
サンバイザーポケット
カーボン調
Ｗ８５６

メーカー ： セイワ
サイズ ： H275×W190×D4（mm）

品番

カーボン調のバイザーポケット

サンバイザーの高さ260mmまで対
応。メッシュポケットには、スマート
フォン、コード類、充電器、お菓子（ガ
ム、アメ）等、小物が収納できます。
カードポケットには3枚収納すること
ができます。マルチゴムバンドは駐車
券などを少し挟みたい時やメッシュ
ポケット以外の物を挟んで収納する
ときに便利。

49053 39108 56
追工コード

3108
（税抜）

（920円）

参考価格（税込）

1,012円

汎用用品

サングラス収納
カーボン柄とブラック、ブルーまたは
レッドメタリックのスポーティなサン
グラスクリップ。駐車券などを挟める
クリップ付き。

サングラスクリップ 
カーボン調
①ブラック DZ212
②ブルーメタリック DZ318 
③レッドメタリック DZ319 

メーカー ： カーメイト
サイズ ： H85×W30×D41（mm）

③49730 07435 18

①49730 07434 12
②49730 07435 17

品番

スタイリッシュなカーボン調

3985
3933

3217
追工コード

ブラック
ブルーメタリック
レッドメタリック

カラー
① ② ③

（税抜）

（760円）

参考価格（税込）

836円

（760円）836円

（760円）836円

汎用用品

前席収納
コンソールサイドの隙間を活用。散
乱しがちな様々なアイテムを楽々収
納。A4ファイルや雑誌などが収納で
きるポケットとスマホやスマートキー、
タバコやアイコスなどが入る小物ポ
ケット付き。

スペースプラス コンソール
サイドケース ブラック
7273-02
　

品番 追工コード
49670 98310 50 3855

メーカー ： ボンフォーム
サイズ ： H200×W360×D60（mm）

散乱しがちな小物類をスッキリ収納！

（税抜）

（1,280円）

参考価格（税込）

1,408円

シートのスキマが便利ポケットに。落
下防止、スキマ活用。差し込むだけの
簡単取り付け。2個セットです。

キャッチキャディ
シートポケットキャッチャー
ブラック
7530-02
　

品番 追工コード
49670 98629 90 3844

メーカー ： ボンフォーム
サイズ ： H100×W350×D30（mm）

散乱しがちな小物類をスッキリ収納！

（税抜）

（980円）

参考価格（税込）

1,078円
品番 追工コード

49799 69153 19 3190

メーカー ： 槌屋ヤック
サイズ ： H410×W180×D35 (mm)

シートとセンターコンソールのすき間に取り付けるポケット

シートベルトのバックルに通して差し
込むだけの簡単取り付け。装着した
状態でシートを動かすことができる。
付属のベルトを付け替えることで、運
転席側・助手席側どちらにでも使用
可能。内装になじむ革シボ生地。 

シートサイドポケット
PF330　

（税抜）

（1,830円）

参考価格（税込）

2,013円
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汎用用品

後席収納
ヘッドレストのポールにそのまま引っ
掛けるだけの簡単取り付け。ベルトの
長さは5～35cmまで調節ができ、座
席やフロアに荷物が届く長さに調整
可能。ベルト1本で約5kgの重さまで
対応。いろいろ使うのに便利な2本入
り。ボール径φ10～14mmのポール
タイプヘッドレストに対応。

ヘッドレスト買い物フック
2コ入り
PZ716

品番 追工コード
49799 69009 38 3874

メーカー ： 槌屋ヤック
サイズ ： H465×W40×D30（mm）

荷崩れを防止するのに便利なフック

（税抜）

（630円）

参考価格（税込）

693円

品番 追工コード
49670 98629 40 3847

メーカー ： ボンフォーム
サイズ ： H580×W400×D50（mm）

散乱しがちな小物類をスッキリ収納！

上下を分割して使えるシート収納ポ
ケット。ゴミ袋フック、ボトルホルダー
2本、雑誌やタブレットも入る大型ポ
ケット、スマホ・携帯ゲーム機・お菓子
などが入る小型ポケット、ボックス
ティッシュホルダー付き。

