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PARTS CATALOG

■NC用3連メーターパネル （1・2・3型共通）
（FRP） ¥15,000（税別）
（カーボン） ¥30,000（税別）

■3連メーターパネル（NA・NB用設定あり）
（FRP）¥12,000（税別）※NA用あり

■NCハードトップ用レインガード（1・2・3型共通）
（ウレタン） ¥12,000（税別）
※電動ハードトップ車両は要加工

■NBノスタルジックテール（M/C前・後共通）
（FRP）¥29,800（税別） ※ライト別

■NAリトラクタブルインレット Type-1.2.3 
（FRP）各¥12,800（税別）

■NA右側専用リトラクタブルインレット
（FRP）¥12,800（税別）

Type-1

Type-2

Type-3

■ハードトップ用レインガード
（NA・NB用設定あり）
（ウレタン）各¥9,800（税別）

■NAノスタルジックテール
（FRP）¥29,800（税別） ※ライト別

OTHER’S for NA/NB/NC

使用パーツ（各パーツペイント、取付け含む）

■フロントバンパー ■ボンネット 

■リトラクタブル ■フロントフェンダー

■サイドステップ ■リアフェンダー 

■リアバンパー ■トランク

●全長：4000mm　●全幅：1840mm　●全高：1235mm

※詳細はお問い合わせください。

M2 1006 Model
SPEC

キット価格 ¥1,500,000（税別）

ノーマルボディ対応

■06タイプボンネット
（FRP）¥63,000（税別）
※ノーマルフェンダー、
　ノーマルリトラ専用

■06タイプトランク
（FRP）¥35,000（税別）
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ロータイプ ハイタイプミドルタイプ

■メーターフードパネル（NA・NB用設定あり）
（FRP） ¥9,800（税別）※NA用あり
（カーボン） ¥15,000（税別）※NA用あり

■NA用ドア内張り／左右セット
（カーボン）¥23,800（税別）

■NA用リアガーニッシュ
（FRP）¥9,800（税別）
※ノーマルバンパー専用

■NB用リアガーニッシュ（M/C前後共通）
（FRP）¥9,800（税別）
※ノーマルバンパー専用

■NB用スカッフプレート（M/C前・後共通）
（カーボン）¥15,000（税別）
※NA用あり ¥8,800

■NB用バッフルシュラウド（M/C前・後共通）
（カーボン）¥15,000（税別）

GT WING
■GTウイング（汎用）　　　各 ¥45,000（税別）
（ロータイプ） 高さ ： 前側 60 ㎜／後側110㎜ 
（ミドルタイプ） 高さ ： 前側150㎜／後側170㎜
（ハイタイプ） 高さ ： 前側230㎜／後側250㎜
翼端版（カーボン）／アルミステー／メイン板（FRP製）
メイン板：1130㎜/1210㎜/1405㎜より選択

■エアロドアミラー（M/C前・後共通）
（FRP） ¥39,000（税別）　
（カーボン） ¥68,000（税別）　

We have enjoyed ROADSTER  for many years, so we hope you will enjoy ROAD STER well,too.  



NC2/3 Type-N （2・3型専用） NC2/3 Type-S （2・3型専用）

■サイドステップ（1・2・3型各設定あり）（FRP）各¥50,000（税別）

（2・3型専用／インテークダクト付）

NC2/3 Type-N
■フロントバンパースポイラー
（FRP） ¥79,800（税別）
●アンダーパネル付 ¥89,800（税別）

NC2/3 Type-S
■フロントバンパースポイラー
（FRP） ¥83,800（税別）
●アンダーパネル付 ¥93,800（税別）

※インテークダクト付きの
ダクト部形状は1・2・3型同
様の形状になります。

●Type-N専用リップスポイラー 
（FRP）¥40,000（税別） （カーボン）¥80,000（税別）

■フロントバンパースポイラー （FRP） ¥68,800（税別）
●アンダーパネル付  ¥78,800（税別）

■フロントバンパースポイラー（FRP）※インテークダクト付 ¥74,800（税別）
●アンダーパネル付  ¥84,800（税別）

NC1 Type-N （1型専用）

■フロントリップスポイラー （ウレタン） ¥24,800（税別）
●専用アンダーフラップ （FRP） ¥30,000（税別）
●専用アンダーフラップ （カーボン） ¥60,000（税別）

