
メーカー ： 星光産業
サイズ ： H195×W330×D60(mm)

品番 追工コード

昼の陽射し・夜のライト光を2枚のバイザーでカット

49742 67005 65 3875

Wサンバイザー
EE-65
純正大型バイザー（奥行幅140～
255mm）にも取付け可能。
後60mm/左右90mmスライド

（純正バイザーミラー対応）

スクリーンサイズ
スモーク 330mm×145mm
イエロー 330mm×145mm

（税抜）

（2,380円）

参考価格（税込）

2,618円

汎用用品

カーテン

快適お手軽カーテン2
2枚入り
ＬＳ１３４

メーカー ： 槌屋ヤック
サイズ ： H530×W700×D2（mm）

品番

吸盤で窓に簡単貼付け

伸縮ゴム採用で、窓幅に合わせて生
地が伸縮。睡眠時やプライバシーの
保護等に最適。日差しをカットし、冷
房効率アップ。ゴムが伸び縮みし、窓
幅に簡単に合わせることが可能。2枚
入り

49799 69501 33
追工コード

3471
（税抜）

（820円）

参考価格（税込）

902円

プライバシーカーテン
軽・普通車・SUV用
7902-05
　

メーカー ： ボンフォーム
サイズ ： H70×W130(mm)・1枚　H70×W80(mm)・2枚
　　　　H70×W100(mm)・2枚　H70×W70(mm)・2枚
　　　　H70×W120(mm)・1枚

品番 追工コード

車中泊やレジャー時の着替え、災害時などに最適な目隠しカーテン

遮光性約99%、UVカット率約99%
の8枚のカーテンが360°の視界を
カット。プレートを差し込んだり、面
ファスナーや紐で固定したりするだ
けの簡単取付。収納に便利な袋付き。

49670 98310 80 3433
（税抜）

（5,980円）

参考価格（税込）

6,578円

プライバシーカーテン
ミニバン用
7902-06
　

品番 追工コード

車中泊やレジャー時の着替え、災害時などに最適な目隠しカーテン

遮光性約99%、UVカット率約99%
の8枚のカーテンが360°の視界を
カット。プレートを差し込んだり、面
ファスナーや紐で固定したりするだ
けの簡単取付。収納に便利な袋付き。

49670 98310 90 3440

メーカー ： ボンフォーム
サイズ ： H700×W1400(mm)・6枚
　　　　H700×W800(mm)・2枚

（税抜）

（7,800円）

参考価格（税込）

8,580円

ウインドーネット
スライドドア用
WP-32
　

メーカー ： 大自工業
サイズ ： H770×W1100(mm)

品番 追工コード

エンジンを切っても自然の風で車内快適

窓にかぶせるだけで、虫の侵入を防
ぎ、自然の風を車内へ通します。

49069 18206 12 3140
（税抜）

（1,580円）

参考価格（税込）

1,738円
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汎用用品

マグネットクリップ

マグネットクリップ 2個入
L-24

メーカー ： 槌屋ヤック
サイズ ： H55×W24×D18（mm）

品番

クリップにタオル等を挟んで日除けにできる

クリップにタオル等を挟んで日除け
にできる。車両にはマグネットで取付。

49799 69501 29
（税抜）

（620円）

参考価格（税込）

682円

汎用用品

ウインドーネット

ウインドーネット
フロントドア用
WP-30
　

メーカー ： 大自工業
サイズ ： H800×W1200(mm)

品番 追工コード

エンジンを切っても自然の風で車内快適

窓にかぶせるだけで、虫の侵入を防
ぎ、自然の風を車内へ通します。

49069 18203 87 3113
（税抜）

（1,180円）

参考価格（税込）

1,298円

ウインドーネット
リアドア用
WP-31
　

メーカー ： 大自工業
サイズ ： H800×W900(mm)

