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ガルフェンダー
エアダクトからのフォルムが、高い質
感をもたらし、ステップ部分が力強さ
を強調する存在感あふれる大型ステッ
プフェンダー「ガルフェンダー」を標
準で装備しています。

テールランプ
高光度ファイバー形状のスモールランプ
が夜間走行の視認性と存在をアピール。
流れるウインカーにふさわしい十分な動
きを表現できる視認性に優れたシーケン
シャルウインカーを装備。

ストッパー
トレーラージャッキ
最大負荷360kgのスチール製ストッ
パートレーラージャッキ。タイヤ部分
はソフトゴムの採用により、静かに移
動させることができます。

マグナムアブソーバー
トレーラーの跳ね上がりを吸収し、走
行時のバタつきを解消するマグナムア
ブソーバー。樹脂内部にステンレスを
埋め込んだ特殊アブソーバーピン採用
で静寂性が向上しました。

サイドブレーキ
ストッパートレーラージャッキ以上
の力があるサイドブレーキを装備す
ることで状況による駐車ブレーキの
使い分けが可能になりました。

アジャスタブルタワー
PWCの積載ポジションに合わせて、
多段階で上下調節が可能。あらゆるハ
ル形状にマルチに対応でき、走行時の
安定性にも優れています。

デザイン性と機能性を追求し、
ワイルドなラギッドさを纏う。



車　　種 フレーム材質 全長ｘ全幅ｘ全高 車両重量 積載用途 最大積載量 タイヤ・ホイールサイズ トレーラー規格

 PRO POSITIONS Single
スチール製：メッキ処理+紛体塗装

4,400ｘ1,980ｘ850mm 200kg
ジェットボート
１艇積

550kg
225/55B-12
7J  ET+20

普通８ナンバー
ステンレス製：SUS304

PRO POSITIONS Tandem
スチール製：メッキ処理+紛体塗装

4,400ｘ1,980ｘ880mm 270kg
シングル　ランナバウト

2艇積
450kg

225/55B-12
7J  ET+20

普通８ナンバー
ステンレス製：SUS304

 PRO POSITIONS Seaman スチール製：メッキ処理+紛体塗装 4,700ｘ1,980ｘ1,005mm 200kg 16ft以下のボート 550kg
225/55B-12
7J  ET+20

普通８ナンバー

 Monster G ステンレス製：SUS304 4,400ｘ2,465ｘ850mm 250kg
シングル　ランナバウト

2艇積
500kg

225/55B-12
7J  ET+20

普通８ナンバー

 PRO POSITIONS W-MAX
スチール製：メッキ処理+紛体塗装

4,510ｘ1,980ｘ970mm 300kg
シングル　ランナバウト

2艇積
1,000kg

175R13 8PR
4.5J  ET 0

普通８ナンバー
要牽引免許ステンレス製：SUS304

 Monster W-MAX
スチール製：メッキ処理+紛体塗装

4,550ｘ2,470ｘ950mm 350kg
ランナバウト
2艇積

1,000kg
175R13 8PR
4.5J  ET 0

普通８ナンバー
要牽引免許ステンレス製：SUS304

SPEC  普通車諸元
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メーカー希望小売価格 ¥517,000 税込
¥470,000 税抜

品番：2020-30　

メーカー希望小売価格 ¥748,000 税込
¥680,000 税別

品番：2020-31　

 STEEL BODY

 STAINLESS BODY

PRO POSITIONS Tandem

※写真のトレーラーはSTEEL BODYです。

メーカー希望小売価格 ¥847,000 税込
¥770,000 税抜

品番：2020-32　

 STAINLESS BODY

MONSTER G

メーカー希望小売価格 ¥424,600 税込
¥386,000 税抜

品番：2003-60　

メーカー希望小売価格 ¥595,100 税込
¥541,000 税抜

品番：2003-61　

 STEEL BODY

 STAINLESS BODY

PRO POSITIONS Single

※写真のトレーラーはSTAINLESS BODYです。

メーカー希望小売価格 ¥445,500 税込
¥405,000 税抜

品番：2000-05　

アルミボートなどに最適。
バウストッパー付きアジャスタブルシーマンタ
ワーとキールローラーで16フィート以下のアル
ミボートなどに対応しています。

 STEEL BODY

PRO POSITIONS SEAMAN

※すべてのホイールはPCD114.3です。　※普通車にサイドブレーキは装備していません。

メーカー希望小売価格 ¥770,000 税込
¥700,000 税抜

品番：2020-40　

メーカー希望小売価格 ¥1,023,000 税込
¥930,000 税抜

品番：2020-41　

 STEEL BODY

 STAINLESS BODY

PRO POSITIONS W-MAX

キャリーハンドル　
W-MAX用
押す、引く、持ち上げるの
動作に必須アイテム。前後
２方向に取り付け可能です。
No.1719-14 
¥9,800（税抜）

OPTION

要牽引免許

※写真のトレーラーはSTAINLESS BODYです。

メーカー希望小売価格 ¥770,000税込
¥700,000 税抜

品番：2020-42　

メーカー希望小売価格 ¥1,023,000 税込
¥930,000 税抜

品番：2020-43　

STEEL BODY

STAINLESS BODY

MONSTER W-MAX
要牽引免許

ソレノイド式カプラー
ソレノイド式カプラーは後退時にかか
る制動力を、牽引車からの後退信号を
受信してソレノイドスイッチが自動
でブレーキを解除します。アメリカ
UFP社製。

油圧慣性ブレーキシステム
油圧慣性ブレーキシステムは、牽引
車が減速することで、カプラー内部
に圧力がかかり、ディスクブレーキ
に伝えられて制動力を発揮します。

W-MAX 特別装備

 普通車   普通車



メーカー希望小売価格 ¥456,500 税込
¥415,000 税抜

品番：2020-14　

メーカー希望小売価格 ¥566,500 税込
¥515,000 税抜

品番：2020-15　

 STEEL BODY

 STAINLESS BODY

ADEL REVO17

※写真のトレーラーはSTEEL BODYです。
※EX仕様は＋22,000税込（20,000税抜）
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メーカー希望小売価格 ¥407,000 税込
¥370,000 税抜

品番：2020-10　

メーカー希望小売価格 ¥517,000 税込
¥470,000 税抜

品番：2020-11　

 STEEL BODY

 STAINLESS BODY

ADEL REVO

※写真のトレーラーはSTEEL BODYです。
※EX仕様は＋22,000税込（20,000税抜）

ADEL TANDEM

メーカー希望小売価格 ¥500,500 税込
¥455,000 税抜

品番：2021-10　

 STEEL BODY

メーカー希望小売価格 ¥407,000 税込
¥370,000 税抜

品番：2020-20　

メーカー希望小売価格 ¥517,000 税込
¥470,000 税抜

品番：2020-21　

 STEEL BODY

 STAINLESS BODY

LOPROSS REVO

車　　種 フレーム材質 全長ｘ全幅ｘ全高 車両重量 積載用途 最大積載量 タイヤ・ホイールサイズ トレーラー規格

 ADEL REVO（ADEL REVO Ex）
スチール製：メッキ処理+紛体塗装 4,005ｘ1,690ｘ850mm

（4,500ｘ1,690ｘ850mm）
190kg

PWC1艇積 500kg
195/45R-15
7J  ET+35

小型８ナンバー
ステンレス製：SUS304 180kg

 ADEL REVO WHITE スチール製：メッキ処理+紛体塗装 4,005ｘ1,690ｘ850mm 190kg PWC1艇積 500kg
195/45R-15
7J  ET+35

小型８ナンバー

 LOPROSS REVO
 （LOPROSS REVO Ex）

スチール製：メッキ処理+紛体塗装 4,005ｘ1,690ｘ850mm
（4,500ｘ1,690ｘ850mm）

190kg
PWC1艇積

500kg
550kg

225/55B-12
7J  ET+20

小型８ナンバー
ステンレス製：SUS304 180kg

 ADEL TANDEM スチール製：メッキ処理+紛体塗装 4,005ｘ1,690ｘ960mm 220kg PWC2艇積 500kg
195/45R-15
7J  ET+35

小型８ナンバー

SPEC  小型車諸元

※すべてのホイールはPCD114.3です。

メーカー希望小売価格 ¥594,000 税込
¥540,000 税抜

品番：2020-50　

メーカー希望小売価格 ¥704,000 税込
¥640,000 税抜

品番：2020-51　

 STEEL BODY

 STAINLESS BODY

ADEL HR Edition

※写真のトレーラーはSTAINLESS BODYです。
※EX仕様は＋22,000税込（20,000税抜）

メーカー希望小売価格 ¥346,500 税込
¥315,000 税抜

品番：2019-00　

 STEEL BODY

LOPROSS Lite

 小型車

車　　種 フレーム材質 全長ｘ全幅ｘ全高 車両重量 積載用途 最大積載量 タイヤ・ホイールサイズ トレーラー規格

ADEL REVO17
 （ADELREVO17 Ex）

スチール製：メッキ処理+紛体塗装 4,005ｘ1,690ｘ850mm
（4,500ｘ1,690ｘ850mm）

200kg
PWC1艇積 500kg

205/45R-17
7J  ET+40

小型８ナンバー
ステンレス製：SUS304 190kg

 ADEL HR Edition
（ADEL HR Edition Ex）

スチール製：メッキ処理+紛体塗装 4,005ｘ1,690ｘ850mm
（4,500ｘ1,690ｘ850mm）

190kg
PWC1艇積 500kg

245/30-14 
8J  ET-6

小型８ナンバー
ステンレス製：SUS304 180kg

 LOPROSS Lite スチール製：メッキ処理+紛体塗装 4,005ｘ1,690ｘ850mm 170kg PWC1艇積 500kg
155R12C  6PR
4J  ET 0

小型８ナンバー

SPEC  小型車諸元

※すべてのホイールはPCD114.3です。　※LOPROSS Lite/ ADEL HR Editionにサイドブレーキは装備していません。　※LOPROSS Liteはスタンダードトレーラージャッキです。

  小型車

※写真のトレーラーはSTEEL BODYです。
※EX仕様は＋22,000税込（20,000税抜）
※ロプロスシリーズは550kg積載仕様もあります。

ステンレスモデルはボルト・ナットに
ステンレス採用。足回りなど一部除く。

ハヤシレーシング　ホイール
老舗ホイールメーカーのハヤシレーシング
製、史上最大タイヤ幅245の大迫力タイヤ。

225ワイドタイヤ
スタックレス性能に優れた、世界で唯一トレー
ラー専用設計のタイヤ幅225のワイドタイヤ。

15インチアルミ
フィンデザインの15インチアルミホイー
ル。トレーラーをスタイリッシュに見せる。

17インチアルミホイール
抜群のインパクトでホイールの存在感が際
立つ、大型のアルミホイール。

ADEL REVO WHITE

メーカー希望小売価格 ¥407,000 税込
¥370,000 税抜

品番：2022-20　

 STEEL BODY

30台限定

NEW 2022

ステンレスモデルはボルト・ナットに
ステンレス採用。足回りなど一部除く。

NEW 2022



225ワイドタイヤ
スタックレス性能に優れた、トレーラー専用設
計のワイドタイヤ。

15インチアルミ
フィンデザインの15インチアルミホイール。
トレーラーをスタイリッシュに見せる。
※RRシリーズは変更可能。

ワイヤーブレーキキット
品番：0605-21

￥33,000/台 税込

ワンタッチでタイヤを直接
ロックし、トレーラーを停車
させることができます。

チッピング塗装
品番：AS02-20　

￥52,800/台 税込

アルミ板に通常の塗装よりも
塗膜が分厚く、表面強度にす
ぐれ滑り止め効果も高い高級
感のある塗装です。

無段階リアジャッキ
品番：AS01-11  

￥14,300/個 税込

トレーラーを単体で使用する際
トレーラー前方の浮き上がりを
防止します。付属の丸棒を使用
してジャッキが地面に設置され
た状態から更にしっかりと地面
に固定できるリアジャッキです。

