
ｇｒｏｗ　エアロ一覧

グリルモール

グリルモール（シグネチャーライン）

フロントリップスポイラー
アイライン

※詳しくは下記価格表をご覧ください

【グリルモール価格表】 定価
19,800¥          
28,710¥          
32,780¥          
38,830¥          
25,190¥          

ニッサン 42,790¥          

モール＆エンブレムカラー

ＣＸ－５　前期　　対応型式：ＫＥＥＦＷ/ＫＥ２ＦＷ/ＫＥＥＡＷ/ＫＥ２ＡＷ

スイフトスポーツ　対応型式：ＺＣ３２　

ＣＸ－５　後期　　対応型式：　ＫＦＥＰ/ＫＦ５Ｐ/ＫＦ２Ｐ

アクセラ　　対応型式：ＢＭ５ＦＳ/ＢＭＥＦＳ/ＢＭ５ＦＰ/ＢＭ５ＡＰ/ＢＹＥＦＰ

フォレスター　対応型式：ＳＪＧ/ＳＪ５　　

エクストレイル　前期　　対応型式：Ｔ３２/ＮＴ３２　

スズキ

スバル

ニッサン

フロントハーフスポイラー
リアハーフスポイラー
フロントグリル
グリルモール
アイライン

ノート/ノートｅ-ｐｏｗｅｒ　後期　対応型式：Ｅ１２/ＨＥ１２

ノート　前期　対応型式：Ｅ１２　　

フロントハーフスポイラー（型式ＳＪ５には対応しておりません）
リアハーフスポイラ－　　（型式ＳＪ５には対応しておりません）
フロントグリル
アイライン

フロントハーフスポイラー（エマージェンシーブレーキシステム付き車/無し車）

マツダ

リアハーフスポイラー (コーナーセンサー搭載車はお取り付けできません。）
※お取り付けする場合,純正センサー真後ろの２か所にエアロが被ってしまうので,エアロ側の純正と同じ場所に２か所穴をあけ,

センサーを移植する加工が必要です。

フロントグリル（アラウンドビューモニター　付き車用/無し車用）
アイライン
カーボングリルモール　    （対応型式：Ｔ３２/ＮＴ３２/ＨＴ３２/ＨＮＴ３２）

フロントグリル（アラウンドビューモニター　付き車・無し車　共通）
　　※プロパイロット搭載車にフロントグリルをお取り付けした場合、正常に作動しない可能性がございます。

アイライン

フロントグリル
アイライン

フロントアンダースポイラー　（ＮＩＳＭＯノート専用）

エクストレイル　後期　対応型式：Ｔ３２/ＮＴ３２/ＨＴ３２/ＨＮＴ３２

フロントグリル
アイライン

フロントハーフスポイラー
リアハーフスポイラー
フロントグリル
アイライン

※定価は税込み価格です。

マットブラック

ブラック
エクストレイル

ホンダ

ヴェゼル 前期 対応型式：ＲＵ１／２／３／４  適合年式　２０１３年～２０１７年（２０１８年２月～適合しておりません）

ＣＸ－５（前期/後期）

アクセラ
マットブラック

KEEFW/KEEAW/KE5FW/KE5AW/KE2FW/KE2AW　ＣＸ－５　グリルモール　
 KEEFW/KEEAW/KE5FW/KE5AW/KE2FW/KE2AW　ＣＸ－５　グリルモール/フロントマツダマーク　