品番 追工コード

エンジンを切っても自然の風で車内快適

窓にかぶせるだけで、虫の侵入を防
ぎ、自然の風を車内へ通します。

49069 18203 88 3117
（税抜）

（1,180円）

参考価格（税込）

1,298円

汎用用品

アウトドア関連
グッズ

メーカー ： ロゴスコーポレーション
サイズ ： H320×W168×D120(mm)

品番

ボディに竹素材を使用した、これまで
にない自然派デザインのランタン。
USBでの蓄電によりスマホ等の充電
も可能。

（本体の充電は付属の蓄電用USB
ケーブルをご使用下さい。外部USB
機器の充電用ケーブルは付属してい
ないため、機器に付属しているものを
ご使用ください。）

49813 25529 41

アウトドアに最適！緊急時にも使用可能

ロゴス Bamboo ランタン
74175005
　

追工コード
3021

（税抜）

（9,900円）

価格（税込）

10,890円
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3134
追工コード

①49813 25395 81
②49813 25395 82

品番 サイズ

アウトドアに最適！

ロゴス
倍速凍結・氷点下パック
①M
② L

メーカー ： ロゴスコーポレーション
サイズ ： M H196×W138×D26(mm) 約600ｇ
　　　　 L  H255×W164×D25(mm) 約900g

マイナス16度まで冷えるので、食材
や飲み物も冷たいままキープ。事前
準備の凍結時間が18～24時間と従
来品の約半分に。

3071
Mサイズ
Lサイズ

②

①

（税抜）

（980円）

価格（税込）

1,078円
（1,180円）1,298円

メーカー ： ロゴスコーポレーション
サイズ ： M H240×W240×D300(mm) 約12L

  L  H300×W390×D290(mm) 約20L

品番

高い保冷力でアウトドアや買い物に便
利。使わないときは折りたためてコン
パクトに持ち運び可能。

①49813 25399 64

アウトドアに最適！日々のお買い物にも！

ロゴス
ハイパー氷点下クーラー
①M 81670070
② L  81670080
　

追工コード
3150

②49813 25399 66 3135

①

②

サイズ
Mサイズ
Lサイズ

（税抜）

（7,700円）

価格（税込）

8,470円

（9,900円）10,890円

メーカー ： ロゴスコーポレーション
サイズ ： H840×W530×D550（mm）
収納サイズ ： H530×W180×D760（mm）
容量 ： 約88L
耐荷重目安（静止荷重） ： 約100kg

品番

重い荷物もこれならまとめて運べます。
コンパクトに折りたためるので使用し
ないときや車に積むときも便利。

49813 25529 10

アウトドアに最適！

ロゴス ROSYラゲージキャリー
グリーンロゴ
84720720
　

追工コード
3151

（税抜）

（11,800円）

参考価格（税込）

12,980円

メーカー ： 丸和貿易
サイズ ： 直径125×H125(mm) 

ストラップ最長1350mm

品番

アウトドア時等にトイレットペーパーを
汚さず持ち運びできる。ショルダーに
なっているので、肩から下げて持ち運
び可能。

49884 41807 33

アウトドアに最適！ご家庭でも使用可能

ロールペーパーホルダー
400863001
　

追工コード
3008

（税抜）

（900円）

価格（税込）

990円

VISOAタープ 
U-V1

メーカー ： 槌屋ヤック
サイズ ： H1300×W1300×D1800（mm）

品番

LOGOS×VISOAのダブルネーム

リアハッチゲートにベルトで固定する
だけの簡単装着。1BOXタイプやハ
イトタイプの軽自動車・ミニバンまで
対応。未使用時はコンパクトに収納
可能。

【付属品】 キャノピーポール×2本　
ペグ×6本　ロープ×2本

49799 69846 05
追工コード

3483
（税抜）

（15,800円）

参考価格（税込）

17,380円

車中泊マット 楽泊
　

メーカー ： プロファクト
サイズ ： 収納時 H500×W600×D250(mm)
　　　　広げた時 H80×W500×D1800(mm)

品番

パズル連結でデコボコ車内が広々フルフラットに変身

厚み8cmの高反発ウレタン入りの
クッションが3枚入っており、ファス
ナーでつなげれば車中泊マットとし
て使用できます。デコボコ形状のウ
レタンが体圧分散に作用し通気性も
保ちます。安心の日本製。

