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サスペンションアームのジオメトリーを補正し、走行性能を極限まで高めるアイテム。

純正パーツの強度不足も改善しサーキット走行をより高度な領域へと進化させる。

フォージドフロントテンションロッド
（ピロボール／ダストカバー）

リアアッパーキャンバーキット
（ピロボール／ダストカバー）

リアトラクションロッド
（ハードラバー）

リアトーコントロールアーム
（ピロボール）

テンションロッド
（ハードラバー）

フロントテンションロッド
（ピロボール）

スタビライザー

メーカー純正

メーカーオプション

強化ラバーブッシュ

アンチダストカバー採用

クロモリカーボン鋼ピロボール採用

※一部車種除く

■ ピロボール
クロモリカーボン鋼のピロボールをデュポン社製特
殊プラスティックで包み寿命を格段にアップさせて
いる。さらにアンチダストカバー（一部車種除く）を
採用し水分や砂等の侵入を防ぐ。

■ 強化ゴムブッシュ
高速域におけるハードなコーナリング時でも純正は
もちろん、メーカーチューニングブランドよりもゴム
ブッシュの変形を抑えるよう設計されている。

Dg-Storm ディージーストーム

車名 型式 商品名 ピロ品番 ブッシュ品番 定価
（税込）

TOYOTA
FT86 ZN6 リアトーコントロールアーム 6-ZSS753 7-ZSS495 ¥27,500

リアロアアームver.1 7-ZSS428 7-ZSS499 ¥49,500

リアロアアームver.2 Extreme low用 7-ZSS401 7-ZSS890 ¥57,200 
¥52,800

リアトレーリングアーム（固定式） 7-ZSS373 7-ZSS498 ¥26,400

リアトレーリングアーム（調整式） 7-ZSS528 7-ZSS891 ¥26,400

リアトレーリングアーム ヘラフラ 7-ZSS593 ー ¥46,200

フロントロアコントロールアーム（ピロ） 7-ZSS372 ー ¥74,800

フロントロアコントロールアーム（ブッシュ） 8-ZSS811 ¥44,000

リアアッパーキャンバーアーム（ブッシュ） 8-ZSS761 ¥77,000

リアアッパーキャンバーアーム（ピロ） 8-ZSS762 ー ¥82,500

リアデフマウント サポートバー 7-ZSS433 ¥18,700

強化タイロッドエンド 6-ZSS761 ¥26,400

強化タイロッドエンド（ロールセンター仕様） 7-ZSS699 ¥28,600

強化タイロッド 7-ZSS458 ¥22,000

強化エンジンマウント 2PCS/SET 7-ZSS440 ¥35,200

強化ミッションマウント 7-ZSS441 ¥15,400

フロントロールセンター 7-ZSS493 ¥19,800

リアスタビライザーリンク 8-ZSS625 ¥30,800

リアスタビライザー 7-ZSS519 ¥27,500

リアフレーム補強バー 7-ZSS467 ¥13,200

フロントスタビライザーリンク 7-ZSS506 ¥14,300

フロントスタビライザー リンク付き 7-ZSS518K ¥37,400

アリスト JZS160/
JZS161

フロントアッパーアーム 7-ZSS252 7-ZSS251 ¥66,000

フロントテンションロッド 7-ZSS678 ー ¥66,000

リアテンションロッド 6-ZSS374-H 6-ZSS374-R ¥27,500

リアロアアーム 6-ZSS921 ー ¥60,500

リアロアアーム EXTREME CAMBER用 7-ZSS786 ー ¥77,000

リアアッパーキャンバーアーム 7-ZSS540 7-ZSS883 ¥66,000

リアトーコントロールアーム 6-ZSS392 6-ZSS392-R ¥27,500

アルテッツァ SXE10 フロントアッパーアーム 7-ZSS230 7-ZSS104 ¥66,000

