
汎用用品

Bluetooth
イヤホン

1日連続通話できるBluetoothイヤホンマイク
BL-72 

品番

ワイヤレスで音楽・ワンセグ・通話が可能

Bluetoothバージョン4.2仕様。（従
来のバージョンとも互換性があり、従
来のバージョンの携帯電話でも使用
できます。）ノイズ・エコーキャンセ
ラー搭載で通話中のノイズを軽減し、
ク リ ア な 通 話 が で き ま す 。車
( 1 2 V / 2 4 V 対 応 )でもパソコン

（USB）でも充電ができる、DC充電器
+USB充電ケーブル付。

49079 86057 72

メーカー ： カシムラ
本体サイズ ： H62×W20×D34（mm）

（税抜）

（2,860円）

参考価格（税込）

3,146円

汎用用品

ダストボックス
ドアポケット等の純正カップホルダー
に入るボトル形状のゴミ箱。レシート
やガム等の小さなゴミを捨てるのに
最適。

ゴミ箱 ボトル型
カーボン調 ブラック
DZ454 

メーカー ： カーメイト
サイズ ： H194×W98×D86（mm）

品番 追工コード

小さなゴミを捨てるのに最適

49730 07436 53 3972
（税抜）

（2,000円）

参考価格（税込）

2,200円

ドアポケット等の純正カップホルダー
に入るボトル形状のゴミ箱。 
レシートやガム等の小さなゴミを捨
てるのに最適。 

ゴミ箱 ボトル型
カーボン調
①ブルー DZ368 
②レッド DZ369 

小さなゴミを捨てるのに最適

メーカー ： カーメイト
サイズ ： H194×W98×D86(mm)

①49730 07435 67
②49730 07435 68

品番
3988
3240

追工コード
ブルー
レッド

カラー

① ②

（税抜）

（1,000円）

参考価格（税込）

1,100円

（1,000円）1,100円

ゴミ箱 ボトル型
ブラック
CZ369

メーカー ： カーメイト
サイズ ： H194×W98×D86（mm）

品番

純正カップホルダーに入るボトル形状のゴミ箱

ドアポケット等の純正カップホルダー
に入るボトル形状のゴミ箱。 
レシートやガム等の小さなゴミを捨
てるのに最適。

49730 07521 69
追工コード

3112
（税抜）

（760円）

参考価格（税込）

836円

おもり付きスリムダスト ミニ
本革調
ＣＺ３０５

メーカー ： カーメイト
サイズ ： H150×W210×D100（mm）

品番

おもり付スリムダストミニ本革調

内装にマッチする本革調のスリムな
ゴミ箱です。 
本体底面内蔵のおもりによりゴミ箱
の転倒を防止します。 
ソフトなおもりなので置き場所を選
びません。 
ＣＤやリモコンなどの小物入れとして
も使えます。 

49730 07521 05
追工コード

3038
（税抜）

（951円）

参考価格（税込）

1,046円

センターコンソールがある車に最適
小物入れとしても便利・容量約1.7L
ベースと本体の着脱が可能・選べる
フタの開閉方向・ゴミ箱の中が見え
ないフタ付き
容量と飛び出しのバランスを考えた
長方形デザイン・クッション付き粘着
テープ付き

センターコンソールゴミ箱
カーボン調 ブラック
CZ489

メーカー ： カーメイト
サイズ ： H150×W202×D101（mm）

品番 追工コード

センターコンソールにちょうどいいサイズのゴミ箱

49730 07522 89 3973
（税抜）

（1,600円）

参考価格（税込）

1,760円
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小物入れとしても使えるソフトなレ
ザー調ゴミ箱。500mlペットボトルが
3本入るスリムタイプ。フロアマット
に置くだけの底面マジックテープ固
定式。

ソフトレザーダスト
ZE44

メーカー ： 槌屋ヤック
サイズ ： H150×W240×D105 (mm)