45602 85520 48
追工コード

3430
（税抜）

（19,200円）

参考価格（税込）

21,120円

（2セット使用時）（2セット使用時）

エアーフォームライト
連結タイプ(2枚セット)
5853-65
　

メーカー ： ボンフォーム
サイズ ： 1枚当たりH500×W500×D30(mm)

品番

連結可能なクッションでマルチな使い方が可能

周囲に取り付けられたホックにより、縦
や横など自由自在に連結可能です。複
数をつなげれば車中泊のマットレスと
してもお使いいただけます。中材の立
体網状構造体は体積の90%以上が空
気層で、通気性が非常に高く、弾力性に
優れています。

49670 98111 50
追工コード

3487

2枚連結時

（税抜）

（5,980円）

参考価格（税込）

6,578円

どこでもオートベッド130
73853005
　

メーカー ： ロゴスコーポレーション
サイズ ： （膨らませた時）H1340×W1860×D210(mm)

品番

スイッチ1つで自動で空気注入　極厚ベッド

強力モーターでぐんぐん空気が入り、
約3分で膨らませることができます。強
制空気排出も可能です。（単1電池4本
使用、別売り）マット表面は肌触りの良
いベルベッド調仕上げ。収納に便利な
バッグ付き。

49813 25498 36
追工コード

3515
（税抜）

（9,000円）

価格（税込）

9,900円
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汎用用品

ミラー

リヤビューミラーエッジ
PLANE 270 クローム
DZ457

メーカー ： カーメイト
サイズ ： H86×W285×D30(mm)

品番

七角形デザインのスタイリッシュなミラー

ミラー幅270mmタイプ。純正のミ
ラーと同じ距離感の平面鏡を採用。
一般的な純正ミラーに比べ、約1.6倍
の視界拡大。二重写りのない高級表
面鏡。

49730 07436 56
（税抜）

（2,200円）

参考価格（税込）

2,420円

リヤビューミラー エッジ
PLANE 270 ブルー
DZ458

メーカー ： カーメイト
サイズ ： H86×W285×D30(mm)

品番

七角形デザインのスタイリッシュなミラー

ミラー幅270mmタイプ。純正のミ
ラーと同じ距離感の平面鏡を採用。
一般的な純正ミラーに比べ、約1.6倍
の視界拡大。二重写りのない高級表
面鏡。ハロゲン球の眩しさを大幅に
カットする防眩ブルーミラー。

49730 07436 57
追工コード

3096
（税抜）

（3,400円）

参考価格（税込）

3,740円

平面鏡の「自然な距離感」と曲面鏡の
「ワイドな視界」の両方を持ち合わせ
た本当に見やすいミラーです。自然な
視界を確保する曲率半径(3000mm)
採用。

3000R パーフェクトミラー 
ブラック
①M1 240mm ②M2 270mm
③M3 290mm 

メーカー ： カーメイト
サイズ ：  ①H82×W252×D30(mm)・②H82×W282×D30(mm)・③H82×W302×D30(mm)

③49730 07006 23

①49730 07006 21
②49730 07006 22

品番

夜間見やすい高反射鏡を採用

3484
3458

3453
追工コード

①

（税抜）

（951円）

参考価格（税込）

1,046円

（1,029円）1,132円

（1,124円）1,236円

メーカー ： カーメイト
サイズ ： H85×W277×D30（mm）

品番 追工コード

高級感のあるカーボン調シートを使用

49730 07434 61 3970

高級感のあるカーボン調シートを使
用。自然な視界を確保する曲率半径
(3000R)を採用。クローム鏡を採用。
★クローム鏡／二重映りのない鮮明
な視界。後続車のヘッドライトの眩し
さをカット。