■エアロボンネット （1・2・3型共通）
（カーボン）¥85,000（税別） （FRP）¥59,800（税別）

■インフュージョンボンネット（1・2・3型共通）
（カーボン・黒ゲルコート仕上げ）¥200,000（税別）

インフュージョン製法とは…
カーボンなどの繊維と樹脂を重
ねて作る製法（ハンドレアップ）
と繊維を型にパックしたのち、樹
脂を真空の力を利用した流し込
む製法（インフィージョン）があり
ドライカーボンと言われる製法
とほぼ同じ強度がえられます。

重量
ノーマルアルミ製（約8kg）
ハンドレアップ製品 （約8kg）
インフュージョン製品（約4～4.5kg）

NC1
（1型専用）

■フロントリップスポイラー （ウレタン） ¥19,800（税別）
■フロントバンパーマウス （FRP） ¥30,000（税別）
■アイリッド （ウレタン） ¥9,800（税別）

NC3
（3型専用）

■フロントリップスポイラー （FRP） ¥40,000（税別）
■フロントリップスポイラー （FRP+中央部カーボン） ¥58,000（税別）
■アイリッド （ウレタン） ¥9,800（税別）

NC2
（2型専用）

NC3 ■アンダーフラップノーマルバンパー用
（FRP）¥30,000（税別）（カーボン）¥60,000（税別）

■リアディフューザーフラップタイプ（1・2・3型各設定あり）
（FRP）¥35,000（税別）   （カーボン）¥69,000（税別）

■スリットスポイラー（1・2・3型共通）
（FRP）¥25,000（税別）   （カーボン）¥55,000（税別）

■センターフラップ（1・2・3型共通）
（FRP）¥15,000（税別）   （カーボン）¥20,000（税別）

■トランクスポイラー（1・2・3型共通）
（ウレタン）¥19,800（税別）  

■リアガーニッシュ（1・2・3型共通）
（FRP）¥9,800（税別）

スリットスポイラー装着

リアディフューザー1・2・3型用設定あり

Lipspoiler series

センターフラップ装着

Type-N・Type-S
Intekeduct model 

Type-N Type-S

■フロントバンパースポイラー（FRP） ¥64,800（税別）
●アンダーパネル付  ¥74,800（税別）

●Type-N or Type-S専用リップスポイラー
（FRP）¥40,000（税別） （カーボン）¥80,000（税別）

We have enjoyed ROADSTER for many years, so we hope you will enjoy ROAD STER well,too.  NC ROADSTER
NCEC



■電動ハードトップ用トランクスポイラー（1・2・3型共通）
（ウレタン）¥19,800（税別） 

■チビトランクリップスポイラー（1・2・3型共通）
（ウレタン）¥15,000（税別） 

Glide Lipsppiler
カナード一体型のリップスポイラー

NC1 （1型専用）
■グライドリップスポイラー（FRP）¥45,000（税別）

NC2 （2型専用）

■グライドリップスポイラー（FRP）¥45,000（税別） 

NC3 （3型専用）

■グライドリップスポイラー（FRP）¥45,000（税別）  

■ハードトップ/NC（1・2・3型共通）（FRP）¥220,000（税別） 

■エアロドアミラー （1・2・3型共通）
（FRP） ¥45,000（税別）
（カーボン） ¥74,000（税別）

Lead duct （3型ノーマルバンパー専用）

■リードダクト（FRP）¥25,000（税別）
※インテークダクト付

Glide Lip 
for NC3（3型専用）

■グライドウイング（1・2・3型共通）
（FRP）¥65,000（税別） 
※翼端版のみカーボン
※メイン板1270㎜
※差し込みの穴位置を変える事により
2段階の角度調整が可能。