リアトラクションロッド 6-ZSS374-H 6-ZSS374-R ¥27,500

リアロアアーム 6-ZSS921 ー ¥60,500

リアトーコントロールアーム 6-ZSS392 6-ZSS392-R ¥27,500

リアアッパーキャンバーアーム 7-ZSS540 7-ZSS883 ¥66,000

フロントロールセンター/30mm 6-ZSS838 ¥22,000

MR-S ZZW30 リアロアアーム 6-ZSS411 ー ¥22,000

リアトレーリングアーム 6-ZSS412 ー ¥22,000

リアトーコントロールアーム 6-ZSS462 ー ¥24,200

フロントロールセンター 7-ZSS780 ¥19,800

MR2 SW20 フロントテンションロッド 6-ZSS584 ー ¥33,000

リアトレーリングアーム 6-ZSS574 ー ¥33,000

AW11 リアトーコントロールアーム Q-ZSS0052 ー ¥33,000

トレノ/
レビン

AE86 フロントピロテンションロッド 6-ZSS583 ー ¥27,500

リアリンクセット 7-ZSS344 6-ZSS592 ¥60,500 
¥46,200

リアラテラルロッド 6-ZSS567 ー ¥19,800

強化タイロッド（パワステ車用） 6-ZSS588 ¥18,700

強化エンジンマウント 3PCS/SET 7-ZSS011 ¥26,400

クラウン GRS18系
GRS20系

フロントアッパーアーム 7-ZSS229 7-ZSS107 ¥71,500

リアキャンバーキット 6-ZSS712 7-ZSS998 ¥33,000

リアアッパーアーム 6-ZSS715 ー ¥28,600

リアテンションロッド 6-ZSS714 ー ¥28,600

リアトーコントロールアーム 6-ZSS713 ー ¥33,000

リアロアアーム 6-ZSS921 7-ZSS727 ¥60,500

リアロアアーム EXTREME CAMBER用 7-ZSS786 ー ¥77,000

フロントロールセンターアジャスター 7-ZSS659 ¥13,200

エンジンマウント 8-ZSS506 ¥33,000

スープラ JZA80 リアテンションロッド 6-ZSS477 ー ¥27,500

リアトーコントロールアーム 6-ZSS586 ー ¥29,700

フロントアッパーアーム（ピロ） 8-ZSS869 ー ¥77,000

フロントアッパーアーム（ブッシュ） 7-ZSS549 ¥58,300

リアロアアーム 7-ZSS642 ー ¥58,300

車名 型式 商品名 ピロ品番 ブッシュ品番 定価
（税込）

セルシオ UCF30/
UCF31

リアテンションロッド 7-ZSS148 ー ¥58,300

リアロアアーム 7-ZSS147 ー ¥50,600

リアトーコントロールアーム 7-ZSS146 ー ¥40,700

ソアラ JZZ30 リアテンションロッド 6-ZSS477 ー ¥27,500

リアトーコントロールアーム 6-ZSS478 ー ¥33,000

リアロアアーム/キャンバー 7-ZSS289 ー ¥60,500

マークⅡ JZX81 リアトーコントロールアーム Q-ZSS0177 ー ¥39,600

マークⅡ
クレスタ
チェイサー

JZX90/JZX100 リアトーコントロールアーム 6-ZSS844 7-ZSS663 ¥24,200

リアテンションロッド 6-ZSS845 7-ZSS664 ¥24,200

リアロアアーム 6-ZSS846 7-ZSS665 ¥27,500

マークⅡ
クレスタ
チェイサー

JZX90/
JZX100

リアアッパーアーム 7-ZSS809 ー ¥71,500

フロントアッパーアーム 7-ZSS808 7-ZSS954 ¥66,000

フロントテンションロッド 6-ZSS868 ー ¥49,500

強化エンジンマウント 7-ZSS226 ¥23,100

タイロッドエンド 7-ZSS803 ¥9,900