品番 追工コード

小物入れとしても使えるソフトなレザー調ゴミ箱

49799 69070 44 3452
（税抜）

（920円）

参考価格（税込）

1,012円

おもり付ゴミ箱 カーボン調
①ブルー DZ308
②レッド DZ309 

カーボンスタイルでインテリアをグレードアップ

転倒を防止するおもり付。 
ゴミがたくさん捨てられる左右独立
式のスウィングフタ。 

メーカー ： カーメイト
サイズ ： H160×W200×D160（mm）

①49730 07435 07
②49730 07435 08

品番
3996
3323

追工コード
ブルー
レッド

カラー

①

②

（税抜）

（1,150円）

参考価格（税込）

1,265円

（1,150円）1,265円

プリズムレザー調の素材を採用した
高級感あふれるフタ付きゴミ箱です。
フレームにポリ袋をスマートにセット
できるので車内の雰囲気を壊しませ
ん。

フタ付ゴミ箱
プリズムレザー調 ブラック
DZ378

メーカー ： カーメイト
サイズ ： H150×W165×D220（mm）

品番 追工コード

プリズムレザー調の素材を採用

49730 07435 77 3994
（税抜）

（3,000円）

参考価格（税込）

3,300円

ラージトラッシュ１
ＰＺ３４３

メーカー ： 槌屋ヤック
サイズ ： H205×W255×D170（mm）

品番

ワンプッシュオープン！ドリンクホルダー付きゴミ箱

スパイク付きですべらない。おもり付
きで倒れない。500ml紙パック・
500mlペットボトル・350ml缶が入
るドリンクホルダー付き。フタはワン
プッシュボタンで簡単に開く。小さな
ゴミ(タバコサイズ)は小窓から捨て
ることが可能。コンビニ袋のセットが
可能。ペットボトルが4本入る大きさ。

49799 69004 79
追工コード

3043
（税抜）

（1,229円）

参考価格（税込）

1,352円

おもり付きゴミ箱 S
フタ付き
ＣＺ２６２

メーカー ： カーメイト
サイズ ： H160×W200×D160（mm）

品番

入れやすく、倒れにくい！安定感も抜群

転倒を防止するおもり付き。
ゴミがたくさん捨てられる左右独立
式のスイングフタ。

49730 07520 62
追工コード

3028
（税抜）

（856円）

参考価格（税込）

942円

汎用用品

灰皿

IQOS 3のポケットチャージャーやIQOS
専用たばこの箱を置く場所を1つに集約。
ポケットチャージャーのホールドと同時
に充電ができ、たばこスティックの吸い
殻を入れることが可能(約40本)。
※USB充電器、microUSBは付属して
　おりません。

ＩＱＯＳ ３ 専用スタンド
①ブラック DZ513

IQOS 3 専用オールインワンホルダー

メーカー ： カーメイト
サイズ ： H142×Ｗ89×Ｄ105（mm）

①49730 07437 12
品番

3083
追工コード

ブラック
カラー （税抜）

（2,800円）

参考価格（税込）

3,080円
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ガードアッシュ グリーン
ＥＮ-５

メーカー ： 星光産業
サイズ ： H134×W86×D88(mm)

品番

灰飛びをガード、リブ・ストライプデザインの灰皿！

オリジナルカラーとステンシル文字
でミリタリースタイルを演出、大きな
フタと周囲の壁(16mm高)が灰飛び
をしっかりガード、スーパースリムの
太さまで(5～8mm)対応の消火穴と
タバコ置き。

49742 67180 05
追工コード

3738
（税抜）

（980円）

参考価格（税込）

1,078円

ユースフルアッシュ ラバー
ＰＺ５２１

メーカー ： 槌屋ヤック
サイズ ： H120×W80×D80（mm）

品番

振動音を軽減するラバーボディの便利な灰皿

簡易防滴構造により丸洗い可能。タ
ンブラー形状だから開口部が広く灰
が捨てやすい。 タバコが揉み消しや
すいスリバチ形状の火消し。差し込む
だけで消火できる火消し口を2個装
備。パッキンを使用し、フタを閉じた
際のタバコのニオイ漏れを軽減。フ
タを開けると周りの暗さに反応し、自
動でブルーLEDが点灯。

49799 69007 09
追工コード

3355
（税抜）

（1,886円）

参考価格（税込）

2,075円

ソーラー電源採用で電池交換不要。
夜間に便利なLED付き。ワンプッシュ
でフタがオープンする。オートクリー
ニング構造で灰詰まり防止。火消し部
が着脱できるので、本体水洗いOK。