08

メーカー希望小売価格 ¥286,000 税込
¥260,000 税抜

品番：AS01-00　

 STEEL BODY

ADVENTURE BX

※ヒッチキャリアなどを使用して
　荷物を載せた状態で走行はできません。
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メーカー希望小売価格 ¥264,000 税込
¥240,000 税抜

品番：2020-00　

 STEEL BODY

A-1

メーカー希望小売価格 ¥341,000 税込
¥310,000 税抜

品番：2020-01　

メーカー希望小売価格 ¥462,000 税込
¥420,000 税抜

品番：2020-03　

 STEEL BODY

 STAINLESS BODY

RR Single

メーカー希望小売価格 ¥374,000 税込
¥340,000 税抜

品番：2020-05　

メーカー希望小売価格 ¥484,000 税込
¥440,000 税抜

品番：2020-06　

 STEEL BODY

 STAINLESS BODY

RR Tandem

※写真のトレーラーはSTEEL BODYです。

車　　種 フレーム材質 全長ｘ全幅ｘ全高 車両重量 積載用途 最大積載量 タイヤ・ホイールサイズ トレーラー規格

 RR Single
スチール製：メッキ処理+紛体塗装

3,400ｘ1,480ｘ900mm
140kg

PWC1艇積 350kg
225/55B-12
7J  ET+20

軽８ナンバー
ステンレス製：SUS304 130kg

 RR Tandem
スチール製：メッキ処理+紛体塗装

3,400ｘ1,480ｘ880mm
150kg シングルPWC

2艇積
350kg

225/55B-12
7J  ET+20

軽８ナンバー
ステンレス製：SUS304 150kg

 A-1 スチール製：メッキ処理+紛体塗装 3,400ｘ1,480ｘ900mm 130kg PWC1艇積 350kg
155R12C  6PR
4J  ET 0

軽８ナンバー

※すべてのホイールはPCD114.3です。　※軽自動車にサイドブレーキは装備していません。

車　　種 フレーム材質 全長ｘ全幅ｘ全高 車両重量 積載用途 最大積載量 タイヤ・ホイールサイズ トレーラー規格

 ADVENTURE BX スチール製：2層仕上げ
（メッキ/粉体塗装）

3,070ｘ1,440ｘ990mm 180kg 多目的
150kg
250kg
350kg

205/50-10
6J  ET 0

軽4ナンバー

 軽自動車   軽自動車

SPEC  軽自動車諸元 SPEC  軽自動車諸元

※すべてのホイールはPCD114.3です。　※軽自動車にサイドブレーキは装備していません。

OPTION

専用カバー
品番：AS01-10 

￥25,300/個 税込

カーゴトレーラーのサイズに
設計された、専用の荷台カ
バーです。
運搬時の荷物の飛散や雨風か
ら大切な荷物を守ります。

ストッパージャッキ
品番：AS02-01　

￥27,720/本 税込

ノーマルジャッキに比べ簡易
のフットブレーキが内蔵され
ており、トレーラーを制止さ
せることができます。タイヤ
にはゴムが使われており、運
搬時の振動や音を軽減します。

サイド迷彩デカール
品番：AS02-00　

￥9,350/左右 税込

アオリ左右2面に迷彩柄の耐
水デカールを施工できます。
大自然にも都会にも映える個
性豊かなサイドデカール全4
種類。
※写真左からA, B, C, D

TIGHT JAPAN PRODUCT CATALOG 2022

アオリフック
アオリを水平に固定する際に必要なフッ
クポイントが付属しています。別売のベ
ルトで水平に固定することでテーブルや
作業台として使用できます。

2インチヒッチマウント
US規格2インチに対応したマウントが装
備されています。市販のキャリアなどを
荷物置き代わりにするなど、使い方は無
限大です。

24V対応テールランプ
灯火類はすべてLED、24v車対応。

メッキフレーム
車両フレームやアオリにはメッキ処理が
された材料を使用し、粉体焼付塗装で仕
上げていますので高耐食性を実現してい
ます。

RENEWAL

NEW NEW NEW NEW
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バイクとの一体感と優美さを追求しデザインされた、
”Motor Cycle Maxtrailer” メーカー希望小売価格 ¥352,000 税込

¥320,000 税抜
品番：2022-10　

 STEEL BODY

 MC MAXTRAILER

コネクターホルダー
品番：0102-11　￥3,080 税込
コネクターを素早く収納できる最適な角度
のホルダーとセーフティーワイヤーをかけ
るフックが付いたコネクターホルダー。

テールランプ
高光度ファイバー形状のスモールラン
プが夜間走行の視認性と存在をアピー
ル。流れるウインカーにふさわしい十
分な動きを表現できる視認性に優れた
シーケンシャルウインカーを装備。

アルミホイール/ガルフェンダー
195/45R15  7J  ET+35
トレーラーの足元を引き締めるアルミ
ホイールと足場となるステップフェン
ダー。バイクの昇降時に足場として利
用できます。

ロープやタイダウンなど様々の方法で
バイクを固定できるように豊富なフッ
ク穴を設けました。

バイクラダー
トレーラー専用に角度、長さ、収納性
など全て新設計されたラダーです。爪
式　全長1,800ｍｍ　耐荷重300kg

調整式タイヤストッパー
フロントタイヤ幅80〜130　、タイ
ヤ径12〜21インチ、軸距離1600mm
までのバイクに対応。

低床荷台
地上高300ｍｍ
積み下ろし時の足場をしっかり確保し
た広い荷台。

車　　種 フレーム材質 全長ｘ全幅ｘ全高 車両重量 積載用途 最大積載量 タイヤ・ホイールサイズ トレーラー規格

 MC MAXTRAILER スチール鍍金粉体のダブルコート 3,280ｘ1,480ｘ850mm 170kg バイク1台積み 250kg
300kg 195/45R15 7J 軽8ナンバー

SPEC  軽自動車諸元

※すべてのホイールはPCD114.3です。　※軽自動車にサイドブレーキは装備していません。

OPTION

キャリーハンドル3
品番：0719-16　￥13,750 税込
トレーラーを移動させる時になくてはならな
いスタイリッシュなハンドル。取付位置は前
後に調整可能。

コンパクト収納式タイダウン
品番：0706-23　￥16,500 税込
ワンプッシュで巻取り可能なオールステンレスタイ
ダウン。任意の定位置で固定したままのタイダウン
ベルトなので一人でバイクを楽々固定できます。

ストッパートレーラージャッキ
最大負荷360kgのスチール製ストッ
パートレーラージャッキ。タイヤ部分
はソフトゴムの採用により、静かに移
動させることができます。

爪式ラダー専用リアステップ
適切な角度を設けたリアステップと専
用ラダーの組合せでスムーズにバイク
を積み下ろしできます。

マルチストラップ
カモフラージュ　品番：0706-06　
ブラック　品番：0706-09　

￥1,045 税込
バイクを傷つけることなく、コンパク
ト収納タイダウンと併用してバイクを
固定できます。ベルト長：340mm。

※写真はオプション装着車
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■フロントボックス

ちょっとした小物やウエット
スーツなど車内に積みにくい
物に便利です。耐荷重35kg　
※ガソリン携行缶は積載しな
いで下さい。
※ ワイヤーブレーキ付小型車
へは装着不可。

●'02 ～軽自動車用　A:490mm×B:680mm×C:830mm×D:125mm
　メッキ仕様：No.0704-08  ¥29,700 税込　￥27,000 税抜

　ステンレス：No.0704-10  ¥48,400 税込　￥44,000 税抜

●プロポジション用　A:740mm×B:790mm×C:1,290mm×D:160mm
　メッキ仕様：No.0704-07  ¥46,200 税込　￥42,000 税抜

■ドレスアップSMD
●ブルー
No.1105-06  ¥3,850 税込　￥3,500 税抜

●グリーン
No.1105-07  ¥3,850 税込　￥3,500 税抜

長さ：500mm　両面テープ付 1本
防水型テープSMDで、トレーラー下側部をライト
アップ。夜間走行の安全性が向上し、PWCとトレー
ラーをスタイリッシュに演出します。

オプション価格：No.0001-25  
¥11,000/1セット（2本）税込　￥10,000 税抜

ステンレス製

■キャリーハンドル
トレーラーを動かす時、持つ所が無かったり、カプラーグリップなどを付けても低い体勢で
力が入らず、移動がしにくかったのですが、キャリーハンドルを使うと手押し車感覚で楽に
動かせ、車との連結もスムーズにできます。一部の他社トレーラーにも取付可能。

  KABUTO（スチール製）

  ワンハンド（スチール製）

  キャリーハンドル-3

ブルー点灯時

グリーン点灯時

■有機ELステッカー
●ブルー
No.0799-16  ¥4,400 税込　￥4,000 税抜

●グリーン
No.0799-17  ¥4,400 税込　￥4,000 税抜

長さ：520mm　高さ：58mm　厚さ：0.5mm　
両面テープ付 1枚
厚みわずか0.5mmの発光型有機ＥＬステッカー。
  トレーラーフレームへ取付が可能で、今までにな
い ドレスアップアイテムです。

オプション価格：No.0001-27  
￥22,000/1台 税込　￥20,000 税抜
※普通車両への施工はお問い合わせください。

収納時

■リアジャッキ
No.0703-01  ¥14,300 税込　￥13,000 税抜

トレーラーを洗車する時や、ＰＷＣのメンテナンスに転倒防止
やナンバープレートの損傷を防ぎます。
収納式で手軽に使用ができます。また収納時のバタつき防止
の為、ゴム素材を採用し走行時の静粛性にも優れています。

5050SMD30個使用
防水樹脂加工＋伸縮クリアカバー仕様

ブルー点灯時

グリーン点灯時

■リアラダー
No.0707-00  
¥52,800 税込　￥48,000 税抜

軽自動車１艇積・小型車専用
トレーラーの重要部分である車軸、電装部品を水に浸けずに、
スムーズ且つ、手軽に積み降ろしができます。リアラダー収納
後のリア部分は、ピンで止める安全設計です。

■キャリーハンドル	-KABUTO-
●マルチタンデムVタワー（50×50）用
ステンレス製
No.0719-11  ¥15,180 税込　￥13,800 税抜

スチール製
No.0719-10  ¥9,900 税込　￥9,000 税抜

●アジャスタブルタワー（75×45）用
ステンレス製
No.0719-17  ¥15,180 税込　￥13,800 税抜

スチール製
No.0719-18  ¥9,900 税込　￥9,000 税抜

チェーン・ワイヤー＆電極コネクター用ホルダー付。
キャリーハンドル本体と、補強ステー付属。従来の
ハンドルに比べ押す、引く、持ち上げるの動作が格
段に向上しました。

■ワンハンドキャリーハンドル
●ステンレス製
No.0719-13  ¥8,800 税込　￥8,000 税抜

●スチール製
No.0719-12  ¥5,500 税込　￥5,000 税抜

■キャリーハンドル-3
●ステンレス製
No.0719-16  ¥13,750 税込　￥12,500 税抜

チェーン・ワイヤー＆電極コネクター用ホルダー付。
SMD EL
24V 非対応

SMD EL
24V 非対応

■コンパクト収納式タイダウン
●取付キット
No.0706-23  ¥16,500 税込　¥15,000 税抜

●タイダウンのみ
No.0706-24  ¥13,750 税込　¥12,500 税抜

ベルト長：1,000ｍｍ  ベルト幅：25ｍｍ  
締付力：300kg  破断荷重：600kg
ワンプッシュで巻き取り可能なタイダウン。ステンレス
製で腐食にも強く、PWCを傷つけないために、フックは
樹脂でコーティングし、材質にもステンレスを採用して
います。

●取付プレートボルト

No.0706-25  ¥3,850 税込　¥3,500 税抜
※片側の金額です。

タイダウン取付に必要なステンレスプレート。付属ボル
トもステンレス採用。フック部分もステンレス製です。

※マックストレーラー専用設計のため、他社のトレーラーについてはお問い合せください。※2艇積及び普通車に
は装着できません。　※ウッドレール仕様の場合は調整が必要な場合もあります。　※PWCのハル形状よっては
装着できない場合があります。　※リアラダーを装着した場合リアラダーを使わずにPWCを上げ下ろしする事は
できません。

