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BMW Mini R55/ R56 / R57（日本光軸）Bi - キセノン
プロジェクター ヘッド ライト キット 純正バラスト付属 or 移植 ＋ 純正バルブ移植タイプ！
純正品質

純正品質

市販 ４１００k-４３００k
キセノン カラー サンプル

新価格！

バルブ切れ警告灯
対策済

◎ 当社キセノン バルブ装着部は、６０００k を採用！
車種 / 商品名

仕

様

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 / ブラック
商品番号

本体価格

ランク

BMW Mini R55/R56/R57 〜 10/3
プロジェクター ヘッド ライト

Ｂｉ- キセノン純正バラスト付属 ＆ 純正バルブ移植

【291458】

￥173,360

F

Ｂｉ- キセノン純正バラスト付属 ＋ Ｄ１Ｃ ６０００ｋ バルブ付

【291459】

￥198,160

F

BMW Mini R55/R56/R57 10/4〜
プロジェクター ヘッド ライト

Ｂｉ- キセノン純正バラスト ＆ 純正バルブ移植

【291460】

￥124,800

F

Ｂｉ- キセノン純正バラスト移植 ＋ Ｄ１Ｃ ６０００ｋ バルブ付

【291461】

￥149,600

F

※ 当ヘッド ライトはキセノン車用となります。 ※ 当ヘッド ライトには、キセノン車用レベライザーが付属しています。 ※ 当ヘッド ライトは、アダプティブ機能無車専用です。

BMW Mini R60 Crossover（日本光軸）Bi - キセノン
プロジェクター ヘッド ライト キット 純正バラスト＆ 純正バルブ移植タイプ！
純正品質

純正品質

市販 ４１００k-４３００k
キセノン カラー サンプル

新価格！

バルブ切れ警告灯
対策済

◎ 当社キセノン バルブ装着部は、６０００k を採用！

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 / ブラック
商品番号

本体価格

ランク

Ｂｉ- キセノン純正バラスト ＆ 純正バルブ移植

【291462】

￥142,600

F

Ｂｉ- キセノン純正バラスト移植 ＋ Ｄ１Ｃ ６０００ｋ バルブ付

【291463】

￥167,400

F

車種 / 商品名

仕

BMW Mini R60 Crossover
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

様

※ 当ヘッド ライトはキセノン車用となります。 ※ 当ヘッド ライトには、キセノン車用レベライザーが付属しています。 ※ 当ヘッド ライトは、アダプティブ機能無車専用です。

AUDI TT ８J（日本光軸）TTS デー ライト Bi - キセノン
プロジェクター ヘッド ライト キット 純正バラスト＆ 純正バルブ移植タイプ！

デー ライト
LED ポジション ライト点灯イメージ

New！
◎ デー ライトがポジション機能となります！
◎ 当社キセノン バルブ装着部は、６０００k を採用！
車種 / 商品名

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 / ブラック
商品番号

本体価格

Ｂｉ- キセノン純正バラスト ＆ 純正バルブ移植

【291468】

￥158,000

F

Ｂｉ- キセノン純正バラスト移植 ＋ Ｄ１Ｃ ６０００ｋ バルブ付

【291469】

￥180,700

F

ロー ビーム

AUDI TT ８J TTS
デー ライト プロジェクター ヘッド ライト

バルブ切れ警告灯
対策済
ハイ ビーム

ランク

※ ＡＦＳ装着車は除く。 ※ 当ヘッド ライトを取り付ける場合には、コーディングや配線等の加工が必要となります。
※ 当ヘッド ライトはキセノン車用となります。 ※ 当ヘッド ライトには、キセノン車用レベライザーが付属しています。

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。
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

http://www.maxhp.co.jp