灰皿 Sports Luxury 
カーボン調
①ブラック DZ287/②レッド DZ354
③ブルー DZ355 

③49730 07435 54

①49730 07434 86
②49730 07435 53

品番

ソーラーで光るLED搭載灰皿　本体水洗いOK

3928
3986

3958
追工コード

ブラック
レッド
ブルー

カラー

メーカー ： カーメイト
サイズ ： H127×W75×D84（mm） ① ② ③

（税抜）

（1,600円）

参考価格（税込）

1,760円

（1,780円）1,958円

（1,780円）1,958円

火が消しやすいステンレスパンチン
グプレートの火消し面。フタには高い
気密性を保つシリコーンパッキン付き。
暖かみのあるウォームホワイトLED付
き(ソーラー充電式)。高い耐火性を誇
るフェノールボディ。

ソーラーアッシュトレイ X
ブラック DZ384（カーボン調）

49730 07435 83
品番

消しやすい火消し面灰皿

3961
追工コード

ブラック
カラー

メーカー ： カーメイト
サイズ ： H133×W84×D92（mm）

（税抜）参考価格（税込）

（3,500円）3,850円

汎用用品

ドリンクホルダー
純正カップホルダーを活用してカップ
ホルダーを増設できる。4点支持でドリ
ンクをホールド。コンビニコーヒーが傾
かない、スポッと収まるホールド感。

ツインカップホルダー
クワトロ X
①カーボン調ブラックメッキ DZ412
②カーボン調メタリックレッド DZ413

①

②

メーカー ： カーメイト
サイズ ： H170×W205×D97（mm）

②49730 07436 12
①49730 07436 11

品番

コンビニコーヒーにオススメ

3951
3921

追工コード
ブラック
レッド

カラー （税抜）参考価格（税込）

（3,000円）3,300円

（3,000円）3,300円

4点支持でドリンクをホールド。コンビ
ニコーヒーが傾かない。スポッと収まる
ホールド感。

カップホルダー クワトロ X
①レザー調シルバー DZ372 
②カーボン調ブラックメッキ DZ373

①

②メーカー ： カーメイト
サイズ ： H99×W107×D117（mm）

②49730 07435 72
①49730 07435 71

品番

コンビニコーヒーにオススメ

3981
3950

追工コード
シルバー
ブラック

カラー （税抜）参考価格（税込）

（1,800円）1,980円

（1,800円）1,980円
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汎用用品

ティッシュカバー
スポーツラグジュアリーなティシュー
ケース。心地よく留まるマグネット内
蔵のフタやシート上でのズレを防止
するすべり止め機能付き。

ティシューケース
ラグジュアリー カーボンスタイル
DZ451

65mm
以下

238mm
以下118mm

以下

【ティシューサイズの目安】

品番 追工コード
49730 07436 50 3941

メーカー ： カーメイト
サイズ ： H75×W250×D130（mm）

室内空間にスポーツラグジュアリーな装い

（税抜）

（3,200円）

参考価格（税込）

3,520円

４ＷＡＹティシュカバー
カーボン
Ｗ８４６

メーカー ： セイワ
サイズ ： H60×W260×D130（mm）

品番

カーボン調のティシュカバー

カーボン柄の生地を縫製したティ
シュボックスケースです。車内で置き
場所に困るティシュボックスを収納し
てご使用できます。取り付けベルトと
固定ステーにより4種類の取り付け
方法で、お好きな場所へ装着できま
す。

49053 39108 46
追工コード

3032
（税抜）

（1,080円）

参考価格（税込）

1,188円

ポケット付 ティシューケース
DZ491
　

メーカー ： カーメイト
サイズ ： H70×W255×D130(mm)

品番

ポケット付き!7通りの使い方ができるティシューケース

ヘッドレスト、シートバック、バイザー、
アームレスト等さまざまな場所・パター
ンで取付けできるティシューケース。
ウェットティシューなどの小物が入れら
れるポケット付き。