ＫＦＥＰ/ＫＦ５Ｐ/ＫＦ２Ｐ　ＣＸ－５　グリルモール　塗装済み

アクセラ前期　グリルモール　塗装済み
エクストレイル前期　カーボングリルモール

ＫＦＥＰ/ＫＦ５Ｐ/ＫＦ２Ｐ　ＣＸ－５　グリルモール　フロントマツダエンブレム付き

シルバー

マツダ



【フロントグリル価格表】 定価 塗装代

－

13,200¥          
26,400¥          

－

20,900¥          
34,100¥          

－

19,800¥          
33,000¥          

－

14,300¥          
27,500¥          

－

15,400¥          
29,700¥          

－

14,300¥          
27,500¥          

－

15,400¥          
29,700¥          

－

19,800¥          
31,900¥          

※塗装済み/塗り分け塗装済み品の『価格は定価＋塗装代』になります。定価、塗装代ともに税込み価格です

フロントグリルカラー
色番

ブラックマイカ　　　　　 １６Ｗ シルバー
ベロシティレッドマイカ ２７Ａ ガンメタリック
クリスタルホワイトパールマイカ ３４Ｋ ※その他のカラーをご希望
アルミニウムメタリック ３８Ｐ の方はご連絡ください
スカイブルーマイカ　　 ４１Ｂ
ジールレッドマイカ　　 ４１Ｇ
ソウルレッドプレミアムメタリック ４１Ｖ 　

ジェットブラックマイカ ４１Ｗ
メテオグレーマイカ　　 ４２Ａ
マットブラック　　　　　 艶消し

色番
クオーツブルーパール Ｊ８Ｕ
ダークグレーメタリック ６１Ｋ
ジャスミングリーンメタリック Ｈ５Ｑ
ディープシーブルーメタリック Ｈ３Ｑ
バーニッシュブロンズメタリック Ｈ４Ｑ
アイスシルバーメタリック Ｇ１Ｕ
ディープチェリーパール Ｇ３Ｕ
ベネチアンレッドパール Ｈ２Ｑ
クリスタルブラックマイカ Ｄ４Ｓ
サテンホワイトパール ３７Ｊ
クリスタルホワイトパール Ｋ１Ｘ
マットブラック 艶消し

色番
チャンピオンイエロー ＺＦＴ シルバー
スノーホワイトパール ＺＭＴ ガンメタリック
スーパーブラックパール ＺＭＶ ※その他のカラーをご希望
プレミアムシルバーメタリック ＺＮＣ の方はご連絡ください
アブレイズレッドパール ＺＲＪ
ブーストブルーパールメタリック ＺＲＺ
ダークグレーメタリック ＺＳＣ
マットブラック          艶消し
スーパーブラック　　　　 艶有りソリッド

ＣＸ－５（前期）

塗り分け部分カラー
マットブラック
ブラック

スイフトスポーツ 塗り分け部分カラー

40,700¥          

32,780¥          

38,280¥          

シルバー
ガンメタリック
純正色各色（１１色）

※ＣＸ－５のフロントグリルのみ、グリルモールと一体型ですので、別途グリルモールのご購入は必要ありません。

フォレスター

塗り分け部分カラー

ホンダ

スイフトスポーツ　フロントグリル　未塗装

スイフトスポーツ　フロントグリル　塗装済み

スイフトスポーツ　フロントグリル　塗り分け塗装済み

エクストレイル前期　フロントグリル　（モニター付き/無し設定あり）　未塗装

エクストレイル前期　フロントグリル　（モニター付き/無し設定あり）　塗装済み

エクストレイル前期　フロントグリル　（モニター付き/無し設定あり）　塗り分け塗装済み

エクストレイル後期　フロントグリル　（モニター付き/無し共通）　未塗装

エクストレイル後期　フロントグリル　（モニター付き/無し共通）　塗装済み

エクストレイル後期　フロントグリル　（モニター付き/無し共通）　塗り分け塗装済み

ノート前期　フロントグリル　塗り分け塗装済み

ノート後期　フロントグリル　未塗装

ノート後期　フロントグリル　塗装済み

ノート後期　フロントグリル　塗り分け塗装済み

ヴェゼル　フロントグリル　未塗装

ヴェゼル　フロントグリル　塗装済み

ヴェゼル　フロントグリル　塗り分け塗装済み

36,080¥          

38,280¥          

38,500¥          

36,080¥          

38,280¥          

マツダ

スバル

スズキ

ＣＸ－５前期　フロントグリル　未塗装

ＣＸ－５前期　フロントグリル　塗装済み

ＣＸ－５前期　フロントグリル　塗り分け塗装済み

フォレスター　フロントグリル　未塗装

フォレスター　フロントグリル　塗装済み

フォレスター　フロントグリル　塗り分け塗装済み

ノート前期　フロントグリル　未塗装

ノート前期　フロントグリル　塗装済み

ニッサン



色番
バーニングレッド　　　 ＡＸ６
チタニウムカーキ　　　 ＥＡＮ
スチールブルー　　　 ＲＡＱ
ブリリアントホワイトパール ＱＡＢ
ブリリアントシルバー Ｋ２３
ダークメタリック　　　 ＫＡＤ
ダイヤモンドブラック Ｇ４１
マットブラック　　　　　　 艶消し