シート収納ポケット ブラック
7524-07
　

（税抜）

（2,280円）

参考価格（税込）

2,508円

保冷保温
シートバックポケット
Ｗ７００

メーカー ： セイワ
サイズ ： H350×W285×D90（mm）

品番

ドリンクなどの保冷保温ができるシートバックです

保冷保温素材を使用して、温度変化
の激しい時期にも温度を保つことが
出来るシートバックポケットです。
PETボトル4本分の保冷保温収納が
あります。

49053 39107 00
追工コード

3657
（税抜）

（1,229円）

参考価格（税込）

1,352円

フットレスト ブラック
7191-01

メーカー ： ボンフォーム
サイズ ： H340×W320×D150（mm）

品番

シューズ収納に便利！

靴収納ができるフットレストです。低
反発、さらさらメッシュ生地仕様で、
使い心地抜群。

49670 98759 70
追工コード

3427
（税抜）

（2,839円）

参考価格（税込）

3,123円

汎用用品

ラゲージ収納

ユーティリティ収納BOX
7488-09

メーカー ： ボンフォーム
サイズ ： H300×W900×D300（mm）

品番

お買い物袋の転倒防止に最適！

収納スペースを3段階に変えられる
収納ボックス。ラゲージスペースやリ
ヤシートなど、工夫次第で多用途に
使えます。ベルトで固定できます。折
りたたんでコンパクトにもなります。

49670 98177 50
追工コード

3314
（税抜）

（2,700円）

参考価格（税込）

2,970円
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品番 追工コード
49799 69843 26 3858

メーカー ： 槌屋ヤック
サイズ ： H115×W460×D145（mm）

ヘッドレストに取付けていろいろな使い方ができる

ヘッドレストに取付けていろいろな使
い方ができる便利なマルチバー＆
フック。マルチバー＆フックの1セット
入り。ヘッドレストポールに簡単装着。
マルチバーにハンガー等をそのまま
掛けたり、フックにバッグ等を引っ掛
けて使用する。対応総重量：約5ｋｇ。
2セット使用すれば、釣竿等の長いも
のをのせることができる。

ヘッドレストバー
RV69

（税抜）

（1,370円）

参考価格（税込）

1,507円
品番 追工コード

49799 69843 27 3857

メーカー ： 槌屋ヤック
サイズ ： H20×W1150×D20（mm）

衣類や小物を吊り下げることができる便利な収納ベルト

天井後部座席スペース有効活用。
使用用途に合わせてさまざまな物を
掛けることができる8個のフリールー
プと2個のカラビナ用ハトメ穴付き。
長さ調節機能付きバックルでアシス
トグリップやヘッドレストポールの左
右幅が85～112cmの車種に対応。
対応総重量：5kg

ハンギングベルト ブラック
RV70

（税抜）

（1,180円）

参考価格（税込）

1,298円

マルチグリップバー ブラック
ＲＶ５１

メーカー ： 槌屋ヤック
サイズ ： H60×W1500×D40（mm）
※伸ばした状態（最大）

品番

アシストグリップを利用し取付ける使用方法多彩なバー

純正のアシストグリップに引っ掛ける
だけの簡単取付け。ハンガーを掛け
やすいゴムリング付き。アシストグ
リップ上での横滑りを軽減させる横
滑り防止材付き。車に合わせて約85
～140cmに伸縮自在。
耐荷重：最大約5kg

49799 69843 04
追工コード

3437
（税抜）

（1,080円）

参考価格（税込）

1,188円

品番 追工コード
49799 69843 16 3860

メーカー ： 槌屋ヤック
サイズ ： H60×W1400×D28（mm） ※伸ばした状態（最大）

アシストグリップを利用し取付ける使用方法多彩なバー

スリム設計でスッキリ！！アシストグリッ
プを利用して取付ける使用方法多彩
なバー。純正のアシストグリップに
引っ掛けるだけの簡単取付け。ラ
バー付きで、ハンガー等が横滑りしに
くい。車に合わせて約85～120cm
に伸縮自在。
耐荷重：約3kg

