






































ACCESSORY,UNDERCARRIAGE ACCESSORY,UNDERCARRIAGE

SHOCK NEO TUNE SHOCK

￥90,000

※車検対応

ACCESSORY,UNDERCARRIAGE

RACING  NUT CENTER CAP

アルミ製ナットは、何回も脱着を繰り返したり、長時間も運転をする日常的使用は想定されていません。
ナットの摩耗や熱膨張等で、トルクレンチでしっかり締めていてもやがて緩んでしまい、ナット脱落の危険があります。
そこで開発されたのがこのナットです。魅せる部分はアルミ製。大事な締込部分はクロモリ製。
ドレスアップと強度を両立させた2ピースシェルナットです。
※キーアダプター管理カードとアダプターポーチが付属しております。

前作の8段調整式ショック
がパワーアップしてリニュ
ーアル。調整幅が14段に増
加され、より細かなシチュエ
ーションに対応可能に。今
回はネオチューン加工なし
のバージョンでも販売。

ノーマルから3インチまで
の幅広いロワードに、減衰力
のみで対応するコンフォー
ト仕上げのCRSオリジナル
ダンパー。ショックを外さず
に手軽にダイアルを変更で
きます。

左記のショックにネオチューンを施し、
さらにパワーアップさせたCRSの逸
品。様々な車種に取付し走行テストを繰
り返し行い、煮詰めたセッティング。
ダイアルをクリックするごとに大きく変
化する（伸び側の）減衰力特性低圧ガス
のメリットを生かし、ロワードによるスト
ローク不足を軽減。
コンフォートな乗り心地からスポーティ
な走りまで幅広く対応。ショックを外さ
ずに手軽にダイアルを変更できます。

※フロントショックは約15mmショート
　ストローク仕様です。
※ノーマル車高から約3inchまで対応。
※3インチ以上はRCジョイント等使用
　し、セッティング次第では取り付け可
　能です。
※ショートストローク仕様の為、4WDの場合はフロント1インチ以
　上ローダウンしている車のみ装着可能です。

■ 14段調整式ショック　1台分（4本）

￥88,000

￥88,000……………

……………
■ 14段調整式ネオチューンショック　1台分（4本）

￥121,000……………………

2PIECE  SHELL NUT
■ 2ピースシェルナット （ロックナット付/ソケット付）　

（全長48mm）6穴用　24本入り

19HEXアルミシェル

17HEXコアナットSCM435

■ レーシングナット （ロックナット付）

￥13,200
（1枚） ￥3,300

■ ESSEX センターキャップ  70φ

● ミドルタイプ：６穴用24本入り（アダプターポーチ付き）
￥20,350・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・

（1枚） ￥4,950・・・・・・・・・・・・・・・・・

ブラッククローム クローム ブラック レッド シルバー

【ミドルタイプ】
全長53mm

クローズドエンドタイプ

※アルミシェルの形状は2種類あります。

ローレットタイプ

● 17HEXコアナット（1個） ￥330・・・・・・・・・

￥550・・・・・・・・・

￥550・・・・・・・・

￥440・・・・・・・・・・・・・・

￥1,100・・・

￥605・・・

新品のホイール購入時に限り、付属して
いるブラックをレッドｏｒシルバーに変更
する事が可能です。
+550円（1本あたり）/レッドクリアに変
更は+1,100円（1本あたり）
※EXホイールには装着不可

ロックナット用キーアダプター

アルミシェル用アダプター

コアナット用アダプター ※ロックナットのご購入に関しては、
　事前にお問合せ下さい。

【補充用部品】

1型～6型1型～6型

1型～6型

1型～6型

Ｍ12×1.5
〈ローレット〉ES-3028-01～　〈クローズ〉  ES-3028-02～

〈ローレット〉ES-3028B01
〈クローズ〉  ES-3028B02

ES-3028B06

ES-3028B05

ES-4001-25

ES-4001-40

ES-4001-50

ES-4001-66

ES-4001-77

ショートストローク（2.5～3.5inch向け）　CRS-4009 

CRS-4009-01

ブラック・レッド・シルバー

レッドクリア

〈樹脂製〉ES-3028B07
〈金属製〉ES-3028B08

〈1.5〉    ブラック：ES-3011-01/クローム：ES-3011-02
〈1.25〉ブラック：ESC-3001-01/クローム：ESC-3001-02

〈1.5〉    ES-3028B04
〈1.25〉ES-3049B04

〈1.5〉    ES-3028B03
〈1.25〉ES-3049B03

Ｍ12×1.25
〈ローレット〉ES-3049-01～　〈クローズ〉  ES-3049-02～

● ミドルタイプ：5穴用20本入り（アダプターポーチ付き）
￥17,050・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｍ12×1.5