色番
プレミアムコロナオレンジ ＥＢＢ
ガーネットレッド ＮＢＦ
バーニングレッド ＡＸ６
チタニウムカーキ ＥＡＮ
オリーブグリーン ＥＢＡ
ギャラクシーゴールド ＨＡＪ
インペリアルアンバー ＣＡＳ
シャイニングブルー ＲＡＷ
ブリリアントホワイトパール ＱＡＢ
ブリリアントシルバー Ｋ２３
ダークメタルグレー ＫＡＤ
ダイヤモンドブラック Ｇ４１
マットブラック 艶消し

色番
マットブラック     　　　 艶消し
スーパーブラック　　　　 ＫＨ３
ダークメタルグレー　　 ＫＡＤ
ブリリアントシルバー Ｋ２３
ビートニックゴールド ＥＡＫ
インペリアルアンバー ＣＡＳ
シャイニングブルー　　　 ＲＡＷ
ソニックブルー　　　　 ＲＢＥ
ナデシコピンク　　　　 ＮＡＲ
ブリリアントホワイトパール ＱＡＢ
フランボワーズレッド ＮＡＢ
チタニウムカーキ　　　 ＥＡＮ
バーニングレッド　　　 ＡＸ６
チャニオンブロンズ　　　 ＥＡＲ
ＮＩＳＭＯバンパーガンメタ ＫＢＨ
ＮＩＳＭＯエアロレッド ＬＡ１０

色番
マットブラック　　　　　　 艶消し
スーパーブラック　　　 ＫＨ３
ダークメタルグレー　　　 ＫＡＤ
ブリリアントシルバー Ｋ２３
ギャラクシーゴールド ＨＡＪ
インペリアルアンバー ＣＡＳ
シャイニングブルー　　　 ＲＡＷ
オリーブグリーン　　　 ＥＢＡ
ナデシコピンク　　　　 ＮＡＲ
ブリリアントホワイトパール ＱＡＢ
ホワイト　　　　　　　　　　 ＱＡＹ
ガーネットレッド　　　　 ＮＢＦ
プレミアムコロナオレンジ ＥＢＢ
サンライトイエロー　　　　 ＥＡＶ

色番
モルフォブルーパール Ｂ５９４Ｐ
ミスティグリーンパール Ｇ５３９Ｐ
アラバスターシルバーメタリック ＮＨ７００Ｍ
クリスタルブラックパール ＮＨ７３１Ｐ
ホワイトオーキッドパール ＮＨ７８８Ｐ
ルーセブラックメタリック ＮＨ８２１Ｍ
ティンテッドシルバーメタリック ＮＨ８２３Ｍ
プレミアムディープロッソパール Ｒ５４３Ｐ
純正アンダーガンメタ ＮＨ５７３Ｍ
マットブラック　　　　　 艶消し

ノート（前期）

ノート/ノートｅ-ｐｏｗｅｒ（後期）

ヴェゼル

塗り分け部分カラー
シルバー
ガンメタリック
マットブラック

エクストレイル（後期）

シルバー
ガンメタリック
マットブラック
純正色各色（15色）

マットブラック
ガンメタリック

塗り分け部分カラー
純正色１３色

塗り分け部分カラー
シルバー
ガンメタリック
マットブラック
純正色各色（１２色）

塗り分け部分カラー

純正色各色（７色）

純正色各色（９色）

マットブラック

塗り分け部分カラー
シルバー

エクストレイル（前期）



【フロントスポイラー価格表】 定価 塗装代
ＣＸ－５前期　フロントハーフスポイラー　未塗装 －

ＣＸ－５前期　フロントハーフスポイラー　塗装済み 22,000¥          
ＣＸ－５前期　フロントハーフスポイラー　塗り分け塗装済み 33,000¥          
フォレスター　ＳＪＧ　フロントハーフスポイラー　未塗装 －