3000Rミラーカーボン270 クローム
DZ263

（税抜）

（1,900円）

参考価格（税込）

2,090円

ルームミラーについて
ミラーが割れる恐れがあるので、取付時や、取付
後にミラーを強く押さない事。
エアバッグ装着車に取付けの際、クルマの取扱い
説明書をご覧ください。
緩曲面鏡については、純正ミラーと視界の距離感
が異なります。

汎用用品

ハンドルロック

ハンドルロック
SVR-311

メーカー ： 中発販売
サイズ ： H660×W210×D120（mm）

品番

大切な愛車を盗難から守ります

ホールド部分が4箇所のため、取り付け
方法によってはハンドルを4箇所切断さ
れてもハンドルロックは外れにくくなり
ます。ツメの間隔が広く、スポークの太
い車種やハンドル中央部分が膨らんで
いる車種にも対応。全長が長く、軽自動
車からトラックまで対応。

49930 91021 13

ご購入前にあらかじめ適応範囲をご確認ください。
適応範囲

正面 側面

※ハンドルホーンボタンの膨らみはハンドルよりも20mm以内

（税抜）

（3,680円）

参考価格（税込）

4,048円
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汎用用品

キズ防止

ドアガードクリア Ｌ
Ｋ３００

メーカー ： セイワ
サイズ ： H149×W11×D8（mm）

品番

ドアのキズ防止に！

透明度が高く変色しにくい軟質アク
リルと透明粘着シートを使用してい
るので、どんなボディカラーにも違和
感なく取り付きます。

49053 39085 00
追工コード

3634
（税抜）

（380円）

参考価格（税込）

418円

ドア傷防止+静電気軽減
プロテクターC
ＴＳ２４７

メーカー ： 槌屋ヤック
サイズ ： H96×W21（mm）/H93×W30（mm）

品番

ドアハンドル下の傷防止シート＋静電気を軽減

ドアノブ下に付く、爪等によるひっか
き傷を効果的に防ぐ。シート表面に、
静電気を軽減する帯電防止処理済み。
曲面にフィットしやすく、透明で目立
たない軟質素材を使用。

49799 69871 22
追工コード

3661
（税抜）

（553円）

参考価格（税込）

608円

汎用用品

キーケース

キーケース４
ＥＧ５６

メーカー ： 星光産業
サイズ ： H105×W60×D33（mm）

品番

スマートキーを収納、本革調キーケース！

スマートキーも収納し傷がつきにく
いパーテーション付き、上質な本革
調の素材を使用、３連フックでキーを
３個とスマートキー１個を収納できる。

49742 67007 56
追工コード

3265
（税抜）

（951円）

参考価格（税込）

1,046円

スマートキーカバー TY4
カーボン調 シリコーン
ＰＺ７７８

メーカー ： 槌屋ヤック
サイズ ： H72×W46×D20（mm）

品番

カーボン柄が入ったシリコーンキーカバー

トヨタ車スマートキーの専用カバー。
かぶせるだけの簡単装着。肌触りの
よい、すべすべ表面加工。プリウス
/PHV（50系）やC-HR等のスマート
キーに対応します。お手元のスマート
キーの形状をご確認ください。

49799 69010 73

▲このタイプのスマートキー
　に適合します。

追工コード
3523

（税抜）

（900円）

参考価格（税込）

990円

レジテックミニ ブルー
ＮＺ９７２

メーカー ： カーメイト
サイズ ： H40×W7×D7（mm）

品番

特殊導電素材レジテック　静電気が気になる季節に

特殊導電素材レジテックによって、静
電気のショックを防ぎます。
レジテックはソフトな素材なので車を
キズ付けません。

49730 07509 72
追工コード

3338
（税抜）

（570円）

参考価格（税込）

627円
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汎用用品

コーナーポール

フェンダーポール SI 
EW19

メーカー ： 星光産業
サイズ ： H280×W80×D25（mm）

品番

軟質ベースで曲面にしっかり固定

幅広い調整で見やすい高さに
（280mm～620mm）
軟質素材でコーナーにもピッタリ
フィット。

49742 67013 19
（税抜）

（1,180円）

参考価格（税込）

1,298円

汎用用品

ミラーリング

Miracastレシーバー
HDMI/RCAケーブル付
KD-199

メーカー ： カシムラ
サイズ ： H83×W50×D16（mm）

品番

ナビやリアモニターでスマホのアプリや動画などを視聴できる

RCAもしくはHDMIの入力端子があ
るナビゲーションやリアモニターで
スマホのアプリや「Youtube」動画な
どを視聴できるようになる商品（携帯
電話の通信費はかかります）。Wi-Fi
ダイレクト接続だから無線LANルー
ター不要。