〈ローレット〉ES-3029-01～　〈クローズ〉  ES-3029-02～
Ｍ12×1.25
〈ローレット〉ES-3050-01～　〈クローズ〉  ES-3050-02～

● ミドルタイプ：4穴用16本入り（アダプターポーチ付き）
￥14,850・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・

Ｍ12×1.5
〈ローレット〉ES-3030-01～　〈クローズ〉  ES-3030-02～
Ｍ12×1.25
〈ローレット〉ES-3051-01～〈クローズ〉  ES-3051-02～

● ロングタイプ：6穴用24本入り（アダプターポーチ付き）

￥23,100
Ｍ12×1.5　　〈ローレット〉ES-3052-01～
Ｍ12×1.25 　〈ローレット〉ES-3055-01～

・・・・・・・

● ロングタイプ：5穴用20本入り（アダプターポーチ付き）

￥22,000
Ｍ12×1.5　　〈ローレット〉ES-3053-01～
Ｍ12×1.25 　〈ローレット〉ES-3056-01～

・・・・・・・

● ロングタイプ：4穴用16本入り（アダプターポーチ付き）

￥20,900
Ｍ12×1.5　　〈ローレット〉ES-3054-01～
Ｍ12×1.25 　〈ローレット〉ES-3057-01～

● アルミシェル用アダプター

● ロックナット（1個）

● ロックナット用キーアダプター

● コアナット用アダプター

ES-3015-01 ES-3015-02 ES-3015-03 レッドクリアES-3015-04

LOWDOWN  BLOCK

■ ジュラルミン製ローダウンブロック
25mm（1.0 inch）
40mm（1.5 inch）
50mm（2.0 inch）
66mm（2.5 inch）
77mm（3.0 inch）

レッド ： ES-3031-01
シャンパンゴールド ： ES-3031-02
イエロー ： ES-3031-03

未塗装： ES-3045-01
レッド ： ES-3045-06
ゴールド ： ES-3045-07
キャンディイエロー ： ES-3045-02

ピアスボルトやニップルなど本物を使い、よりリアルにブレーキキャリパー
を再現。FRP製(厚さ訳3mm)の為、ブレーキの熱で塗装の浮きや変色が
起きにくく、純正キャリパーの側面まで覆うタイプ。純正キャリパーが見え
難い造りとなっています。

■ キャリパーカバーVer.I
CALIPER COVER

￥22,000

¥17,600
¥35,200
¥35,200
¥35,200

……………………

¥15,400
¥16,500
¥17,600
¥19,800
¥20,900

・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・

足元を手軽かつ本格的に彩るパーツとして登場した新デザインのキャリパ
ーカバー。ホイールへの干渉をクリアする厚み&形状で設計され、ESSEX
ホイールへのマッチングも絶好です!大きくコンケーブするECホイールに
も適合する嬉しい設定。デザイン面ではパッドピンを再現した金属パーツ
を加えたり、4ポットの対向ピストンキャリパーカバーを模したデザインな
どリアル感も満点。インパクトあるカラーにも注目です!

■ キャリパーカバーVer.II
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

¥25,300
¥42,900
¥42,900
¥42,900

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

未塗装： ES-3046-01
レッド ： ES-3046-06
ゴールド ： ES-3046-07
キャンディイエロー ： ES-3046-02

※16インチ以下のホイールには装着不可です!予めご注意下さい。
※17インチのホイールでもデザインにより、干渉する場合があります。
※キャリパーカバー装着によるキャリパーカバーの破損・ホイールの傷等のクレーム  
　はお請けできませんので、ご了承下さい。
※この商品はドレスアップパーツですので、絶対に外れないという保障はありません。

