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敬具

ドアハンドルプロテクター　　アルト[HA36S] /ジムニー[JB23W]他

【品番・価格】 2022年2⽉18⽇発売!!

【適合⾞種】

【仕様】

・ドア2枚分セット (サイド左右)
・MONSTER SPORT ロゴ入り

※製品の詳細は弊社WEBサイトをご覧ください。

ドアハンドルプロテクター

品名 税抜価格品番 JANコード

792500-7300M 4936080792022 ¥3,000

(3型〜9型)
02.01〜18.06JB43Wジムニー シエラ

SUZUKI –〇5MT/4AT4WDM13A NA
ジムニー (1型〜10型)
SUZUKI JB23W 98.10〜18.06 5MT/4AT 〇K6A ターボ 4WD

5MT/CVT/5AGS

R06A NA FF/4WD 5MT/CVT/5AGS

FF/4WDR06A NA

(2型〜3型）

SUZUKI (1型)

SUZUKI HA36S

HA36S

(1型)アルトターボRS

アルト 18.12〜21.12

18.12〜21.12

14.12〜18.11

HA36S

SUZUKI (1型)

15.03〜18.11

アルトワークス R06A ターボ

https://www.monster-sport.com/product/parts/accessory/doorhandleprotector/ha36s/index.html

カーボン調PVC材(ハイボスカル)

取付

粘着テープによる貼り付け

仕様 材質

⾞種 型式

(2型〜3型）

R06A ターボ FF/4WD 5AGS

FF/4WD 5MT/5AGS

お取引先　各位

新商品のご案内
『ドアハンドルプロテクター』 アルト[HA36S] /ジムニー[JB23W]他用 新発売

記

キズ防止機能とスポーティなデザインを兼ね備えた、ドアハンドル用プロテクションシート。

R06A ターボ FF/4WD 5MT/5AGS

年式 原動機 駆動方式 変速機 フロント
〇 〇15.12〜18.11

アルト[HA36S]やジムニー[JB23W]などに装着可能な汎用2枚セットを新たに追加設定致しました。

コード

JJ

適合ドア

〇 〇

–

備考

〇 〇

〇 〇

〇 〇

リヤ

拝啓、貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
以下の通り、商品情報をご案内致します。ぜひ貴社販促活動にご活用くださいます様お願い致します。

PRODUCT INFORMATION
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2022年2月吉日

敬具

バックドアガーニッシュ　　　ソリオ[MA27S]/ソリオバンディット[MA37S]

【品番・価格】 2022年2月25日発売予定!!

【適合車種】

【製品仕様】

※ 本品の未塗装品は塗装を前提としているため、製品表面に成型時に出る型の合わせの筋や小さい凹み等が

    出る場合があります。必ず下地処理を行ったうえで塗装をしてからご使用ください。

※ 本品装着時、ノーマル状態に対し、車両寸法が後方に5mm延長されます。車両寸法の「長さ(全長)」が

    変化しますので、新規検査または予備検査時はご注意ください。
※ 製品の詳細は弊社WEBサイトをご覧ください。

https://www.monster-sport.com/product/parts/ext/rear_parts/ma27s_backdoorgarnish/index.html

付属品

・Monsterエッジングエンブレム

・PACプライマー

取付

CVT

型式

MA27S

年式

20.12～

(1型)SUZUKI

ソリオ

FF/4WD CVT
(1型)

