
9～18時（土・日・祝日定休）不定期の休館日があります。

無限C I V I C  T Y P E  Rスペシャルページ。
カラー別スタイリング画像などカタログで
紹介しきれない情報を掲載しています。

w w w.m u g e n - p o w e r . c o m/
a u t o m o b i l e/p r o d u c t s/

C IV I CTYP E - R/

DBA-FK2 16MG-KTTR-601○N

http://www.mugen-power.com

『無限』は、（株）M-TECが製造、販売、許諾する
　商品にのみ使用できる商標です。

埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

■製品のお取付け・ご使用後の交換はいたしかねます。また、配送中の事
故等に対する保証は、受領時（店着）より2週間以内に限り有効です。必ず
受領時に内容をご確認ください。万が一不良等が発見された場合は、速や
かに無限（Tel.048-462-3131）までご連絡ください。
■無限製品は１年２万ｋｍ保証です。保証期間は、お取付け日から１年間と
します。ただしその期間内であっても走行距離が２万ｋｍまでとなります。な
お、一部の製品につきましては性質上保証対象外のものもございます。詳しく
は、お近くの無限パーツ取扱店、Honda販売会社または無限までお問い合
わせいただくか、無限ホームページ（h t t p s : / / o n l i n e .m u g e n -
power.com/warranty/）をご覧ください。
■価格は取付け費を含まないメーカー希望小売価格（消費税8%込み）で
参考価格です。
■仕様及び価格（2016年1月現在）は、予告なく変更する場合があります。
■製品は原則として標準車（ノーマル車）への装着を前提としています。
Honda純正用品他との同時装着の可否については未確認であり、同時装
着が出来ない場合も想定されます。
■掲載の写真は印刷のため、実際の色とは異なる場合があります。
■取付け費及び塗装費は販売店により異なります。詳しくは販売店にお問
い合わせください。
■スポーツマットは株式会社ホンダアクセスのライセンスに基づいて製造・
販売されています。
■カーボン製パーツ表面は光の加減や使用過程で若干のクロス目（波打ち
網目模様）やブリスター（気泡）、ピンホール（極小の穴）等が見えることが
ありますが、これはリアルカーボンクロス（炭素繊維布）の特徴であり、不
具合ではありません。また、クリア塗装を施した部分は経年変化により変色
する場合があります。
■表紙、及び中面に使用されているイラストは、コンセプト車両をイラスト
化したものです。

●無限製品のお問い合わせは、お近くの無限パーツ取扱店、Honda販売
会社または無限まで。　
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多くの試作品で風洞実験を行い、CIVIC TYPE Rに最適なエアロダイナミクスを追求。

フロントエアロバンパー、リアエアロバンパー &ディフューザー、リアウイングの性能を
トータルで確認することで、デザインの変化だけでなく高性能化を図っている。



国内最高峰レースのスーパーフォーミュラで、
無限とMOTULが開発してきた
テクノロジーを投入した高性能エンジンオイル。
高回転、高負荷での耐久性を確保し、
スロットルに応じた鋭いレスポンスを実現。
高性能エンジンオイルが持つ性能を最大限に引き出しながら、
摺動（しゅうどう）部、ターボチャージャーを確実に保護。
4サイクルガソリンエンジンオイル。
SAE 0W-40 API SN相当 ACEA A3/B4グレード
100%化学合成オイル。
オイル量：オイルのみ交換時5.0L、
オイルエレメント同時交換時5.4L

ハイパフォーマンスオイル

フロントエンドのリップ形状を最適化することでダウンフォースが増加し、走行安定性が向上。
フォグライトレス化とバンパー構成の最適化により軽量化に成功。
軽量化による走行時の回頭性の向上と合わせ、よりダイレクトなハンドリングを実現。
標準装備のフロントバンパーを取り外して装着。GFRP製。未塗装品。
標準装備のフロントフォグライトは装着できません。