フォレスター　ＳＪＧ　フロントハーフスポイラー　塗装済み 20,900¥          
フォレスター　ＳＪＧ　フロントハーフスポイラー　塗り分け塗装済み 42,900¥          
エクストレイル前期　フロントハーフスポイラー　ブレーキシステム無し車用　未塗装 －

エクストレイル前期　フロントハーフスポイラー　ブレーキシステム無し車用　塗装済み 23,100¥          
エクストレイル前期　フロントハーフスポイラー　ブレーキシステム無し車用　塗分塗装済み 34,100¥          
エクストレイル前期　フロントハーフスポイラー　ブレーキシステム付き車用　未塗装 －

エクストレイル前期　フロントハーフスポイラー　ブレーキシステム付き車用　塗装済み 23,100¥          
エクストレイル前期　フロントハーフスポイラー　ブレーキシステム付き車用　塗分塗装済み 34,100¥          
ノート前期　フロントアンダースポイラー　未塗装 －

ノート前期　フロントアンダースポイラー　塗装済み 23,100¥          
ヴェゼル　フロントハーフスポイラー　未塗装 －

ヴェゼル　フロントハーフスポイラー　塗装済み 20,900¥          
ヴェゼル　フロントハーフスポイラー　塗り分け塗装済み 34,100¥          
スイフトスポーツ　フロントリップスポイラー　未塗装 －