※16インチ以下のホイール・【1ピース】
ENCB-17インチ/EJ-17インチ
【2ピース】ENCB17インチには装着不可で
す!予めご注意下さい。
※キャリパーカバー装着によるキャリパーカ
バーの破損・ホイールの傷等のクレームはお
請けできませんので、ご了承下さい。

ATTACHMENT&MUFFLER CUTTER

■ マフラーカッター
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥15,400

■ シンメトリックマフラーカッター
    W出し用 アタッチメント
   ・・・・・・・・・・・・・・・・・￥8,800

「シンメトリック・マフラーカッターアタッチメント」とは…
クワトロリアバンパー含め、W出し設定のリアバンパーは多く存在しま
す。W出しマフラーに交換すればビジュアルは文句なしですが、「価格が高
い」や「車検が通らない」、「音がうるさい」などの他の悩みがあるのも事実
です。マフラーカッターにすれば先程の悩みは解決しますが、マフラー
カッターは純正マフラーに取付するエクステリアの為、ハイエースは
右側にしか装着できません。このアタッチメントを使う事で、左側にもマ
フラーカッターを装着することが可能に。
リーズナブルに車検が通り、排気音が変わらずにW出しマフラースタイル
の完成です。

1型～6型

1型～6型

1型～6型

1型～6型 1型～6型

キャリパーカバーシリーズ第3弾のVer.IIIが登場!!
なんと6ポッドデザインで迫力満点!
バッドピン部分も極太で力強さをアピール!
20インチ等の大径ホイールの迫力に負けないデザインとサイズ感です。
Ver.IIと同様のインパクトあるカラーをラインナップしました。

■ キャリパーカバーVer.III

※17インチ以下のホイールは取付不可
※18インチホイールはリム内側の形状やバランスウェイト貼付位置により、干渉の恐
　れあり。
※EJ-18/EJ-19/ENCM-18/ENCD-18取付不可
※キャリパーカバー装着によるのキャリパーカバーの破損・ホイールの傷等のクレーム
　はお請けできませんので、ご了承下さい。
※この商品はドレスアップパーツですので、絶対に外れないという保障はありません。

※2018年7月に仕様変更しました。

ES-5001

ES-5001-ATT

BK BL GL PK PP RD SV

BK BL GL PK PP RD SV

ネオチューンショックはバルブの定期的なメンテ
ナンスを要する為、店舗来店向けの商品です。
ネオチューンショックはバルブの定期的なメンテ
ナンスを要する為、店舗来店向けの商品です。