中央部の盛り上がりと角度が異なります

■3Dウイング（1・2・3型共通）（FRP）¥65,000（税別） 
※翼端版のみカーボン※メイン板1270㎜または1370㎜より選択

■トランクスポイラー Type-N（1・2・3型共通）（FRP）¥45,000（税別） ■トランクスポイラー Type-S（1・2・3型共通）（カーボン）¥45,000（税別） ■インテークラムデカダクト（1・2・3型共通）（FRP）¥16,000（税別） 

Glide Lip 
for NC1（1型専用）

Glide Lip 
for NC2（2型専用）

We have enjoyed ROADSTER for many years, so we hope you will enjoy ROAD STER well,too.  NC ROADSTER
NCEC

GT WING LINEUP

グライドウイング角度の強い状態 グライドウイング角度の弱い状態

●写真：（左）グライドウイング （右）3Dウイング

3Dウイング・グライドウイング比較



NA.NB
ROADSTER

Type-N/NA
■フロントバンパースポイラー （FRP）  ¥59,800（税別）
■サイドステップ （FRP）  ¥35,000（税別）
■リアバンパースポイラー （FRP）  ¥42,000（税別）

Type-N/NB
■フロントバンパースポイラー（M/C前後設定あり） （FRP）  ¥59,800（税別）
■サイドステップ（M/C前後共通） （FRP）  ¥35,000（税別）
■リアバンパースポイラー（M/C前後共通） （FRP）  ¥42,000（税別）

■フロントエアディフレクター
（FRP）¥32,000（税別） 
※弊社フロントリップ専用（写真上）

■フロントリップスポイラー/NB（M/C前専用）
（FRP） ¥24,800（税別）

■フロントリップスポイラー/NB（M/C前専用）
（ウレタン） ¥16,800（税別）

■フロントリップスポイラー/NB（M/C後専用）
（ウレタン） ¥16,800（税別）

■リアウイング/NB（M/C前後共通）
（FRP） ¥36,000（税別）

■エアロボンネット/NB（M/C前後共通）
（FRP）¥64,800（税別）

■エアロボンネット/NB（M/C前後共通）
（カーボン）¥85,000（税別）  

Type-N for NA/NB
We have enjoyed ROADSTER for many years, so we hope you will enjoy ROAD STER well,too.  

Type-N ZERO/NB

■フロントバンパースポイラー（M/C前後設定あり）
（アンダーパネル付／FRP）  ¥72,800（税別）
（アンダーパネル無／FRP）  ¥59,800（税別）

●オプションエフェクトボード
（FRP）¥10,000（税別）（カーボン）¥25,000（税別）

■リアバンパースポイラー
（FRP）※アミ付 ¥47,000（税別）

■アイリッド（M/C前後設定あり）
（ウレタン） ¥9,800（税別）

■エアロボンネット Type-1/NA
（FRP） ¥59,800（税別）
（カーボン） ¥85,000（税別）  ■ハードトップ/NA（FRP）¥220,000（税別）

■サイドエアディフレクター/NA
（FRP） ¥22,000（税別）

■ハードトップ/NB（FRP）¥220,000（税別）

■Bリップ/NA （ウレタン） ¥23,000（税別）
■フロントガーニッシュ/NA （FRP）  ¥12,000（税別） ■クーペハードトップ/NA（FRP）¥270,000（税別）

■フロントリップスポイラー/NA（ウレタン）¥14,800（税別）

Type-N ZERO for NA/NB
let’s enjoy the circuit with the ROADSTER more.

Type-N ZERO/NA

■フロントバンパースポイラー
（アンダーパネル付／FRP）  ¥69,000（税別）
（アンダーパネル無／FRP）  ¥56,000（税別）

●オプションエフェクトボード
（FRP）¥10,000（税別）（カーボン）¥25,000（税別）
●オプションカナード
（FRP）¥18,000（税別）（カーボン）¥39,000（税別）

■リアバンパースポイラー
（FRP）※アミ付 ¥39,800（税別）




