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■ LED Fr POSISION

8,190 yen (TAX in)

■ LED Rr LICENCE : A type

8,190 yen (TAX in)

■ LED Rr LICENCE : B type

8,190 yen (TAX in)

■ LED ROOM LAMP

8,190 yen (TAX in)

Fポジション球

Rライセンス灯

Rライセンス灯

室内灯

LEDは日本製（日亜科学工業）
を使用、高光度で耐久性に優れ
ノーマルも高級感があります。テストにより計算されつくされ
た製品は車種別に光軸などが専用設計されており、汎用品と
は一線を画します。

LEDは日本製（日亜科学工業）
を使用、高光度で耐久性に優れ
ノーマルも高級感があります。テストにより計算されつくされ
た製品は車種別に光軸などが専用設計されており、汎用品と
は一線を画します。

LEDは日本製（日亜科学工業）
を使用、高光度で耐久性に優れ
ノーマルも高級感があります。テストにより計算されつくされ
た製品は車種別に光軸などが専用設計されており、汎用品と
は一線を画します。

LEDは日本製（日亜科学工業）
を使用、1WのパワーLEDによ
りノーマルの1,5倍で高光度であり高級感があります。各車種
専用設計です。

仕
様 ／ 1セット左右2個組
適合車種 ／ 360モデナ・F355・F430

仕
様 ／ 1セット左右2個組
適合車種 ／ 360モデナ・F355・348

仕
様 ／ 1セット左右2個組
適合車種 ／ 360モデナ・F430

適合車種 ／ 360モデナ・F355・599・F430

※写真は360モデナ用です。

※360モデナはAタイプ、Bタイプどちらかになりますので、
ご確認下さい。

※F355は２個使用します(F355スパイダーは1個）

※360モデナはAタイプ、Bタイプどちらかになりますので、
ご確認下さい。
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■ FRONT SPOILER

フロントスポイラー
ストレートスピードと高速コーナーでのダウンフォースを考えて作り込まれた拘りの逸
品です。
高速域での安定感はF３５５の性能を最大限に体感出来るよう、見えない裏面にも拘り、
GTウィングと同じ製法で翼断面形状に仕上がっています。
デザインはオリジナルボディーがそうであるように、
フロントリップスポイラーも「曲線」
と
「曲面」で構成され、S-GTからのノウハウを注ぎ込み今までにない独創的、機能的な
形状に仕上がりました。
「最低地上高」はノーマルバンパーとほぼ同一な為、
ローダウンされた車高でも、最低
地上高のクリアランスが確保されています。
※ボルトオン装着です。
バンパーに穴開け加工が必要です。
※取り付けビス一式付属。
（ナンバーステーは付属しません。）
適合車種 ／ F355

F355
PERFORMANCE PARTS SERIES

■ F355 ENGINE ROOM HOOD PANEL

71,400 yen (TAX in)

CARBON 189,000 yen (TAX in)
FPR 155,400 yen (TAX in)

■ REAR DIFFUSER

144,900 yen (TAX in)

■ GT BUMPER GUARD

60,900 yen (TAX in)

■ CENTER CONSOLE BOX

155,400 yen (TAX in)

エンジンルームフードパネル

リアディフューザー

GTバンパーガード

センターコンソールBOX

フードパネルはノーマルの金属製とくらべ、
軽量でエンジンルームのドレスアップに効果的です。
※純正交換タイプなのでボルトオン装着が可能です。
※カーボン製・カーボンケプラー製の２タイプ
※６MT・F1シフト用があります
※画像はカーボンケプラー製です。左右SET。

F355の特徴である純正リアディフューザーをカーボンに
変更します。後続車に見える場所なのでドレスUP効果も抜
群です。
※純正交換タイプなのでボルトオン装着が可能です。
※画像はカーボンケプラー製です。
※左右SET価格です。

マフラーの排気によるバンパーの焼けを防止します。後ろから
のスタイルは、
まさにレーシーです。
※取り付けは両面テープでも可能ですが写真のようにリベット
装着も可能です。
※カーボン製・カーボンケプラー製の２タイプ
※画像はカーボン製です。左右セット価格です。

ドアパネル同様に室内をスパルタンでレーシーな雰囲気を演
出します。
※純正交換タイプなのでボルトオン装着が可能ですが、
位置合わせなど調整があります。専門工場での取り付けを
推奨します。
※カーボン製・カーボンケプラー製の２タイプ。

適合車種 ／ F355

適合車種 ／ F355

適合車種 ／ F355

※画像のエアクリーナーBOXは付属しません。
グループM製です。

適合車種 ／ F355

■ DOOR MIRROR CORNER PANEL
40,950 yen (TAX in)

■ DOOR PANEL

ドアミラーコーナーパネル

ドアパネル

ピロブッシュKIT

メタルブッシュKIT

ドアパネル同様に室内をスパルタンでレーシーな雰囲気を演
出します。
※取り付けは純正交換タイプです。
※カーボン製・カーボンケプラー製の２タイプ
※左右SET価格です。

画像はカーボン製です。取り付けはボルトオンです。
車両の加工はありません。
※カーボン製・カーボンケプラー製の２タイプ
※価格は左右SETです。

ピロにはNMB製ピロボールを使用していますので非常にス
ムーズなサスペンションの動きが可能です。高精度な専用設
計により不快な音は皆無で、内部に水分、埃が進入しないよう
ガードも付いていますので長年に渡ってメンテナンスフリーで
ご使用頂けます。取り付けは純正ゴムブッシュと取り替えで
す。車輌側の加工は一切ありません。
※価格は１台分セットです。

純正ゴムブッシュは経年変化で変形してしまいます。メタルブ
ッシュはチャレンジカーと同方式のブッシュになります。内部に
はテフロンコーティングしたパーツを使用し、非常にスムーズ
なサスペンションの動きが可能です。もちろん不快な音は皆
無です。取り付けは純正ゴムブッシュと取り替えです。車輌側
の加工は一切ありません。
※価格は１台分セットです。

適合車種 ／ F355

適合車種 ／ F355

適合車種 ／ F355・F40

適合車種 ／ F355・F40

207,900 yen (TAX in)

■ REAR RACING GRILL FRP 102,9000 yen (TAX in)
リアレーシンググリル
軽量、放熱性を考えたデザインでレーシーな雰囲気を演出し
ます。製品は飾りリベットタイプと飾りリベット無しタイプが有
ります。
※つや消し黒塗装済みも選択出来ます。
（￥31,500UP）
※純正交換タイプなのでボルトオン装着が可能です。
※エンブレムは、純正を使用して下さい。
※画像はリベット無し黒艶消塗装済み商品です。
適合車種 ／ F355

■ PILLOW BUSH KIT

336,000 yen (TAX in)

■ METAL BUSH KIT

■ oﬃcial website www.m-tecnologia.jp

262,5000 yen (TAX in)

詳しい仕様、詳細などにつきましては、必ずご確認下さい。
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