LEGANCE Sticker Series
200系ハイエース

1BOX NETWORK 200系ハイエース専用

コンフォートリーフ

LEGANCE ブランドサイドデカール

レガンス

適合：ハイエースバン全車＆特装車

Comfort Reef

日本製
MADE IN JAPAN

日本製

ベルリン式

MADE IN JAPAN

1BOX NETWORK 200系ハイエース専用

D ピラースピーカーフルセット
（LED 付）

日本製
MADE IN JAPAN

ワンボックスネットワークからLED間接
照 明 を 施したＤピ ラ ー 専 用 の スピ ー
カーキット。同組合の商品とあればＡピ
ラーフロントスピーカーセットと同じく
配 線 は も ち ろ ん、
レ ア ル シ ルト や デ
フュージョンなども付属。スピーカーを
含 め た１５の パ ーツ の セットとなりま
す。さらに精巧に製造されたＦＰＰ製品
に特殊な塗装を施し純正に近いシボ模
様も再現しました。
Ａピラーフロントス
ピーカーセットとの 組 み 合わせでより
室内音響をお楽しみ頂けます。

乗り心地を更に追求した「ベルリン式」をTYPE-Ⅰ＆TYPE-Ⅱに採用。

ロング用/A-TYPE
A-TYPE

ロング用（W148cm）

構造変更に必要な【通知書】付属

A-TYPE

スーパーロング用（W198cm）

スーパーロング用《左右セット》サイズ（W198ｃｍ）￥19,800（税込）

受注生産品の為、通常の商品に比べ納期がかかります。 COLOR：ホワイト / ブラック / シルバー / レッド

レガンス

ザ・エレガンスステッカー

New!

￥96,800（税込）

ベルリン式

￥103,400（税込）

1BOX NETWORK 200系ハイエース専用＆NV350キャラバン専用

A ピラー フロントスピーカーキット

レガンス

レガンス

日本製

ニューカーシヴステッカー

MADE IN JAPAN

￥114,400（税込）

サイズ（W148ｃｍ）￥17,600（税込）

ロング用《左右セット》

B-TYPE

ベルリン式

コンフォートリーフTYPE-Ⅱ
コンフォートリーフTYPE-Ⅲ

ロング用/B-TYPE
B-TYPE

コンフォートリーフTYPE-Ⅰ

日本製
MADE IN JAPAN

MADE IN JAPAN

Ａnniv. デザインステッカー

ナローボディ用

スーパー GL

日本製

ワイドボディ用

1BOX NETWORK 200系 ハイエース専用

・・・・・・・・・・・・・・・ 各/￥78,100（税込）

スタビライザー

1BOX NETWORK

日本製
MADE IN JAPAN

1BOXNETWORK
ステッカー

カラー：ブラック
カラー：グレー

《1枚》
サイズ（27ｃｍ×5ｃｍ）

ハイエースのサイドウインドーにアクセントを加える、
ダイナミックデカール。
日本製
MADE IN JAPAN

サイズ（100ｃｍ×16ｃｍ）

左側用

《1枚》

￥1,980 （税込）
COLOR：ホワイト×レッド・シルバー×レッド

￥1,650 （税込）

サイズ（20ｃｍ×10ｃｍ）

COLOR：ホワイト・シルバー

レガンス

レガンス

LEGANCE New ブランドロゴステッカー

LEGANCE ブランドロゴステッカー

200系ハイエース特別仕様車

スーパー GL
「ダークプライムⅡ」対応

A ピラーフロントスピーカーセット ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥47,080（税込）

ナローボディ用・・・・・・￥50,600（税込）
ワイドボディ用・・・・・・￥52,800（税込）

￥1,320（税込）
◎カラー：ホワイト
◎サイズ：18ｃｍ×12ｃｍ
1BOX NETWORK 200系ハイエース専用

ロールスクリーン

フロントドアスピーカーセット ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥32,780（税込）
A ピラーフロントスピーカーフルセット ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥67,980（税込）
◎

6.5 インチ ドアスピーカー ※リアクーラー無し車は取付できません

ツイータ−付き ABS 製 A ピラー ◎

.ECNAGELE EHT
.ECNAGEL si motsuc ECAIH tsehgih ehtsetacovda taht dnarb ehT

フロント＆ライセンス

noisserpmi ssalc-hgih a desuac dna ngised tnagele sezilairetam taht tik ydobyruxul eht si puekam mrof ytilauq hgih ehT
.bulc-J morf snigeb ytilauq tsehgih ehT .rehtegot doots erutan noihsaf dna

■4型〜6型ハイエース用

右側用

THE ELEGANCE.