リア サブフレームブッシュ 7-ZSS783 ¥27,500

タイロッド 6-ZSS710ーS ¥18,700

マークⅡ
ヴェロッサ

JZX110 リアテンションロッド 6-ZSS714 ー ¥28,600

リアトーコントロールアーム 6-ZSS392 6-ZSS392-R ¥27,500

リアロアアーム 6-ZSS921 ー ¥60,500

マークX GRX12系
/GRX13
系

リアアッパーアーム （フロント側） 6-ZSS715 8-ZSS992 ¥28,600

リアキャンバーアーム 6-ZSS712 7-ZSS998 ¥33,000

リアテンションロッド 6-ZSS714 ー ¥30,800

リアロアアーム 6-ZSS921 7-ZSS727 ¥60,500

リアロアアーム EXTREME CAMBER用 7-ZSS786 ー ¥77,000

リアトーコントロールアーム 6-ZSS713 7-ZSS999 ¥33,000

フロントアッパーアーム 7-ZSS229 7-ZSS107 ¥71,500

プリウス 50系 リアアッパーアーム 8-ZSS883 ¥33,000

CH-R ZYX10 リアアッパーアーム 8-ZSS883 ¥33,000

アルファード
ヴェルファイア

30系 リアキャンバーアーム 8-ZSS977 ¥33,000

リアトーキット 8-ZSS954 ー ¥58,300

ハリアー ZSU6#W リアキャンバーアーム 7-ZSS378 ¥33,000

リアトーコントロールアーム 8-ZSS721 ¥27,500

LEXUS
GSE20系 フロントアッパーアーム 7-ZSS229 7-ZSS107 ¥71,500

リアアッパーアーム （フロント側） 6-ZSS715 ー ¥28,600

リアアッパーアーム （リア側） 6-ZSS712 ー ¥33,000

リアトラクションロッド 6-ZSS714 ー ¥28,600

リアロアアーム 6-ZSS921 ー ¥60,500

リアトーコントロールアーム 6-ZSS713 ー ¥33,000

フロントスタビライザー（06-08 RWD） ー 7-ZSS693 ¥27,500

フロントスタビライザー（09-13 RWD） ー 7-ZSS694 ¥27,500

リアスタビライザー（06-13） ー 7-ZSS695 ¥20,900

CT200h リアキャンバーアーム ー 7-ZSS377 ¥28,600

リアトーキット ー 8-ZSS721 ¥27,500

UZS19系 フロントアッパーアーム 7-ZSS229 7-ZSS107 ¥71,500

リアアッパーアーム （フロント側） 6-ZSS715 ー ¥28,600

リアアッパーアーム （リア側） 6-ZSS712 ー ¥33,000

リアトラクションロッド 6-ZSS714 ー ¥28,600

リアロアアーム 6-ZSS921 ー ¥60,500

リアトーコントロールアーム 6-ZSS713 ー ¥33,000

GRL10 リアトーコントロールアーム ー 7-ZSS459 ¥51,700

リアトラクションロッド 7-ZSS461 ー ¥38,500

リアアッパーアーム 7-ZSS460 ー ¥40,700

リアキャンバーアーム 7-ZSS462 ー ¥51,700

リアアッパーキャンバーキット 8-ZSS835 ¥51,700

フロントアッパーアーム ー 7-ZSS624 ¥78,100

UZZ40 リアテンションロッド 6-ZSS374-H 6-ZSS374-R ¥27,500

リアトーコントロールアーム 6-ZSS392 6-ZSS392-R ¥27,500

リアロアアーム 6-ZSS921 ー ¥60,500

フロントテンションロッド 7-ZSS678 ー ¥66,000
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車名 型式 商品名 ピロ品番 ブッシュ品番 定価
（税込）