■フロントボックス（ワイヤーブレーキ付小型車用）

●小型車用　A:490mm×B:750mm×C:985mm×D:50 〜 150mm

　ステンレス：No.0704-13  ¥52,800 税込　￥48,000 税抜

■フロントボックス専用ネット
No.0704-24  ¥2,750 税込　￥2,500 税抜

■サイドストレージボックス		専用ネット付
●ステンレス製：No.0704-22  ¥32,450 税込　￥29,500 税抜

●スチール製　：No.0704-21  ¥24,200 税込　￥22,000 税抜

H:140×W:524×D:295mm　
耐荷重20kg（フレームに直接取付け
た場合）
ツールボックスやアンカーなど、頻
繁に使用する小物の収納ボックス。
前面の開口部が広く設計されている
ので、PWCを積載したままでの出し
入れもしやすくなっています。（取付
位置によっては不可） 　※ガソリン
携行缶は積載しないでください。

スチール製

新車ご注文時限定のステンレスパッケージ。

■ウルトラコンビネーションテールランプ
1台：No.0001-36  ¥38,500 税込　￥35,000 税抜　

縦160ｘ横390ｘ厚さ135mm　
テールランプ大型化し、より迫力のある仕上がりになっています。また、高光度ファイ
バー型スモールランプにより、夜間の視認性が向上。ウィーンカー部は左右に大きな躍
動感を表現できる、シーケンシャルウィンカーを標準装備しました。
全車種対応　※一部標準車両あり

牽引車のウィンカーと連動し、トレーラー側のウィンカーが連鎖式で流れるように設計されています。

IIPX6

■マルチコネクターホルダー
No.0102-11  
¥3,080 税込　￥2,800 税抜
コネクターとセーフティーワイヤーをま
とめて収納できる便利なホルダーです。
ホルダーは差し込みしやすい角度に設計
されています。

ステンレス製

1セット

■サイドストレージボックス専用ネット
No.0704-23  ¥1,650 税込　￥1,500 税抜

TRAILER OPTION

■ステンレスパッケージ
小型車一部専用のパッケージです。
その他の車両についてはお問い合わ
せください。

●No.0001-35　
¥73,700 税込　￥67,000 税抜

新車ご注文時限定のテールランプオプション。

トレーラーご注文時限定のお
得なステンレスオプションで
す。トレーラに装備されてい
るウィンチとタワー本体をス
テンレス製へお得な価格で変
更できます。

NEW
ARRIVALS

NEW
ARRIVALS

■ステンレスレール
●オプション価格：No.0001-37　¥49,500/1台 税込　￥45,000 税抜

●単品価格：No.0407-02　¥27,500/1本 税込　￥25,000 税抜

鏡面仕上げのSUS304製レールです。
小型車専用　取付ボルト付き　2,000mm
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TRAILER PARTS

■ストッパートレーラージャッキ
スチール製 最大負荷：360kg　
No.0702-00  
¥30,800 税込　¥28,000 税抜

タイヤ径：150mm　
ストローク量：280mm　可倒式
アルミ製のホイール部分とハンドル部分にグリ
スニップルがついていますので、定期的なグリ
スアップでスムーズな操作性が持続します。ま
た、タイヤ部分はソフトゴムの採用により静か
に移動させることができます。車輪から取外し
可能で傷んだ場合は交換もできます。

■ストッパートレーラージャッキ
　タイヤ＆ベース
スチール製 最大負荷：360kg　
No.0702-01 
¥16,500 税込　¥15,000 税抜

■スタンダードトレーラージャッキ
No.0703-00  
¥10,780 税込　¥9,800 税抜

最大負荷：360kg　タイヤ径：140mm
ストローク量：280mm　可倒式

■ハンドウインチ
㊤シングルギア540kg　ステンレス製
No.0306-10  
¥27,500 税込　¥25,000 税抜

㊦シングルギア540kg　スチール製
No.0306-00  
¥7,480 税込　¥6,800 税抜

■ウインチストラップ
●ブラック（スチールフック）：
No.0306-05  ¥5,500 税込　¥5,000 税抜

●ブラック：No.0306-12  
¥6,380 税込　¥5,800 税抜

●レッド　：No.0306-13  
¥6,380 税込　¥5,800 税抜

●ブルー　：No.0306-15  
¥6,380 税込　¥5,800 税抜

●イエロー：No.0306-14  
¥6,380 税込　¥5,800 税抜

幅：50ｍｍ　長さ5,000ｍｍ
ロストワックス製法のオリジナルフック形
状で、あらゆる船体のバウアイに適合しま
す。

■STタワー
●ステンレス製：No.0302-07  
¥44,000 税込　¥40,000 税抜

●スチール製：No.0302-06  
¥24,200 税込　¥22,000 税抜

船体に合わせてローラーの高さや前後の位
置が調整でき、各メーカーのシングル艇に
対応します。レールとの共締めで固定しシ
ングルＰＷＣに最適なレール幅になるよう
設計されています。

■マルチタンデムVタワー
●ステンレス製：No.0301-05  ¥46,200 税込　¥42,000 税抜

●スチール製　：No.0301-02  ¥24,200 税込　¥22,000 税抜

シングルギア540kgスチールウインチ、
ストラップ、取付ボルト　一式セット　
※差額にてウインチ変更可能です。

ステンレス製

■マルチタンデムタワー
●ステンレス製：No.0301-07  ¥46,200 税込　¥42,000 税抜

●スチール製：No.0301-00  ¥24,200 税込　¥22,000 税抜

シングルギア540kgスチールウインチ、
ストラップ、取付ボルト　一式セット　
※差額にてウインチ変更可能です。

ステンレス製

■アジャスタブルタワー
●ステンレス製：No.0301-12 
¥54,450 税込　¥49,500 税抜

●スチール製：No.0301-11 
¥32,450 税込　¥29,500 税抜

シングルギア540kgスチールウインチ、ス
トラップ、取付ボルト　一式セット　
PWCのハル位置に合わせて、バウローラー
の位置を上下調節できるように設計されてい
ます。
※差額にてウインチ変更可能です。

スチール製

ステンレス製

■バウストッパー
No.0492-03   ¥6,600 税込　¥6,000 税抜

78×170mm（縦×横）

■バウローラー
No.0492-01  ¥2,200 税込　¥2,000 税抜

75×80mm（縦×横）

■バウサイドローラー
NO.0302-05　¥2,200 税込　¥2,000 税抜

80×25mm（直径×厚さ）　2個セット

■キールローラーAssy
8インチ

●ステンレス：No.0757-02  
¥16,500 税込　¥15,000 税抜

●スチール：No.0757-01  
¥9,350 税込　¥8,500 税抜

■ガルフェンダー
左右兼用：No.0503-60  ¥22,000 税込　¥20,000 税抜

エアダクトからのフォルムが高い質感をもたらし、ステップ部分
が力強さを強調する存在感あふれる大型ステップフェンダーです。

■ガルフェンダーキット
No.0503-61  
¥52,800 税込　¥48,000 税抜

お手持ちのマックストレラー各種の
フェンダーをボルトオンでステップ付
きフェンダーに変更できるガルフェ
ンダーキット
※適合確認が必要です。

■ガルフェンダー用ステッカー
各色　¥7,480 税込　¥6,800 税抜

●シルバー　No.0799-28  
●ゴールド：No.0799-29
●ブルー　：No.0799-27
●レッド　：No.0799-19
●グリーン：No.0799-24

反射ステッカー

■エアフェンダー
No.0503-06  
¥8,800 税込　¥8,000 税抜

幅265mm　左右兼用　1枚　ABS製

■ブラックホイール
●ホイールのみ　1本
No.0504-02  
¥11,550 税込　¥10,500 税抜

ET：7J  +20

●225タイヤセット　1本
No.0501-06 
¥35,200 税込　¥32,000 税抜

サイズ：225-55-B12
ET：7J  +20

■化粧ホイールナット
M12×P1.25　1個
各種　¥275 税込　¥250 税抜
●ソケット17mm
メッキ　：No.0905-05
ブラック：No.0905-06
●ソケット19mm
メッキ　：No.0905-03
●ソケット21mm
メッキ　：No.0905-01

■トレーラー用タイヤ
155タイヤ
No.0501-00 
¥21,780 税込　¥19,800 税抜

サイズ：155-R12／ ET：4J  0
PCD：114.3 5H
タイヤ・ホイールセット　1本

■ランチャー用
スペアタイヤラック

No.0704-19  
¥4,400 税込　¥4,000 税抜

ステンレス製

■ウレア系ハイマルチグリス
No.0750-01  
¥3,300 税込　¥3,000 税抜

耐熱性・耐水性・潤滑性に優れ、ピン周り、
摺動部から高温・高荷重の軸受部までオー
ルマイティーに使用できるグリスです。

■駐車ブレーキセット
No.0605-04 
¥8,800 税込　¥8,000 税抜

■ハブAssy
共通ＰＣＤ114.3ｍｍ
ハブボルトＭ12ピッチ1.25
※ トレーラーの年式によっても異なりますので詳し
くはお問合せください。

●軽ダブルアール用5穴
No.0604-01  ¥23,650 税込　¥21,500 税抜

●ADEL用5穴
No.0604-04  ¥26,950 税込　¥24,500税抜

●小型車・普通車用5穴
No.0604-02 ¥25,300 税込　¥23,000 税抜

1セット

■ハブベアリング
㊧25φ用：No.0605-00  
¥2,200 税込　¥2,000 税抜

㊥28φ用：No.0605-07  
¥2,970 税込　¥2,700 税抜

㊨35φ用：No.0605-08  
¥3,190 税込　¥2,900 税抜

1個

■ダブルリップ型ハブシール
㊧S：No.0605-09  
¥1,045 税込　¥950 税抜

㊨L：No.0605-10  
¥1,320 税込　¥1,200 税抜

1枚

NEW
ARRIVALS

NEWステンレスフック採用

TRAILER PARTS

1個
NEW
ARRIVALS

NEW
ARRIVALS

NEW
ARRIVALS
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スチール製　2個セット

■ハブセンターカバー
●No.0605-18  
¥3,080 税込　¥2,800 税抜

■ハブ用ボルト・ナットセット
No.0905-00  
¥825 税込　¥750 税抜

12mm　ピッチ1.25

1セット

■ハブキャップ
No.0605-02  
¥1,980 税込　¥1,800 税抜

2個セット

■スチールフラットレール
㊤1,830mm 取付穴ピッチ 1,290mm
No.0407-00  
¥15,950 税込　¥14,500 税抜

㊦2,000mm 取付穴ピッチ 1,500mm
No.0407-01 
¥17,600 税込　¥16,000 税抜

1本　取付ボルト付き

■アルミフラットレール
㊤1,830mm 取付穴ピッチ 1,290mm
No.0406-00 
¥20,350 税込　¥18,500 税抜

㊦2,000mm 取付穴ピッチ 1,500mm
No.0406-03 
¥22,550 税込　¥20,500 税抜

1本　取付ボルト付き

■ウッドレール
No.0405-01  
¥11,000 税込　¥10,000 税抜

2,000mm　取付穴ピッチ：1,430mm

1本
■カラーレール
各色  ¥2,860 税込　¥2,600 税抜

●グリーン：No.0406-02
●レッド　：No.0406-01
●ブラック：No.0406-04
●ブルー　：No.0406-05 
●フラボイエロー：No.0406-06