スレンダーマルチグリップバー
RV61

（税抜）

（980円）

参考価格（税込）

1,078円

汎用用品

シートカバー
（汚れ防止）

防水素材で、アウトドアやマリンス
ポーツ、ウィンタースポーツなどの
様々なシーンで便利。ペットにも最適
です。被せるだけの簡単装着でどん
な車にも取り付け可能です。シートの
汚れや、傷の軽減にも役立ちます。
(BF No.10)

ファインテックス 前席用1枚
4361-10
①ブラック
②ベージュ
　

防水素材使用のシートカバーで汚れ防止！

メーカー ： ボンフォーム
サイズ ： H1460×W760×D5（mm）

①49670 98197 50
②49670 98197 58

品番
3870
3871

追工コード
ブラック
ベージュ

カラー

① ②

（税抜）

（1,280円）

参考価格（税込）

1,408円

（1,280円）1,408円

防水素材で、アウトドアやマリンス
ポーツ、ウィンタースポーツなどの
様々なシーンで便利。後部座席の
シートベルト使用可能。

（BF No.28-1）

ファインテックス 後席用 
シートベルト対応 
4361-28
①ブラック
②ベージュ
　

防水素材使用のシートカバーで汚れ防止！

メーカー ： ボンフォーム
サイズ ： 背H570×W1250×D5（mm） 座H570×W1250×D5（mm） 
　　　  枕大H380×W250×D5（mm）×2枚 枕小H340×W200×D5（mm）×1枚

①49670 98200 40
②49670 98200 48

品番
3872
3873

追工コード
ブラック
ベージュ

カラー

①

②

（税抜）

（2,480円）

参考価格（税込）

2,728円

（2,480円）2,728円

カーシートカバー
コンフォート
44971

メーカー ： ジャーマンペット
サイズ ： 1450×1450（mm）（最大）

品番

後部座席を汚れやキズ、抜け毛から保護します。

シートについてなかなか取れない抜
け毛やひっかきキズを防ぐ丈夫なカ
バーです。前の座席と後部座席の
ヘッドレストに引っ掛けるだけの簡単
装着。ジッパーで３つに分割すること
ができるので、様々なシートのタイプ
に対応できます。

40167 39449 71
追工コード

3817
（税抜）

（12,000円）

参考価格（税込）

13,200円
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リアトランクシート
ＲＶ６６

メーカー ： 槌屋ヤック
サイズ ： H1620×W1200×D15（mm）

品番

荷物等を積む際の汚れや傷から内装を守る

軽自動車からミニバンまで、さまざま
な車種に対応する汎用サイズ。
マジックテープ付きのスリットは、座
席の幅やタイプに合わせてシートを
分けることが可能。前席と後席の間
に装着し、愛犬等の毛や、汚れ、傷等
から内装を守る。ヘッドレストに引っ
掛けるだけの簡単装着。使用しない
時は折りたたんで、物入れとして活用
できる。

49799 69843 23
追工コード

3344
（税抜）

（2,500円）

参考価格（税込）

2,750円

※各車種ごとの適合情報については、（株）ボンフォーム
　ホームページ内でご確認いただけます。
　https://www.bonform.co.jp/

（車種をご指定後、BF No.が記載されているものは取付できます）

最新の適合の詳細はこちらからも
ご確認いただけます。

汎用用品

トレイ(汚れ防止)

３ＤロングＶ スモーク
6417-05

メーカー ： ボンフォーム
サイズ ： H380×W1380×D15（mm）

品番

フロアに泥・砂・水をこぼさない！

ミニバン・コンパクトカー2列目用
マット。立体形状で泥・ゴミを逃がさ
ない。カットライン入りでお好みのサ
イズに調整できます。お手入れ簡単
丸洗いOK。

49670 98722 99
追工コード

3486
（税抜）

（3,480円）

参考価格（税込）

3,828円

マルチトレイ
7709-01

メーカー ： ボンフォーム
サイズ ： H280×W355×D35（mm）

品番

マルチの使えるトレイです。

マルチに使える万能トレイ。割れない
ソフトタイプ。車内に散らかったクツ
や小物の整理やオフィス・家庭での書
類や小物の収納に活用できます。防
水タイプで丸洗いOK。裏面すべり止
めスパイク加工。

