
　
LAND ROVER
レンジローバー ヴェラール
LY2,LY3

※シートレールの画像はイメージです。

製品名 ダウン量 税別定価

LB9 ±0㎜ \24,000-

LS9 ±0㎜ \28,000-

※詳細は弊社HPをご参照下さい。また、ご不明な点がございましたら下記までお問い合わせ下さい。

サイドエアバッグキャンセラーはNPC002が付属します。

右座席品番

ILR110B09R

ILR110S09R

左座席品番

ILR110B09L

ILR110S09L

    お得意様各位 2021年5月吉日   

  新製品のご案内

スタンダードモデル

備考

スタンダードモデル

メーカー
車名
型式
備考

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げま

す。

さて、このたび弊社では以下車種用シートレールを発売させていただくことになりましたので、ご案内申し上

げます。何卒ご拡販にご協力いただけますよう、宜しくお願い申し上げます。

敬具



　
LAND ROVER
レンジローバー ヴェラール
LY2,LY3

※シートレールの画像はイメージです。

製品名 ダウン量 税別定価

B6 -10㎜ \21,000-

S6 -10㎜ \25,000-

※詳細は弊社HPをご参照下さい。また、ご不明な点がございましたら下記までお問い合わせ下さい。

    お得意様各位 2021年5月吉日   

  新製品のご案内

スタンダードモデル

備考

スタンダードモデル

メーカー
車名
型式
備考

サイドエアバッグキャンセラーはNPC002が付属します。

右座席品番

ILR110B06R

ILR110S06R

左座席品番

ILR110B06L

ILR110S06L

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げま

す。

さて、このたび弊社では以下車種用シートレールを発売させていただくことになりましたので、ご案内申し上

げます。何卒ご拡販にご協力いただけますよう、宜しくお願い申し上げます。

敬具



　
LEXUS
LS500
VXFA50,VXFA55

※シートレールの画像はイメージです。

製品名 ダウン量 税別定価

LB9 -15㎜ \24,000-

LS9 -15㎜ \28,000-

※詳細は弊社HPをご参照下さい。また、ご不明な点がございましたら下記までお問い合わせ下さい。

    お得意様各位 2021年5月吉日   

  新製品のご案内

スタンダードモデル

備考

スタンダードモデル

メーカー
車名
型式
備考

サイドエアバッグキャンセラーはNPC002が付属します。

右座席品番

DLS114B09R

DLS114S09R

左座席品番

DLS114B09L

DLS114S09L

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げま

す。

さて、このたび弊社では以下車種用シートレールを発売させていただくことになりましたので、ご案内申し上

げます。何卒ご拡販にご協力いただけますよう、宜しくお願い申し上げます。

敬具



　
LEXUS
LS500h
GVF50,GVF55

※シートレールの画像はイメージです。

製品名 ダウン量 税別定価

B6 -15㎜ \21,000-

S6 -15㎜ \25,000-

※詳細は弊社HPをご参照下さい。また、ご不明な点がございましたら下記までお問い合わせ下さい。

サイドエアバッグキャンセラーはNPC002が付属します。

右座席品番

DLS115B06R

DLS115S06R

左座席品番

DLS115B06L

DLS115S06L

    お得意様各位 2021年5月吉日   

  新製品のご案内

スタンダードモデル

備考

スタンダードモデル

メーカー
車名
型式
備考

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げま

す。

さて、このたび弊社では以下車種用シートレールを発売させていただくことになりましたので、ご案内申し上

げます。何卒ご拡販にご協力いただけますよう、宜しくお願い申し上げます。

敬具



　
LEXUS
LS500
VXFA50,VXFA55

※シートレールの画像はイメージです。

製品名 ダウン量 税別定価

LB9 -15㎜ \24,000-

LS9 -15㎜ \28,000-

※詳細は弊社HPをご参照下さい。また、ご不明な点がございましたら下記までお問い合わせ下さい。

    お得意様各位 2021年5月吉日   

  新製品のご案内

スタンダードモデル

備考

スタンダードモデル

メーカー
車名
型式
備考

サイドエアバッグキャンセラーはNPC002が付属します。

右座席品番

DLS114B09R

DLS114S09R

左座席品番

DLS114B09L

DLS114S09L

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げま

す。

さて、このたび弊社では以下車種用シートレールを発売させていただくことになりましたので、ご案内申し上

げます。何卒ご拡販にご協力いただけますよう、宜しくお願い申し上げます。

敬具



　
LEXUS
LS500
VXFA50,VXFA55

※シートレールの画像はイメージです。

製品名 ダウン量 税別定価

B6 -15㎜ \21,000-

S6 -15㎜ \25,000-

※詳細は弊社HPをご参照下さい。また、ご不明な点がございましたら下記までお問い合わせ下さい。

サイドエアバッグキャンセラーはNPC002が付属します。

右座席品番

DLS114B06R

DLS114S06R

左座席品番

DLS114B06L

DLS114S06L

    お得意様各位 2021年5月吉日   

  新製品のご案内

スタンダードモデル

備考

スタンダードモデル

メーカー
車名
型式
備考

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げま

す。

さて、このたび弊社では以下車種用シートレールを発売させていただくことになりましたので、ご案内申し上

げます。何卒ご拡販にご協力いただけますよう、宜しくお願い申し上げます。

敬具



　
MITSUBISHI
エクリプスクロス PHEV
GL3W
誤：ガソリン車（GK1W）共通
正：共通ではありません。

※シートレールの画像はイメージです。
製品名 ダウン量 税別定価

B36 -20㎜ \23,000-

S36 -20㎜ \27,000-

※詳細は弊社HPをご参照下さい。また、ご不明な点がございましたら下記までお問い合わせ下さい。

サイドエアバッグキャンセラーは 誤：NPC001／正：NPC002 が付属します。

右座席品番
誤：DMI115B36R
正：DMI165B36R
誤：DMI115S36R
正：DMI165S36R

左座席品番
誤：DMI115B36L
正：DMI165B36L
誤：DMI115S36L
正：DMI165S36L

    お得意様各位 2021年5月吉日   

  新製品（訂正）のご案内

スタンダードモデル

備考

スタンダードモデル

メーカー
車名
型式
備考

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げま

す。

過日ご案内いたしました以下車種用シートレールに誤りがございましたので、お詫びして訂正いたします。ご

迷惑をおかけしまして申し訳ございませんでした。宜しくお願い申し上げます。

敬具



　
MITSUBISHI
エクリプスクロス PHEV
GL3W
誤：ガソリン車（GK1W）共通
正：共通ではありません。

※シートレールの画像はイメージです。
製品名 ダウン量 税別定価

LB25 -20㎜ \24,000-

※詳細は弊社HPをご参照下さい。また、ご不明な点がございましたら下記までお問い合わせ下さい。

サイドエアバッグキャンセラーは 誤：NPC001／正：NPC002 が付属します。

右座席品番
誤：DMI115B25R
正：DMI165B25R

左座席品番
誤：DMI115B25L
正：DMI165B25L

※リニア型5×5ポジションでは、横どめの設定はございません。

    お得意様各位 2021年5月吉日   

新製品（訂正）のご案内

備考

スタンダードモデル

メーカー
車名
型式
備考

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げま

す。

過日ご案内いたしました以下車種用シートレールに誤りがございましたので、お詫びして訂正いたします。ご

迷惑をおかけしまして申し訳ございませんでした。宜しくお願い申し上げます。

敬具
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