アダプターポーチ

● １９ＨＥＸアルミシェル（各色1個）

ミドルタイプ【全長53ｍｍ】

ロングタイプ【全長75ｍｍ】

ノーマルストローク（0～2inch向け）　CRS-4009-02

※フロントショックは約15mmショートストローク仕様です。
※3インチ以上はRCジョイント等使用し、セッティング次第では取り付け可能です。

表示価格はすべて税込み価格です。



INTERIOR INTERIOR

ブラック

シルバー

ブラック シルバー

ブラック

シルバー

ブラック

シルバー

表示価格はすべて税込み価格です。

■ ビレットフロントカップホルダー
GLグレード用

ブラック

シルバー

ブラック

シルバー

12ボルト電源を配線することで
ESSEXの文字が点灯します。
12ボルト電源を配線することで
ESSEXの文字が点灯します。

12ボルト電源を配線することで
助手席の足元を照らせます。

内蔵のイモネジでESSEX
ロゴの角度調整が可能です。
内蔵のイモネジでESSEX
ロゴの角度調整が可能です。

INTERIOR  PANEL

■ インテリアパネル6ピースセット
カラー：ブラックアルマイト
シルバー/ブロンズアルマイト

■ GLグレード用
　 アルミステップカバー
　 セカンド

¥30,800
¥61,600
¥52,800・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・

・・・・・・・

SEAT COVER

バン・スーパーGL用
ワゴンＧＬ（10人乗り）

■レッド×ブラック

ALUMINUM STEP COVER

シルバー ……￥23,100※ブラックアルマイト
左側のみ … ￥16,500
左右セット… ￥33,000

■ アルミステップカバー
　 フロント

左右セット … ￥8,800

※素材：シボ

※シルバー

■ スマホホルダー
■ ワイヤレス充電ホルダー向け
    スイッチホールカバー15.8φ

SMART PHONE HOLDER

8mm 程度の穴を空け、お気に入りの
箇所に止めます。ボルトは首下
30mm、12mm のダブルナット
で止めます。

■ 高さ:110～165mm
■ 幅: 47～88mm
■ 重量:250gまで ￥3,850 ￥880

￥3,850

（各）￥7,700

ネジタイプ（汎用）

パワースライドドア車対応（別設定） 寒冷地仕様車対応（別設定）

■スタンダード

■ シートカバー

INTERIOR

BILLET  COLLECTIONBILLET  COLLECTION

※ブロンズアルマイトは、アルマイトの加工過程で、必ず小傷が入ります。
　ブラックアルマイトも小傷が入りますが、アルマイト加工後に処理をしていますので目立ちません。
　ブロンズは特殊なカラーの為加工後の処理が出来ず、小傷が残りますがご容赦下さい。

※iPhone7Plus装着例※iPhone7Plus装着例

4型～6型

1型～3型

4型～6型

4型～6型
A type

Ｂtype

1型～6型

1型～6型

1型～6型

ES-2022

A type ES-2027

ES-2021

ES-2001-01

ES-2202～

ES-2005～ カラー：
ブラックアルマイト
シルバー
ブロンズアルマイト

ES-2004～

ES-2001-05

ES-2019

■ ビレットステアリングコラムカバー
シルバー
ブラック
レッド

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

■ ビレットカラビナ

ブラック
シルバー
レッド
ゴールド¥15,400

¥16,500
¥18,700

ブラック

レッド

レッド

レッド レッド

レッド レッド

シルバー ブラック ブルー パープル ピンク レッド ゴールド

シルバー

ES-2026

ES-2026-BK

ES-2026-RD

シルバー
ブラック
レッド

¥27,500
¥28,600
¥30,800

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ES-2009

ES-2009-BK

ES-2009-RD

■ ビレットリアカップホルダー
GLグレード用

1型～6型

シルバー
ブラック
レッド

¥33,000
¥34,100
¥36,300

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ES-2017

ES-2017-BK

ES-2017-RD

■ ナロー用 ビレットフットレスト

ブラック

シルバー

ブラック

シルバー

1型～6型

レッド レッド

シルバー
ブラック
レッド

¥33,000
¥34,100
¥36,300

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ES-2103

ES-2103-BK

ES-2103-RD

■ ワイド用 ビレットフットレスト 1型～6型

シルバー
ブラック
レッド

¥35,200
¥36,300
¥38,500

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ES-2201

ES-2201-BK

ES-2201-RD

ES-7007-01

ES-7007-02

ES-7007-03

ES-7007-04

※4型後期ディーゼル車やダークプライム2にも装着可能

（各）￥29,700
STEERING ■ ガングリップステアリング(マホガニー調黒木目)

ブラックステッチ　ES-2025-01／レッドステッチ　ES-2025-02

4型～6型

ES-7007-05

ES-7007-06

ES-7007-07

ブルー
ピンク
パープル　

■ ビレットコンソールトレイ
GLグレード用

1型～6型

シルバー
ブラック
レッド

¥19,800
¥20,900
¥23,100

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ES-2007

ES-2007-BK

ES-2007-RD

■ ビレットサイドブレーキカバー
1型～6型

シルバー
ブラック
レッド

¥7,700
¥8,800
¥11,000

・・・・・・・・

・・・・

・・・・

ES-2008

ES-2008-BK

ES-2008-RD

■ ビレットグローブボックスカバー
1型～6型

シルバー
ブラック
レッド

¥8,800
¥9,900
¥12,100

・・・・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

ES-2018

ES-2018-BK

ES-2018-RD

ブラック

シルバー

■ ビレットアシストグリップ
1型～6型

シルバー
ブラック
レッド

¥27,500
¥28,600
¥30,800

ES-2024

ES-2024-BK

ES-2024-RD

■ AT用 ビレットシフトノブ 1型～6型

シルバー
ブラック
レッド

¥18,700
¥19,800
¥22,000

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ES-2010

ES-2010-BK

ES-2010-RD

レッド

4型～6型

バン・スーパーＧＬ用 

■ 片側3A出力急速充電対応
　 USBポートUSB PORT

￥5,500
スイッチホール用

急速充電

対応
急速充電

対応

4型～6型ES-6001







ESSEX for CARAVAN ESSEX COMPANY STORE

CARAVAN

���������������������������
�����������
�	�	����




�������������������������
������
����	���




YOKOHAMA OSAKA

■ 2ピースシェルナット （ロックナット付/ソケット付）　

19HEXアルミシェル

17HEXコアナットSCM435

● ミドルタイプ：６穴用24本入り（アダプターポーチ付き）
￥20,350・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【ミドルタイプ】
全長53mm