NISSAN
GT-R R35 リアアッパーアーム 6-ZSS836 7-ZSS504 ¥41,800

リアトーコントロールアーム 6-ZSS835 7-ZSS503 ¥41,800

リアトラクションロッド 6-ZSS837 7-ZSS505 ¥41,800

シルビア
180SX

PS13 フロントピロテンションロッド 6-ZSS618-H 6-ZSS164-S13-R ¥17,600

フロントピロテンションロッド（オフセットカラー付） 7-ZSS469 ー ¥22,000

フロントハイアングル テンションロッド Q-ZSS0208 ー ¥33,000

リアアッパーアーム 6-ZSS652-H 6-ZSS177-R ¥22,000

リアトラクションロッド 6-ZSS651-H 6-ZSS166-R ¥16,500

リアトーロッド 6-ZSS649-H 6-ZSS165-S13-R ¥16,500

フロントロールセンターアジャスター ー 6-ZSS464 ¥19,800

リアロールセンターアジャスター ー 6-ZSS465 ¥19,800

フロントスタビリンク ー 6-ZSS175 ¥9,900

リアスタビリンク ー 6-ZSS176 ¥9,900

ステアリングラックブッシュ ー 6-ZSS198 ¥9,900

フロントテンションロッドサポートバー ー 6-ZSS254 ¥8,800

強化エンジン＆ミッションマウント（street） ー 7-ZSS003-R ¥26,400

強化ミッションマウント（Race） ー 6-ZSS603 ¥8,800

強化エンジンマウント（Race） ー 7-ZSS111 ¥19,800

フロントスタビライザー（リンク付） ー 7-ZSS186K ¥38,500

リアスタビライザー（リンク付） ー 7-ZSS187K ¥29,700

ハブ5穴変換キット 前後セット 6-ZSS391 ¥66,000

リアハブ5穴変換キット 7-ZSS358 ¥44,000

フロントハブ5穴変換キット ー 7-ZSS402 ¥27,500

シルビア S14/S15 フロントピロテンションロッド 6-ZSS619-H 6-ZSS164-S14-R ¥17,600

フロントピロテンションロッド（オフセットカラー付） 7-ZSS470 ー ¥19,800

フロントハイアングル テンションロッド Q-ZSS0209 ー ¥33,000

リアアッパーアーム 6-ZSS653-H 6-ZSS167-R ¥19,800

リアトラクションロッド 6-ZSS651-H 6-ZSS166-R ¥16,500

リアトーロッド 6-ZSS650-H 6-ZSS165-S14-R ¥16,500

リアトーロッド ヘラフラスタイル 7-ZSS929 ー ¥19,800

フロントロールセンターアジャスター ー 6-ZSS387 ¥19,800

フロントロアコントロールアーム 7-ZSS811 ー ¥85,800

リアロールセンターアジャスター ー 6-ZSS388 ¥19,800

フロントスタビリンク ー 6-ZSS175 ¥9,900

リアスタビリンク ー 6-ZSS176 ¥9,900

ステアリングラックブッシュ ー 6-ZSS199 ¥9,900

フロントテンションロッドサポートバー ー 6-ZSS254 ¥8,800

強化エンジン＆ミッションマウント（street） ー 7-ZSS003-R ¥26,400

強化エンジンマウント（Race） ー 7-ZSS111 ¥19,800

強化ミッションマウント（Race） ー 6-ZSS603 ¥8,800

フロントスタビライザー（リンク付） ー 7-ZSS188K ¥38,500

リアスタビライザー（リンク付） ー 7-ZSS189K ¥29,700

スカイライン HCR32 フロントアッパーアーム ー 6-ZSS655 ¥31,900

フロントピロテンションロッド 6-ZSS618-H 6-ZSS164-S13-R ¥17,600

フロントロアコントロールアーム 6-ZSS483 ¥74,800

リアアッパーアーム 6-ZSS652-H 6-ZSS177-R ¥22,000