2,000mm　よくすべります1本

■角パイプ用黒キャップ
㊨50×50：No.0491-00  
¥385 税込　¥350 税抜

㊧75×45：No.0491-01
¥385 税込　¥350 税抜

1個

■50角	固定ブラケット
スチール製：No.0410-21  
¥3,850 税込　¥3,500 税抜

50角パイプをスッキリ固定できる便利な
ブラケット。

■Vベッドマウント（軽用）
㊤スチール：No.0401-01  
¥19,800 税込　¥18,000 税抜

㊦ステンレス：No.0401-02  
¥38,500 税込　¥35,000 税抜

1台分　取付ボルト付き

■ステンレスイージーカプラーピン
No.0202-02  ¥2,200 税込　￥2,000 税抜

ゲレンデ内での移動や、ちょっとした牽引時に安心。カプラーに取
付けるストラップタイプ。
※トレーラーの盗難防止には使用できません。

■トレーラーカプラー
㊤1-7/8インチ　CLASSⅠ 900kg　ハウジング幅2インチ
No.0201-00  ¥6,600 税込　￥6,000 税抜

㊦2インチ　CLASSⅡ 1,570kg　ハウジング幅2インチ
No.0201-02　¥6,600 税込　￥6,000 税抜

■カプラーエクステンド
No.0713-00  ¥35,200 税込　￥32,000 税抜

2インチカプラー用　全長：2,000mm
水際に入って行けない場合の延長カプラーです。
※カプラーエクステンドを装着しての走行はできません。
※マックストレーラー軽自動車・小型車専用です。

■マルチコネクターホルダー
No.0102-11  ¥3,080 税込　￥2,800 税抜

コネクターを素早く収納できる最適な角度のホル
ダーとセーフティーワイヤーをかけるフックが付い
た形状のマルチコネクターホルダー。

ステンレス製

■ビーチスタンドラック
No.0704-20  ¥19,800 税込　¥18,000 税抜

H:760×W:360×D:315mm
ビーチスタンドをトレーラーに積載することで、車内
の汚れ、傷つきを軽減します。別売のサイドストレー
ジボックスの取付も可能です。（ラックに取付時の耐
荷重10kg）

ビーチススタンドラッ
クにサイドストレージ
ボックスを取付けるこ
とも可能です。

■キャリーハンドルグリップ
No.0719-02  
¥660 税込　¥600 税抜

■セーフティーチェーン
No.0221-00  
¥4,400 税込　¥4,000 税抜

■セーフティーワイヤー
　ストッパー付
No.0221-01  
¥4,400 税込　¥4,000 税抜

■カプラーピン
㊧カプラーピン1：No.0202-01  
¥880 税込　¥800 税抜

㊨カプラーピン2：No.0202-03  
¥880 税込　¥800 税抜

50×65×65mm（縦×横×ピン長）

㊧ストレートカプラーロックキー　ピン径：7φ 

No.0220-01  ¥3,300 税込　¥3,000 税抜

㊨ストレートボールマウントロックキー 　ピン径：16φ 
No.0220-02  ¥3,850 税込　¥3,500 税抜

■セット　No.0220-00  ¥5,500 税込　¥5,000 税抜

1つのキーで
両方開きます。

■M10		75×45角パイプ用ロングボルト
●スチール：No.0908-00  ¥880 税込　¥800 税抜

●ステンレス：No.0908-01  ¥1,870 税込　¥1,700 税抜

A:150×B:63×C:10mm

■M10		75×45角パイプ縦用ボルト
●スチール：No.0901-00  ¥660 税込　¥600 税抜

●ステンレス：No.0901-01  ¥1,210 税込　¥1,100 税抜

A:100×B:60×C:10mm

■M10		75×45角パイプ横用ボルト
●スチール：No.0902-00   ¥660 税込　¥600 税抜

●ステンレス：No.0902-01  ¥1,100 税込　¥1,000 税抜

A:70×B:97×C:10mm

■M8		50×50角パイプ用ボルト
●スチール：No.0903-00  ¥550 税込　¥500 税抜

●ステンレス：No.0903-01  ¥1,045 税込　¥950 税抜

A:70×B:63×C:8mm

セーフティーナット・ワッシャー付　※ステンレスボルトに付属するナットはスチール製です。

■ナンバーブラケットⅡ
●ステンレス：No.1213-15  
¥10,450 税込　¥9,500 税抜

●スチール　：No.1213-14  
¥5,830 税込　¥5,300 税抜

■アブソーバー樹脂ピン
No.0601-05 ¥2,530 税込　¥2,300 税抜

■マグナムアブソーバー
No.0601-00  ¥12,000 税込　¥10,000 税抜

伸び側だけに作用
し、ボートの跳ね
上がりを抑えます。

■50×50ホーシングAssy	
●軽ダブルアール用5穴：No.0603-04  ¥60,500 税込　¥55,000 税抜

●ADEL用5穴：No.0603-09  ¥71,500 税込　¥65,000 税抜

●ロプロス用5穴：No.0603-07  ¥71,500 税込　¥65,000 税抜

●プロポジション用5穴：No.0603-05 ¥74,800 税込　¥68,000 税抜

※ '99〜 '01迄の38×38ホーシングを50×50タイプに交換する場合は、駐車ストッパー・ボ
ルトも交換が必要となります。

■リーフスプリング
●3枚式  '97 ～軽ダブルアール用：No.0602-00  ¥19,800 税込　¥18,000 税抜

●3枚式  '07 ロプロス用 ブッシュ付リーフ 645
No.0602-13  ¥27,500 税込　¥25,000 税抜

●4枚式  '07 プロポジション用 ブッシュ付リーフ 645
No.0602-14  ¥30,800 税込　¥28,000 税抜

2個セット

2本セット ピン付　1本 ボルト付

1枚

TRAILER PARTSTRAILER PARTS

■スラントスタビライザー
No.0410-20  
¥16,500 税込　¥15,000 税抜

全長1,690mm　スラント高低差50mm
タワー位置の調整や変更に多彩なバリエー
ションを発揮する補助パーツ。　　

■カプラーロックキー
No.0202-00  
¥2,750 税込　¥2,500 税抜
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■ウルトラコンビネーションテールランプ
左用：No.1216-24  ¥30,000（税抜）

右用：No.1216-25  ¥30,000（税抜）

縦160ｘ横390ｘ厚さ135　
テールランプ大型化し、より迫力のある仕上がりに
なっています。また、高光度ファイバー型スモール
ランプにより、夜間の視認性が向上。ウィーンカー
部は左右に大きな躍動感を表現できる、シーケン
シャルウィンカーを標準装備しました。

牽引車のウィンカーと連動し、トレーラー側のウィンカーが
連鎖式で流れるように設計されています。Ingress Protection IPX6

■レイズテールランプ
No.1216-20  
¥13,750 税込　¥12,500 税抜
縦:125×横:238×厚さ:50mm　

1個　24V対応（2018年モデルから）

点灯時

1個　24V対応（2018年モデルから）

■レイズテールランプ2
No.1216-23  
¥13,750 税込　¥12,500 税抜
縦:125×横:238×厚さ:50mm　

1個　24V対応（2018年モデルから）

■レイズプラチナブラックテールランプ
No.1216-22  
¥13,750 税込　¥12,500 税抜
縦:125×横:238×厚さ:50mm　

1個　

■ラウンドLEDテールランプ
No.1216-05  
¥5,500 税込　¥5,000 税抜
縦:120×横:120×厚さ:30mm

■テールランプAssy		クリア
No.1101-00  
¥5,500 税込　¥5,000 税抜
縦:50×横:260×厚さ:55mm

■テールランプカバー　クリア
No.1102-00  
¥3,850 税込　¥3,500 税抜
縦:50×横:260×厚さ:45mm

1個 1個

■レイズLEDレフレクター
No.1105-05  ¥4,180 税込　¥3,800 税抜
一辺：160mm。スモールに連動して点灯し、後続車の視認
性が向上します。

点灯時 点灯時

■SMDレフレクター18チップ
No.1105-02  ¥3,630 税込　¥3,300 税抜
一辺：160mm。ブレーキ・スモールに連動して点灯し、後
続車の視認性が向上します。

1枚 1枚

■トライアングルレフレクター
No.1105-00  ¥2,200 税込　¥2,000 税抜
一辺：160mm

1枚

■薄型SMDサイドマーカー
No.1210-02  
¥2,750 税込　¥2,500 税抜
縦:52×横:101×厚さ:9mm

1個　24V対応　ブラックベース

■8SMDチップサイドマーカー
No.1210-03  
¥2,530 税込　¥2,300 税抜
縦:40×横:110×厚さ:14mm

1個　24V対応（2018年モデルから）

■スクエアレフレクター
●オレンジ：No.1105-03  
¥825 税込　¥750 税抜
●クリア：No.1105-04 
¥825 税込　¥750 税抜
縦:30×横:84×厚さ:7mm

両面テープ付

■SMDライセンスランプ
No.1213-02  
¥2,970 税込　¥2,700 税抜
縦:23×横:80×厚さ:32mm

1個　24V対応 1枚

■電気配線7極コネクター　車側
㊧樹脂製：No.0102-03  ¥4,400 税込　¥4,000 税抜
㊨アルミ製：No.0102-02  ¥4,400 税込　¥4,000 税抜

■電気配線7極コネクター　トレーラー側　アルミ製
No.0102-01  ¥4,400 税込　¥4,000 税抜

■7極ハーネスコイルコネクター		アルミ製
●No.0106-07  ¥7,370 税込　¥6,700 税抜
●EX用：No.0106-06  ¥8,470 税込　¥7,700 税抜

配線がコイル状になっているので
とても使いやすいです。

■7極ハーネスコネクター		アルミ製
●No.0106-02  ¥5,500 税込　¥5,000 税抜

●EX用：No.0106-04  ¥6,270 税込　¥5,700 税抜

多種類のコネクターを
ワンタッチで交換できます

■スムージング
バンパーカバー用バンパー
●スチール製　左用
No.0818-10 ¥9,020 税込　¥8,200 税抜

●スチール製　右用
No.0818-11 ¥9,020 税込　¥8,200 税抜

●ステンレス製　左用
No.0818-12  ¥24,200 税込　¥22,000 税抜

●ステンレス製　右用
No.0818-13  ¥24,200 税込　¥22,000 税抜

■オプティカル用バンパー
●スチール製　左用
No.0818-21 ¥7,150 税込　¥6,500 税抜

●スチール製　右用
No.0818-20 ¥7,150 税込　¥6,500 税抜

●ステンレス製　左用
No.0818-25  ¥19,800 税込　¥18,000 税抜

●ステンレス製　右用
No.0818-24  ¥19,800 税込　¥18,000 税抜

1枚 1枚

■変換コネクター（オス）
No.0104-08 
¥968 税込　¥880 税抜

■変換コネクター（メス）
No.0104-09  
¥968 税込　¥880 税抜

■防水分岐コネクター
No.0104-10  ¥737 税込　¥670 税抜
1セット（オス→メス×2、メス→オス×2）

■ハンダいらず（平型端子）
No.0104-04  
¥330 税込　¥300 税抜

6個

■防水型圧着端子（青）
No.0104-07  ¥440 税込　¥400 税抜
撚線:2.0×ボルト:5mm
ホットガンで熱することで樹脂が溶けだし、
配線を防水するタイプです。

5個

■防水型圧着端子（赤）
No.0104-06  ¥440 税込　¥400 税抜
撚線:0.75〜1.25×ボルト:4mm
ホットガンで熱することで樹脂が溶けだし、
配線を防水するタイプです。

■防水型圧着スリーブ
No.0104-05  ¥385 税込　¥350 税抜
撚線:0.75〜1.25
ホットガンで熱することで樹脂が溶けだし、
配線を防水するタイプです。