The high quality form makeup is the luxurybody kit that materializes elegant design and caused a high-class impression
and fashion nature stood together. The highest quality begins from J-club.

《左右セット》
COLOR：ホワイト/シルバー/レッド

日本製

レガンス

MADE IN JAPAN

■NV350キャラバン用
※ポジションLED車用
・T20アンバー ×2
・アンバー用抵抗 ×2
・ライセンスランプ ×2

￥17,600（税込）

1BOX NETWORK

日本製
MADE IN JAPAN

LED バルブセット

《1枚》

《1枚》

￥2,420 （税込）
COLOR：ホワイト×レッド・シルバー×レッド
日本製

レガンス

クロームエンブレム

MADE IN JAPAN

￥2,200 （税込）

サイズ（37ｃｍ×10ｃｍ）
日本製

レガンス

MADE IN JAPAN

J-CLUB POPステッカー

COLOR：ホワイト・シルバー
日本製

レガンス

MADE IN JAPAN

J-CLUB ステッカー

■4型〜6型ハイエース用

・T10バルブ ×2 （1BOXモデル）
・T16バック球 ×2
・T20アンバー ×4
・アンバー用抵抗 ×2
・T20レッド ×2
・ライセンスランプ ×2

￥53,680（税込）

New!

レガンス

■1〜3型ハイエース用

・T10バルブ ×2 （1BOXモデル）
・T16バック球 ×2
・T20アンバー ×4
・アンバー用8PINリレー ×1
・T20レッド ×2
・ライセンスランプ ×2

￥51,700（税込）

200 系ハイエースナローボディ用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥33,000（税込）

1BOX NETWORK

レジャーボックス

ワンボックスネットワークからレジャーボックスが登
場。暗証番号はお好きな番号に設定が可能で番号違
い10000通りの本格ダイヤルキーロックボックスで
す。暗がりでも使用可能。
ダイヤルが0で止まり、感触
で数が確認できます。
ご自宅の鍵など、
ご家族での鍵
の受け渡しや保管などにもご使用頂けます。

■NV350キャラバン用
※ポジションLED車用
・T16バック球 ×2
・T20アンバー ×4
・アンバー用抵抗 ×2
・T20レッド ×2
・ライセンスランプ ×2

レジャーボックス

￥51,700（税込）

3Dナンバープレート

1〜6型ハイエースナローボディ専用ロールスクリーン。純正の仕切棒の取付部を利用して取付し、間仕切る事がで
きます。
（1型取付は要加工）

made by Valenti Japan

フロント＆リア全部セット

サイズ（37ｃｍ×10ｃｍ）

クリスタルエンブレム

￥20,900（税込）

￥19,800（税込）

￥5,500（税込）
￥10,560（税込）

・T10バルブ ×2 （1BOXモデル）
・T20アンバー ×2
・アンバー用8PINリレー ×1
・ライセンスランプ ×2

・T10バルブ ×2 （1BOXモデル）
・T20アンバー ×2
・アンバー用抵抗 ×2
・ライセンスランプ ×2

The brand that advocatesthe highest HIACE custom is LEGANCE.

《1枚》

■1〜3型ハイエース用

New!

