
ARM 適合訂正情報
2017.05.24 以下の適合訂正がございました。

既存⾞種の適合内容を変更しました。

メーカー ⾞種 年式 型式 備考

BMW ミニ クーパーS(R53)/クーパーS コンバーチブル
(R52) 02-07 RE16/RH16 1.6 16V 120Kw/125Kw

吊りゴム/吊り⾦具を追加しました(255-143、251-901/251-921)
品名 品番 税別価格 備考
吊りゴム 255-143 \1,900 4コ必要/2004年1⽉までの⾞両のみ可
吊り⾦具 251-901 \7,000 右タイコ⽤/2004年1⽉までの⾞両のみ可
吊り⾦具 251-921 \7,000 左タイコ⽤//2004年1⽉までの⾞両のみ可

メーカー ⾞種 年式 型式 エンジン 備考

FIAT バルケッタ 95-03 183A1/183A6 1.8-16V 96Kw

吊りゴムを追加しました(255-093、255-973)
品名 品番 税別価格 備考
吊りゴム 255-093 \800 2コ必要
吊りゴム 255-973 \500

メーカー ⾞種 年式 型式 備考
PEUGEOT 207 1.6(NA) ハッチバック/CC/SW 07-12 A75FWなど 1.6-16V 88Kw

センターマフラーの備考を変更しました
品名 品番 税別価格 備考
C/マフラー 292-053 \29,000 フランジ接続/AT⾞は不可

メーカー ⾞種 年式 型式 エンジン 備考

PEUGEOT 307 2.0 ハッチバック (フェリーヌ) 05-08 T5RFJ 2.0-16V 103Kw

クランプ・吊りゴムを追加しました(254-950、255-186、255-188)
品名 品番 税別価格 備考
クランプ 254-950 \1,400
吊りゴム 255-186 \3,700
吊りゴム 255-188 \2,400

メーカー ⾞種 年式 型式 エンジン 備考

VW ゴルフ5 1.4TSI トレンドライン 08-09 1KCAX 1.4T-16V 90Kw

センターマフラーを追加しました。
品名 品番 税別価格 備考
C/マフラー 233-181 \28,000 差込交換

新規⾞種を追加しました。



メーカー ⾞種 年式 型式 備考
BMW ミニ ワン (R56) 07-10/3 ME14 1.4-16V 70Kw

品名 品番 税別価格 備考
C/マフラー 286-415 \48,000 フランジ接続
R/マフラー 280-253 \33,000 切断差込
クランプ 254-930 \1,400
吊りゴム 255-884 \1,700 C用で2コ/R用で2コ必要
クランプ 250-245 \600

メーカー ⾞種 年式 型式 備考
BMW ミニ クーパー (R56) 07-10/3 MF16 1.6-16V 88Kw

品名 品番 税別価格 備考
C/マフラー 286-411 \49,000 フランジ接続
R/マフラー 280-197 \35,000 切断差込/MT車用
R/マフラー 280-241 \35,000 切断差込/AT車用
クランプ 254-930 \1,400
吊りゴム 255-884 \1,700 C用で2コ/R用で2コ必要
クランプ 250-252 \600

メーカー ⾞種 年式 型式 備考

BMW E90/E91/E92 320i セダン/ツーリング/クーペ
(後期、N43エンジン⽤) 10/5-12 PG20など N43 2.0-16V 125Kw

品名 品番 税別価格 備考
C/マフラー N/A
R/マフラー 279-467 \44,000 切断差込
クランプ 250-265 \1,000
吊りゴム 255-830 \1,300 3コ必要

メーカー ⾞種 年式 型式 備考
VW up! / アップ 12- AACHY 1.0-12V 55Kw

品名 品番 税別価格 備考
R/マフラー 233-495 \34,000 切断差込
R/パイプ 800-213 \14,000 切断差込
クランプ 250-242 \600
吊りゴム 255-047 \800 2コ必要
クランプ 250-238 \600

メーカー ⾞種 年式 型式 備考
VW ポロ (9N) 1.6 06-09 9NBTS 1.6-16V 77Kw

品名 品番 税別価格 備考
C/マフラー 227-047 \25,000 差込交換
R/マフラー 233-439 \36,000 切断差込
クランプ 250-250 \600



クランプ 250-254 \600
吊りゴム 255-146 \1,900 C⽤で1コ/R⽤で1コ必要
吊りゴム 255-102 \1,300

メーカー ⾞種 年式 型式 備考
VW ポロ (6R) 1.4 09-10 6RCGG 1.4-16V 63Kw

品名 品番 税別価格 備考
C/マフラー 233-477 \27,000 差込交換
R/マフラー 279-495 \33,000 切断差込
クランプ 250-250 \600 C⽤で1コ/R⽤で1コ必要
吊りゴム 255-161 \2,500 C⽤で1コ/R⽤で1コ必要
吊りゴム 255-146 \1,900

メーカー ⾞種 年式 型式 備考
VW ポロ (6R) 1.2TSI 10- 6RCBZなど 1.2T-8V 77Kw

品名 品番 税別価格 備考
C/マフラー 220-015 \21,000 差込交換
R/マフラー 278-801 \29,000 切断差込
クランプ 250-254 \600 C⽤で1コ/R⽤で1コ必要
吊りゴム 255-047 \800
吊りゴム 255-146 \1,900
吊りゴム 255-102 \1,300

以上