■防水コネクターセット
No.0104-03  ¥550 税込　¥500 税抜
適合電線範囲：0.5〜 2.0

6セット

■鏡面ステンレス電気配線
　コネクターステー（6極アルミ、7極兼用）
各タイプ  ¥2,200 税込　¥2,000 税抜

●L型ロング（写真上）：No.0103-08
A:60×B:95×C:50×D:90mm

●L型（写真中）：No.0103-07
A:60×B:95×C:50×D:35mm

●ストレート（写真下）：No.0103-06
A:115×B:95×C:50×D:2mm

5個 5個

■鏡面スチール電気配線
　コネクターステー（6極アルミ、7極兼用）
各タイプ  ¥1,100 税込　¥1,000 税抜

●L型ロング：No.0103-04
A:60×B:95×C:50×D:90mm

●L型：No.0103-01  ¥840
A:60×B:95×C:50×D:35mm

●ストレート：No.0103-03
A:115×B:95×C:50×D:2mm

ELECTRICLAMP

■カーゴトレーラー用
　テールランプ
No.AS01-30  
¥7,700 税込　¥7,000 税抜
縦:60×横:230×厚さ:30mm

■レイズテールランプキット
●レイズミラー：No.1216-62  ¥47,520 税込　¥43,200 税抜

●ステンレスバンパーにグレードアップ
　No.1216-60　¥16,500 税込　¥15,000 税抜

●ステンレスナンバーブラケットにグレードアップ
　No.1216-59　¥4,620 税込　¥4,200 税抜

■ キット内容： ・レイズ×2
・バンパー×2 ・スムージングバンパーカバー×2
・SMDライセンスランプ×1 ・ナンバーブラケット×1 
・変換コネクター×2 ・レフレクター×2

スモールランプ点灯時

■プラチナブラックブラック（ステンレスバンパー）

1個　24V対応

NEW
ARRIVALS
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■メンテナンスカートPRO
●固定キャスター×2&自在キャスター×2仕様
No.0716-05  ¥52,800 税込　¥48,000 税抜

●自在キャスター×4仕様： No.0716-06   ¥52,800 税込　¥48,000 税抜

○固定キャスター×2　○自在ストッパーキャスター×2
高さ：450ｍｍ　幅：700ｍｍ　長さ：1400ｍｍ
カート中心部に窪みを設けることで、ハルがカートに接触することなく積載ができ、さらに従
来モデルより全高を50ｍｍダウンさせることで、積載時の安定性とメンテナンス性に優れた
メンテナンスカート。

大切なボートをトレーラーごと守る。ボートをスッポリとトレーラーまで被うことで一目で
ボートだと分かりにくいため、防犯対策にもお薦めします。軽規格から小型車枠までに対応し
た専用設計ロゴ入りトレーラーカバー。
※ 4人乗りPWCに使用する場合は、船体のみ保護します。

■ボディカバー
No.0755-00  ¥36,300 税込　¥33,000 税抜

●タイトジャパン　黒赤　切抜き
355×60mm
No.0799-02  

　¥1,870 税込　¥1,700 税抜

●タイトジャパン　白赤　切抜き
 355×60mm

No.0799-11
　¥1,870税込　¥1,700 税抜

●タイトジャパン　白赤　フェンダー用
 220×65mm
 No.0799-06 
　¥770 税込　¥700 税抜

●マックストレーラー　白　切抜き
 500×55mm
 No.0799-13 
　¥1,200 税込　¥1,000 税抜

●マックストレーラー　黒　切抜き
 500×55mm
 No.0799-14
　¥1,200 税込　¥1,000 税抜

●マックストレーラー  大  黒　切抜き
 932×55mm
 No.0799-22 
　¥1,815 税込　¥1,650税抜

●マックストレーラー  大  白　切抜き
 932×55mm
 No.0799-23  
　¥1,815 税込　¥1,650税抜

●マックストレーラー　スモールパッド（赤）
 80×11mm
 No.0799-12 
　¥770 税込　¥700 税抜

●タイトヒッチ　ミラー
 138×30mm
 No.0799-03  
　¥1,320 税込　¥1,200 税抜

●マグナムアブソーバー
 74×54mm
 No.0799-07
　¥770 税込　¥700 税抜

■コンパクト収納式タイダウン
●取付キット：No.0706-23  ¥16,500 税込　¥15,000 税抜

●タイダウンのみ：No.0706-24  ¥13,750 税込　¥12,500 税抜

ベルト長：1,000ｍｍ  ベルト幅：25ｍｍ  締付力：300kg  破断荷重：600kg
ワンプッシュで巻き取り可能なタイダウン。ステンレス製で腐食にも強く、PWCを傷つ
けないために、フックは樹脂でコーティングし、材質にもステンレスを採用しています。

●取付プレートボルト：No.0706-25  ¥3,850 税込　¥3,500 税抜

片側1セット（プレート×1、ボルト×1）
タイダウン取付に必要なステンレスプレート。付属ボルトもステンレス採用。

フック部分も
ステンレス製です。

1セット

■エクステンド
ステンレス製　各色 ¥4,290 税込　¥3,900 税抜
●カモフラージュ：No.0706-10　●ブラック：No.0706-11　
●ブルー：No.0706-12
固定側ベルト：600mm  巻取側ベルト：2,900mm  ベルト幅：25mm  
使用荷重：400kg  破断荷重：800kg
フックからラチェットまでの長さを600mmに伸ばすことでラチェット部
分がスポソンやハルに干渉する心配がなくなりました。

■エクステンド	ストッパー付
ステンレス製　各色 ¥4,730 税込　¥4,300 税抜
●ブラック：No.0706-14　●ブルー：No.0706-15
スチール製　ブラック：No.0706-02　
 ¥2,750 税込　¥2,500 税抜

固定側ベルト：600mm  巻取側ベルト：2,900mm  ベルト幅：25mm  使用荷重：400kg  
破断荷重：800kg
「かける」に「止める」をプラスすることにより固定する際のフック落下を防止しでき、より簡単
にそして確実に縛ることができる新しいステンレスラチェットタイダウンです。

■スタンダード　ストッパー付
●ステンレス製　ブラック：No.0706-20  ¥4,400 税込　¥4,000 税抜

●スチール製　ブラック：No.0706-00  ¥2,750 税込　¥2,500 税抜

固定側ベルト：300mm  巻取側ベルト：3,200mm  ベルト幅：25mm  使用荷重：400kg  
破断荷重：800kg
フック部分を「かける」に「止める」をプラスすることにより固定する際のフック落下を防止し
でき、より簡単にそして確実に縛ることができる新しいステンレスラチェットタイダウンです。

■スタンダード
ステンレス製　ブラック：No.0706-01  ¥4,290 税込　¥3,900 税抜

固定側ベルト：300mm  巻取側ベルト：3,200mm  ベルト幅：25mm  使用荷重：400kg  
破断荷重：800kg
従来はスチール製だったハンドル・フック部分をステンレス製にしたことで、見た目の美しさと
ともに、サビなどによる作動不良を解消しました。

■ユニバーサルフック
●スチール　50mm×50mm
No.0714-00  ¥2,200 税込　¥2,000 税抜
●スチール　75mm×45mm
No.0714-01  ¥2,200 税込　¥2,000 税抜
●ステンレス　50mm×50mm
No.0714-02  ¥3,740 税込　¥3,400 税抜
●ステンレス　75mm×45mm
No.0714-03  ¥3,740 税込　¥3,400 税抜

マックストレーラーのフレーム及びマウント部に取付可
能な多目的に使用できるフックです。
ボルト付（付属のボルトはスチール製です）

1個

■ノーフック
●ステンレス　ブラック：No.0706-16　¥3,300 税込　¥3,000 税抜

●スチール　　ブラック：No.0706-17　¥1,650 税込　¥1,500 税抜

ベルト長：1,455ｍｍ　ベルト幅：25ｍｍ　使用荷重：400kg　破断荷重：800kg
締めしろのない場所や狭い場所でハルを傷つけることなくしっかり固定できます。

■チューブプロテクター
各色 ¥1,980 税込　¥1,800 税抜

●レッド：No.0756-00  
●ブラック：No.0756-04
ラチェットベルトを通して使用します。ボート
を傷つけないための必須アイテム。カットして
も使用できます。

2本

■オーバルチューブプロテクター
各色 ¥2,200 税込　¥2,000 税抜

●グレー：No.0756-01
●レッド：No.0756-03
ラチェットベルトを通して使用します。オー
バルタイプのためベルトが通しやすくなって
います。カットしても使用できます。

1本

全長：250mm

全長：400mm

■マルチストラップ
各色 ¥1,045 税込　¥950 税抜

●カモフラージュ：No.0706-06
●ブラック　　　：No.0706-09
ベルト長：340mm

1本　

■プロテクター
●S：No.0717-02　¥715 税込　¥650 税抜

150mmx45mm
●L：No.0717-01　¥715 税込　¥650 税抜

150mmx60mm

■ロデオロープ
No.0718-00  ¥3,080 税込　¥2,800 税抜

チューブ部分：500mm
お子さまの乗り降りやツーリング時に非常に便利なグ
リップ付きロープです。※体重35kgまでのお子さま用。

ACCESSORIESTIE DOWN

■グラスセーバー
●ブラック：No.3005-71  ¥1,320 税込　¥1,200 税抜

●オレンジ：No.3005-72  ¥1,320 税込　¥1,200 税抜

フロート機能付きなので、アイウェアが水面に投げ出されても、水
没による紛失を防ぎます。マリンスポーツの必須アイテムです。　

水に浮きます。

■ステッカー各種

高強度、耐摩擦性・耐
候性・速乾に優れたオッ
クスフォード420Ｄ生
地使用

※写真はLです

NEW
ARRIVALS
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■TYPE-Ⅰ　
オールステンレスヒッチメンバーセット
サイドプレート、クロスメンバーなど全てが
SUS304ステンレスタイプ。タイトヒッチなら
ではの機能、スタイリング、そして素材にもこ
だわった最上級モデル。

■TYPE	-Ⅱ　
クロスメンバーステンレスヒッチメンバーセット
サイドプレート以外は全てSUS304ステンレ
スタイプ。主に見えるクロスメンバーをステン
レス製にしたスタイリッシュかつリーズナブル
なヒッチメンバーです。

■スチールヒッチメンバーセット　
タイトヒッチのベーシックタイプ。RV、SUVか
ら輸入車、ニューモデルまで幅広いラインナップ。

■角タイプヒッチメンバーセット
スチール＆ステンレスヒッチメンバーセット。
一部車種に限りマウント差込部が50ｍｍ角タ
イプに対応しました。対応車種はホームページ
でご確認ください。

製品にない車種やエアロ、ローダウン、スポーツマフラー等で加工が必要な場合は、
ワンオフにて製作・加工・取付け致します。（但し、お車持込みに限ります）。
また、ニューモデル等もご相談ください。

■スラント型（角パイプタイプ）
□ステンレス製：No.0209-11 
¥33,000税込　¥30,000税抜
○スチール製：No.0209-10 
¥13,750税込　¥12,500税抜
A:50mm×50mm　B:180mm　C:110mm　D:16mm

■スラント型ロータイプ（角パイプタイプ）
□ステンレス製：No.0209-13 
¥33,000税込　¥30,000税抜
○スチール製：No.0209-12 
¥13,750税込　¥12,500税抜
A:50mm×50mm　B:180mm　C:50mm　D:16mm

■ストレート型（丸無垢タイプ）
○スチール製：No.0208-00 
¥16,500税込　¥15,000税抜
A:50φ B:145mm　D:20mm

■スラント型ロータイプ（丸パイプタイプ）
□ステンレス製：No.0212-04 
¥33,000税込　¥30,000税抜
A:50φ　B:150/175mm　C:50mm　D:19mm

■スラント型（丸パイプタイプ）
□ステンレス製：No.0212-01 
¥33,000税込　¥30,000税抜
A:50φ　B:185/210mm　C:110mm　D:16mm

■スラント型ロング（丸パイプタイプ）
□ステンレス製：No.0212-02 
¥36,300税込　¥33,000税抜
A:50φ　B:210/235mm　C:150mm　D:19mm

■スラントEX型ロータイプ（丸パイプタイプ）
□ステンレス製：No.0212-06 
¥44,000税込　¥40,000税抜
A:50φ　B:260mm C:50mm D:19mm

■スラントEX型（丸パイプタイプ）
□ステンレス製：No.0212-05
¥44,000税込　¥40,000税抜
A:50φ B:300mm C:110mm D:19mm

■スラント型ロータイプ（丸パイプタイプ）
●スチール製：No.0208-11 
¥13,750税込　¥12,500税抜
A:50φ　B:150/175mm C:50mm D:19mm

