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VW Golf7 ʼ13〜用 シーケンシャル LEDドア ミラー ウィンカー ＆
VW Golf7 Hatchback ʼ13〜ʼ17用 セミ シーケンシャル LEDテール レンズ ウィンカー ユニット！

「MAX-シーケンシャル LEDドア ミラー ウィンカー」＆
ウィンカー
「セミ シーケンシャル LEDテール ユニット
を新価格リリース！！
【Type-2】」

● 全てのVW Golf7 ALLモデル ʼ13〜のドア ミラー ウィンカーをアッシー 交換で、
シーケンシャルＬＥＤドア ミラー ウィンカーに！
● VW Golf7 ハッチバック ʼ13〜ʼ17前期モデルのテール レンズ ウィンカーに

カプラ オンで、後期モデルのシーケンシャルＬＥＤテール レンズ ウィンカー調に大変身！

★ シーケンシャルLED
ドア ミラー ウィンカー

★ セミ シーケンシャルLED
【Type-2】
テール ウィンカー ユニット

● 愛車のドア

ミラーが次世代 シーケンシャル（連鎖式点灯/流れる）
ＬＥＤドア ミラー ウィンカー に大変身！
● 高品位のマット ブラック仕上げで、
高級感のある引き締まったドア ミラーにアップ グレード！
● 純正部品と見間違うほどのパーフェクトなフィッティングを実現！

レンズが、
ＶＷ Ｇｏｌｆ７ 後期モデルのような
シーケンシャル
（連鎖式点灯/流れる）
ＬＥＤウィンカー 調に変身！
● アウターＬＥＤテール レンズの電源コネクターへ
割り込ませるだけの簡単 プラグ＆プレイ システム！
● シーケンシャルＬＥＤドア ミラー ウィンカーとのコーディネイト
（同時交換）
で、
他の一歩先を行く未来系へ更に変身！

【商品説明】

【商品説明】

当「ＭＡＸ-シーケンシャルＬＥＤドア ミラー ウィンカー」は
車輌の純正ドア ミラーとアッシー交換するだけで、
次世代の
シーケンシャル（連鎖式点灯/流れる）ＬＥＤドア ミラーに
変身させるためのユニットです。

※ LED点灯イメージ

● 愛車のＬＥＤテール

当「ＭＡＸ-セミ シーケンシャルＬＥＤテール レンズ ウィンカー ユニット」は車 輌のアウター
ＬＥＤテール レンズと電 源コネクターの間に取り付けるだけでＶＷ Ｇｏｌｆ７ 後 期モデルに
標準 装備の シーケンシャル（連鎖 式点 灯/流れる）ＬＥＤテール レンズ ウィンカー 風に点 灯
させるためのウィンカー アダプターです。これは、インナー
テール レンズのウィンカー点灯タイミングに対し、アウター
テ ール レンズのウィンカー点 灯タイミング を 若 干
遅 ら せ る こ と に よ り 、目 の 錯 覚 を 利 用 し て
シーケンシャル（連鎖式点灯/流れる）ＬＥＤ
テール レンズ ウィンカーのように見せる
ことを可能にしたユニットです。
注意：
VW Golf7 13〜 17
（前期）
車輌でも、
バルブ式のテール
レンズ装備車輌にはご利用
頂けません。

※ LED点灯イメージ
当製品装着後のウィンカー点滅イメージは、
下の当社ホーム ページにてご覧いただけます。

http://www.maxhp.co.jp/pictures/f-seq-led̲winker.gif

当ユニット装着後のウィンカー点滅イメージは、
下の当社ホーム ページにてご覧いただけます。

http://www.maxhp.co.jp/pictures/seq-led̲winker.mp4

MAX- シーケンシャル LED ドア ミラー ウィンカー
適応車種

VW

Golf7

ALL Model

品名

MAX-シーケンシャル LEDドア ミラー ウィンカー

13〜

内容

品番

価格

2ヶ

317209

¥13,000

注意：本製品は取り付け作業が伴います。お取り付けはお近くの専門店などにご相談下さい。また、本製品取り付け後、運転中にドア ミラー先端（最外側）インジケーター部でのウィンカー点滅が視認できない状態となります。予めご了承下さい。
なお、ディーラー様への入庫、点検、車検や保証の継続につきましては、お取り引きのあるディーラー様へ直接ご相談下さい。

MAX- セミ シーケンシャル LED テール ウィンカー ユニット
【 Type-2 】
（変速機能無し）
適応車種

VW

Golf7

Hatchback

品名

MAX-セミ シーケンシャル LEDテール ウィンカー ユニット【Type-2】
（変速機能無し）

13〜 17

内容

品番

価格

2ヶ

317202

¥16,000

注意：VW Golf7 13〜 17（前期）車輌でも、バルブ式のテール レンズ装備車輌にはご利用頂けません。

お得な「MAX- VW Golf7 ハッチバック ʼ13〜ʼ17用
LEDドア ミラー ウィンカー＋LEDテール ウィンカー ユニット セット」
！
！
装着前
装着後

注意：
VW Golf7 13〜 17
（前期）
車輌でも、
バルブ式のテール
レンズ装備車輌にはご利用
頂けません。

【317209】

MAX-シーケンシャル
LEDドア ミラー ウィンカー

【317202】

MAX-セミ シーケンシャル LEDテール
ウィンカー ユニット
【Type-2】
（変速機能無し）

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。

VW Golf7 Hatchback ʼ13〜ʼ17用

シーケンシャル LEDドア ミラー ウィンカー
セミ シーケンシャル LEDテール ウィンカー ユニット【Type-2】
合計価格 37,000円を

特別セット価格

【317210】 1セット

http://www.maxhp.co.jp

26,000

￥

→

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。

