マックスエンタープライズ 新商品案内

ME17- 07- 01

待望のBMW Mini R60 Crossover ’11〜’17/ R61 Paceman ’13〜’17 専用

新登場！
F56 -ルック プロジェクター -ヘッド ライト
！
LED ポジション ライト バー付 Bi ハロゲン /Bi キセノン

プロジェクター ヘッド ライト キット Type-1

New！

New！

LED ポジション ライト バー 点灯イメージ

カラー：
クリアー/ ブラック

カラー：
クリアー/クロム

◎ ＬＥＤ ライト バーがポジション ライトに！
◎ キセノン ヘッド ライトには、３５Ｗ ６０００ｋバルブを搭載！
車 種 / 商品名

バルブ切れ警告灯
対策済

仕様
ロー ビーム / ハイ ビーム

市販 4100k-4300k
キセノン カラー サンプル

当社 スーパ− ホワイト 6000k
キセノン カラー サンプル

注意：上写真はバルブ カラーの点灯イメージで、
ヘッド ライト本体は当商品
ではありません。

クリアー/クロム
商品番号

本体価格

Bi-ハロゲン/レベライザー付

【291531】

￥61,000 【291533】

￥61,000

Bi-キセノン 6000k /レベライザー付

【291532】

￥94,000 【291534】

￥94,000

クリアー/ ブラック
商品番号

本体価格

BMW Mini R60 Crossover 11〜 17 / R61 Paceman 13〜 17
LED ポジション ライト バー付
F56 -ルック プロジェクター ヘッド ライト

※ アダプティブ機能の無いハロゲン ヘッド ライト装備車にのみ、取り付けが可能です。
※ ハロゲン バージョン、およびキセノン バージョン共に、レベライザー モーターが装備されています。
※ ハロゲン バージョンには、ハロゲン バルブ H9 が付属しています。
※ キセノン バージョンには、車種別バルブ切れ警告灯対策用 35W 6000k スーパー ホワイトHIDシステムが搭載されています。
注意：ハイ ワッテージ ハロゲン バルブは絶対に使用しないで下さい。
ヘッド ライトのクリアー レンズやバルブ ホルダーが熱で変形するなど、トラブルの原因となり、当社製品の品質保証の対象外となります。
また、他社製HIDシステムを取り付けられた場合のクレームやトラブルの対応、および当社製品の品質保証は致しかねます。

LED ポジション ライト バー付 純正バラスト ＋バルブ移植 or
純正バラスト移植タイプ Bi - キセノン プロジェクター ヘッド ライト キット Type-1
New！
New！

LED ポジション ライト バー 点灯イメージ

カラー：
クリアー/ ブラック

カラー：
クリアー/クロム

市販 4100k-4300k
キセノン カラー サンプル

◎ ＬＥＤ ライト バーがポジション ライトに！
◎ キセノン ヘッド ライトには、３５Ｗ ６０００ｋバルブを搭載！
車 種 / 商品名

BMW Mini R60 Crossover 11〜 17 / R61 Paceman 13〜 17
LED ポジション ライト バー付
F56 -ルック プロジェクター ヘッド ライト

※
※
※
※
※

当社 スーパ− ホワイト 6000k
キセノン カラー サンプル

注意：上写真はバルブ カラーの点灯イメージで、
ヘッド ライト本体は当商品
ではありません。

仕様
ロー ビーム / ハイ ビーム

クリアー/クロム
商品番号

本体価格

【291535】

￥66,000 【291537】

￥66,000

Bi-キセノン 純正バラスト移植
＆ D1C 6000k バルブ付属 /レベライザー付 【291536】

￥89,000 【291538】

￥89,000

Bi-キセノン 純正バラスト
＆ 純正バルブ移植 /レベライザー付

クリアー/ ブラック
商品番号

本体価格

アダプティブ機能の無いキセノン ヘッド ライト装備車にのみ、取り付けが可能です。
全てのヘッド ライトには、レベライザー モーターが装備されています。
上表記の商品番号291535/291537には、純正バラストとキセノン バルブは付属されておりません。共に車輌より移設して下さい。
上表記の商品番号291536/291538には、純正バラストは付属していませんが、35W 6000k スーパー ホワイト D1C バルブは付属しています。バラストは車輌より移設して下さい。
ウォッシャー カバーは付属されておりません。車輌より移設して下さい。
注意：各表示価格は本体価格で、別途現行の消費税が掛かります。

http://www.maxhp.co.jp

→

QRコードからもアクセスできます。

IP-電話 050-3536-9241
（OCN） 本社・物流 TEL 0952-22-3635 FAX 0952-26-2977 東京営業所 TEL 03-5762-1351 FAX 03-5762-1283
※ 製品品質向上などの理由により、仕様・価格など予告なく変更する場合があります。また、掲載の写真は印刷のため、実際の商品と若干異なって見える場合があります。
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BMW Mini R55/R56/R57/R58/R59 ’06〜’14 用