■スラント型（丸パイプタイプ）
●スチール製：No.0208-12 
¥13,750税込　¥12,500税抜
A:50φ B:185/210mm C:110mm D:19mm

■スラント型ロング（丸パイプタイプ）
●スチール製：No.0208-13 
¥16,500税込　¥15,000税抜
A:50φ B:210/235mm C:150mm D:19mm

■スラントEX型ロータイプ（丸パイプタイプ）
●スチール製：No.0208-14 
¥16,500税込　¥15,000税抜
A:50φ B:260mm C:50mm D:19mm

■スラントEX型（丸パイプタイプ）
●スチール製：No.0208-15 
¥16,500税込　¥15,000税抜
A:50φ B:295mm C:110mm D:19mm

■ボールマウント

ラウンドパイプを採用したタイトヒッチは、車との一体感を感じさせると
ともに、一点にかかる荷重を分散させ、車への負担も軽減します。
牽引能力を最大限引出しながらも、車とのバランスを重視したスタイリッ
シュなヒッチメンバーです。

TYPE-Ⅰ

TYPE-Ⅱ

スチール

写真：TYPE-Ⅱセット

丸ステンレス／クロームメッキ

角スラント型

■ボールマウントケース
No.0214-03  ¥2,200税込　¥2,000税抜

ボールマウントを取外し
たときに、収納する専用
バックです。車内を汚
さず、置き場所にも困り
ません。牽引しないとき
は、別売のヒッチカバー
でドレスアップ。

丸スラント型

丸スラントEX型

■スラントEX型ロータイプ（角パイプタイプ）
●スチール製：No.0208-16 
¥16,500税込　¥15,000税抜
A:50mm×50mm B:280/305mm C:50mm D:16mm

■スラントEX型（角パイプタイプ）
●スチール製：No.0208-17 
¥16,500税込　¥15,000税抜
A:50mm×50mm B:270/295mm C:110mm D:16mm

■スラント型ロング（角パイプタイプ）
●スチール製：No.0208-18 
¥16,500税込　¥15,000税抜
A:50mm×50mm B:210/235mm C:150mm D:16mm

□ステンレス製：SUS304　○スチール製：クロームメッキ　●スチール製：ブラックパウダー塗装

TIGHT HITCHはボールマウントロックキーもセットになったフルセットです。

■セット内容：ヒッチボール／ステンレスボールマウント／ステンレスボールマウント
ロックキー／6芯線／車側電気配線コネクター／結線タップ／ヒッチ取付用ハイテン
ションボルト
※ステンレスヒッチメンバー（タイプⅠ、タイプⅡ）は、ヒッチボール、ボールマウント、
ボールマウントロックキーもステンレスです。

■ヒッチマウントスペーサー
角型ヒッチマウントのガタツキを軽減します。
●2.0ｍｍ
No.0211-01 ¥3,300税込　¥3,000税抜
主にUSヒッチメンバー（2インチ50.4ｍｍ）に国
産規格（50ｍｍ）のマウントを使用した時に出る
ガタツキを軽減します。
●1.5ｍｍ
No.0211-02 ¥3,300税込　¥3,000税抜
USヒッチメンバーのガタツキ輕減に使用します。

■アンカーセット
各色   ¥13,200 税込　¥12,000 税抜
●レッド：No.0715-28　●オレンジ：No.0715-29
●ブルー：No.0715-30　●グリーン：No.0715-31
●イエロー：No.0715-32　

■トートセット
各色   ¥13,750 税込　¥12,500 税抜
●レッド：No.0715-20　●オレンジ：No.0715-21
●ブルー：No.0715-22　●グリーン：No.0715-23
●イエロー：No.0715-24　

■セット内容
・アンカー　　　　・レスキューアンカーロープ
・アンカーケース　・フローティングマーカー
※ レスキューアンカーロープの色、アンカーケース
のデザイン、フローティングマーカーのデザイン
は弊社にお任せいただきます。ご希望のある場合
は各種ご指定ください。

※ 在庫状況により、ご希望に添えない場合もございます。

レスキューアンカー
ロープを選ぶ

アンカーセット注文方法

アンカーケースを選ぶ フローティングマー
カーを選ぶ

■Chubby《チャビー》
●チャビー：No.0715-91  ¥1,980 税込　¥1,800 税抜

●エアポンプ：No.0715-93  ¥880 税込　¥800 税抜

●チャビー &エアポンプセット：No.0715-92  ¥2,530 税込　¥2,300 税抜

浮かせばマーカー、ボックスではエアバッグ
になる、ツーリングの必須アイテム。

ストレージボックス内の空間
をなくすことで、収納物と
ボックス内部の破損を軽減し
ます。また、自分のアンカリ
ングポイントが一目で分か
る、フローティングマーカー
としても使用できます。

■アンカーセット

■ソフトコートアンカー（4.5kg）
各色  各色   ¥6,050 税込　¥5,500 税抜

●レッド　No.0730-05　　 ●オレンジ　No.0730-06　   ●ブルー　No.0730-07 
●グリーン　No.0730-08　●イエロー　No.0730-09
ストレージボックスにやさしいソフト樹脂コーティング

視認性抜群の
カラーバリエーション

レッド

ブルー

オレンジ

●ブルー　：No.0715-02
●レッド　：No.0715-03
●イエロー：No.0715-04
●グリーン：No.0715-05
●オレンジ：No.0715-06

インナーラバーにより、ロープ全体の伸縮性に優れた、
アンカーロープとなっています。
アンカーフック側にはロック式シャックルを採用し、アン
カーをしっかりと固定できます。
お好みのフローティングマーカーと合わせることで、より
ゲレンデが鮮やかになります。
○縮んだ状態 2,800mm〜最長 約6,000mm

■レスキューアンカーロープ
各色  ¥4,180 税込　¥3,800 税抜

収納に便利なメッシュバック付

伸縮性ゴムでスムーズに牽引できます。

■フローティングマーカー
各種  ¥1,980 税込　¥1,800 税抜

自分のアンカリングポジションが一目でわかり、ロープの巻き込み防止
にも役立つ、定番商品フローティングマーカーに新しくカバ、ピース、
トリケラ、ビックサイズのアヒルが仲間入りしました。レスキューアン
カーロープとあわせて様々なカラーバリエーションが楽しめます。

●メガアヒル
 ●ミニアヒル ●シーサー 2 ●ピース5No.0715-90
 No.0715-87 No.0715-75 No.0715-81¥2,530 税込　¥2,300 税抜

●ピーチヒップ3  ●リアルボイン2 ●リアル小僧 ●小便小僧3 ●カバ
 No.0715-86  No.0715-71 No.0715-72 No.0715-78 No.0715-80

    ●トリケラ ●力士 ●フラミンゴ
    No.0715-83 No.0715-85 No.0715-70

レスキューアン
カーロープを差
し込んで使用し
ます。重ね使用
で注目度UP
遠くからでもす
ぐに自分のアン
カリングポイン
トがわかります。

NEW NEW NEW

BIG SIZE!!

HITCH MEMBERANCHOR

TIGHT JAPAN PRODUCT CATALOG 2022

■アンカートートバック
各色  ¥3,850 税込　¥3,500 税抜

●ブラック：No.0730-20　
●レッド：No.0730-19 

■アンカーケース
各色  ¥3,300 税込　¥3,000 税抜

●ブラック：No.0730-11　
●バクダンレッド：No.0730-13 
●バクダンブラック：No.0730-14

■アンカーケース四角
各色  ¥3,300 税込　¥3,000 税抜

●ブラック：No.0730-16
●レッド：No.0730-15

グリーン

イエロー

アンカーを選ぶ

NEW NEW NEW

NEW
ARRIVALS

NEW
ARRIVALS

NEW
ARRIVALS
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■2インチショート（シャフト径25mm）
●ステンレス製2,470kg
No.0206-00 ¥9,350 税込　¥8,500 税抜
A:2inch　B:70mm C:50mm D:25mm
●スチール製2,220kg
No.0204-00 ¥3,300 税込　¥3,000 税抜
A:2inch B:70mm C:50mm D:25mm

■2インチショート（シャフト径19mm）
●スチール製1,570kg
No.0204-02 ¥3,300 税込　¥3,000 税抜
A:2inch B:70mm C:50mm D:19mm

■2インチロング（シャフト径25mm）
●ステンレス製2,000kg
No.0206-01 ¥10,230 税込　¥9,300 税抜
A:2inch B:110mm C:50mm D:25mm
●スチール製1,570kg
No.0204-01 ¥3,850 税込　¥3,500 税抜
A:2inch B:115mm C:45mm D:25mm

2インチショートステンレス
製には、ヒッチボール締めつ
け時の供回り防止用にスパナ
加工が施されています。
さらにもしものナット脱落防
止用にピン穴を設けています。
（松葉ピン、割ピン、結束バン
ドなどが使用できます）

■2インチステップバンパー用（シャフト径19mm）
●スチール製1,570kg
No.0204-03 ¥2,200 税込　¥2,000 税抜

A:2inch B:70mm C:90mm D:19mm

■1-7/8インチショート（シャフト径25mm）
●スチール製900kg
No.0203-00 ¥3,080 税込　¥2,800 税抜

A:1-7/8inch B:70mm C:45mm D:25mm

■50mmショート（シャフト径25mm）
●ステンレス製2,220kg
No.0206-02 ¥8,250 税込　¥7,500 税抜

A:50mm B:70mm C:50mm D:25mm
●スチール製2,220kg
No.0206-04 ¥2,750 税込　¥2,500 税抜

A:50mm B:70mm C:50mm D:25mmステンレス製：SUS304　
スチール製：クロームメッキ

■ヒッチボール

■ステンレスマシニング
　ボールマウントロックキー
No.0210-05  ¥5,500 税込　¥5,000 税抜

狭くなりがちなヒッチメンバー中心部分での脱着がしやす
い、L型シリンダーを採用。ステンレス削り出し。※シリ
ンダー部分はスチール製。

●スチール製ショート：No.0220-03  ¥2,750 税込　¥2,500 税抜

●スチール製：No.0210-00  ¥3,300 税込　¥3,000 税抜

●ステンレス製：No.0210-01  ¥4,950 税込　¥4,500 税抜

ランプ	
●50φ丸タイプ：No.0207-19

●50mm角タイプ：No.0215-09

●40mm角タイプ：No.0216-09

富士		
●50φ丸タイプ：No.0207-20

●50mm角タイプ：No.0215-10

●40mm角タイプ：No.0216-10

ルアー		
●50φ丸タイプ：No.0207-24

●50mm角タイプ：No.0215-14

●40mm角タイプ：No.0216-14

バクダン		
●50φ丸タイプ：No.0207-12

●50mm角タイプ：No.0215-02

●40mm角タイプ：No.0216-02

■クロームメッキ
　ヒッチボールカバー
No.0207-02  ¥990 税込　¥900 税抜

クロームメッキ仕上げの輝きが美しいヒッ
チボールカバーです。

■ヒッチボールカバー
No.0207-00  ¥440 税込　¥400税抜

1-7/8・2インチ兼用

2インチ用

■ヒッチカバー ABS製

各種 ￥3,300 税込  ￥3,000 税抜
多彩なデザインでドレスアップが楽しめる
ヒッチカバーです。タイトヒッチはもちろん
他社製品にも幅広く対応しています。
※ボールマウントロックキーで固定します。
※ お使いのボールマウント差し込み口に合っ
たタイプをお選びください。

