














E X T E R I O R S
Specia l   Equipment .

Aero Dynamics
［エアロダイナミクス］ 

Exhaust
［エキゾースト］ 

Wheels
［ホイール］ 

■ハリアー用フロントハーフスポイラー
　【塗装済】 AS-HA2-ADF-WH3/BK3 3色塗装
 標準小売価格　¥68,000（税別）
 AS-HA2-ADF-WH2/BK2 2色塗装
 （ベースカラー：ホワイトパール/ブラック）
 標準小売価格　¥62,000（税別）
　【未塗装】 AS-HA2-ADF-X
 標準小売価格　¥52,000（税別）

■ハリアー用サイドステップ
　【塗装済】 AS-HA2-ADS-WH3/BK3 3色塗装
 標準小売価格　¥96,000（税別）
 AS-HA2-ADS-WH2/BK2 2色塗装
 （ベースカラー：ホワイトパール/ブラック）
 標準小売価格　¥88,000（税別）
　【未塗装】 AS-HA2-ADS-X
 標準小売価格　¥73,000（税別）

■ハリアー用リアハーフスポイラー
　【塗装済】 AS-HA2-ADR-WH3/BK3 3色塗装
 標準小売価格　¥71,000（税別）
 AS-HA2-ADR-WH2/BK2 2色塗装
 （ベースカラー：ホワイトパール/ブラック）
 標準小売価格　¥65,000（税別）
　【未塗装】 AS-HA2-ADR-X
 標準小売価格　¥55,000（税別）
　※寒冷地仕様（リアフォグ付き車）設定有（¥15,000プラス）

Seat Cover
［シートカバー］ 

■ハリアー用コーナーダクト＆カメラ
　【塗装済】 AS-HA2-CDC-WH/BK 2色塗装
 標準小売価格　¥70,000（税別）
　【未塗装】 AS-HA2-CDC-X
 標準小売価格　¥60,000（税別）
　※アルパイン製コーナーカメラHCE-CC1000とのパッケージです
　※取付けには車両穴あけ加工が必要になります

■ハリアー用ウェルカムライト
　AS-WLED-2PKG-WH
　標準小売価格　¥30,000（税別）

※サイドステップとの同時装着が必要です

■ハリアー用リアハーフ 
　純正マフラー用フィン〈ABS製・未塗装〉
　AS-HA2-FIN-MG
　標準小売価格　¥12,000（税別）
　※4本出しマフラーを装着しない場合
　　リアハーフは装着が必要となります

■ハリアー用バックドアスポイラー〈FRP製・未塗装〉
　AS-HA2-BDS-X
　標準小売価格　¥43,000（税別）

■左右4本出しマフラー チタンコートテール
　AS-HA2-EXS-TI
　標準小売価格　¥168,000（税別）
　※純正バンパー取付け不可
　※リアハーフ 純正マフラー用フィンとの同時装着はできません

■左右4本出しマフラー ステンレステール
　AS-HA2-EXS-ST
　標準小売価格　¥148,000円（税別）
　※純正バンパー取付け不可

「5S」コンセプトを体現し、
揺るぎない造形美を追求した
エクステリア。
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徹底してディテールを研ぎ澄ませた、
プレミアムなインテリア空間。
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■Balkën DTM basic "ALPINE SYTLE Limitd Edition"
　AS-WH-DTM208533/48
　カラー ： ブラックダイヤカット・シルバーダイヤカット
　サイズ ： 20inch×8.5J INSET+33/＋48（PCD：114.3）
　標準小売価格　¥71,000円（税別）/1本

■ALPINE STYLEオリジナルシートカバー
　（ベース部：PVCレザー/センター部：本革）
　ベース ： ブラック
　パイピング・ドット ： 3color（ブルー・レッド・ブラック）
　AS-HA2-SC
　標準小売価格　¥79,000円（税別）

ブラックダイヤカット シルバーダイヤカット

ブラックカーボン&レザー
AS-60HA-ST-BC
標準小売価格
¥58,000（税別）

ユーロステッチ 3color（ブルー/レッド/ブラック）

■ALPINE STYLEオリジナルフロアマット
　ベース ： ブラック
　トリム ： 3color（ブルー・レッド・ブラック）
　AS-HA2-FM
　標準小売価格　¥48,000（税別）

■ALPINE STYLEステアリング
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Floor Mat
［フロアマット］

Steering
［ステアリング］
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ブラウンウッド＆レザー
AS-60HA-ST-BRW
標準小売価格
¥48,000（税別）

ブラックウッド＆レザー
AS-60HA-ST-BKW
標準小売価格
¥48,000（税別）

ピアノブラック＆レザー
AS-60HA-ST-PB
標準小売価格
¥48,000（税別）

※フロアマット燃焼性試験適合※JWL/VIA適合品※新保安基準適合/加速騒音試験取得済※全グレード対応
　（G's除く）

※サイドエアバッグ対応
※シートカバー燃焼性試験
　（JIS D 1201）適合
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