大型フィンを設けることでボディ下面の空気を整流し、ディフューザーのスロープ角を
最適化することによりベンチュリ効果がアップしダウンフォースが増加。
標準装備のリアバンパーを取り外して装着。取り付けには無限スポーツエキゾーストシステムが
必要となります。GFRP製。未塗装品。標準装備マフラーへの取り付けはできません。

フロントエアロバンパー・リアエアロバンパー＆リアディフューザーのダウンフォース量に合わせ、
車両全体でのバランスを最適化することを目的にウイング形状及び設定位置を最適化。
角度可変ウイングとすることで、ステージに合わせた前後ダウンフォースバランスの調整が可能。
GFRP製。未塗装品。

優れた排気効率と軽量化を実現したスポーツエキゾーストシステム。
ひとつひとつ手作業のTIG溶接を行うことで、極めてスムーズな排気の流れを実現。
センターパイプはステンレス製、テールパイプはチタン製。
保安基準適合の交換用マフラー事前認証制度認定品。

1.1h203,040
（消費税8%抜き￥188,000）　

18000-XMEB-K0S0

0.7h159,840 （消費税8%抜き￥148,000）　

42700-XMEB-985K-53

CIVIC TYPE Rの走りを追求して開発された、CIVIC TYPE R専用デザイン、専用設計の切削鍛造ホイール。
切削鍛造とすることで、軽量化と高剛性化を実現。標準装備ホイールに対し約3Kg（1本）の軽量化。
CIVIC TYPE R専用デザインとすることで、無限エアロパーツとのマッチングはもちろん、
ノーマル車両への装着も適したものとしている。Honda車専用のハブフィット設計。
専用ホイールナットは別売り。推奨タイヤサイズ235/35R19。
標準装備品のホイールナットは使用できません。

15,120Black （消費税8%抜き￥14,000）　

08181-XG8-K0S0-BL

ホイールナット（テーパータイプ）16個と
ロックナット4個のセット。
サイズはM14×P1.5 22HEX

[FRONT]

[1ℓボトル]

[REAR]

本格的なサーキット走行などの高負荷時に必要な効き、耐フェード性を確保し、
限界付近での良好なコントロール性も実現。フロント、リア共に左右セット。

32,400 （消費税8%抜き￥30,000） 45022-XMEB-K0000.5h

24,840 （消費税8%抜き￥23,000） 43022-XMEB-K0000.7h

FRONT REAR

Honda車専用に開発された高性能ブレーキフルード。
BF5規格をはるかに上回るドライ沸点327℃、
ウエット沸点202℃を実現。高速走行において
ブレーキパーツの性能発揮に貢献。
また吸湿による沸点降下が少なく高沸点を
維持することでロングライフを実現。
500mℓ。フルード全交換時、
2缶（1,000mℓ）使用。

3,240 （消費税8%抜き￥3,000） 90000-XYB-B000

1.2h170,640
（消費税8%抜き￥158,000）　

62511-XMEB-K0S0

1.0h149,040
（消費税8%抜き￥138,000）

84111-XMEB-K0S0

0.7h127,440
（消費税8%抜き￥118,000）　

84112-XMEB-K0S0

スポーツエキゾーストシステムM アルミホイール MFC

MS-R

ホイールナット & ロックセット

ブレーキパッド タイプコンペティション

ハイパフォーマンス
 ブレーキフルード

リアエアロバンパー & リアディフューザーフロントエアロバンパー リアウイング

4,212 （消費税8%抜き￥3,900）　
90000-XYCM-0W40

2016年4月中旬発売予定

2016年5月中旬発売予定

2016年4月上旬発売予定

2016年5月中旬発売予定

2016年5月中旬発売予定 2016年4月中旬発売予定

11本のスポークの側面を切削加工で

肉抜きすることにより、十分な剛性は確保し

ながらもホイールの軽量化を図っている

最適なダウンフォースバランスのため、フロントエアロバンパー、リアエアロバンパー＆リアディフューザー、リアウイングをトータルで装着する事をおすすめします。

19×81/2Ｊインセット53



RED BLACK

アルミニウム素材に本革巻き仕様とした球形状のシフトノブ。
φ50という適度なサイズと、重量感が確実なシフトワークを演出。
本革のハイグレード感は、CIVIC TYPE Rのインテリアにもマッチ。