■ボールマウントロックキー　写真上から

TOYOTA
車　　　　種 牽引力 型　　　　式 スチール タイプⅡ タイプⅠ 50x50角タイプ 詳　細　／　備　考

ランドクルーザー 200系 C ■CBA-UZJ200W 
No.9001-10 No.9001-12 No.9001-11

◯￥72,600 税込
￥66,000 税抜

￥84,700 税込
￥77,000 税抜

￥115,500 税込
￥105,000 税抜

ランドクルーザー 200系
後期モデリスタ C ■CBA-URJ202W 

No.9001-10M No.9001-12M －
◯￥81,400 税込

￥74,000 税抜
￥93,500 税込
￥85,000 税抜 －

ランドクルーザー プラド150系 C
■CBA-TRJ150/151W 
■CBA-GRJ150/151W
■CBA-GDJ150/151W

No.9034-10 No.9034-12 No.9034-11
◯￥71,500 税込

￥65,000 税抜
￥85,800 税込
￥78,000 税抜

￥121,000 税込
￥110,000 税抜

ランドクルーザー プラド150系
前期モデリスタ C

■CBA-TRJ150/151W 
■CBA-GRJ150/151W
■CBA-GDJ150/151W

No.9034-20 No.9034-22 －
◯ リアスカート取付け車両は非対応￥75,900 税込

￥69,000 税抜
￥95,700 税込
￥87,000 税抜 －

ランドクルーザー プラド150系
後期モデリスタ C

■CBA-TRJ150/151W 
■CBA-GRJ150/151W
■CBA-GDJ150/151W

No.9034-20A No.9034-22A －
◯ リアスカート取付け車両は非対応￥75,900 税込

￥69,000 税抜
￥95,700 税込
￥87,000 税抜 －

ハイラックス C ■QDF-GUN125
No.9005-10 No.9005-12 －

◯ GRスポーツ/TRD対応￥74,800 税込
￥68,000 税抜

￥95,700 税込
￥87,000 税抜 －

ハイラックス　サーフ 185系 C
■GH-RZN185W
■GF-VZN185W
■E-RZN185W

No.9007-00 No.9007-02 No.9007-01
◯￥71,500 税込

￥65,000 税抜
￥85,800 税込
￥78,000 税抜

￥121,000 税込
￥110,000 税抜

ハイラックス　サーフ 215系 C
■CBA-GRN215W
■CBA-TRN215W
■TA-VZN215W

No.9035-00 No.9035-02 No.9035-01
－￥71,500 税込

￥65,000 税抜
￥85,800 税込
￥78,000 税抜

￥121,000 税込
￥110,000 税抜

ハイエース 100系 C
■KH-KZH116G 
■KH-KZH100G　　
■GF-RZH101G   ■E-RZH100G

No.9018-00 No.9018-02 No.9018-01
－￥57,200 税込

￥52,000 税抜
￥77,000 税込
￥70,000 税抜

￥115,500 税込
￥105,000 税抜

ハイエース 200系 C ■CBA-TRH/KDH　　　　
　200V/205V/206V/201V

No.9018-10D No.9018-12D －
◯ 6型まで対応

TRD対応￥72,600 税込
￥66,000 税抜

￥95,700 税込
￥87,000 税抜 －

ハイエース 200系  ワイドボディ C
■CBA-TRH/KDH
　2226K/214W/220K/211/
　229W

No.9018-20D No.9018-22D －
◯ 6型まで対応￥74,800 税込

￥68,000 税抜
￥95,700 税込
￥87,000 税抜 －

グランエース C ■GDH-303W
№9036-00 №9036-02 －

－￥74,800 税込
￥68,000 税抜

￥95,700 税込
￥87,000 税抜 －

エスティマ　アエラス 50・55系 C
■DBA-ACR50W
■DBA-ACR55W
※GSRは不可

№9025-10 №9025-12 －
－ ハイブリッド車両は非対応￥74,800 税込

￥68,000 税抜
￥90,200 税込
￥82,000 税抜 －

RAV4 C ■MXAA54
№9041-10 №9041-12 －

◯ モデリスタのみ対応￥74,800 税込
￥68,000 税抜

￥95,700 税込
￥87,000 税抜 －

ノア・ヴォクシー 70系
標準バンパー B ■DBA-ZRR70G

№9037-10 － －
－ グレード：G/X/L/YY/V￥68,200 税込

￥62,000 税抜 － －

ノア・ヴォクシー 70系
大型バンパー B ■DBA-ZRR70G

№9030-10 №9030-12 －
－ グレード：S/Z￥71,500 税込

￥65,000 税抜
￥85,800 税込
￥78,000 税抜 －

ノア・ヴォクシー 75系
標準バンパー B ■DBA-ZRR75W

№9032-10 － －
－ グレード：G/X/L/YY/V￥68,200 税込

￥62,000 税抜 － －

ノア・ヴォクシー 75系
大型バンパー B ■DBA-ZRR75G

№9031-10 － －
－ グレード：S/Z￥71,500 税込

￥65,000 税抜 － －

ノア・ヴォクシー 80/85系
標準バンパー B ■DAA-ZWR80G　　　　

■DAA-ZWR80W

№9032-20 №9032-22 －
－ グレード：G/X￥71,500 税込

￥65,000 税抜
￥91,300 税込
￥83,000 税抜 －

ハリアー 30/35系 C
■CBA-ACU30/35W　
■DBA-GSU30/35W　
■CBA-MCU30/35W

№9021-10 №9021-12 －
◯￥63,800 税込

￥58,000 税抜
￥79,200 税込
￥72,000 税抜 －

ハリアー 60/65系 C ■DBA-ZSU60/65W
№9021-20 №9021-22 －

－￥66,000 税込
￥60,000 税抜

￥85,800 税込
￥78,000 税抜 －

ハリアー 80系　標準 C ■6BA-MXUA80/85
■6BA-AXUH80/85

№9021-30 №9021-32 －
◯ GRスポーツ非対応￥71,500 税込

￥65,000 税抜
￥95,700 税込
￥87,000 税抜 －

ハリアー 80系　モデリスタ C ■6BA-MXUA80/85　
■6BA-AXUH80/85

№9021-40 №9021-42 －
◯

アーバンエモーショナル対応　
グランブレイズ対応　
GRスポーツ非対応

￥72,600 税込
￥66,000 税抜

￥97,900 税込
￥89,000 税抜 －

アルファード 20系
標準バンパー　 C ■DBA-ANH20W ■DBA-ANH25W

■DBA-GGH20W ■DBA-GGH25W
№9033-10 №9033-12 №9033-11

◯ グレード：V/X￥70,400 税込
￥64,000 税抜

￥93,500 税込
￥85,000 税抜

￥121,000 税込
￥110,000 税抜

アルファード 20系
標準バンパー　モデリスタ　 C ■DBA-ANH20W ■DBA-ANH25W

■DBA-GGH20W ■DBA-GGH25W
№9033-30 №9033-32 №9033-31

－ グレード：S/Z￥70,400 税込
￥64,000 税抜

￥93,500 税込
￥85,000 税抜

￥121,000 税込
￥110,000 税抜

アルファード 20系
大型バンパー　 C ■DBA-ANH20W ■DBA-ANH25W

■DBA-GGH20W ■DBA-GGH25W
№9033-20 №9033-22 №9033-21

◯ グレード：S/Z￥70,400 税込
￥64,000 税抜

￥93,500 税込
￥85,000 税抜

￥121,000 税込
￥110,000 税抜

アルファード 30系　 C
■AGH30/35W
■AYH30
■GGH30/35W

№9033-40 №9033-42 －
－￥74,800 税込

￥68,000 税抜
￥97,900 税込
￥89,000 税抜 －

■リスト中の表記について：牽引力（最大牽引能力）　A…400kg以下　B…500kg以下　C…750kg以下

HITCH MEMBERHITCH MEMBER

■ステンレスストレート
　ボールマウントロックキー
No.0220-04  ¥5,500 税込　¥5,000 税抜

■Lタイプ
　ボールマウントロックキー
No.0210-04  ¥2,750 税込　¥2,500 税抜

狭くなりがちなヒッチメンバー中心部分での脱着が
しやすい、L型シリンダーを採用。

梵字　アン		
●50φ丸タイプ：No.0207-21

●50mm角タイプ：No.0215-11

●40mm角タイプ：No.0216-11

梵字　カーン	
●50φ丸タイプ：No.0207-13

●50mm角タイプ：No.0215-03

●40mm角タイプ：No.0216-03

プラグ		
●50φ丸タイプ：No.0207-18

●50mm角タイプ：No.0215-08

●40mm角タイプ：No.0216-08

Jet	Sports	Gear		
●50φ丸タイプ：No.0207-17

●50mm角タイプ：No.0215-07

●40mm角タイプ：No.0216-07

バイパー		
●50φ丸タイプ：No.0207-14

●50mm角タイプ：No.0215-04

●40mm角タイプ：No.0216-04

日の丸		
●50φ丸タイプ：No.0207-15

●50mm角タイプ：No.0215-05

●40mm角タイプ：No.0216-05

バッファロー	
●50φ丸タイプ：No.0207-28

●50mm角タイプ：No.0215-18

●40mm角タイプ：No.0216-18

目玉	
●50φ丸タイプ：No.0207-27

●50mm角タイプ：No.0215-17

●40mm角タイプ：No.0216-17

鯉	
●50φ丸タイプ：No.0207-26

●50mm角タイプ：No.0215-16

●40mm角タイプ：No.0216-16

ピストン	
●50φ丸タイプ：No.0207-23

●50mm角タイプ：No.0215-13

●40mm角タイプ：No.0216-13

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW



25 TIGHT JAPAN PRODUCT CATALOG 2022 26TIGHT JAPAN PRODUCT CATALOG 2022

TOYOTA
車　　　　種 牽引力 型　　　　式 スチール タイプⅡ タイプⅠ 50x50角タイプ 詳　細　／　備　考

プリウス C ■DAA-ZVW30
No.9042-00 No.9042-02 －

－ ツーリングセレクション非対応￥71,500 税込
￥65,000 税抜

￥83,600 税込
￥76,000 税抜 －

プリウスα C ■DAA-ZVW40W
■DAA-ZVW41W

No.9042-10 No.9042-12 －
－ ツーリングセレクション非対応￥71,500 税込

￥65,000 税抜
￥83,600 税込
￥76,000 税抜 －

プリウス 50系 C
■DAA-ZVW51W
■DAA-ZVW52W
■DAA-ZVW55W

No.9042-20 No.9042-22 －
－ 前期モデリスタ対応￥74,800 税込

￥68,000 税抜
￥95,700 税込
￥87,000 税抜 －

C-HR　標準/エレガンスアイスス
タイル/ブーストインパルス C ■DAA-ZYX10 

No.9052-00 No.9052-02 －
－￥74,800 税込

￥68,000 税抜
￥95,700 税込
￥87,000 税抜 －

C-HR　
TRDアグレッシブスタイル C ■DAA-ZYX10 

No.9052-10 No.9052-12 －
－￥74,800 税込

￥68,000 税抜
￥95,700 税込
￥87,000 税抜 －

アクア　GRスポーツ B ■DAA-NHP10
No.9053-10 No.9053-12 －

－￥74,800 税込
￥68,000 税抜

￥95,700 税込
￥87,000 税抜 －

レクサス　LX570　　　　　　　　
後期モデリスタ C

No.9062-10M No.9062-12M －
◯￥74,800 税込

￥68,000 税抜
￥97,900 税込
￥89,000 税抜 －

NISSAN
車　　　　種 牽引力 型　　　　式 スチール タイプⅡ タイプⅠ 50x50角タイプ 詳　細　／　備　考

エルグランド E/NE51系 C
■CBA-E51 ■CBA-NE51　　　
■CBA-ME51 ■CBA-MNE51　　
■UA-E51 ■UA-NE51

No.9115-00 No.9115-02 －
◯ 穴開け有り

スペアタイヤ干渉有￥68,200 税込
￥62,000 税抜

￥83,600 税込