49670 98620 39
追工コード

3630
（税抜）

（553円）

参考価格（税込）

608円

ラゲージトレイ SS
7718-04

メーカー ： ボンフォーム
サイズ ： H330×W820×D30（mm）

品番

ラゲージルームの汚れ・傷防止に！

汚れがちなラゲージスペースに最適。
防水素材使用で丸洗いOK。砂やゴ
ミ、濡れたものから車内を守ります。

49670 98769 09
追工コード

3464
（税抜）

（760円）

参考価格（税込）

836円

ラゲージトレイ Ｓ
7718-01

メーカー ： ボンフォーム
サイズ ： H500×W900×D30（mm）

品番

ラゲージルームの汚れ・傷防止に！

汚れがちなラゲージスペースに最適。
防水素材使用で丸洗いOK。砂やゴ
ミ、濡れたものから車内を守ります。

49670 98424 79
追工コード

3461
（税抜）

（1,380円）

参考価格（税込）

1,518円

ラゲージトレイ Ｍ
7718-05

メーカー ： ボンフォーム
サイズ ： H700×W900×D30（mm）

品番

ラゲージルームの汚れ・傷防止に！

汚れがちなラゲージスペースに最適。
防水素材使用で丸洗いOK。砂やゴ
ミ、濡れたものから車内を守ります。

49670 98424 89
追工コード

3462
（税抜）

（1,680円）

参考価格（税込）

1,848円
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ラゲージトレイ Ｌ　
7718-06

メーカー ： ボンフォーム
サイズ ： H850×W900×D30（mm）

品番

ラゲージルームの汚れ・傷防止に！

汚れがちなラゲージスペースに最適。
防水素材使用で丸洗いOK。砂やゴ
ミ、濡れたものから車内を守ります。

49670 98424 99
追工コード

3463
（税抜）

（1,980円）

参考価格（税込）

2,178円

汎用用品

ハンドルカバー

ツーリング 
ハンドルカバー M
6881-05

メーカー ： ボンフォーム
サイズ ： H45×W385×D385（mm）
対応ハンドル直径 ： M（380～390mm)

品番

カーボン調デザインのハンドルカバー！

ステアリングの傷や汚れを軽減しま
す。特殊形状グリップ採用で握り心地
抜群です。

49670 98169 00
（税抜）

（1,780円）

参考価格（税込）

1,958円

ツーリング 
ハンドルカバー S
6881-01

メーカー ： ボンフォーム
サイズ ： H40×W370×D370（mm）
対応ハンドル直径 ： S（365～379mm)

品番

カーボン調デザインのハンドルカバー！

ステアリングの傷や汚れを軽減しま
す。特殊形状グリップ採用で握り心地
抜群です。

49670 98166 90
（税抜）

（1,780円）

参考価格（税込）

1,958円

グリップメッシュ
ハンドルカバーS レッド
6726-01

品番

しっかり握れてすべらない

ステアリングの傷や汚れを軽減しま
す。夏場、ステアリングが熱くなりす
ぎるのを軽減します。強力な滑り
止め効果のある立体形状グリッ
プを採用したハンドルカバー。

49670 98451 52

メーカー ： ボンフォーム
サイズ ： H48×W370×D370（mm）
対応ハンドル直径 ： S（365～379mm)

（税抜）

（1,780円）

参考価格（税込）

1,958円

グリップメッシュ
ハンドルカバーS ブルー
6726-01

品番

しっかり握れてすべらない

ステアリングの傷や汚れを軽減しま
す。夏場、ステアリングが熱くなりす
ぎるのを軽減します。強力な滑り
止め効果のある立体形状グリッ
プを採用したハンドルカバー

49670 98451 56

メーカー ： ボンフォーム
サイズ ： H48×W370×D370（mm）
対応ハンドル直径 ： S（365～379mm)