スイフトスポーツ　フロントリップスポイラー　塗装済み 22,000¥          
スイフトスポーツ　フロントリップスポイラー　塗分け塗装済み ※未定

マツダ

スバル

ホンダ

スズキ

ニッサン

※塗り分け塗装済み品のご要望がございましたらお問い合わせください。

50,600¥          

46,200¥          

47,300¥          

42,570¥          

46,200¥          

34,980¥          

47,300¥          

※塗装済み/塗り分け塗装済み品の『価格は定価＋塗装代』になります。定価、塗装代ともに税込み価格です。



フロントスポイラーカラー
色番

ブラックマイカ　　　　　 １６Ｗ シルバー

ベロシティレッドマイカ ２７Ａ ガンメタリック

クリスタルホワイトパールマイカ ３４Ｋ ※その他のカラーをご希望

アルミニウムメタリック ３８Ｐ の方はご連絡ください

スカイブルーマイカ　　 ４１Ｂ

ジールレッドマイカ　　 ４１Ｇ

ソウルレッドプレミアムメタリック ４１Ｖ 　

ジェットブラックマイカ ４１Ｗ

メテオグレーマイカ　　 ４２Ａ

マットブラック　　　　　 艶消し

色番

クオーツブルーパール Ｊ８Ｕ

ダークグレーメタリック ６１Ｋ

ジャスミングリーンメタリック Ｈ５Ｑ

ディープシーブルーメタリック Ｈ３Ｑ

バーニッシュブロンズメタリック Ｈ４Ｑ

アイスシルバーメタリック Ｇ１Ｕ

ディープチェリーパール Ｇ３Ｕ

ベネチアンレッドパール Ｈ２Ｑ

クリスタルブラックマイカ Ｄ４Ｓ

サテンホワイトパール ３７Ｊ

クリスタルホワイトパール Ｋ１Ｘ

マットブラック　　　 艶消し

色番

バーニングレッド　　　 ＡＸ６

チタニウムカーキ　　　 ＥＡＮ

スチールブルー　　　 ＲＡＱ

ブリリアントホワイトパール ＱＡＢ

ブリリアントシルバー Ｋ２３

ダークメタリック　　　 ＫＡＤ

ダイヤモンドブラック Ｇ４１

マットブラック　　　　　　 艶消し

色番

マットブラック     　　　 艶消し

スーパーブラック　　　　 ＫＨ３

ダークメタルグレー　　 ＫＡＤ

ブリリアントシルバー Ｋ２３

ビートニックゴールド ＥＡＫ

インペリアルアンバー ＣＡＳ

シャイニングブルー　　　 ＲＡＷ

ソニックブルー　　　　 ＲＢＥ

ナデシコピンク　　　　 ＮＡＲ

ブリリアントホワイトパール ＱＡＢ

フランボワーズレッド ＮＡＢ

チタニウムカーキ　　　 ＥＡＮ

バーニングレッド　　　 ＡＸ６

チャニオンブロンズ　　　 ＥＡＲ

ＮＩＳＭＯバンパーガンメタ ＫＢＨ

ＮＩＳＭＯエアロレッド ＬＡ１０

ＣＸ－５（前期） 塗り分け部分カラー

ガンメタリック

マットブラック

純正色各色（15色）

フォレスター 塗り分け部分カラー

マットブラック

ガンメタリック

マットブラック

純正色各色（７色）

ブラック

シルバー

ガンメタリック

純正色各色（１１色）

塗り分け部分カラー

シルバー

ノート（前期） 塗り分け部分カラー

エクストレイル（前期）

シルバー



色番

モルフォブルーパール Ｂ５９４Ｐ

ミスティグリーンパール Ｇ５３９Ｐ

アラバスターシルバーメタリック ＮＨ７００Ｍ

クリスタルブラックパール ＮＨ７３１Ｐ

ホワイトオーキッドパール ＮＨ７８８Ｐ

ルーセブラックメタリック ＮＨ８２１Ｍ

ティンテッドシルバーメタリック ＮＨ８２３Ｍ

プレミアムディープロッソパール Ｒ５４３Ｐ

純正アンダーガンメタ ＮＨ５７３Ｍ

マットブラック　　　　　 艶消し

色番

チャンピオンイエロー ＺＦＴ シルバー

スノーホワイトパール ＺＭＴ ガンメタリック

スーパーブラックパール ＺＭＶ ※その他のカラーをご希望

プレミアムシルバーメタリック ＺＮＣ の方はご連絡ください

アブレイズレッドパール ＺＲＪ

ブーストブルーパールメタリック ＺＲＺ

ダークグレーメタリック ＺＳＣ

マットブラック          艶消し

スーパーブラック　　　　 艶有りソリッド

【リアハーフスポイラー価格表】 定価 塗装代
ＣＸ－５前期　リアハーフスポイラー　未塗装 －

ＣＸ－５前期　リアハーフスポイラー　塗装済み 22,000¥          
ＣＸ－５前期　リアハーフスポイラー　塗り分け塗装済み 33,000¥          
フォレスター　リアハーフスポイラー　未塗装 －

フォレスター　リアハーフスポイラー　塗装済み 23,100¥          
フォレスター　リアハーフスポイラー　塗り分け塗装済み 39,600¥          
エクストレイル前期　リアハーフスポイラー　未塗装 －

