マックスエンタープライズ 新商品案内

ME16 - 01- 01

プロジェクター ヘッド ライト 新登場！
！
F56-ルック
BMW MINI R55/R56/R57/R58/R59 ʼ06〜ʼ14用
LED ライト バー ポジション ライト付 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 ライト バー
ポジション ライト 点灯イメージ

New！

New！

カラー：クリアー/クロム

カラー：クリアー/ブラック

◎ ライト バーがポジション機能となります！
◎ キセノン ヘッド ライト バルブには、
３５Ｗ ６０００ｋを採用！

仕様
ロー ビーム / ハイ ビーム

車種 / 商品名

市販 4100k-4300k
キセノン カラー サンプル

バルブ切れ警告灯
対策済

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 ライト バー ポジション ライト付
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】

￥53,000 【291503】

￥53,000

BMW MINI R55/R56/R57/R58/R59 06〜 10
LED ライト バー ポジション ライト付
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】

￥78,000 【291504】

￥78,000

BMW MINI R55/R56/R57/R58/R59 10〜 14
LED ライト バー ポジション ライト付
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】

￥88,000 【291505】

￥88,000

※ 当ヘッド ライトは、車輌にアダプティブ機能の無いハロゲン ヘッド ライトが標準装備されいている場合にのみ、取り付けが可能です。
※ 当ヘッド ライトのハロゲン 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。
※ 当ヘッド ライトのハロゲン バージョンには、ハロゲン バルブ H9が付属しています。
※ 当ヘッド ライトのキセノン 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。

BMW MINI R55/R56/R57/R58/R59 ʼ06〜ʼ14 用 LED ライト バー ポジション ライト付
純正バラスト付属or移植 ＋ 純正バルブ 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

LED ライト バー
ポジション ライト 点灯イメージ

New！

New！

カラー：クリアー/クロム

カラー：クリアー/ブラック

◎ ライト バーがポジション機能となります！
◎ キセノン ヘッド ライト バルブには、３５Ｗ ６０００ｋを採用！
仕様
ロー ビーム / ハイ ビーム

車種 / 商品名
BMW MINI R55/R56/R57/R58/R59 06〜 10
LED ライト バー ポジション ライト付
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 ライト バー ポジション ライト付
F56-ルック 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 レベライザー付

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

【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

※
※
※
※
※
※

当ヘッド ライトは、車輌にアダプティブ機能の無いキセノン ヘッド ライトが標準装備されいている場合にのみ、取り付けが可能です。
当ヘッド ライトの全てのバージョンには、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291503/291513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。
※ 当ヘッド ライトには、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

本社・物流 TEL 0952-22-3635 FAX 0952-26-2977

IP-電話 050 -3536 -9241
（OCN）
東京営業所 TEL 03-5762-1351 FAX 03-5762-1283

マックスエンタープライズ 新商品案内

ME16 - 01- 02

-ルック プロジェクター ヘッド ライト Newリリース！！
The Beetle
VW New Beetle ʼ99〜ʼ05 LED ポジション ライト付
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-2

LED デイライト
ポジション ライト 点灯イメージ

New！

New！

カラー：クリアー/クロム

カラー：クリアー/ブラック

市販 4100k-4300k
キセノン カラー サンプル

◎ デイライトがポジション機能となります！
◎ キセノン ヘッド ライト バルブには、３５Ｗ 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。

仕様
ロー ビーム / ハイ ビーム

車種 / 商品名

当社 スーパ− ホワイト 6000k
キセノン カラー サンプル

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

VW New Beetle 99〜 05
LED ポジション ライト付
The Beetle-ルック プロジェクター ヘッド ライト

Bi-ハロゲン レベライザー移植

【291514】

￥51,000 【291516】

￥51,000

VW New Beetle 99〜 05
LED ポジション ライト付
The Beetle-ルック プロジェクター ヘッド ライト

Bi-キセノン 6000k レベライザー移植

【291515】

￥66,000 【291517】

￥66,000

※ 当ヘッド ライトは、車輌にハロゲン ヘッド ライトが標準装備されている場合にのみ、取り付けが可能です。
※ 当ヘッド ライトのハロゲン 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 モーターが付属されておりませんので、
車輌の純正レベライザー モーターを移設して下さい。
※ 当ヘッド ライト ハロゲン バージョンには、ハロゲン バルブ H7が付属しています。
※ 当ヘッド ライトのキセノン バージョンには、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。

VW New Beetle ʼ05〜ʼ10 LED ポジション ライト付
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-2

LED デイライト
ポジション ライト 点灯イメージ

New！

New！

カラー：クリアー/クロム

カラー：クリアー/ブラック

◎ デイライトがポジション機能となります！
◎ キセノン ヘッド ライト バルブには、３５Ｗ ６０００ｋを採用！
仕様
ロー ビーム / ハイ ビーム

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 / 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

VW New Beetle 05〜 10
LED ポジション ライト付
The Beetle-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

【291518】

￥60,000 【291520】

￥60,000

VW New Beetle 05〜 10
LED ポジション ライト付
The Beetle-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

【291519】

￥75,000 【291521】

￥75,000

※ 当ヘッド ライトは、車輌にハロゲン ヘッド ライトが標準装備されている場合にのみ、取り付けが可能です。
※ 当ヘッド ライトのハロゲン 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。
※ 当ヘッド ライトのハロゲン バージョンには、ハロゲン バルブ は付属されておりません。車輌のH7バルブを移設して下さい。
※ 当ヘッド ライトのキセノン バージョンには、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。

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

本社・物流 TEL 0952-22-3635 FAX 0952-26-2977

IP-電話 050 -3536 -9241
（OCN）
東京営業所 TEL 03-5762-1351 FAX 03-5762-1283

