
※WRX ADDICTION及び 一部商品を除く

￥98,800( 工賃税込 )￥98,800( 工賃税込 )

TPS Design. 
アルミニウムラジエター 従来モデル
通常定価 ￥98,000( 税抜 ) のところ

TPS Design. 
アルミニウムラジエター 従来モデル
通常定価 ￥98,000( 税抜 ) のところ

TPS Design. 
アルミニウムラジエター 従来モデル
通常定価 ￥98,000( 税抜 ) のところ

for BM/BRfor BM/BR
ターボ車のみターボ車のみ

要 別途クーラント要 別途クーラント

for DITfor DIT

￥70,000( 工賃税込 )￥70,000( 工賃税込 )

インテークパイプキット
通常定価 ￥58,000( 税抜 ) のところ
インテークパイプキット
通常定価 ￥58,000( 税抜 ) のところ
インテークパイプキット
通常定価 ￥58,000( 税抜 ) のところ

今年もありがとう
ございました !!

🔔
🔔
❄❄❄

LIBERAL🔔🔔❄❄
❄❄

❄❄
❄❄

❄❄ ❄❄ MERRYCHRISTMAS
MERRYCHRISTMAS�

ASK くわしくは店長小沼まで!!🤯

リベラルエアロリベラルエアロ

WRXADDICTIONWRXADDICTION

小野印房 ご愛車印鑑10%OFF!!小野印房 ご愛車印鑑10%OFF!!

カーボンインテリア10%OFF!!カーボンインテリア10%OFF!!

10%OFF!!10%OFF!!LED商品各種

無金利無金利
一商品につき10万円以上 (税抜 )一商品につき10万円以上 (税抜 )

24/36/48回24/36/48回
※定価販売のみ※定価販売のみ

for EJfor EJ

￥50,000( 工賃税込 )￥50,000( 工賃税込 )

ハイスパークイグニッションコイル
通常定価 ￥39,200( 税抜 ) のところ
ハイスパークイグニッションコイル
通常定価 ￥39,200( 税抜 ) のところ
ハイスパークイグニッションコイル
通常定価 ￥39,200( 税抜 ) のところ

❄❄❄

USパーツ10%OFF!!USパーツ10%OFF!!

1 万円以上 (税抜 ) ご購入の方にくじ引きチャンス !1万円以上 (税抜 ) ご購入の方にくじ引きチャンス !
３万円・１万円商品券や抗菌コーティング施工券等豪華景品が当たる !!３万円・１万円商品券や抗菌コーティング施工券等豪華景品が当たる !!

for DITfor DIT

￥45,000( 工賃税込 )￥45,000( 工賃税込 )

ターボインレットパイプ
通常定価 ￥38,000( 税抜 ) のところ
ターボインレットパイプ
通常定価 ￥38,000( 税抜 ) のところ
ターボインレットパイプ
通常定価 ￥38,000( 税抜 ) のところ

🎁

 12/1(Tue)-12/25(Fri) 12/1(Tue)-12/25(Fri) 完全オーダーオリジナルボディラッピングのご相談も承っております !!完全オーダーオリジナルボディラッピングのご相談も承っております !!

￥37,000( 税込 )￥37,000( 税込 )
通常定価 ￥38,000( 税抜 )通常定価 ￥38,000( 税抜 )通常定価 ￥38,000( 税抜 )

￥37,000( 工賃税込 )￥37,000( 工賃税込 )
通常定価 ￥38,000( 税抜 )通常定価 ￥38,000( 税抜 )通常定価 ￥38,000( 税抜 )

￥42,000( 工賃税込 )￥42,000( 工賃税込 )
通常定価 ￥38,000( 税抜 )通常定価 ￥38,000( 税抜 )通常定価 ￥38,000( 税抜 )

チタンナットチタンナット
カーボンミラーカバー カーボンミラーカバー 
カーボンフェンダーパネルカーボンフェンダーパネル

￥43,000( 工賃税込 )￥43,000( 工賃税込 )
通常定価 ￥30,000( 税抜 )通常定価 ￥30,000( 税抜 )通常定価 ￥30,000( 税抜 )

別注スマートフローシュラウド別注スマートフローシュラウド
インタークーラーエアシールドインタークーラーエアシールド ￥26,000( 工賃税込 )￥26,000( 工賃税込 )

通常定価 ￥27,000( 税抜 )通常定価 ￥27,000( 税抜 )通常定価 ￥27,000( 税抜 )

￥8,800( 税込 )￥8,800( 税込 )
通常定価 ￥18,000( 税抜 )通常定価 ￥18,000( 税抜 )通常定価 ￥18,000( 税抜 )

3Dゴリラマット3Dゴリラマット
ウィンドウズネットウィンドウズネット ￥25,000( 税込 )￥25,000( 税込 )

通常定価 ￥29,800( 税抜 )通常定価 ￥29,800( 税抜 )通常定価 ￥29,800( 税抜 )

※一部商品を除く

各メーカーイベント価格にてご案内致します !!

 12/13(Sun)RAYS様ご来店 !! 12/13(Sun)RAYS様ご来店 !!

10%OFF!!10%OFF!!

￥777,700( 工賃税込 )￥777,700( 工賃税込 )

F: 6 POT 
R: 4 POT
F: 6 POT 
R: 4 POT
F: 6 POT 
R: 4 POT

WRXSTI(VAB)WRXSTI(VAB)WRXSTI(VAB)

￥506,220( 工賃税込 )￥506,220( 工賃税込 )

F: 6 POT
R: ビッグローターキット
F: 6 POT
R: ビッグローターキット
F: 6 POT
R: ビッグローターキットWRXS4(VAG)WRXS4(VAG)WRXS4(VAG)

LEVORG(VM)LEVORG(VM)LEVORG(VM)

❄ICE FUSE

STOLZ BRAKE

※別途工賃

￥30,000( 税込 )￥30,000( 税込 )

イグニッションワイヤー
通常定価 ￥27,200( 税抜 )
イグニッションワイヤー
通常定価 ￥27,200( 税抜 )

￥22,500( 税込 )￥22,500( 税込 )

ボンネットワイヤー
通常定価 ￥8,000( 税抜 )
ボンネットワイヤー
通常定価 ￥8,000( 税抜 )

￥6,600( 税込 )￥6,600( 税込 )

ハイカレントワイヤー
通常定価 ￥36,000( 税抜 )
ハイカレントワイヤー
通常定価 ￥36,000( 税抜 )
ハイカレントワイヤー
通常定価 ￥36,000( 税抜 )

❄ECU WIRE❄ECU WIRE
❄ECU WIRE⚡⚡
・WRXS4(VAG)・WRXS4(VAG)・WRXS4(VAG)
・LEVORG(VM)・LEVORG(VM)・LEVORG(VM) ￥5,500( 税込 )￥5,500( 税込 )

🔔
🔔

スペシャルウィンターセール

レーシングデカールレーシングデカール
￥176,000( 税込 )￥176,000( 税込 )
通常定価 ￥220,000( 税込 )通常定価 ￥220,000( 税込 )通常定価 ￥220,000( 税込 )

RED + ￥3,000( 税抜 )RED + ￥3,000( 税抜 ) RED + ￥3,000( 税抜 )RED + ￥3,000( 税抜 )

※お持ち帰り商品※お持ち帰り商品

※お持ち帰り商品※お持ち帰り商品

※お持ち帰り商品※お持ち帰り商品

❄❄❄

ご購入特典:RAYSセンターキャップまたはホイールナットいずれかプレゼント!!

🎄🎁