エクストレイル前期　リアハーフスポイラー　塗装済み 23,100¥          

エクストレイル前期　リアハーフスポイラー　塗り分け塗装済み 34,100¥          
ヴェゼル前期　リアハーフスポイラー　未塗装 －

ヴェゼル前期　リアハーフスポイラー　塗装済み 19,800¥          
ヴェゼル前期　リアハーフスポイラー　塗り分け塗装済み 30,800¥          

リアハーフスポイラーカラー
色番

ブラックマイカ　　　　　 １６Ｗ シルバー

ベロシティレッドマイカ ２７Ａ ガンメタリック

クリスタルホワイトパールマイカ ３４Ｋ ※その他のカラーをご希望

アルミニウムメタリック ３８Ｐ の方はご連絡ください

スカイブルーマイカ　　 ４１Ｂ

ジールレッドマイカ　　 ４１Ｇ

ソウルレッドプレミアムメタリック ４１Ｖ 　

ジェットブラックマイカ ４１Ｗ

メテオグレーマイカ　　 ４２Ａ

マットブラック　　　　　 艶消し

ガンメタリック

マットブラック

純正色各色（９色）

塗り分け部分カラー

マツダ

スバル

ニッサン

ホンダ

47,300¥          

42,900¥          

50,600¥          

46,200¥          

ＣＸ－５（前期）

ヴェゼル 塗り分け部分カラー

シルバー

※塗装済み/塗り分け塗装済み品の『価格は定価＋塗装代』になります。定価、塗装代ともに税込み価格です。

※Ｔ３２エクストレイルのコーナーセンサー搭載車にはお取り付けできません。お取り付けする場合には加工が必要です。

スイフトスポーツ 塗り分け部分カラー



色番

クオーツブルーパール Ｊ８Ｕ

ダークグレーメタリック ６１Ｋ

ジャスミングリーンメタリック Ｈ５Ｑ

ディープシーブルーメタリック Ｈ３Ｑ

バーニッシュブロンズメタリック Ｈ４Ｑ

アイスシルバーメタリック Ｇ１Ｕ

ディープチェリーパール Ｇ３Ｕ

ベネチアンレッドパール Ｈ２Ｑ

クリスタルブラックマイカ Ｄ４Ｓ

サテンホワイトパール ３７Ｊ

クリスタルホワイトパール Ｋ１Ｘ

マットブラック　　　 艶消し

色番

バーニングレッド　　　 ＡＸ６

チタニウムカーキ　　　 ＥＡＮ

スチールブルー　　　 ＲＡＱ

ブリリアントホワイトパール ＱＡＢ

ブリリアントシルバー Ｋ２３

ダークメタリック　　　 ＫＡＤ

ダイヤモンドブラック Ｇ４１

マットブラック　　　　　　 艶消し

色番

モルフォブルーパール Ｂ５９４Ｐ

ミスティグリーンパール Ｇ５３９Ｐ

アラバスターシルバーメタリック ＮＨ７００Ｍ

クリスタルブラックパール ＮＨ７３１Ｐ

ホワイトオーキッドパール ＮＨ７８８Ｐ

ルーセブラックメタリック ＮＨ８２１Ｍ

ティンテッドシルバーメタリック ＮＨ８２３Ｍ

プレミアムディープロッソパール Ｒ５４３Ｐ

純正アンダーガンメタ ＮＨ５７３Ｍ

マットブラック　　　　　 艶消し

【アイライン価格表】 定価 塗装代

ＣＸ－５前期　アイライン　未塗装 －

7,700¥            

フォレスター　アイライン　未塗装 －

フォレスター　アイライン　塗装済み 6,600¥            

エクストレイル前期　アイライン　未塗装 －

エクストレイル前期　アイライン　塗装済み 8,800¥            
エクストレイル後期　アイライン　未塗装 －

エクストレイル後期　アイライン　塗装済み 7,700¥            
ノート前期/後期　アイライン　未塗装 －

ノート前期/後期　アイライン　塗装済み 7,700¥            

ヴェゼル　アイライン　未塗装 －

ヴェゼル　アイライン　塗装済み 8,800¥            

ガンメタリック

純正色各色（１１色）

塗り分け部分カラー

シルバー

ガンメタリック

マットブラック

純正色各色（７色）

14,300¥          

14,300¥          

14,300¥          
ＣＸ－５前期　アイライン　塗装済み

