
球切対策

ｺﾝﾊﾞ ｼーﾞｮﾝ *1) Ver. 1 無

ﾏﾙﾁ (ﾊﾙ゙ﾌﾞ切れ警告灯対策用) *2) Ver. 2 有
ｺﾝﾊﾞ ｼーﾞｮﾝ (24V) 無

品 番 価 格 品 番 価 格 品 番 価 格

H1 12/24V ﾀｲﾌﾟ-2 236651 \28,000 236663 \28,000
H3 12/24V ﾀｲﾌﾟ-2 236652 \28,000 236664 \28,000

12V * ﾀｲﾌﾟ-3 236653 準備中 236665 準備中

24V * ﾀｲﾌﾟ-3 236654 準備中

H7 12/24V ﾀｲﾌﾟ-2 236655 \28,000 236666 \28,000
H8 12/24V ﾀｲﾌﾟ-2 236656 \28,000 236667 \28,000

H11 12/24V ﾀｲﾌﾟ-2 236657 \28,000 236668 \28,000
H13 Hi/Lo 12V * ﾀｲﾌﾟ-3 236658 準備中 236669 準備中

HB1 Hi/Lo 12V * ﾀｲﾌﾟ-3 236659 準備中 236670 準備中

HB3 12/24V ﾀｲﾌﾟ-2 236660 \28,000 236671 \28,000

HB4 12/24V ﾀｲﾌﾟ-2 236661 \28,000 236672 \28,000
HB5 Hi/Lo 12V * ﾀｲﾌﾟ-3 236662 準備中 236673 準備中

D2C 12/24V ﾀｲﾌﾟ-2 236674 \28,000 236675 \28,000

ﾀｲﾌﾟ-2 235323 \84,000 235324 \84,000

ﾀｲﾌﾟ-2 235313 \84,000 235314 \84,000

ﾀｲﾌﾟ-2 236065 \84,000 236066 \84,000

ﾀｲﾌﾟ-2 236067 \120,800 236068 \120,800
＊1)  コンバージョン Ｖｅｒ．１  ＝ 車輌にバルブ切れ警告灯が装備されていない車種用（ユニバーサル）の バルブ切れ対策機能無しの低価格パワーユニット（バラスト）です。

＊2)  マルチ Ｖｅｒ．２  ＝ ほとんどの欧州車（一部の車種を除）に純正装備のバルブ切れ警告灯への対策機能を内蔵 したパワーユニット（バラスト）です。
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５０Ｗ　 ＭＡＸ-Ｓｕｐｅｒ　Ｖｉｓｉｏｎ　Ｈ.Ｉ.Ｄ.　バルブ キット 　Ｅｖｏ．Ⅲ

５０Ｗ

234917

５０Ｗ　 ＭＡＸ-Ｓｕｐｅｒ　Ｖｉｓｉｏｎ　Ｈ.Ｉ .Ｄ.　バラスト キット　 Ｅｖｏ．Ⅲ

234915 \36,000
234916

仕　　様 / タイプ / バージョン  （Ｄ２Ｃ を含む）

(12V)

価    格品    番

＊     Ｈｉ/Ｌｏ １２Ｖ タイプ－３  ＝ Ｈｉ/Ｌｏ コントロールユニット が不要な次世代 Ｈｉ/Ｌｏ システムです。

6000k

-------

3000k 10000ｋ

-------

仕　　様

-------

-------

-------

警告灯対策ﾓｼﾞｭｰﾙ

特殊ﾊﾞﾙﾌﾞ ﾎﾙﾀﾞｰ付

５０Ｗ

BMW E39 '01-

BMW E46 All

VW Golf5/Jetta5/Touran  All -'05 
VW Golf5/Jetta5/Touran  All '06- 車種別ｷｯﾄ

注意： 各表示価格は本体価格で、別途現行の消費税が掛かります｡

球切対策

ｺﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝ *1 ) Ver. 1 無
ﾏﾙﾁ (ﾊﾞﾙﾌﾞ切れ警告灯対策用)  *2) Ver. 2 有
ｺﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝ (24V) 無

品 番 価 格 品 番 価 格 品 番 価 格
H1 12/24V ﾀｲﾌ-゚2 236611 \20 ,000 236619 \20,000 236634 \20,000
H3 12/24V ﾀｲﾌ-゚2 236612 \20 ,000 236620 \20,000 236635 \20,000

