2、センターブラケットx1 COMP

FALCON
フロントパネル ロアステー "EUROSTAR"

(MINI&OK&KZ共通パーツ)

\11,000 (税込)

\8,800 (税込)

FALCON/PAROLIN/RR
フロントバンパー センターブラケット

(MINI&OK&KZ共通パーツ)
・キャップボルト M6 x 20　・ナイロンナット M6

\2,200 (税込)

FALCON/PAROLIN
フロントスポイラー "EUROSTAR" 黒色

- OK & KZ用 -

\2,750 (税込)

(1個)
※1台分は2個必要です。

FALCON/PAROLIN/RR
フロントパネル用 ピボット
(MINI&OK&KZ共通パーツ)

\770 (税込)

FALCON
フロントパネル ロア クロスステー

"EUROSTAR"
- OK & KZ用 -

\2,970 (税込)

※フロアパネル ロアサポートは「ロアステー」↑ と「クロスステー」↓ の2つのパーツで構成されています。



Photo 品番

K034

K035

20PNEUD/B

10SPRED/C

10SPLED/C

KA670-N

20SPPLD/B

20SPPLDL/B

30ATSPPL/C

10SSBSW/C

10SSASW/C

30PUS30/B

FALCON/PAROLIN/RR
フロントパネル用 クリップ
(MINI&OK&KZ共通パーツ)

\220 (税込)

FALCON/PAROLIN
リアスポイラー(センター単体)

"EUROSTAR" 黒色
- OK & KZ用 -

\19,800 (税込)

FALCON/PAROLIN
リアバンパーファスティングKIT "30φ"

- OK & KZ用 -
(2本/1台分)

\6,600 (税込)

(2本/1台分)

FALCON/PAROLIN
サイドカウル "EUROSTAR" 黒色

- OK & KZ用 -

\14,850 (税込)

(1個)
※左右共通のため1台分は2個

となります。

FALCON/PAROLIN
サイドバンパー 右側 "EUROSTAR"

- OK & KZ用 -
\14,850 (税込)

FALCON/PAROLIN
リアスポイラー COMP
"EUROSTAR" 黒色

- OK & KZ用 -

\28,600 (税込)

FALCON/PAROLIN
リアスポイラー ステーKIT "EUROSTAR"

(MINI&OK&KZ共通パーツ)

\20,900 (税込)

(1set)

FALCON/PAROLIN
リアスポイラー ブラケット(バンパーボルト側)

"EUROSTAR"
(MINI&OK&KZ共通パーツ)

\6,050 (税込)

(1個)

FALCON/PAROLIN
リアスポイラー ブラケット(プレート)

"EUROSTAR"
(MINI&OK&KZ共通パーツ)

\6,050 (税込)

(1個)

FALCON/PAROLIN
リアスポイラー(サイドキャップ単体)

"EUROSTAR" 黒色
- OK & KZ用 -

\4,400 (税込)

(1個)

\14,850 (税込)

     FALCON OK & KZ プライスリスト
　 ・ボディパーツ関連

商品名 希望小売価格(税込)

FALCON/PAROLIN
サイドバンパー 左側 "EUROSTAR"

- OK & KZ用 -

FALCON/PAROLIN/RR
フロントパネル用 グロメット
(MINI&OK&KZ共通パーツ)

\220 (税込)



Photo 品番

20BZ10140

20GMPU30

10BCH30/B

10BCS/B

20DEFLG10

20DATB10H

FALCON/PAROLIN
リアバンパー ゴムブッシュ 30φ

- OK & KZ用 -
\660 (税込)

FALCON/PAROLIN
リアバンパー カラー(シャーシ側) 30φ

- OK & KZ用 -
\880 (税込)

希望小売価格(税込)

フランジナット M10 \66 (税込)

FALCON/PAROLIN
リアバンパーボルト 単品 M10 x 140mm

- OK & KZ用 -
\1,100 (税込)

     FALCON OK & KZ プライスリスト
　 ・ボディパーツ関連

商品名

弊社商品は、ユーザー様への直接販売及び通信販売を行っておりません。全ての商品は、カートショップ様へお問い合わせください。
なお、当ページに記載されている表示価格は、税込み希望小売価格です。商品、仕様、価格等につきましては、為替の変動等、諸般の事情により
予告なく変更される場合がございます。

\880 (税込)

ナイロンナット M10 \88 (税込)

FALCON/PAROLIN
リアバンパー エンドカラー
(MINI&OK&KZ共通パーツ)


