
新型86 (ZN8)   プロダクト一覧
※発売中の商品は適合表をご覧ください。

製品名 状況 備考

コンフォートスポーツGTSマフラー 発売中 リアピース交換タイプ

パワーエクストリームRマフラー 発売中 センターパイプ付き　『TOYOTA GAZOO Racing GR86/BRZ CUP』認定部品

パワーエクストリームR Light-Sマフラー 発売中 センターパイプ付き　『TOYOTA GAZOO Racing GR86/BRZ CUP』認定部品

パワーエクストリーム3マフラー 発売中 センターパイプ付き

スポーツキャタライザー エキゾーストマニホールド 開発中

サーキットスペックフロントパイプ 発売中
1分割 / 60φ
第2触媒部ストレート

サーキットスペック エキゾーストマニホールド 開発中

オーバーパイプ 発売中
1分割 / 60φ
第1触媒から第2触媒の間

製品名 状況 備考

パフォーマンスダンパー(PMD) 発売中

ストリートダンパー 発売中

BLコンフォートダウンスプリング 開発中

製品名 状況 備考

ブレーキラインキット 開発中

製品名 状況 備考

パフォーマンスECU 開発中

センサーアタッチメント　ハイマウントタイプ 発売中

ウォーターテンプアダプター 発売中

ラジエターホースアタッチメント 適合確認中

SIRIUS OBD SET (VISION) 発売中

SIRIUS OBD SET (METER WATER TEMP) 発売中

SIRIUS OBD SET (UNIFY WATER TEMP) 発売中

製品名 状況 備考

AIRINXキット　(むき出しエアクリーナー) 開発中

AIRINX-GT TY-23GT　(純正交換タイプエアクリーナー) 発売中 AT車 / MT車 装着可能

ダイレクトエアインテーク 発売中 PP製：ポリプロピレン真空成型

ダイレクトサクション 発売中 シリコン製

製品名 状況 備考

ラジエターホースキット 発売中 TW-Rと併用可能

オイルキャッチタンクキット 発売中

オイルクーラーキット スタンダード 開発中

オイルクーラーキット スタンダード サーキットスペック 発売中 10段

アルミラジエター TW-R 発売中 コア厚：36mm

ラジエターキャップ Nタイプ 発売中 開弁圧　1.3kgf / ㎠（127kPa)

ハイパフォーマンスクーラント PG 4L 発売中

ハイパフォーマンスクーラント PG 20L 発売中

ハイパフォーマンスクーラント EG 4L 発売中

製品名 状況 備考

ボルトオンターボキット 開発中

ブローオフバルブFV2  車種別専用キット 開発中

プレッシャーアダプター 発売中

強化Vベルト 開発中

ネオジムマグドレン MD-04 発売中
ネジサイズ：M16×P1.5
ネジ長さ：11mm

アルミプーリーキット 発売中

オイルパンバッフルプレート 発売中 ルーバー付　『TOYOTA GAZOO Racing GR86/BRZ CUP』認定部品

オイルフィラーキャップ B-TYPE 発売中 GOC-B06

製品名 状況 備考

パフォーマンスクラッチ MC 発売中

ステンメッシュクラッチライン 開発中

容量アップレリーズシリンダー 開発中

大容量デフカバー 発売中 『TOYOTA GAZOO Racing GR86/BRZ CUP』認定部品

製品名 状況 備考

フロントアンダースポイラー　VOLTEXコラボモデル 発売中 FRP製、カーボン製

サイドアンダーパネル　ＶＯＬＴＥＸコラボモデル 発売中 FRP製、カーボン製

リアアンダースポイラー　ＶＯＬＴＥＸコラボモデル 発売中 FRP製、カーボン製

リアウイング サイドマウント　ＶＯＬＴＥＸコラボモデル 発売中 カーボン製

リアウイング センターマウント　ＶＯＬＴＥＸコラボモデル 発売中 カーボン製

リアウイング スワンネック　ＶＯＬＴＥＸコラボモデル 発売中 カーボン製

フロントスカート 開発中 ウレタン製

製品名 状況 備考

ステアリング オールレザー 3色ステッチ 発売中

シフトノブ A-TYPE 発売中 MT車 GSK-A04

シフトノブカバー A-TYPE 発売中

製品名 状況 備考

PLATINUM エンジンオイル 1L 0W-20 SP/GF-6A 発売中

PLATINUM エンジンオイル 4L 0W-20 SP/GF-6A 発売中

PLATINUM エンジンオイル 1L 5W-30 SP/GF-6A 発売中

PLATINUM エンジンオイル 4L 5W-30 SP/GF-6A 発売中

PLATINUM エンジンオイル 1L 5W-30 ACEA C3, SN 発売中

PLATINUM エンジンオイル 4L 5W-30 ACEA C3, SN 発売中

エンジンオイル F2 1L 0W-40 SM-CF 発売中

エンジンオイル F2 4L 0W-40 SM-CF 発売中

エンジンオイル 0.5L FA20-SP 5W-40 発売中

エンジンオイル 5.4L FA20-SP 5W-40 発売中

ギヤオイル 1L 75W-90 GL-5 発売中 マニュアルトランスミッション及びデファレンシャル用 2.2Ｌ

ギヤオイル 1L 85W-140 GL-5 発売中 デファレンシャル用 1.15Ｌ

ATF PRO TYPE-J1 20L 発売中 7.5Ｌ

ブレーキフルード 1L スーパーD4 発売中

オイルフィルター OX-04 発売中

製品名 状況 備考

エンジンフードリフター 発売中 純正ボンネット用

AIRINX-AC (エアコンフィルター) 発売中

クーリング

エキゾースト

サスペンション

ブレーキ

エレクトロニック

インテーク

オイル交換のみ 4.8Ｌ
オイルフィルター交換同時 5.0Ｌ

アクセサリー

AT車 7.7Ｌ
MT車 7.4Ｌ

エンジン

パワートレイン

エクステリア

インテリア

オイル類


