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ＴＤ01 TM-ＳＱＵＡＲＥ　ダンパーキット キャンバー調整／トーイン調整／車高調整／
コーナーウエイト調整　含む 6.0 ¥335,000 ¥355,000

ＦＳ01 フロント　スプリング　（ＨＹＰＥＲＣＯ　直巻き） トーイン調整／車高調整　含む　（フロントのみ） 2.5 ¥30,240 ¥42,500

ＦＰ01 フロント　ピロアッパーマウント トーイン調整／車高調整　含む　（フロントのみ） 2.5 ¥25,000 ¥37,500

ＦＳ-ＦＰ
フロント　スプリング　（ＨＹＰＥＲＣＯ　直巻き）

　＆　ピロアッパーマウント
トーイン調整／車高調整　含む　（フロントのみ） 3.5 ¥55,240 ¥71,500

ＲＳ01 リア　スプリング（ＨＹＰＥＲＣＯ　直巻き） 車高調整／ダンパー全長調整　含む　（リアのみ） 1.5 ¥30,240 ¥38,000

ＲＳ02 リア　スプリング（ＴＭ-ＳＱＵＡＲＥ　オリジナル） 車高調整／ダンパー全長調整　含む　（リアのみ） 1.5 ¥30,000 ¥37,800

ＲＳＨ-ＳＡ
リア　スプリング（ＨＹＰＥＲＣＯ  直巻き）

＆　スプリングアタッチメント
車高調整／ダンパー全長調整　含む　（リアのみ） 2.0 ¥63,240 ¥72,500

ＲＳＴ-ＳＡ
リア　スプリング(ＴＭ-ＳＱＵＡＲＥ　オリジナル)

　＆　スプリングアタッチメント
車高調整／ダンパー全長調整　含む　（リアのみ） 2.0 ¥59,000 ¥68,000

ＲＳH-ＤＡ
リア　スプリング（ＨＹＰＥＲＣＯ  直巻き）

＆ スプリングアタッチメント　＆　ショート化アタッチメント
車高調整　含む　（リアのみ） 3.2 ¥75,740 ¥88,000

ＲＳT-ＤＡ
リア　スプリング(ＴＭ-ＳＱＵＡＲＥ　オリジナル)　＆

　スプリングアタッチメント　＆　ショート化アタッチメント
車高調整　含む　（リアのみ） 3.2 ¥71,500 ¥84,000

ＴＢ01
トーションビーム　＆　リアスタビ

（交換後の純正トーションビームは、20,000円で下取り可能）
車高調整／アライメント確認（リアのみ）

トーションビームブッシュ（純正新品）、ブレーキフルード交換 5.0 ¥154,860 ¥168,000

※　仕様、車両側の状況により、上記作業時間を大幅にオーバーする場合は、追加料金が必要になる場合があります（事前に、ご連絡します）。

※　トーションビームの下取りは、弊社の確認により、問題が無い場合に限ります。
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ＣＳ01 リアキャンバーシム（並盛） アライメント確認　（リアのみ） 1.5 ¥18,000 ¥25,000

ＣＳ02 リアキャンバーシム（大盛） アライメント確認　（リアのみ） 1.5 ¥19,000 ¥26,000

TS01 トーレスシム（０°１５′レス 仕様） アライメント確認　（リアのみ） 1.5 ¥12,500 ¥19,500

TS02 トーレスシム（０°３０′レス 仕様） アライメント確認　（リアのみ） 1.5 ¥12,500 ¥19,500

TS03 トーレスシム（０°１５′レス 仕様） ＋ ロングボルトセット アライメント確認　（リアのみ） 1.5 ¥15,000 ¥22,000

TS04 トーレスシム（０°３０′レス 仕様） ＋ ロングボルトセット アライメント確認　（リアのみ） 1.5 ¥15,000 ¥22,000

ST-FHA フロント車高調整　A トーイン計測　（調整は含まず　フロントのみ） 1.0 ¥0 ¥4,000

ST-FHB フロント車高調整　B トーイン調整　含む　（フロントのみ） 1.8 ¥0 ¥8,000

ST-RH リア車高調整　B ダンパー全長調整　含む　（リアのみ） 1.0 ¥0 ¥4,000

ST-FT フロント　トーイン調整 0.8 ¥0 ¥5,000

ST-FCT フロント　キャンバー　調整　（TM　ダンパー） トーイン調整　含む　（フロントのみ） 1.5 ¥0 ¥8,000

ST-FC フロント　キャンバー　調整　（長穴タイプ／キャンバーボルト） トーイン調整　含む　（フロントのみ） 2.5 ¥0 ¥12,000

ST-CW コーナーウエイト計測 計測のみ 1.0 ¥0 ¥8,000

ST-CWA コーナーウエイト調整 車高調整／トーイン調整　含む 4.0 ¥0 ¥25,000

※　仕様、車両側の状況により、上記作業時間を大幅にオーバーする場合は、追加料金が必要になる場合があります（事前に、ご連絡します）。
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BG01 新品ベアリング（純正品）　　+　　純正　グリース 3.5 ¥23,868 ¥46,500