高品位切削加工で製作されるシフトノブ。
アルミニウム素材の質感を出した球形状（φ50）を採用。
上部にシフトパターンをレーザー印字。

0.1h17,280 （消費税8%抜き￥16,000）

54102-XMEB-K0S0-RD 54102-XMEB-K0S0-BK

0.1h10,584 （消費税8%抜き￥9,800）

54102-XLT-K4S0-BK

[RED] [BLACK]

メタルプレートの無限エンブレムをフロント左右とリアのセンターマットの
3ヶ所にレイアウトし、ドライバーズマットには磨耗を抑止する
ヒールパッドを装備。表地は耐久性に優れたナイロン素材、
裏地にはフロアとマットのズレを防ぐポリエステル素材を採用。
フロント2枚、リア4枚セット。
カラーは表地、縁ともに赤とした「レッド」のみの設定。
CIVIC TYPE R用スポーツマットは限定100セットの販売となります。
状況により、完売となっている可能性もございます。ご了承ください。

37,800 （消費税8%抜き￥35,000） 08P15-XMEB-K0S00.1h

限定100セットフロント2枚 リア4枚セット「レッド」

ホールド性と軽量化を両立したフルバケットシート ホールド性、快適性、乗降性を高次元でバランスさせたセミバケットシート
フルカーボン製ボディシェルを採用する事で、サーキット走行における
激しい横Gにも十分耐えうる剛性と軽量化を高次元で両立。
また、身体の部位ごとにウレタンの形状や厚みを最適化する事で剛性とホールド性も両立。

表皮はアルカンターラ®を採用。SUPER GTなど国内最高峰レースでの
使用に求められるFIA 基準をクリア。保安基準適合品。アルカンターラ®はアルカンターラ社の登録商標です。

カーボンファイバー製シェル / 3インチフルハーネス用ベルトホール / ランバーサポート（パッド挿入式）/ 

ディープサイドサポート /2分割式座面 / ノンスリップシートクッション /  アルカンターラ®表皮/

ショルダーグリップ /無限ロゴ（刺繍タイプ）   本体重量：6.5kg

Specifications

【シート本体】 【シート本体】

【シートレールセット】 【シートレールセット】

MS-R、レカロ社製シートレール及びサイドアダプターのセット。

257,040 （消費税8%抜き￥238,000） 81100-XXF-K0S0

295,920 （消費税8%抜き￥274,000）

81500-XMEB-K0S0-D
1.0h

取付にはシートレール及びサイドアダプターが必要です。
また、レカロ社製シートレール(Driver’s:2085.010.2 Passenger’s:2085.010.1)
及びサイドアダプター(1700000J)を使用しての装着も可能です。

無段階リクライナー / バックレスト前倒し機構 / ランバーサポート（パッド挿入式）/

セーフティハーネス用ベルトホール / ハイグリップサイドサポート / ロング＆ディープシートクッション /  

アルカンターラ®表皮 / ショルダーグリップ / 無限ロゴ（刺繍タイプ）   本体重量：15.0kg 

【Driver’s】 81500-XMEB-K0S0-P【Passenger’s】

いかなる状況でもドライバーを確実に受け止めるホールド性と乗降性を始めとした使い勝手という
相反する要件の両立を実現。体をホールドする上で重要な肩・ウエスト・太股を確実にホールドさせる事を目的に、
独自の形状を採用し各部のウレタン硬度を最適にチューニング。また、滑りにくい素材を採用したショルダーグリップにより

