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下記の車種用のクラッチセットを、 

特別価格にてご提供致します。 
※２枚でご案内させていただきます。【其の一】 

スーパーディスクセット…希望小売価格から２０％オフ 

メタルディスクセット…希望小売価格から１５%オフ 

ノンアスディスクセット…希望小売価格から１５％オフ 
 

 

 

□ キャンペーン期間：平成2７年10月1日～平成2７年1０月3１日 
 

 

□ 価格表 
キャンペーン対象商品リスト
車種 型式等 エンジン 年式 タイプ 品番 通常希望小売価格 キャンペーン価格

スーパー RC-086105-CP ¥40,800 ¥32,640
メタル RM-086105-CP ¥47,000 ¥39,950
ノンアス RD-086086-CP ¥29,200 ¥24,820
スーパー RC-090108-CP ¥76,200 ¥60,960
メタル RM-090108-CP ¥78,200 ¥66,470
ノンアス RD-090108-CP ¥69,800 ¥59,330
スーパー RC-090108-CP ¥76,200 ¥60,960
メタル RM-090108-CP ¥78,200 ¥66,470
ノンアス RD-090108-CP ¥69,800 ¥59,330
スーパー RC-090108-CP ¥76,200 ¥60,960
メタル RM-090108-CP ¥78,200 ¥66,470
ノンアス RD-090108-CP ¥69,800 ¥59,330
スーパー RC-100112-CP ¥46,000 ¥36,800
メタル RM-100112-CP ¥55,400 ¥47,090
ノンアス RD-100100-CP ¥34,400 ¥29,240
スーパー RC-014205-CP ¥52,200 ¥41,760
メタル RM-014205-CP ¥60,600 ¥51,510
ノンアス RD-014014-CP ¥40,800 ¥34,680
スーパー RC-014205-CP ¥52,200 ¥41,760
メタル RM-014205-CP ¥60,600 ¥51,510
ノンアス RD-014014-CP ¥40,800 ¥34,680
スーパー RC-014205-CP ¥52,200 ¥41,760
メタル RM-014205-CP ¥60,600 ¥51,510
ノンアス RD-014014-CP ¥40,800 ¥34,680
スーパー RC-014205-CP ¥52,200 ¥41,760
メタル RM-014205-CP ¥60,600 ¥51,510
ノンアス RD-014014-CP ¥40,800 ¥34,680
スーパー RC-032205-CP ¥52,200 ¥41,760
メタル RM-032205-CP ¥60,600 ¥51,510
ノンアス RD-032014-CP ¥40,800 ¥34,680

SR20DET 91.01～99.01

スカイライン R32 TB RB20DET 89.05～93.08

SR20DET 91.01～93.10

S14 TB SR20DET 93.10～99.01シルビア

S15 TB SR20DET 99.01～02.11

1JZ-GTE 00.10～04.11

アルテッツァ SXE10 3S-GE 98.10～05.07

4A-GE 83.05～87.04

JZX90 TB 1JZ-GTE 92.10～96.09

マークⅡ・クレスタ・チェイサー

JZX100 TB 1JZ-GTE 96.09～01.10

レビン・トレノ AE86

マークⅡ・ヴェロッサ JZX110 TB

PS13 TB

180SX RPS13 TB

 
★ 上記品番・価格は、ＲＧクラッチカバーとのセット（税抜）となります。 
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下記の車種用のクラッチセットを、 

特別価格にてご提供致します。 
※２枚でご案内させていただきます。【其の二】 

スーパーディスクセット…希望小売価格から２０％オフ 

メタルディスクセット…希望小売価格から１５%オフ 

ノンアスディスクセット…希望小売価格から１５％オフ 
 

 

 

□ キャンペーン期間：平成2７年10月1日～平成2７年1０月3１日 
 

 

□ 価格表 
スーパー RC-006606-CP ¥52,200 ¥41,760

メタル RM-006606-CP ¥52,200 ¥44,370
ノンアス RD-006606-CP ¥37,600 ¥31,960
スーパー RC-006606-CP ¥52,200 ¥41,760

メタル RM-006606-CP ¥52,200 ¥44,370
ノンアス RD-006606-CP ¥37,600 ¥31,960
スーパー RC-006606-CP ¥52,200 ¥41,760

メタル RM-006606-CP ¥52,200 ¥44,370
ノンアス RD-006606-CP ¥37,600 ¥31,960
スーパー RC-005608-CP ¥52,200 ¥41,760

メタル RM-005608-CP ¥55,400 ¥47,090
ノンアス RD-005005-CP ¥39,000 ¥33,150
スーパー RC-006606-CP ¥52,200 ¥41,760

メタル RM-006606-CP ¥52,200 ¥44,370
ノンアス RD-006606-CP ¥37,600 ¥31,960
スーパー RC-005608-CP ¥52,200 ¥41,760

メタル RM-005608-CP ¥55,400 ¥47,090
ノンアス RD-005005-CP ¥39,000 ¥33,150
スーパー RC-022802-CP ¥33,400 ¥26,720
ノンアス RD-022022-CP ¥24,000 ¥20,400
スーパー RC-022802-CP ¥33,400 ¥26,720
ノンアス RD-022022-CP ¥24,000 ¥20,400

98.10～00.12

シビック

インテグラ DC2.DB8 B18C 93.05～01.07

HA12S TB F6A 98.10～00.12
アルトワークス

HA22S TB K6A

EG6.9 B16A 91.09～95.09

EK4 B16A 95.09～00.09

K20A 07.03～10.08

K20A 01.07～07.02

EK9 B16B 97.08～00.09

FD2

シビック タイプR

インテグラ タイプR DC5

 
★ 上記品番・価格は、ＲＧクラッチカバーとのセット（税抜）となります。 

 RACING GEAR NEWS  
RG POWER CLUTCH キャンペーンのご案内 

H27/ 9/25  NO.2015－0027_2 

辰巳屋興業株式会社 自動車用品部 東京都葛飾区西新小岩３－８－４ TEL:03-3696-0620 FAX:03-3696-6721 


	2015-0027_clutch
	2015-0027_clutch_2