クローズドエンドタイプ

※アルミシェルの形状は2種類あります。

ローレットタイプ

● 17HEXコアナット（1個） ￥330・・・・・・・・・

￥550・・・・・・・・・

￥550・・・・・・・・

￥440・・・・・・・・・・・・・・

￥1,100・・・

￥605・・・

ロックナット用キーアダプター

アルミシェル用アダプター

コアナット用アダプター

※ロックナットのご購入に関しては、
　事前にお問合せ下さい。

【補充用部品】

〈ローレット〉ES-3028B01

ES-3028B06

ES-3028B05

〈樹脂製〉ES-3028B07
〈金属製〉ES-3028B08

〈1.25〉ES-3049B04

〈1.25〉ES-3049B03

Ｍ12×1.25
〈ローレット〉ES-3049-01～　〈クローズ〉  ES-3049-02～

● ミドルタイプ：5穴用20本入り（アダプターポーチ付き）
￥17,050・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｍ12×1.25

〈ローレット〉ES-3050-01～　〈クローズ〉  ES-3050-02～

● ミドルタイプ：4穴用16本入り（アダプターポーチ付き）
￥14,850・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｍ12×1.25

〈ローレット〉ES-3051-01～　〈クローズ〉  ES-3051-02～

● アルミシェル用アダプター

● ロックナット（1個）

● ロックナット用キーアダプター

● コアナット用アダプター

BK BL GL PK PP RD SV

アダプターポーチ

● １９ＨＥＸアルミシェル（各色1個）

ミドルタイプ【全長53ｍｍ】

（全長48mm）6穴用　24本入り
■ レーシングナット （ロックナット付）

￥13,200・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・

ブラッククローム クローム

〈1.25〉ブラック ：ESC-3001-01
〈1.25〉クローム：ESC-3001-02

■ フロアマット

ESSEXオリジナルのフロアマット。運転席と助手席
にはESSEXのエンブレム付。マットカラーはなんと
全39色。フチカラーも10色から選ぶことができて
390パターンの組み合わせが可能です!!
フチカラー標準設定はブラック、その他カラーも選
択可能
カラーの詳細は、CRSホームページで確認可能で
す。

ナロー 用
・・・・・・・・・・

・・・・・

¥69,300

（1）380ｍｍ　（2）410ｍｍ
（3）450ｍｍ　（4）480ｍｍ
（5）530ｍｍ
※高さの数値は床下からベッド下までの数値です。
※5段階の高さ調整が可能です。

■ カスタムベッドキット

CRSC-2101

ナローPGX用※装着画像はハイエースです ¥14,040CRS-MAT104

■ サイドバイザー
・・・・・・・・￥13,200CRSC-1001

■ リアウィング【ABS製】
シボ　ESC-1105-ST

￥30,800カーボンレイヤー　ESC-1105-CL

・・・￥41,800未塗装　ESC-1103 ￥37,400未塗装　ESC-1101

・・・・

¥13,200
■ 後期用グリルカバー

・・・

アッパー　ESC-1106-01／ロアー　ESC-1106-02

・・・￥60,500

■ リーガルフェンダー【ABS製】

ホワイト〈QAB〉 ESC-1003-01

・・・・・・・・・・・￥38,500未塗装 ESC-1003

・・・・・・・￥47,300

■ オーバーフェンダー【ABS製】

■ 前期用フロントリップスポイラー【ABS製】■ バッドパネル【ABS製】

シボピアスボルト付 ESC-1001-AP

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥38,500未塗装 ESC-1001

各

各

各 ¥5,500
■ 後期用エンブレムカバー

穴有　ESC-1106-03／穴無　ESC-1106-04

各

出幅：25㎜　下がり値：20㎜ 出幅：6㎜　下がり値：20㎜
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