リアトラクションロッド 6-ZSS651-H 6-ZSS166-R ¥16,500

リアトーロッド 6-ZSS649-H 6-ZSS165-S13-R ¥16,500

フロントロールセンターアジャスター ー 6-ZSS464 ¥19,800

リアロールセンターアジャスター ー 6-ZSS465 ¥19,800

フロントスタビリンク ー 6-ZSS175 ¥9,900

リアスタビリンク ー 6-ZSS176 ¥9,900

スカイライン ECR33/
ER34

フロントピロテンションロッド 6-ZSS619-H 6-ZSS164-S14-R ¥17,600

フロントアッパーキャンバーアーム 6-ZSS471 7-ZSS888 ¥60,500

リアアッパーアーム 6-ZSS653-H 6-ZSS167-R ¥19,800

リアトラクションロッド 6-ZSS651-H 6-ZSS166-R ¥16,500

リアトーロッド 6-ZSS650-H ー ¥16,500

リアトーロッド ヘラフラスタイル 7-ZSS929 ー ¥19,800

フロントロールセンターアジャスター ー 6-ZSS387 ¥19,800

リアロールセンターアジャスター ー 6-ZSS388 ¥19,800

フロントスタビリンク ー 6-ZSS175 ¥9,900

リアスタビリンク ー 6-ZSS176 ¥9,900

強化エンジンマウント（RB25用） ー 7-ZSS576 ¥19,800

車名 型式 商品名 ピロ品番 ブッシュ品番 定価
（税込）

スカイライン V35 フロントアッパーアーム 6-ZSS328 6-ZSS327 ¥60,500

フロントロアコントロールアーム ー 7-ZSS314 ¥38,500

リアアッパーアーム 8-ZSS739 ー ¥82,500

リアキャンバーアーム（※要車高調確認） 6-ZSS654 7-ZSS163 ¥24,200

リアトラクションロッド 6-ZSS335 7-ZSS164 ¥19,800

強化タイロッド ー 6-ZSS569 ¥19,800

強化エンジン＆ミッションマウント（Race） ー 6-ZSS568 ¥63,800

ロールセンターアジャスター ー 6-ZSS824 ¥19,800

スカイライン V36 フロントアッパーアーム 7-ZSS171 6-ZSS864 ¥66,000

リアアッパーアーム 8-ZSS739 ー ¥82,500

リアキャンバーアーム 6-ZSS855 7-ZSS101 ¥27,500

リアトラクションロッド ー 8-ZSS075 ¥27,500

スカイライン 
GT-R

BNR32 フロントアッパーアーム 6-ZSS655 ー ¥31,900

フロントテンションロッド 7-ZSS645 ー ¥27,500

フロントピロテンションロッド 6-ZSS698 ー ¥26,400

リアトラクションロッド 6-ZSS651-H 6-ZSS166-R ¥16,500

リアアッパーアーム 6-ZSS652-H 6-ZSS177-R ¥22,000

スカイライン 
GT-R

BCNR33
リアトラクションロッド 6-ZSS651-H 6-ZSS166-R ¥16,500

GT-R BNR34 リアアッパーアーム 6-ZSS653-H 6-ZSS167-R ¥19,800

フロントアッパーキャンバーアーム 6-ZSS471 7-ZSS888 ¥60,500

フェアレディZ Z33 フロントアッパーアーム 6-ZSS328 6-ZSS327 ¥60,500

フロントロアコントロールアーム ー 7-ZSS314 ¥38,500

リアアッパーアーム 8-ZSS739 ー ¥82,500

リアキャンバーアーム 6-ZSS654 7-ZSS163 ¥24,200

リアトラクションロッド 6-ZSS335 7-ZSS164 ¥19,800

リアロアアーム（※要車高調確認） 8-ZSS620 ー ¥52,800

ロールセンターアジャスター ー 6-ZSS824 ¥19,800

強化タイロッド ー 6-ZSS569 ¥19,800

リアサブフレームブッシュ ー 8-ZSS717 ¥42,900