ブラック

746100-4200M

746100-420ZVR

車種

746100-420ZMV

ホワイト

原動機

品名 仕様

未塗装

塗装済

塗装済

4936080746025

4936080746032

¥19,800

¥26,000 JJ

JJ

コード品番 ＪＡＮコード 税抜価格

バックドアガー

ニッシュ

車両全体に違和感なく溶け込むスタイリッシュなデザインのソリオバンディット専用バックドアガーニッシュ

仕様

お取引先　各位

ソリオ［MA27S］/ソリオバンディット[MA37S]用

記

『バックドアガーニッシュ』新発売

新商品のご案内

■純正+αなシンプルデザイン

純正メッキガーニッシュを覆い、上質な落ち着きのある印象に変えるデザインです。

テールランプとの繋がりを持たせ、流れるような造形が特徴的なバックドアガーニッシュです。 

■かんたん取り付け

取り付け方法は、純正メッキガーニッシュの上から、両面テープで貼るだけ。

¥26,000 JJ

FF/4WD

4936080746049

K12C NA

駆動方式 変速機

加工無しのかんたん取り付けで、気軽にドレスアップすることができます。

両面テープABS樹脂

MA37S
20.12～ K12C NA

+WA05A
FF/4WD CVT

(1型)
SUZUKI

ソリオバンディット
MA37S

20.12～ K12C NA

+WA05A

拝啓、貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
以下の通り、新商品情報をご案内致します。ぜひ貴社販促活動にご活用くださいます様お願い致します。

PRODUCT INFORMATION

http://www.tajima-motor.com/
https://www.monster-sport.com/product/parts/ext/rear_parts/ma27s_backdoorgarnish/index.html
https://www.tajima-motor.com/
https://www.tajima-motor.com/gopro/index.html
https://www.powerfilter.com/
https://www.monster-sport.com/
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2022年02月吉日

敬具

フロントアンダースポイラー　　　ソリオバンディット[MA37S]

【品番・価格】 2022年2月25日発売予定!!

【適合車種】

【製品仕様】

※ 本品の未塗装品は塗装を前提としているため、製品表面に成型時に出る型の合わせの筋や小さい凹み等が

    出る場合があります。必ず下地処理を行ったうえで塗装をしてからご使用ください。

※ 本品装着により、ノーマルバンパーに対し、前方に25mm、下方に3mm突出します。車両寸法(車枠)の

　　「長さ(全長)」が変化しますので、新規検査または構造等変更検査などの際はご注意ください。
※ 製品の詳細は弊社WEBサイトをご覧ください。

https://www.monster-sport.com/product/parts/ext/front_parts/solio_under/index.html

ABS

付属品

・樹脂クリップ

・ゴムモール(単品)

※塗装済品は本体に装着済

・エンブレムステッカー

・PACプライマー

K12C NA

+WA05A

原動機 駆動方式 変速機

CVTSUZUKI ソリオバンディット

型式

MA37S

年式

20.12～

(1型)

・上面：両面テープ

・下面：樹脂クリップ(要穴あけ加工)

取付

塗装済
ブラック

732500-4200M

732500-420ZVR

車種

732500-420ZMV

ホワイト

4936080732059

4936080732035

¥38,000

¥45,000 JJ

JJ

コード品番 ＪＡＮコード 税抜価格

フロントアンダー

スポイラー

品名 仕様

未塗装

塗装済

車両全体に違和感なく溶け込むスタイリッシュなデザインのソリオバンディット専用フロントスポイラー

仕様

お取引先　各位

ソリオバンディット[MA37S]用

記

『フロントアンダースポイラー』新発売

新商品のご案内

■純正+αなシンプルデザイン

純正バンパーに違和感なく溶け込むシンプルな造形でありながら、

フロントフェイスをワイド＆スポーティーな印象へ変えるフロントスポイラーです。

■高品質素材

ABS樹脂の中でも特に耐衝撃性に優れた「HI-ABS」を採用。

¥45,000 JJ

FF/4WD

4936080732042

拝啓、貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
以下の通り、新商品情報をご案内致します。ぜひ貴社販促活動にご活用くださいます様お願い致します。

PRODUCT INFORMATION

http://www.tajima-motor.com/
https://www.monster-sport.com/product/parts/ext/front_parts/solio_under/index.html
https://www.tajima-motor.com/
https://www.tajima-motor.com/gopro/index.html
https://www.powerfilter.com/
https://www.monster-sport.com/
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