（税抜）

（1,780円）

参考価格（税込）

1,958円

ハンドルの直径寸法をメジャーで計ってください。

Sサイズ：
365～379mm
Mサイズ：
380～390mm
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汎用用品

クッション

竹炭プレーン シングル
5340-43

メーカー ： ボンフォーム
サイズ ： H450×W450×D23（mm）

品番

竹炭効果で車内スッキリ！

竹炭パワーで消臭抗菌。ストッパー付
きでズレにくい。シートの汚れや、傷
の軽減に役立ちます。

49670 98707 90
追工コード

3513
（税抜）

（780円）

参考価格（税込）

858円

ファイテン
穴あきクッション ブラック
58151308

メーカー ： ボンフォーム
サイズ ： H440×W70×D440（mm）

品番

ファイテン社と共同開発した低反発穴あきクッション

運転中のカラダをリラックス状態へ
サポート。ファイテン社の水溶化メタ
ル技術（アクアチタン）を用いた低反
発穴あきクッション。

49670 98114 70
（税抜）

（3,780円）

参考価格（税込）

4,158円

追工コード
3865

ファイテン
ネックピロー ブラック
58151508

メーカー ： ボンフォーム
サイズ ： H210×W110×D260（mm）

品番

ファイテン社と共同開発した低反発ネックピロー

運転中のカラダをリラックス状態へ
サポート。ファイテン社の水溶化メタ
ル技術（アクアチタン）を用いた低反
発ネックピロー。

49670 98114 40
（税抜）

（1,980円）

参考価格（税込）

2,178円

追工コード
3907

ファイテン
腰ホールドクッション ブラック
58157608

メーカー ： ボンフォーム
サイズ ： H210×W160×D380（mm）

品番

ファイテン社と共同開発した低反発腰当クッション

運転中のカラダをリラックス状態へ
サポート。ファイテン社の水溶化メタ
ル技術（アクアチタン）を用いた低反
発腰当クッション。

49670 98114 60
（税抜）

（2,480円）

参考価格（税込）

2,728円

追工コード
3908

汎用用品

サポート
クッション

楽サポふわもち
ネッククッション ブラック
5600-15

メーカー ： ボンフォーム
サイズ ： H210×W260×D110（mm）

品番

ロングドライブに最適なネッククッション！

ふわもち低反発使用で首をサポート
します。体圧分散・衝撃吸収で首への
負担を和らげます。

49670 98781 30
追工コード

3813
（税抜）

（1,780円）

参考価格（税込）

1,958円
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立体成型ウレタンが腰をしっかりサ
ポートします。適度な厚みと曲面形状
で隙間を埋めるため、使用感抜群で
す。

