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逆輸入車・アメ車専用LEDバルブ

L E D バ ル ブ ､ H I D ラ イト各 車 種 O K ! ! 一覧外の年式、
車種も取り揃えております。詳細はお問い合わせ下さい！
ルームランプ､ライセンスランプ､ポジション､ヘッドライト、フォグランプにも!!
車種別ルームランプ 11y～ US.トヨタシエナリミテッド用 ルームランプLEDセット(17個)
L E D セット 価 格 11y～ US.トヨタシエナ XLE用 ルームランプLEDセット(13個)
11y～ US.トヨタシエナ SE用 ルームランプLEDセット(11個)
3157 SMD
レッド
08y～ US.トヨタセコイアリミテッド用 ルームランプLEDセット(16個)
¥2,600
08y～ US.トヨタセコイアSR5用 ルームランプLEDセット(12個)
T20 SMD
07y～ US.トヨタタンドラ用 ルームランプLEDセット(5個)
アンバー
¥2,600 14～ US.トヨタタンドラ用
（クルーマックス）ルームランプ LEDセット
3157 SMD
トヨタタコマ用 ルームランプLEDセット(3個)
アンバー
¥2,600 09y～ INFINITI FX35用 ルームランプLEDセット(14個)

¥18,300
¥12,500
¥10,600
¥15,600
¥12,900
¥4,800
¥8,000
¥3,600
¥14,900

11y～ フォード エクスプローラー用 ルームランプLEDセット
07y～ リンカーン ナビゲーター用 ルームランプLEDセット(8個)
03y～06y リンカーン ナビゲーター用 ルームランプLEDセット(10個)
07y～14y キャデラックエスカレード用 ルームランプLEDセット(10個)
05y～ シボレーコルベット用 ルームランプLEDセット(11個)
05y～10y クライスラー300C用 ルームランプLEDセット(9個)
11y～ クライスラー300C用 ルームランプLEDセット(13個)
11y～ ダッジチャージャー用 ルームランプLEDセット(13個)

¥6,200
¥7,700
¥10,100
¥11,000
¥9,400
¥10,100
¥13,000
¥13,700

PARTS ONLINE SHOP http://northpinetree.ocnk.net/ お得なキャンペーン情報も随時更新中!

2015年～キャデラックエスカレード用ロワリングキット 2011年～USトヨタ シエナ用 ローダウンスプリング ダウンサス

アジャスタブルサスペンションKIT

made in japan

NEW

×
アジャスタブルサスペンションKIT

リアの
レベライザー・
アジャスティング
ユニットも同梱!!

for 09y～ インフィニティ FX35

大口径44パイピストン採用で様々なステージに対応します。
全長調整式のため乗り心地を損なわずに思いのままに車高調整可能。
for 05y～10y 300C
マグナム チャージャー チャレンジャー用

新型エスカレードのために新たに
アイバッハと共同開発！スタイルと乗り心地を両立！
！
自社開発したローダウンサスペンションキット!

¥130,000

ファミリーユースでワインディングからストリートまで
安心してドライブできるローダウンサスペンション！

フロント55mm～
フロント55mm
～60mm、
～75mmのローダウンを実現!
リア70mm～
リア70mm

for 11y～ 300C
チャージャー チャレンジャー用

¥99,800 EIBACH PRO KIT for SIENNA ¥60,000

¥140,000

死角が
消えた!

電動格納ドアミラー

電格なしグレード車にお勧め!

トレーラー牽引時にも大活躍!!
アジャスタブルブラインドスポットミラー 左右セット
【対応車種】 07y～
08y～

USトヨタ タンドラ
USトヨタ セコイア
11y～ USトヨタ シエナ
07y～ キャデラックエスカレード

NEW

¥122,300

乗り心地とスタイルを高次元で両立！24段階減衰力調整、強化ゴム製アッパーマウント

¥19,600

07y～ GMC ユ ーコン・シエラ
07y～ シボレー タホ・サバ ー バン・
シ ル バラード・ア バランチ
11y～ ダッジ デュランゴ

for05y～USトヨタ タコマ
08y～USトヨタ セコイア
07y～USトヨタ タンドラ
（ペイント済み、格納スイッチ付）

for 11y～14y USトヨタシエナ
15y～
USトヨタシエナ

¥68,000

ス ロット ル コ ント ロ ー ラ ー「 P e d a l B o x 」

大好評！
売れてます!！

体感できる、レスポンスの向上! 燃費の向上!!
車種別専用設計のためエンジン特性に応じた最適なプログラム!!
カプラーオンの簡単取り付けでトラブルの心配も一切ございません!!

【適合車種】

大好評！
売れてます!！

U Sトヨタ タンドラ・セ コ イア・タコ マ・シ エ ナ イン フィニ ティF X 3 5
クラ イス ラ ー 3 0 0 C ダッジ チャー ジャー・チャレ ン ジャー・マグ ナ ム

¥34,000

SERVICE

¥78,000

スタイリッシュなインチャンネルタイプ

インチャンネルドアバイザー

05y～11y USトヨタ タコマ
for 09y～ インフィニティFX35
12y～15y USトヨタ タコマ
11y～ USトヨタ シエナ
07y～13y USトヨタ タンドラクルーマックス
厚さ 3 . 0 m m の 高 品 質 A B S 樹 脂を 使 用！！ 14y～
USトヨタ タンドラクルーマックス ¥13,800

取り付 け 簡 単！

各メーカー純正テスター完備!! オンラインにて最新のプログラミングも可能です!!

各メーカー、トラブル診断
各モジュールのアップデート
プログラムにも対応!!
StarSCAN
クライスラー
車対応、
純正テスター

IDS VCM
フォード、
リンカーン車、
最新モデルまで対応。
純正テスター

GDS2+MDI
GM車対応、
純正テスター

Techstream
USトヨタ車、
レクサス、
Scionに対応する
純正テスター

Tech2
GM車対応、
純正テスター

wiTECH+
SmartCable
クライスラー車
対応。
対応

TPM

輸入タイヤ
取付販売OK!
タイヤチェンジ
ャー完備!!

タイヤプレッシャー
センサーやホイー
ル交換時タイヤプ
レッシャーモニター
システムを作動さ
せるようにセットア
ップします。

～28
28
28インチ対応のタ
インチ対応のタ
イヤチェンジャーで
す。ホイールバラン
スもお任せください。

NORTHPINETREE.CO.,LTD
9-22.Kurakakecho,Nishinomiya,Hyogo,662-0926,Japan
OPEN: 10:00-20:00
CLOSED: WEDNESDAY
PARTS ONLINE SHOP
Call: 0798-37-0777
http://northpinetree.ocnk.net/
Fax: 0798-38-7388
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www.northpinetree.com
※LEDバルブ類及びパーツ類は全て税別価格表示です。
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