フロントスタビライザー（36mm） ー 7-ZSS021 ¥37,400

リアスタビライザー（22mm） ー 7-ZSS022 ¥33,000

強化エンジン＆ミッションマウント（Race） ー 6-ZSS568 ¥63,800

強化エンジン＆ミッションマウント（Street） ー 6-ZSS568-S ¥63,800

フェアレディZ Z34 フロントアッパーアーム 7-ZSS171 6-ZSS864 ¥66,000

リアアッパーアーム 8-ZSS739 ー ¥82,500

リアロアアーム（※要車高調確認） 8-ZSS610 ー ¥52,800

リアキャンバーアーム 6-ZSS855 7-ZSS101 ¥27,500

リアトラクションロッド ー 8-ZSS075 ¥27,500

フーガ Y50 フロントアッパーアーム 7-ZSS171 6-ZSS864 ¥66,000

リアキャンバーアーム 6-ZSS855 7-ZSS101 ¥27,500

フーガ Y51 リアテンションロッド 7-ZSS639 ー ¥29,700

リアトーコントロールアーム 7-ZSS640 ー ¥29,700

リアロアアーム 7-ZSS638 ー ¥29,700

HONDA
シビック EG リアトーコントロールアーム ー 6-ZSS110 ¥16,500

リアアッパーキャンバーアーム ー 6-ZSS112 ¥22,000

リアアッパーキャンバーアーム ネガティブ用 ー 7-ZSS559 ¥22,000

フロントアッパーキャンバーアーム 6-ZSS205 ー ¥49,500

フロントアッパーアーム ブッシュレス ー 6-ZSS329 ¥26,400

リアロアアームブッシュ ー 6-ZSS257 ¥9,900

シビック EK リアトーコントロールアーム ー 6-ZSS110 ¥16,500

リアアッパーキャンバーアーム ー 6-ZSS112 ¥22,000

リアアッパーキャンバーアーム ネガティブ用 ー 7-ZSS559 ¥22,000

リアロアコントロールアーム ー 7-ZSS112 ¥26,400

フロントアッパーアーム 6-ZSS206 ー ¥57,200

フロントアッパー キャンバーアーム ー 6-ZSS204 ¥28,600

リアロアアーム スタンス +20mm ー 8-ZSS090 ¥35,200

強化タイロッド ー 6-ZSS263 ¥11,000

強化タイロッド&エンドキット ー 6-ZSS565-S ¥41,800

シビック/
CR-X

EF6/
EF7/EF8

フロントアッパーキャンバーアーム ー 7-ZSS425 ¥30,800

フロントロアアーム 8-ZSS754 ー ¥52,800

シビック FD2 リアキャンバーアーム ー 7-ZSS196 ¥30,800

リアキャンバーアーム 7-ZSS367 ー ¥55,000

強化タイロッド ー 6-ZSS989 ¥15,400

リアキャンバーアーム 15mm ヘラフラ ー 7-ZSS623 ¥49,500

車名 型式 商品名 ピロ品番 ブッシュ品番 定価
（税込）

アコード CL7/8/9 リアラテラルアーム （ブッシュ） ー 6-ZSS697 ¥33,000

リアラテラルアーム （ピロ） 6-ZSS975 ー ¥55,000

リアアッパー キャンバーアーム 6-ZSS350 ー ¥33,000

リアアッパー キャンバーアーム ブッシュ ー 6-ZSS379 ¥22,000

フロントアッパーアーム （CL9不可） ー 6-ZSS716 ¥52,800

インテグラ DC5 強化タイロッド ー 6-ZSS988 ¥11,000

リアキャンバーキット 6-ZSS424 ー ¥33,000

オデッセイ RB1～RB4 フロントキャンバーキット ー 7-ZSS560 ¥60,500

フィット GK リアアジャスタースペーサー ー 8-ZSS615 ¥24,200

S660 JW5 リアキャンバーアーム ー 8-ZSS693 ¥40,700

リアトーコントロールアーム ー 8-ZSS695 ¥30,800

フロントロールセンターアジャスター ー 8-ZSS696 ¥30,800