￥76,000 税抜 －

エルグランド E/NE51系
ハイウェイスター C

■CBA-E51 ■CBA-NE51　　　
■CBA-ME51 ■CBA-MNE51　　
■UA-E51 ■UA-NE51

No.9115-10 No.9115-12 －
◯ 穴開け有り

スペアタイヤ干渉有￥68,200 税込
￥62,000 税抜

￥83,600 税込
￥76,000 税抜 －

キャラバン NV350 C ■CBA-KS2E26
■CBA-KS4E2

No.9116-10 No.9116-12 No.9116-11
◯ キャラバンDX対応

ライダー非対応￥71,500 税込
￥65,000 税抜

￥90,200 税込
￥82,000 税抜

￥121,000 税込
￥110,000 税抜

キャラバン NV350 ワイドボディ C ■CBA-KS2E26
■CBA-KS4E2

No.9116-20 No.9116-22 No.9116-21
◯ キャラバンDX対応

ライダー非対応￥71,500 税込
￥65,000 税抜

￥90,200 税込
￥82,000 税抜

￥121,000 税込
￥110,000 税抜

MITSUBISHI
車　　　　種 牽引力 型　　　　式 スチール タイプⅡ タイプⅠ 50x50角タイプ 詳　細　／　備　考

パジェロ C ■TA-V65/75W
No.9211-00 No.9211-02 No.9211-01

－ 牽引フック非対応￥69,300 税込
￥63,000 税抜

￥83,600 税込
￥76,000 税抜

￥115,500 税込
￥105,000 税抜

パジェロ C ■CBA-V93/97/98W
No.9211-10 No.9211-12 No.9211-11

◯ 牽引フック非対応￥69,300 税込
￥63,000 税抜

￥81,400 税込
￥74,000 税抜

￥115,500 税込
￥105,000 税抜

デリカ D5 C ■DBA-CV5W 
■LDA-CV1W

No.9202-10 No.9202-12 －
◯ ローデスト非対応￥71,500 税込

￥65,000 税抜
￥93,500 税込
￥85,000 税抜 －

デリカ D5　アーバンギア C ■DBA-CV5W
■LDA-CV1W

№9202-20 №9202-22 －
◯￥74,800 税込

￥68,000 税抜
￥95,700 税込
￥87,000 税抜 －

デリカ D5　スペースギア C
No.9202-00 No.9202-02 －

－ リアガード装着車のみ対応￥69,300 税込
￥63,000 税抜

￥83,600 税込
￥76,000 税抜 －

HONDA
車　　　　種 牽引力 型　　　　式 スチール タイプⅡ タイプⅠ 50x50角タイプ 詳　細　／　備　考

ステップワゴン RG1 B ■DBA-RG1
No.9303-50 No.9303-52 －

－ フローリングフロア
スパーダ非対応￥68,200 税込

￥62,000 税抜
￥88,000 税込
￥80,000 税抜 －

ステップワゴン RK1/2 B ■DBA-RK1/2
No.9303-60 － －

－ 穴開け・パンパー着脱あり￥71,500 税込
￥65,000 税抜 － －

ステップワゴン RF5/6　SPADA B ■UA-RF5/6
■CBA-RF5/6

No.9303-30 No.9303-32 －
－ 穴開け有り￥68,200 税込

￥62,000 税抜
￥81,400 税込
￥74,000 税抜 －

CR-V C ■6AA-RT5
No.9304-10 No.9304-12 －

－ フレーム削加工￥71,500 税込
￥65,000 税抜

￥91,300 税込
￥83,000 税抜 －

SUZUKI
車　　　　種 牽引力 型　　　　式 スチール タイプⅡ タイプⅠ 50x50角タイプ 詳　細　／　備　考

ジムニー B ■ABA-JB23W
No.9350-10 No.9350-12 －

－ 1型～ 10型￥68,200 税込
￥62,000 税抜

￥88,000 税込
￥80,000 税抜 －

ジムニー シエラ B ■3BA-JB74W
No.9351-10 No.9351-12 －

－￥74,800 税込
￥68,000 税抜

￥95,700 税込
￥87,000 税抜 －

キャリー B ■DA16T
No.9352-10 No.9352-12 －

－￥71,500 税込
￥65,000 税抜

￥92,400 税込
￥84,000 税抜 －

IMPORT
車　　　　種 牽引力 型　　　　式 スチール タイプⅡ タイプⅠ 50x50角タイプ 詳　細　／　備　考

ジープ　チェロキー C ■GF-WJ40/47
■GH-WJ40/47

No.9502-10 No.9502-12 －
◯￥71,500 税込

￥65,000 税抜
￥88,000 税込
￥80,000 税抜 －

ジープ　ラングラー C ■GH-TJ40S
■GF-TJ40S

No.9510-00 No.9510-02 －
◯ 中央ナンバープレート非対応￥71,500 税込

￥65,000 税抜
￥88,000 税込
￥80,000 税抜 －

ダッヂ　ナイトロ C ■ABA-KA37
No.9530-00 No.9530-02 No.9530-01

◯￥74,800 税込
￥68,000 税抜

￥90,200 税込
￥82,000 税抜

￥115,500 税込
￥105,000 税抜

ボルボ　V70 C ■CBA-SB5244W
No.9505-00 No.9505-02 No.9505-01

◯ マフラーハンガー要加工￥71,500 税込
￥65,000 税抜

￥85,800 税込
￥78,000 税抜

￥121,000 税込
￥110,000 税抜

ボルボ　V70　クロスカントリー C ■CBA-SB5254AWL
No.9505-10 No.9505-12 No.9505-11

◯ マフラーハンガー要加工￥71,500 税込
￥65,000 税抜

￥85,800 税込
￥78,000 税抜

￥121,000 税込
￥110,000 税抜

ベンツ　Viano/V350 C ■GH-639811
No.9523-00 No.9523-02 No.9523-01

◯ W639系対応￥71,500 税込
￥65,000 税抜

￥88,000 税込
￥80,000 税抜

￥121,000 税込
￥110,000 税抜

ベンツ　ゲレンデ B ■G550OK
■463236 ■463244 ■463272

No.9524-00 No.9524-02 －
－￥75,900 税込

￥69,000 税抜
￥93,500 税込
￥85,000 税抜 －

ベンツ　G63 C
No.9524-10 － －

◯ 50角のみ￥77,000 税込
￥70,000 税抜 － －

ベンツ　V220d　スポーツロング C ■LDA-447811
No.9523-10 No.9523-12 －

－ W447系対応￥68,200 税込
￥62,000 税抜

￥82,500 税込
￥75,000 税抜 －

■リスト中の表記について：牽引力（最大牽引能力）　A…400kg以下　B…500kg以下　C…750kg以下

※記載している車種以外にも、ホームページにて旧年式車や輸入車などタイトヒッチ全車種の適合車種及び価格を掲載しています。
URL:http://www.tight.co.jp/

■リスト中の表記について：牽引力（最大牽引能力）　A…400kg以下　B…500kg以下　C…750kg以下

HITCH MEMBERHITCH MEMBER

既製品のラインナップが無いお車や、社外品のエアロ装着車両、ローダウン車両など、通常のヒッチ
メンバーでは取り付けが難しいお車に関しては、ワンオフで製作致します。

ワンオフ　ヒッチメンバー製作

豊富な経験と三次元強度解析による制作方法でお車のリアフォルムや利便性を損なわない、特注のヒッチメンバーが製作可能で
す。ワンオフヒッチメンバーは、スチール製・ステンレス製・フルステンレス製※1からお選びいただけます。
※1：強度が満たされない場合、選択いただけない場合がございます。



トレーラーご購入にあたっては、積載するボートの総重量（本体、ガソリン、オ
イル、バッテリーを含んだ重量）を確認の上、最大積載量の範囲内に適合するト
レーラーをお選びください。

トレーラー種別 軽自動車 小型車 普通車

車　種 RR, A-1 全車種（除EXTEND） PRO POSITIONS MONSTER-G

■スペック

全　長 3,400mm 4,005mm 4,400mm

全　幅 1,480mm 1,690mm 1,980mm 2,465mm

全　高 850mm

車両重量 140〜200kg 180〜200kg 200〜250kg 250kg

車両総重量 490〜510kg 680〜700kg 700〜750kg

最大積載量 350kg 500kg 500〜550kg 500kg

■装備

ウインチストラップ マルチループ付

車軸（インナーベアリング） 28mm 35mm

車軸（アウターベアリング） 25mm 28mm

リーフスプリング 3枚式 3枚式ロング 4枚式

※ 記載している以外のトレーラーサイズ及びスペックは、トレーラーラインナップの
ページをご覧ください。

■主要車種スペック

トレーラー種別 軽自動車 小型・普通車

住民票 ○（発行後3ヶ月以内のもの）  ー

印鑑（認印）  ○  ー

印鑑証明 ー ○（発行後3ヶ月以内のもの）

予備検査証／譲渡書 ○ ○

保管場所証明書（車庫証明）  △※1 ○（発行後1ヶ月以内のもの）

実印（本人申請時）  ー ○

委任状（代理人申請時） ○ ○

申請先 軽自動車協会 陸運局

車検有効期間 2年 初回 2年以後 1年

予備検査有効期間 3ヶ月 3ヶ月

※1：都道府県により異なります。

■登録に関する必要書類

トレーラー種別 軽自動車 小型車 普通車

用途 特殊 8・貨物 4 特殊 8 特殊 8

ナンバープレート交付代 740円※1 720円※1 720円※1

自賠責保険 5,010円（25ヶ月） 5,010円（25ヶ月） 5,010円（25ヶ月）

自動車税 2,500〜 4,000円※1 5,300円※1 10,200円※1

自動車重量税 6,600円（24ヶ月） 8,200円（24ヶ月） 8,200円（24ヶ月）

自動車取得税 ー※2 ー※2 取得価格の3％※2

登録代行費 販売店にお問い合せください

※1：都道府県により異なります。
※2：取得価格50万円以下の車輌に関しては免税になります。

■トレーラー別諸費用一覧

積載するボートに合ったトレーラーをお選びください

■牽引車にはヒッチメンバー取付けが必要です。
■ 道路運送車輛法に従ってトレーラーは必ず車検・登録を行ってください。（継
続検査を含む）
　 トレーラーを登録するには、トレーラー側に牽引車を登録する方法と牽引車を
牽引車登録する2種類の方法があります。
　 トレーラー側に牽引車を指定する場合（弊社推奨）は、あらかじめ先頭車の車
検証コピーをご用意ください。（連結検討書作成）
　 車種とトレーラーの大きさによっては牽引できない場合もありますので、必ず
事前に販売店にてご確認ください。

トレーラーご購入からご使用になるまでの流れ

■ 登録終了後、ナンバープレートが交付されます。普通自動車登録のトレーラー
はナンバープレートを封印してもらいます。軽自動車登録のトレーラーは受け
取ったナンバープレートをトレーラーに取付けてからご使用ください。
■納車時に販売店より使用方法、注意事項などの説明を受けてください。
■ご使用前には必ず取扱説明書をよく読み正しくお使いください。
※記載している必要書類及び諸費用は2022年2月現在のものです。

●お近くに販売店がない場合は当社にてTELまたはFAXでご注文を承ります。●お支払いは銀行振込または代金引換（配達時にお支払い）をご利用になれます。伴う振込手数料、代引手数料はお客様ご
負担とさせて頂きます。●送料その他ご不明な点につきましてはお電話にて当社までお問い合せください。●クレーム・返品等は事前にご連絡頂き、当社の了承を得たものに限り、お受け致します。

●当社の商品は意匠・特許出願済です。当社の商品は、お客様に安心してお使い頂く様、十分な強度計
算とテストを繰り返して製作されております。類似品及びコピー商品にはご注意ください。●本仕様及
び価格は2022年2月現在のもので、保安基準の改正、品質改良等のため予告なく変更する場合があり
ます。●製品をお買上げの際は、取扱説明書をよく読み正しくお使いください。

有限会社 タイトジャパン
本　　　社：〒572-0077 大阪府寝屋川市点野1丁目20-2-7 
 TEL.072-829-0565／ FAX.072-829-0553
愛知支店：〒485-0023 愛知県小牧市北外山3000-1 
 TEL.0568-71-0551／ FAX.0568-71-0166
埼玉営業所：〒362-0805 埼玉県北足立郡伊奈町栄6丁目43-2 
 TEL.048-637-3077／ FAX.048-637-3078

	 URL:http://www.tight.co.jp/

■主要車種サイズ

販売店

@tightjapanで検索

Instagram Facebook