49079 86737 99
（税抜）

（4,980円）

参考価格（税込）

5,478円
追工コード

3911

HDMI交換ケーブル
（iPhone専用）
KD-207

メーカー ： カシムラ
サイズ ： H80×W25×D8（mm）

品番

スマホの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル

自家用車のHDMIの入力端子がある
ナビゲーション、リアモニターでスマ
ホのアプリや「Youtube」動画などを
視聴できるようになる商品。ケーブル
につなぐだけでiPhoneの映像を大
画面に映すことができるHDMI変換
ケーブル（設定操作は不要）。

49079 86738 07
（税抜）

（2,980円）

参考価格（税込）

3,278円
追工コード

3912

HDMI交換ケーブル
（アンドロイドなどType-C専用）
KD-208

メーカー ： カシムラ
サイズ ： H70×W26×D14（mm）

品番

スマホの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル

自家用車のHDMIの入力端子がある
ナビゲーション、リアモニターでスマ
ホのアプリや「Youtube」動画などを
視聴できるようになる商品。ケーブル
につなぐだけでスマホの映像を大画
面に映すことができるHDMI変換
ケーブル（設定操作は不要）。

49079 86738 08
（税抜）

（2,980円）

参考価格（税込）

3,278円
追工コード

3913

汎用用品

運転者標識

初心者マーク
マグネットタイプ 1枚
OP-300

メーカー ： 槌屋ヤック
サイズ ： H185×W116×D1（mm）

品番

マグネットタイプの初心者マーク

初心者ドライバーの安全運転に車外
装着用マグネットタイプ。

49799 69182 48
（税抜）

（400円）

参考価格（税込）

440円
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メーカー ： 槌屋ヤック
サイズ ： H188×W112×D10（mm）

品番 追工コード

初心者ドライバーの安全運転に

49799 69182 23 3901

初心者マーク 吸盤タイプ 1枚入り
OP303
道路交通法基準適合品。
ガラスビーズ入り。
吸盤タイプ1枚入り。

（税抜）

（280円）

参考価格（税込）

308円

初心者マーク反射 
リタックステッカー 1枚入り
ＯＰ３０９

メーカー ： 槌屋ヤック
サイズ ： H182×W112×D0.4（mm）

品番

初心者ドライバーの安全運転に

車外用ステッカータイプ。貼り直しが
できるリタックタイプ。プリウス等の
アルミボディ車に最適。道路交通法
施行規則適合品。後続車のヘッドラ
イトで光る反射タイプ。