49730 07436 90

60mm
以下

240mm
以下120mm

以下

【ティシューサイズの目安】

（税抜）

（1,500円）

参考価格（税込）

1,650円

すべらないティッシュケース
カーボン 
PF346

メーカー ： 槌屋ヤック
サイズ ： H55×W235×D120（mm）

品番

ポンと置いてもすべらないカーボン調のティッシュケース

裏面にグリップ素材を採用したすべ
りにくいティッシュケース。
ティッシュの入れ替えがしやすいフロ
ントオープンタイプ。スポーティーな
カーボン調×レッドステッチ。

49799 69153 35

60mm
以下

230mm
以下115mm

以下

【ティシューサイズの目安】

（税抜）

（920円）

参考価格（税込）

1,012円

汎用用品

傘収納

カサイレカーボン調
ＤＺ２８０

メーカー ： カーメイト
サイズ ： H640×W70×D25（mm）

品番

スマートに傘を収納

内装にマッチするカーボン調のカサ
イレ。5本まで同時収納可能。

49730 07434 78
追工コード

3365
（税抜）

（1,550円）

参考価格（税込）

1,705円
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カサイレ5 ブラック
ＣＺ３４

メーカー ： カーメイト
サイズ ： H635×W180×D10（mm）

品番

運転席側からカサがしまえる

新構造取付によりシートサイド(前・
後)、シートバックの3ヶ所取り付け可
能。大容量5本収納可能。ブラブラ防
止ストッパーつきなのでカサを入れ
てもブラつかない。

49730 07505 34
追工コード

3376
（税抜）

（1,219円）

参考価格（税込）

1,341円

コンパクトカサケース
Ｗ６５５

メーカー ： セイワ
サイズ ： H650×W90×D95（mm）（最大）

品番

おりたたみのできる傘ケース

付属のフックとベルトを使用して、
シートサイド・背面の２カ所に取り付
け可能な傘入れです。
付属のヒモを使用して、シートにしっ
かり固定も出来ます。
本体が伸縮する構造で、使用しない
ときはコンパクトに収納することがで
きます。

49053 39077 55
追工コード

3656
（税抜）

（856円）

参考価格（税込）

942円

２ＷＡＹ傘入れ
ＣＺ２５１

メーカー ： カーメイト
サイズ ： H674×W165×D5（mm）

品番

車内を濡らさない！

傘２本を収納できます。
本体を折り畳むと、折り畳み傘サイズ
になります。
車内がぬれにくい防水仕様。

49730 07520 51
追工コード

3652
（税抜）

（381円）

参考価格（税込）

419円

カサ入れ
DZ492
　

メーカー ： カーメイト
サイズ ： H830×W155×D15(mm)

品番

車内が濡れないカサ入れ

ヘッドレストに取付けできるカサ入れ。
4本まで同時収納可能。置き傘と濡
れたカサを分けられる内仕切り付き。
ホックを外すと開口部が大きく広が
るので狭い車内でも天井に当たるこ
となく楽に出し入れできます。

49730 07436 91
（税抜）

（1,400円）

参考価格（税込）

1,540円

汎用用品

トレイ

スマホポケット付きリアトレイ
Ｗ７９６

メーカー ： セイワ
サイズ ： H185×W286×D30（mm）

品番

スマホも置ける後部座席用トレイです

スマートフォンを縦置きと横置きで
それぞれ収納できるポケットが付い
たリアトレイです。トレイの開閉部分
に小さなお子さまには開けにくい回
転式のチャイルドロックストッパーを
採用。ドリンクホルダーを使用すると
500ml紙パックが2個置けます。

49053 39107 96
追工コード

3204
（税抜）

（856円）

参考価格（税込）

942円

汎用用品

サンバイザー収納

サンバイザーポケット2
ブラック
ＣＺ３５

メーカー ： カーメイト
サイズ ： H260×W265×D10（mm）

品番

ケータイとサングラスを同時に収納

全周50cmの大型バイザーにも取付
けできるバイザーポケット。スマート
フォンやサングラス、カード4枚、小物
等のドライブグッズを収納できます。
カード部分はフタ付なので盗難予防
にもなります。

49730 07505 35
追工コード

3076
（税抜）

（951円）

参考価格（税込）

1,046円
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