大人気！ F56 -ルック プロジェクター ヘッド ライト
LED ポジション ライト バー付 Bi - ハロゲン /Bi - キセノン

プロジェクター ヘッド ライト キット Type-1

LED ポジション ライト バー 点灯イメージ

カラー：
クリアー/ ブラック

カラー：
クリアー/クロム

◎ ＬＥＤ ライト バーがポジション ライトに！
◎ キセノン ヘッド ライトには、３５Ｗ ６０００ｋバルブを搭載！
車 種 / 商品名

バルブ切れ警告灯
対策済

仕様
ロー ビーム / ハイ ビーム

市販 4100k-4300k
キセノン カラー サンプル

当社 スーパ− ホワイト 6000k
キセノン カラー サンプル

注意：上写真はバルブ カラーの点灯イメージで、
ヘッド ライト本体は当商品
ではありません。

クリアー/クロム
商品番号

本体価格

クリアー/ ブラック
商品番号

本体価格

BMW Mini R55/R56/R57/R58/R59 06〜 14
LED ポジション ライト バー付
F56-ルック プロジェクター ヘッド ライト

Bi-ハロゲン/レベライザー付

【291500】

￥61,000 【291503】

￥61,000

BMW Mini R55/R56/R57/R58/R59 06〜 10
LED ポジション ライト バー付
F56-ルック プロジェクター ヘッド ライト

Bi-キセノン 6000k /レベライザー付

【291501】

￥88,000 【291504】

￥88,000

BMW Mini R55/R56/R57/R58/R59 10〜 14
LED ポジション ライト バー付
F56-ルック プロジェクター ヘッド ライト

Bi-キセノン 6000k /レベライザー付

【291502】

￥94,000 【291505】

￥94,000

※ アダプティブ機能の無いハロゲン ヘッド ライト装備車にのみ、取り付けが可能です。
※ ハロゲン バージョン、およびキセノン バージョン共に、レベライザー モーターが装備されています。
※ ハロゲン バージョンには、ハロゲン バルブ H9 が付属しています。
※ キセノン バージョンには、車種別バルブ切れ警告灯対策用 35W 6000k スーパー ホワイトHIDシステムが搭載されています。
注意：ハイ ワッテージ ハロゲン バルブは絶対に使用しないで下さい。
ヘッド ライトのクリアー レンズやバルブ ホルダーが熱で変形するなど、トラブルの原因となり、当社製品の品質保証の対象外となります。
また、他社製HIDシステムを取り付けられた場合のクレームやトラブルの対応、および当社製品の品質保証は致しかねます。

LED ポジション ライト バー付 純正バラスト付属 or 移植 ＋
純正バラスト移植タイプ Bi - キセノン プロジェクター ヘッド ライト キット Type-1

市販 4100k-4300k
キセノン カラー サンプル

◎ ＬＥＤ ライト バーがポジション ライトに！
◎ キセノン ヘッド ライトには、３５Ｗ ６０００ｋバルブを搭載！
車 種 / 商品名
BMW Mini R55/R56/R57/R58/R59 06〜 10
LED ポジション ライト バー付
F56 -ルック プロジェクター ヘッド ライト
BMW Mini R55/R56/R57/R58/R59 10〜 14
LED ポジション ライト バー付
F56 -ルック プロジェクター ヘッド ライト
※
※
※
※
※
※
※

LED ポジション ライト バー 点灯イメージ

カラー：
クリアー/ ブラック

カラー：
クリアー/クロム

当社 スーパ− ホワイト 6000k
キセノン カラー サンプル

注意：上写真はバルブ カラーの点灯イメージで、
ヘッド ライト本体は当商品
ではありません。

仕様
ロー ビーム / ハイ ビーム

クリアー/クロム
商品番号

本体価格

クリアー/ ブラック
商品番号

本体価格

Bi-キセノン 純正バラスト付属
＆ 純正バルブ移植/レベライザー付

【291506】 ￥130,000 【291510】 ￥130,000

Bi-キセノン 純正バラスト
＋ D1C 6000k バルブ付属/レベライザー付

【291507】 ￥153,000 【291511】 ￥153,000

Bi-キセノン 純正バラスト
＆ 純正バルブ移植/レベライザー付

【291508】

￥63,000 【291512】

￥63,000

Bi-キセノン 純正バラスト移植
＆ D1C 6000k バルブ付属/レベライザー付

【291509】

￥86,000 【291513】

￥86,000

アダプティブ機能の無いキセノン ヘッド ライト装備車にのみ、取り付けが可能です。
全てのヘッド ライトには、レベライザー モーターが装備されています。
上表記の商品番号291506/291510には、純正バラストは付属していますが、キセノン バルブは付属されておりません。バルブは車輌より移設して下さい。
上表記の商品番号291507/291511には、純正バラストと 35W 6000k スーパー ホワイト D1C バルブが付属しています。
上表記の商品番号291508/291512には、純正バラストとキセノン バルブは付属されておりません。共に車輌より移設して下さい。
上表記の商品番号291509/291513には、純正バラストは付属していませんが、35W 6000k スーパー ホワイト D1C バルブは付属しています。バラストは車輌より移設して下さい。
ウォッシャー カバーは付属されておりません。車輌より移設して下さい。
注意：各表示価格は本体価格で、別途現行の消費税が掛かります。

http://www.maxhp.co.jp

→

QRコードからもアクセスできます。

IP-電話 050-3536-9241
（OCN） 本社・物流 TEL 0952-22-3635 FAX 0952-26-2977 東京営業所 TEL 03-5762-1351 FAX 03-5762-1283
※ 製品品質向上などの理由により、仕様・価格など予告なく変更する場合があります。また、掲載の写真は印刷のため、実際の商品と若干異なって見える場合があります。