S2000 AP1/
AP2

リアトーコントロールアーム 6-ZSS426-S ー ¥46,200

フロントアッパーアーム 7-ZSS269 ー ¥88,000

MAZDA
RX-8 SE3P リアラテラルアーム 6-ZSS723 ー ¥38,500

リアトーコントロールアーム 6-ZSS721 ー ¥33,000

リアトラクションロッド 6-ZSS720 ー ¥28,600

リアトレーリングアーム 6-ZSS722 ー ¥33,000

フロントアッパーアーム 7-ZSS393 ー ¥66,000

リアキャンバーアーム 6-ZSS719 ー ¥53,900

RX-7 FD3S リアトレーリングアーム 6-ZSS316 ー ¥23,100

トーコントロールアーム 6-ZSS317 ー ¥24,200

フロントアッパーアーム 8-ZSS667 ー ¥71,500

アクセラ BM/BY トーコントロールアーム 7-ZSS823 ー ¥24,200

リアキャンバーキット ー 7-ZSS696 ¥46,200

ロードスター NA フロントアッパーアーム ー 7-ZSS713 ¥55,000

ロードスター NC リアラテラルアーム 6-ZSS723 ー ¥38,500

リアトーコントロールアーム 6-ZSS721 ー ¥33,000

リアトラクションロッド 6-ZSS720 ー ¥28,600

リアトレーリングアーム 6-ZSS722 ー ¥33,000

フロントアッパーアーム 7-ZSS393 ー ¥66,000

リアキャンバーアーム 6-ZSS719 ー ¥53,900

ロードスター ND5RC フロントアッパーアーム 8-ZSS548 ー ¥88,000

リア ロアアーム 8-ZSS540 ー ¥33,000

リアアッパーアーム 8-ZSS541 ー ¥33,000

リアトラクションロッド 8-ZSS542 ー ¥33,000

リアトーコンアーム 8-ZSS543 ー ¥33,000

リアアッパーアーム 8-ZSS544 ー ¥33,000

強化タイロッドエンド ー 8-ZSS551 ¥28,600

CX-5 KE トーコントロールアーム 7-ZSS753 ー ¥23,100

リアキャンバーアーム ー 7-ZSS752 ¥44,000

フロントロアアーム ー 8-ZSS801 ¥63,800

リアエンジンマウント 1PCS ー 7-ZSS765 ¥19,800

アテンザ GH リアトーコントロールアーム ー 7-ZSS296 ¥23,100

リアキャンバーキット ー 7-ZSS924 ¥38,500

アテンザ GJ トーコントロールアーム 7-ZSS823 ー ¥24,200

フロントロアアーム ー 8-ZSS801 ¥63,800

リアキャンバーキット ー 7-ZSS696 ¥46,200

MITSUBISHI　ランサーエボリューション

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ CD9A/
CE9A

リアキャンバーアーム 6-ZSS189 6-ZSS186 ¥30,800

トーコントロールアーム 6-ZSS188 ー ¥30,800

Ⅳ CN9A トーコントロールアーム 6-ZSS726 ー ¥30,800

Ⅴ.Ⅵ CP9A トーコントロールアーム 6-ZSS726 ー ¥30,800

リアロアアーム 6-ZSS727 ー ¥57,200

Ⅶ.Ⅷ.Ⅸ CT9A トーコントロールアーム 6-ZSS726 ー ¥30,800

リアロアアーム 6-ZSS727 ー ¥57,200

強化エンジンマウント（6MT） 4PCS/SET ー 7-ZSS671 ¥52,800

強化タイロッド Q-ZSS0042 ¥13,200

フロントロールセンター ー 6-ZSS783 ¥19,800

Ⅹ CZ4A リアロアキャンバーアーム 6-ZSS767 ー ¥30,800

トーコントロールアーム 6-ZSS726 ー ¥28,600

車名 型式 商品名 ピロ品番 ブッシュ品番 定価
（税込）

SUBARU
インプレッサ GR