BG02 新品ベアリング（純正品）　　+　　MFX-1300　グリース
ベアリンググリースは、BILLION OILS

MFX-1300　使用 4.0 ¥28,512 ¥55,000

FBG01
キャンバーナックル

（新品ベアリング（純正品）　　+　　MFX-1300　グリース）
トーイン調整含む

ダンパーブラケット／ピロアッパーによる　キャンバー調整　含まず 5.0 ¥68,000 ¥84,500

FBG02
キャンバーナックル　＆　純正スタッドボルト

（新品ベアリング（純正品）　　+　　MFX-1300　グリース）
トーイン調整含む

ダンパーブラケット／ピロアッパーによる　キャンバー調整　含まず 5.5 ¥71,500 ¥90,000

FBG03
キャンバーナックル　＆　ロングスタッドボルト

（新品ベアリング（純正品）　　+　　MFX-1300　グリース）
トーイン調整含む

ダンパーブラケット／ピロアッパーによる　キャンバー調整　含まず 5.5 ¥72,000 ¥90,500

FLA01 フロント　延長ロアアーム　（TMダンパー） トーイン調整含む 4.0 ¥70,000 ¥85,500

FLA02 フロント　延長ロアアーム　（長穴タイプ／キャンバーボルト） キャンバー／トーイン調整　含む 5.0 ¥70,000 ¥90,500

PCF01 パーチェ　フロント　　（ID65/ID60/ID58）
車高／トーイン調整含む

（脱着により、キャンバー調整が　不要　なダンパーの場合） 2.5 ¥60,480 ¥66,500

PCF02 パーチェ　フロント　　（ID65/ID60/ID58）
車高／キャンバー／トーイン調整　含む

　（脱着により、キャンバー調整が　必要　なダンパーの場合） 4.0 ¥60,480 ¥72,000

PCR03 パーチェ　リア　　　　（ID65/ID60/ID58） 車高調整含む 2.0 ¥60,480 ¥65,000

※　仕様、車両側の状況により、上記作業時間を大幅にオーバーする場合は、追加料金が必要になる場合があります（事前に、ご連絡します）。
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ＴＤ02 TM-ＳＱＵＡＲＥ　ダンパーキット  ZC32S
キャンバー調整／トーイン調整／車高調整／

コーナーウエイト調整　含む 6.0 ¥335,000 ¥355,000

ＦＳ01 フロント　スプリング　（ＨＹＰＥＲＣＯ　直巻き） トーイン調整／車高調整　含む　（フロントのみ） 2.5 ¥30,240 ¥42,500

ＦＰ01 フロント　ピロアッパーマウント トーイン調整／車高調整　含む　（フロントのみ） 2.5 ¥25,000 ¥37,500

ＦＳ-ＦＰ
フロント　スプリング　（ＨＹＰＥＲＣＯ　直巻き）

　＆　ピロアッパーマウント
トーイン調整／車高調整　含む　（フロントのみ） 3.5 ¥55,240 ¥71,500

ＲＳ01 リア　スプリング（ＨＹＰＥＲＣＯ　直巻き） 車高調整／ダンパー全長調整　含む　（リアのみ） 1.5 ¥30,240 ¥38,000

ＲＳ02 リア　スプリング（ＴＭ-ＳＱＵＡＲＥ　オリジナル） 車高調整／ダンパー全長調整　含む　（リアのみ） 1.5 ¥30,000 ¥37,800

ＲＳＨ-ＳＡ
リア　スプリング（ＨＹＰＥＲＣＯ  直巻き）

＆　スプリングアタッチメント
車高調整／ダンパー全長調整　含む　（リアのみ） 2.0 ¥63,240 ¥72,500

ＲＳＴ-ＳＡ
リア　スプリング(ＴＭ-ＳＱＵＡＲＥ　オリジナル)

　＆　スプリングアタッチメント
車高調整／ダンパー全長調整　含む　（リアのみ） 2.0 ¥59,000 ¥68,000

PCF01 パーチェ　フロント　　（ID65/ID60/ID58）
車高／トーイン調整含む

（脱着により、キャンバー調整が　不要　なダンパーの場合） 2.5 ¥60,480 ¥66,500

PCF02 パーチェ　フロント　　（ID65/ID60/ID58）
車高／キャンバー／トーイン調整　含む

　（脱着により、キャンバー調整が　必要　なダンパーの場合） 4.0 ¥60,480 ¥72,000

PCR03 パーチェ　リア　　　　（ID65/ID60/ID58） 車高調整含む 2.0 ¥60,480 ¥65,000

ＴＢ02
トーションビーム　＆　リアスタビ

（交換後の純正トーションビームは、20,000円で下取り可能）
車高調整／アライメント確認（リアのみ）

トーションビームブッシュ（純正新品）、ブレーキフルード交換 5.0 ¥154,860 ¥168,000

※　仕様、車両側の状況により、上記作業時間を大幅にオーバーする場合は、追加料金が必要になる場合があります（事前に、ご連絡します）。
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ＣＳ11 リアキャンバーシム（大盛  2.5°）OUT 0°40′ アライメント確認　（リアのみ） 1.5 ¥36,000 ¥45,000

ＣＳ12 リアキャンバーシム（大盛  2.5°）OUT 1°00′ アライメント確認　（リアのみ） 1.5 ¥36,000 ¥45,000

ＣＳ13 リアキャンバーシム（並盛  1.4°）OUT 0°40′ アライメント確認　（リアのみ） 1.5 ¥35,000 ¥44,000

ＣＳ14 リアキャンバーシム（並盛  1.4°）OUT 1°00′ アライメント確認　（リアのみ） 1.5 ¥35,000 ¥44,000

※　車種、仕様、車輌側の状況により、上記作業時間をオーバーする場合は、追加料金が必要になります。
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