日本製
MADE IN JAPAN

￥6,380（税込）
レガンス

3Way USBケーブル

LEGANCEロゴが入った、
便利なUSBケーブル新登場！

iPhone
microUSB
USBtype-C

サイズ（20ｃｍ×3ｃｍ）

￥16,500（税込）

サイズ（20ｃｍ×3ｃｍ）

￥5,060（税込）

《1枚》

《1枚》

￥1,320（税込）

カーシヴロゴ レッド

￥1,100（税込）

サイズ（17ｃｍ×10ｃｍ） COLOR：ホワイト・シルバー

サイズ（23ｃｍ×4ｃｍ）

レガンス

レガンス

レガンス

レガンス

LEステッカーレッドポイント

LEステッカー

LEGANCEステッカー

インチステッカー＆リムステッカー

（レッドモデル）

COLOR：ホワイト・シルバー
日本製
MADE IN JAPAN

レガンスファン待望の
立体ナンバープレート、新登場!
レッド

リムステッカー 【5.0〜10.0J】
《1枚》

￥1,320（税込）

サイズ（12ｃｍ×9ｃｍ） COLOR：ホワイト×レッド・シルバー×レッド

《1枚》

サイズ（12ｃｍ×9ｃｍ） COLOR：ホワイト・シルバー

レガンス

レガンス

￥1,100（税込）

LEGANCE
バックギャモン
ミニプリンタックステッカー ミニステッカー

レガンス

《1枚》

￥1,100（税込）

サイズ（23ｃｍ×4ｃｍ）COLOR：ホワイト・シルバー・ブラック

レガンス

日本製
MADE IN JAPAN

LEGANCE
レガンスオーサカ
カーシヴステッカー ステッカー

インチステッカー【15〜20inch】

《1枚》￥1,100（税込）

COLOR：ホワイト/ブラック/シルバー/レッド

レガンス

日本製
MADE IN JAPAN

樹脂エンブレム

カーシヴロゴ ホワイト

（ホワイトモデル）

レガンス

レガンスロゴレッド

（レッドモデル）

レガンスロゴホワイト

（ホワイトモデル）

iPhone・microUSB・USBtype-Cの3種類を同時に充電なUSBケーブル。
長さ1.2m、
カラーはブラック、
ピンク、
グリーン、
オレンジをラインナップ。

最 新 の3D印 刷 加 工を施した、
レガンスモデル のライセンスプ 自動車のナンバープレートの表示に係る
新基準適用を2021年10月1日から適用に対応した商品です。
レートがニューリリース。
レッドモデル×2種類、ホワイトモデル×2種類をラインナップ。
3Dナンバープレート 1枚
￥3,080（税込）
※リアに取付けの際は封印部分をカットしてお取付けください。

MADE IN JAPAN

￥2,200（税込）

USB ケーブル

レガンス

ノンスリップマット

《2個セット》

レガンス

↗表も裏も滑らない！

《1枚》

￥660（税込） 《5枚セット》 ￥1,100（税込）

サイズ（10ｃｍ×2ｃｍ）
COLOR：レッド
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サイズ（3.5ｃｍ×0.9ｃｍ）
COLOR：シルバー

LEGANCE MODEL CATALOG 2022

《1枚》

￥1,100（税込）

サイズ（23ｃｍ×4ｃｍ）
COLOR：ホワイト・シルバー

《1枚》

￥1,100（税込）

サイズ（14.5ｃｍ×4.5ｃｍ）
COLOR：ホワイト・シルバー

《1枚》
サイズ（5ｃｍ×1.5ｃｍ）

￥330（税込）

《1個》

￥1,650（税込）

MADE IN JAPAN

◎カラーはシートカバー色から
お選びいただけます。

ネックストラップ

200 系ハイエース専用

日本製

ワッフルネックパッド

レガンス
日本製

3Way

汎用タイプ

汎用タイプ

200系ハイエースのコンソールＢＯＸにピッタリなサイズに加え、汎用タイプも登場！
お好きな場所に敷いて活用ください。

LEGANCEノンスリップマット（200系ハイエース専用）￥2,090（税込）

LEGANCEノンスリップマット（汎用タイプ）￥2,090（税込）

￥14,300（税込）

日本製
MADE IN JAPAN

ブランドロゴネックパッド
◎カラー / ブラック・ベージュ

《2個セット》

￥13,200（税込）

LEGANCE MODEL CATALOG 2022
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