* ﾀｲﾌ゚-1 236621 \32,000
ﾀｲﾌ-゚2 236622 \32,000

* ﾀｲﾌ゚-3 236613 \32 ,000 236623 \32,000 236636 \32,000
ﾀｲﾌ-゚2 236624 \58,000

* ﾀｲﾌ゚-3 236625 準備中

H7 12/24V ﾀｲﾌ-゚2 236614 \20 ,000 236626 \20,000 236637 \20,000
H8 12/24V ﾀｲﾌ-゚2 236615 \20 ,000 236627 \20,000 236638 \20,000

H11 12/24V ﾀｲﾌ-゚2 236616 \20 ,000 236628 \20,000 236639 \20,000
H13 Hi/Lo 12V * ﾀｲﾌ゚-3 236629 \36,000 236640 \36,000
HB1 Hi/Lo 12V * ﾀｲﾌ゚-3 236630 \36,000 236641 \36,000

HB3 12/24V ﾀｲﾌ-゚2 236617 \20 ,000 236631 \20,000 236642 \20,000
HB4 12/24V ﾀｲﾌ-゚2 236618 \20 ,000 236632 \20,000 236643 \20,000

HB5 Hi/Lo 12V * ﾀｲﾌ゚-3 236633 \36,000 236644 \36,000

BMW E39 '01- ﾀｲﾌ-゚2 235321 \68,000 235322 \68,000
BMW E46 All ﾀｲﾌ-゚ 2 235311 \68,000 235312 \68,000

ﾀｲﾌ-゚2 236061 \68,000 236062 \68,000
ﾀｲﾌ-゚2 236063 \104,800 236064 \104,800

VW Golf5/Jetta5/Touran All -'05

３５Ｗ

車種別ｷｯﾄVW Golf5/Jetta5/Touran All '06-

24V

＊    Ｈｉ/Ｌｏ １２Ｖ タイプ－３  ＝ Ｈｉ/Ｌｏ コントロールユニット が不要な次世代 Ｈｉ/Ｌｏ システムです。

＊    Ｈ４ Ｈｉ/Ｌｏ １２Ｖ タイプ－１  ＝ 欧州車でバルブ切れ警告灯対策が必要な  Ｈ４ Ｈｉ/Ｌｏ バルブ装備車へお取り付けの際にお求め下さい。
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＊2)  マルチ Ｖｅｒ．２  ＝ ほとんどの欧州車（一部の車種を除）に純正装備のバルブ切れ警告灯への対策機能を内蔵したパワーユニット（バラスト）です。

＊1)  コンバージョン Ｖｅｒ．１  ＝ 車輌にバルブ切れ警告灯が装備されていない車種用（ユニバーサル）のバルブ切れ対策機能無しの低価格パワーユニット（バラスト）です。

特殊ﾊ ﾙ゙ﾌﾞ ﾎﾙﾀﾞー 付

ﾊﾞﾗｽﾄ･ﾊﾞﾙﾌ ･゙

警告灯対策ﾓｼﾞｭー ﾙ

価    格

３５Ｗ
(12V)

Ｅｖｏ．Ⅱ
234912 \28,000
234913 \36,000
234914 \36,000
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３５Ｗ　 ＭＡＸ-Ｓｕｐｅｒ　Ｖｉｓｉｏｎ　Ｈ.Ｉ.Ｄ.　バラスト キット　 Ｅｖｏ．Ⅱ
仕　　様 / タイプ / バージョン
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12V
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３５Ｗ　 ＭＡＸ-Ｓｕｐｅｒ　Ｖｉｓｉｏｎ　Ｈ.Ｉ .Ｄ.　バルブ キット 　Ｅｖｏ．Ⅱ

仕　　様
3000k 6000k 10000ｋ

弱電圧車対策用  　     ** １台分

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ誤作動対策用　 *** ２ヶ １ ｾｯﾄ

ＭＡＸ-Ｓｕｐｅｒ　Ｖｉｓｉｏｎ  Ｈ.Ｉ.Ｄ.　アクセサリー パーツ　 Ｅｖｏ．Ⅱ/Ⅲ
車　　　種　/　商　品　名　/　仕　　様 価    格品    番

\4,800
\3,000

　＊＊  ＝ 車輌のバッテリー本来の電圧が低い場合は Ｈ.Ｉ.Ｄ. システムが正常に作動出来ません。 その際に使用するリレー ケーブル ハーネス キットです。

＊＊＊ ＝ バラスト取り付け位置側に車載コンピューターのメインユニットがあり、警告灯が点灯する等の誤作動を防ぐためのバラスト カバーです。

ﾘﾚｰ ｹー ﾌ゙ ﾙ ﾊｰﾈｽ
ﾊﾞﾗｽﾄ ｶﾊﾞー  + ｽﾃｯｶｰ

234950
234951