49799 69182 43
追工コード

3662
（税抜）

（458円）

参考価格（税込）

504円

高齢運転者標識 
マグネット １枚入り
ＯＰ３７２

メーカー ： 槌屋ヤック
サイズ ： H162×W143×D0.6（mm）

品番

高齢者ドライバーの安全運転に

車外用マグネットタイプ。道路交通法
施行規則適合品。後続車のヘッドラ
イトで光る反射タイプ。

49799 69182 46
追工コード

3653
（税抜）

（648円）

参考価格（税込）

713円

メーカー ： 槌屋ヤック
サイズ ： H190×W143×D10（mm）

品番 追工コード

高齢者ドライバーの安全運転に

49799 69182 45 3904

車内用吸盤タイプ。道路交通法施行
規則適合品。後続車のヘッドライトで
光る反射タイプ。

高齢運転者標識 吸盤 1枚入り
OP371

（税抜）

（648円）

参考価格（税込）

713円

高齢運転者標識
リタックステッカー 1枚入り
ＯＰ３７３

メーカー ： 槌屋ヤック
サイズ ： H162×W143×D0.4（mm）

品番

高齢者ドライバーの安全運転に

車外用ステッカータイプ。貼直しがで
きるリタックタイプ。プリウス等のア
ルミボディ車に最適。道路交通法施
行規則適合品。後続車のヘッドライト
で光る反射タイプ

49799 69182 47
追工コード

3654
（税抜）

（648円）

参考価格（税込）

713円

車のボディに取り付けるマグネットタ
イプ。ガラスビーズ入り。

クローバーマーク
マグネットタイプ 1枚入り
OP351

メーカー ： 槌屋ヤック
サイズ ： H122×W122×D0.7（mm）

品番 追工コード

肢体が不自由なドライバーの安全運転に

49799 69182 25 3903
（税抜）

（665円）

参考価格（税込）

732円

車内ウィンドーに取り付ける吸盤タイ
プ。ガラスビーズ入り。

クローバーマーク　
吸盤タイプ 1枚入り
OP350

メーカー ： 槌屋ヤック
サイズ ： H158×W122×D10（mm）

品番 追工コード

肢体が不自由なドライバーの安全運転に

49799 69182 24 3902
（税抜）

（665円）

参考価格（税込）

732円

クローバーマーク
リタックステッカー 1枚入り
OP352

メーカー ： 槌屋ヤック
サイズ ： H122×W122×D0.4（mm）

品番

肢体が不自由なドライバーの安全運転に

車外用ステッカータイプ。貼り直しが
できるリタックタイプ。道路交通法施
行規則適合品。後続車のヘッドライト
で光る反射タイプ。プリウス等のア
ルミボディ車に最適

49799 69182 39
追工コード

3651
（税抜）

（553円）

参考価格（税込）

608円
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聴覚障害者マーク
マグネット/1枚入り
ＫＤ１０

メーカー ： 東洋マーク製作所
サイズ ： H195×W130×D2（mm）

品番

マグネットタイプなので脱着が簡単

聴覚障害者標識表示が義務付けられ
ている対象者は補聴器を用いても
10メートルの距離で90デシベルの
警音器の音が聞こえない方となりま
す。

49867 34082 77
追工コード

3606
（税抜）

（553円）

参考価格（税込）

608円

身障者マーク
リタックステッカー/1枚入り
ＯＰ３４２

メーカー ： 槌屋ヤック
サイズ ： H115×W115×D0.4（mm）

品番

肢体が不自由なドライバーの安全運転に

車外用ステッカータイプ。貼り直しが
できるリタックタイプ。プリウス等の
アルミボディ車に最適。この商品の
売上の一部は、財団法人日本障害者
リハビリテーション協会へ寄付金とし
て納められます。

49799 69182 38
追工コード

3650
（税抜）

（553円）

参考価格（税込）

608円

初心者マークや高齢運転者標識などの運転者標識は、道路交通
法施行規則で貼る位置に指定があります。

運転者標識の基礎知識 COLUMN

フロントガラスの内側に吸盤で
貼るのは道路交通法違反です。

初心者マークなどの運転者標識には、道路交通法施行規則で貼
る位置に指定があります

車体の前面と後面の両方に地上0.4m以上1.2m以下の
見えやすい位置

必ず前後に
貼りましょう！

運転者標識を貼る際は法律を守った貼り方をしましょう。
初心者マークなどを運転中に見かけたら、より安全な運転
を心がけてください。ささやかなやさしさや譲り合いが、
より良い交通社会の発展につながります。

貼る位置に注意！

走行中に外れて飛んでいくことがないようにしましょう！
最近、安価な商品で磁力の弱いものがあるようです。

走行中に飛ばないように注意！

貼り方に注意！

プリウスなどのハイブリッド車を
中心にアルミボンネットを採用し
た車両にはリタックタイプを使用
しましょう！

アルミボディーに注意！

0.4m以上

1.2m以下

？
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