コーナリング時の上半身のズレを低減。シート前部の表皮はアルカンターラ®を採用。
保安基準適合品。アルカンターラ®はアルカンターラ社の登録商標です。

MS-Z、レカロ社製シートレールのセット。

170,640 （消費税8%抜き￥158,000） 81100-XXG-K0S0

199,800 （消費税8%抜き￥185,000）

81300-XMEB-K0S0-D

0.8h

取付にはシートレールが必要です。また、レカロ社製シートレール
(Driver’s:2085.010.2 Passenger’s:2085.010.1)を
使用しての装着も可能です。

【Driver’s】 81300-XMEB-K0S0-P【Passenger’s】

Specifications

高品位切削加工で製作するナンバープレートボルト。
ヘッドサイズはφ20 t=3ｍｍで、MUGEN POWERをレーザー印字。
2本セット。字光式ナンバープレートには装着できません。

2,484 （消費税8%抜き￥２,300）　0.1h

ドライカーボン素材を使用したカーボンナンバープレートガーニッシュ。
表面をUVカットクリアコート仕上げとすることで、色褪せ等の劣化を抑止。
字光式ナンバープレートには装着できません。

71146-XG8-K3S010,584 （消費税8%抜き￥9,800）　0.1h[FRONT]

71147-XG8-K2S010,584 （消費税8%抜き￥9,800）　0.1h[REAR]

90000-XYC-5W4010,584（消費税8%抜き￥9,800）　[4L缶]
90000-XYC-5W40-B22,700 （消費税8%抜き￥2,500）　[1Lボトル]

チタン特有の素材感にこだわり開発した無限エンブレム。
サイズ：15（縦）×110（横）mm  
1点1点焼き加工を施す為、色調は個々で若干異なります。

90000-XYE-301A5,184 （消費税8%抜き￥4,800）0.1h

0.3h

エンジン内部で発生する異物を可能な限り
除去し、圧力損失を最大10%向上（ノーマル比）。

2,808 （消費税8%抜き￥２,600）　15400-XK5B-0000

75700-XG8-K0S0

レース専用オイルと遜色の無いパフォーマンスを発揮しながら、ストリートユースに必要な耐酸化性能、
低温始動性を兼ね備えたハイスペックエンジンオイル。4サイクルガソリンエンジンオイル。
SAE 5Ｗ-40 100％化学合成オイル。オイル量：オイルのみ交換時5.0L、オイルエレメント同時交換時5.4L

高品位メタル立体エンブレム。クロームメッキ仕上げ品。
ボディカラーとの組み合わせで選べる2タイプ。
『無限』凹部をホワイトとブラックの2色を用意。
サイズ： 20（縦）×165（横）mm  

90000-YZ8-DV62-WH
7,344/1個 （消費税8%抜き￥6,800）0.4h

90000-YZ8-DV62-BK
7,344/1個 （消費税8%抜き￥6,800）0.4h

推奨組み合わせボディカラー:クリスタルブラック・パール

クロームメッキ / ブラック

推奨組み合わせボディカラー:チャンピオンシップホワイト

クロームメッキ/ ホワイト

MS-R MS-Z

ハイパフォーマンスエンジンオイル 

ハイパフォーマンスオイルエレメント

ナンバープレートボルト

カーボンナンバープレートガーニッシュ

ムゲンチタンエンブレム

ムゲンメタルロゴエンブレム

レザーシフトノブ

シフトノブ

スポーツマット

セミバケットシートフルバケットシート

RED BLACK

アルミニウム素材にドライカーボンを積層させた球形状のシフトノブ。
φ50という適度なサイズと重量感が確実なシフトワークに貢献。
カラーはレッドとブラックの2タイプを設定。

0.1h19,440 （消費税8%抜き￥18,000）

54102-XLT-K2S0-RD 54102-XLT-K2S0-BK[RED]

[BLACK] 54102-XLT-K4S0-GS[SILVER]

54102-XLT-K4S0-RD[RED]

[BLACK]

カーボンシフトノブ

2016年3月下旬発売予定

2016年4月下旬発売予定
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