14,300¥          

14,300¥          

14,300¥          

フォレスター 塗り分け部分カラー

シルバー

マットブラック

マツダ

スバル

ニッサン

ホンダ

※塗装済み品の価格は『定価＋塗装代』になります。定価、塗装代ともに税込み価格です。

ヴェゼル 塗り分け部分カラー

シルバー

ガンメタリック

マットブラック

純正色各色（９色）

ブラック

エクストレイル（前期）



アイラインカラー
色番

ブラックマイカ　　　　　 １６Ｗ

ベロシティレッドマイカ ２７Ａ

クリスタルホワイトパールマイカ ３４Ｋ

アルミニウムメタリック ３８Ｐ

スカイブルーマイカ　　 ４１Ｂ

ジールレッドマイカ　　 ４１Ｇ

ソウルレッドプレミアムメタリック ４１Ｖ 　

ジェットブラックマイカ ４１Ｗ

メテオグレーマイカ　　 ４２Ａ

マットブラック　　　　　 艶消し

色番

クオーツブルーパール Ｊ８Ｕ

ダークグレーメタリック ６１Ｋ

ジャスミングリーンメタリック Ｈ５Ｑ

ディープシーブルーメタリック Ｈ３Ｑ

バーニッシュブロンズメタリック Ｈ４Ｑ

アイスシルバーメタリック Ｇ１Ｕ

ディープチェリーパール Ｇ３Ｕ

ベネチアンレッドパール Ｈ２Ｑ

クリスタルブラックマイカ Ｄ４Ｓ

サテンホワイトパール ３７Ｊ

クリスタルホワイトパール Ｋ１Ｘ

マットブラック　　　 艶消し

色番

バーニングレッド　　　 ＡＸ６

チタニウムカーキ　　　 ＥＡＮ

スチールブルー　　　 ＲＡＱ

ブリリアントホワイトパール ＱＡＢ

ブリリアントシルバー Ｋ２３

ダークメタリック　　　 ＫＡＤ

ダイヤモンドブラック Ｇ４１

マットブラック　　　　　　 艶消し

色番

プレミアムコロナオレンジ ＥＢＢ

ガーネットレッド ＮＢＦ

バーニングレッド ＡＸ６

チタニウムカーキ ＥＡＮ

オリーブグリーン ＥＢＡ

ギャラクシーゴールド ＨＡＪ

インペリアルアンバー ＣＡＳ

シャイニングブルー ＲＡＷ

ブリリアントホワイトパール ＱＡＢ

ブリリアントシルバー Ｋ２３

ダークメタルグレー ＫＡＤ

ダイヤモンドブラック Ｇ４１

マットブラック 艶消し

ＣＸ－５（前期）

エクストレイル（前期）

エクストレイル（後期）

フォレスター



色番

マットブラック     　　　 艶消し

スーパーブラック　　　　 ＫＨ３

ダークメタルグレー　　 ＫＡＤ

ブリリアントシルバー Ｋ２３

ビートニックゴールド ＥＡＫ

インペリアルアンバー ＣＡＳ

シャイニングブルー　　　 ＲＡＷ

ソニックブルー　　　　 ＲＢＥ

ナデシコピンク　　　　 ＮＡＲ

ブリリアントホワイトパール ＱＡＢ

フランボワーズレッド ＮＡＢ

チタニウムカーキ　　　 ＥＡＮ

バーニングレッド　　　 ＡＸ６

チャニオンブロンズ　　　 ＥＡＲ

ＮＩＳＭＯバンパーガンメタ ＫＢＨ

ＮＩＳＭＯエアロレッド ＬＡ１０

色番

マットブラック　　　　　　 艶消し

スーパーブラック　　　 ＫＨ３

ダークメタルグレー　　　 ＫＡＤ

ブリリアントシルバー Ｋ２３

ギャラクシーゴールド ＨＡＪ

インペリアルアンバー ＣＡＳ

シャイニングブルー　　　 ＲＡＷ

オリーブグリーン　　　 ＥＢＡ

ナデシコピンク　　　　 ＮＡＲ

ブリリアントホワイトパール ＱＡＢ

ホワイト　　　　　　　　　　 ＱＡＹ

ガーネットレッド　　　　 ＮＢＦ

プレミアムコロナオレンジ ＥＢＢ

サンライトイエロー　　　　 ＥＡＶ

色番

モルフォブルーパール Ｂ５９４Ｐ

ミスティグリーンパール Ｇ５３９Ｐ

アラバスターシルバーメタリック ＮＨ７００Ｍ

クリスタルブラックパール ＮＨ７３１Ｐ

ホワイトオーキッドパール ＮＨ７８８Ｐ

ルーセブラックメタリック ＮＨ８２１Ｍ

ティンテッドシルバーメタリック ＮＨ８２３Ｍ

プレミアムディープロッソパール Ｒ５４３Ｐ

純正アンダーガンメタ ＮＨ５７３Ｍ

マットブラック　　　　　 艶消し

ノート/ノートｅ-ｐｏｗｅｒ（後期）

ヴェゼル

ノート（前期）