リアトレーリングアーム ver.2 8-ZSS819 8-ZSS820 ¥30,800 
¥28,600

トーコントロールアーム 6-ZSS753 7-ZSS495 ¥27,500

リアロアアーム 7-ZSS428 7-ZSS499 ¥49,500

強化タイロッドエンド - 6-ZSS761 ¥26,400

リアロアアームver.2 Extreme low用 - 7-ZSS890 ¥52,800

エンジンストッパー - 6-ZSS959 ¥15,400

レガシィ BL/BP/
BE/BH

リアキャンバーアーム - 8-ZSS891 ¥28,600

リアトレーリングアーム （フロント側） 6-ZSS834-H 6-ZSS834 ¥24,200

リアトレーリングアーム （リア側） 6-ZSS833-H 6-ZSS833 ¥33,000

TPV ステアリングブッシュ - 6-ZSS152 ¥8,800

トランスミッションクロスメンバーブッシュ - 7-ZSS124 ¥8,800

エンジンストッパー - 6-ZSS959 ¥15,400

レガシィ BM/BR
リアトレーリングアーム ver.2 8-ZSS819 8-ZSS820 ¥28000  

¥26000

リアコントロールアーム 6-ZSS753 7-ZSS495 ¥27,500

リアロアアーム 7-ZSS428 7-ZSS499 ¥49,500

リアロアアームver.2 Extreme low用 - 7-ZSS890 ¥52,800

リアスタビライザーリンク - 8-ZSS625 ¥30,800

リアスタビライザー - 7-ZSS669 ¥23,100

BRZ ZC6 リアトーコントロールアーム 6-ZSS753 7-ZSS495 ¥27,500

リアロアアームver.1 7-ZSS428 7-ZSS499 ¥49,500

リアロアアームver.2 Extreme low用 7-ZSS401 7-ZSS890 ¥57,200  
¥52,800

リアトレーリングアーム（固定式） 7-ZSS373 7-ZSS498 ¥26,400

リアトレーリングアーム（調整式） 7-ZSS528 7-ZSS891 ¥26,400

リアトレーリングアーム ヘラフラ 7-ZSS593 - ¥46,200

リアアッパーキャンバーアーム（ブッシュ） - 8-ZSS761 ¥77,000

リアアッパーキャンバーアーム（ピロ） 8-ZSS762 - ¥82,500

フロントロアコントロールアーム（ピロ） 7-ZSS372 - ¥74,800

フロントロアコントロールアーム（ブッシュ） 8-ZSS811 ¥44,000

リアデフマウント サポートバー - 7-ZSS433 ¥18,700

強化タイロッドエンド - 6-ZSS761 ¥26,400

強化タイロッド - 7-ZSS458 ¥22,000

強化エンジンマウント 2PCS/SET - 7-ZSS440 ¥35,200

強化ミッションマウント - 7-ZSS441 ¥15,400

フロントロールセンター - 7-ZSS493 ¥19,800

リアスタビライザーリンク - 8-ZSS625 ¥30,800

リアスタビライザー - 7-ZSS519 ¥27,500

リアフレーム補強バー - 7-ZSS467 ¥13,200

フロントスタビライザーリンク - 7-ZSS506 ¥14,300

フロントスタビライザー リンク付き - 7-ZSS518K ¥37,400

WRX VA リアトーコントロールアーム 7-ZSS714 ¥38,500

SUZUKI
スイフト ZC31S フロントロアアーム （ロールセンター付） - 6-ZSS675 ¥61,600

エンジンマウント 3点セット - 7-ZSS130-S ¥50,600

リアサポートアーム - 6-ZSS336 ¥18,700

ZC33S フロントロアアーム - Q0-ZSS349 ¥61,600

ジムニー JB23/
JB64 ラテラルロッド - Q0-ZSS106 ¥20,900
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