ドライブマスターEX
背当てサポート ブラック
5660-74

品番 追工コード
49670 98101 50 3888

メーカー ： ボンフォーム
サイズ ： H280×W480×D120（mm）

ロングドライブに最適な背当てクッション！

（税抜）

（3,480円）

参考価格（税込）

3,828円

サポートディンプル 腰当て
レッド
5658-76

メーカー ： ボンフォーム
サイズ ： H155×W380×D220（mm）

品番

ロングドライブに最適な腰当てクッション！

立体成型硬質ウレタンが腰をしっか
りサポートします。シートの隙間を埋
めて理想の運転姿勢を保ちます。

49670 98488 82
追工コード

3812
（税抜）

（1,980円）

参考価格（税込）

2,178円

低反発使用で腰をサポートします。体
圧分散・衝撃吸収で腰・首への負担を
和らげます。同乗者や休憩中のドラ
イバーの枕としても使用できます。

楽サポ低反発
腰当て S ブラック
5601-30

品番 追工コード
49670 98782 00 3892

メーカー ： ボンフォーム
サイズ ： H230×W380×D100（mm）

ロングドライブに最適な腰当てクッション！

（税抜）

（1,480円）

参考価格（税込）

1,628円

品番 追工コード
49670 98487 80 3884

メーカー ： ボンフォーム
サイズ ： H450×W450×D70（mm）

ロングドライブに最適なクッション！

立体成型ウレタンが太もも・腰をしっ
かりサポートします。シートの汚れや、
傷の軽減に役立ちます。

ドライブマスターEX
シングル ブラック
5660-43　

（税抜）

（3,480円）

参考価格（税込）

3,828円

品番 追工コード
49670 98105 10 3886

メーカー ： ボンフォーム
サイズ ： H450×W450×D30（mm）

ロングドライブに最適なクッション！

柔軟性・流動性に優れたジェルの効
果で体圧を分散し、ドライブをサポー
トします。ストッパー付きでズレにく
い。シートの汚れや、傷の軽減に役立
ちます。

ジェルラボ シングル ブラック
5680-43

（税抜）

（2,980円）

参考価格（税込）

3,278円

コンフォート低反発ウイング
ダブルクッション ブラック
G-410

メーカー ： シーエー産商
サイズ ： H90×W500×D1070（mm）

品番

ウイングランバーが体を包むようにサポート

本体のズレを防止するストッパー付
き。座面はシートカバーのようなフル
カバータイプ。低反発ウレタンが体
にフィット。

49550 32534 49
（税抜）

（3,980円）

参考価格（税込）

4,378円

汎用用品

エアクッション

普通車用スペースクッション
2個入り
ＣＦＤ-１

メーカー ： クレトム
サイズ ： H260×W1280×D320（mm）
※2個使用時

品番

後部座席が広々使えるエアークッション

コンパクトカーや普通車の後席でも
足を伸ばせるエアークッションです。
左右別々で使えるのでお子様との同
乗にも便利です。表面は起毛加工仕
上げ。空気入れ付き。

49603 35014 24
追工コード

3241

▲付属の空気入れ

（税抜）

（2,980円）

参考価格（税込）

3,278円
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ミニバン用スペースクッション
ＣＦＤ-２

メーカー ： クレトム
サイズ ： H450×W1280×D340（mm）
※2個使用時

品番

後部座席が広々使えるエアークッション

ミニバンの後席でも足を伸ばせるエ
アークッションです。左右別々で使え
るのでお子様との同乗にも便利です。
表面は起毛加工仕上げ。空気入れ付
き。

49603 35014 25
追工コード

3242

▲付属の空気入れ

（税抜）

（3,480円）

参考価格（税込）

3,828円

汎用用品

アシストグリップ

品番 追工コード
49730 07011 45 3897

メーカー ： カーメイト
サイズ ： H25×W400×25(mm)

しっかりつかんで、乗り降り安心

車に乗り降りする時や乗車中の姿勢
を安定させられるグリップです。
ヘッドレストポールに通すだけなので
取付が簡単です。
袋やバッグなどを掛けられる、便利な
フック付き。

グリップ やわらかタイプ
CD12

（税抜）

（950円）

参考価格（税込）

1,045円

グリップさらさらタイプ
ブラウン
ＣＤ２１

メーカー ： カーメイト
サイズ ： H36×W390×D29（mm）

品番

さらさらと手触りのいいグリップ

通気性の良いダブルラッセル生地を
巻いた、さらさらとした手触りのグ
リップ。ヘッドレストポールに通すだ
けの簡単取付。袋やバッグが掛けら
れる便利なフック付き。

49730 07011 64
追工コード

3271
（税抜）

（1,200円）

参考価格（税込）

1,320円

汎用用品

サンバイザー

サンバイザー M
EE-63

メーカー ： 星光産業　
サイズ ： H176×W330×D54（mm）

品番

まぶしい陽射し･UVをカット

純正バイザー140～200mmまで取
付け可能（純正バイザーミラー対応）。
前後60mm/左右90mmスライド

（チケットクリップ付）

スクリーンサイズ
330mm×145mm

49742 67005 63
（税抜）

（980円）

参考価格（税込）

1,078円
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