LIN E
PR EM IUM
EV SPADA
はM DW
P WG N e:H
装着ホイール
Photo：STE
イト・パール
プラチナホワ

ERODYNAMICS
AERODYNAMICS
&
XTERIOR
& EXTERIOR
フロントグリルガーニッシュ
フロントグリルをブラックアウトし、
力強く精悍な印象のフロントグリルガーニッシュ。
力強さのあるデザインに無限エンブレムを装着することで、
より存在感のあるフロントスタイリングを実現。

（FF/4WD）
（FF/4WD）

2022年8月末発売予定

ブラック塗装仕上げ

49,500

0.5h （消費税10%抜き￥45,000） 75130-XNS-K0S0-BG

フロントアンダースポイラー

S

大型でワイドかつ重厚感あるデザインとし、スポーティで
力強いスタイリングを実現するフロントアンダースポイラー。
ボディカラーとツヤ有りブラック塗装の2トーン塗装。
左右のサイド部とセンター部の3ピース構成。
標準装備フロントバンパーより約25ｍｍダウン。

（FF/4WD）

Photo：STEP WGN e:HEV SPADA PREMIUM LINE
プラチナホワイト・パール 装着ホイールはMDW

（FF/4WD）

2022年8月末発売予定

カラード仕上げ
未塗装

93,500
82,500

1.2h （消費税10%抜き￥85,000）
1.2h （消費税10%抜き￥75,000）

サイドガーニッシュ

71110-XNS-K0S0-＊＊
71110-XNS-K0S0-ZZ

S

サイドビューにボリュームを出しながら、フロントからリアへ
一体感のある奥行きを強調したデザインとし、
よりワイド＆ローな印象を与えるサイドガーニッシュ。
標準装備サイドスポイラーより約20ｍｍダウン。

リアアンダースポイラー

S

サイド部をボディ同色のフロント、サイドから続く奥行きある形状とし、リア部はブラック塗装の
ディフューザー形状でデザインした、スポーティかつボリュームのあるリアアンダースポイラー。
無限スポーツサイレンサー同時装着タイプと標準装備マフラー同時装着タイプを設定。
2トーン塗装のサイド部とディフューザー形状にツヤ有りブラック塗装を施したセンター部の3ピース構成。
標準装備リアバンパーより約40ｍｍダウン。
無限スポーツサイレンサー同時装着車用
（FF）

（FF）

カラード仕上げ
未塗装

82,500
71,500

2022年10月末発売予定

84111-XNS-K1S0-＊＊
（消費税10%抜き￥65,000） 84111-XNS-K1S0-ZZ

1.5h※ （消費税10%抜き￥75,000）
1.5h※

ドアミラーカバー
フロントに張り出したデザインが特徴的なドアミラーカバー。
ブラック塗装とすることで引き締まった印象の外観を実現。

※ 無限スポーツサイレンサーの取付工数は含んでおりません。

（FF/4WD）
（FF/4WD）

標準装備マフラー同時装着車用
（FF/4WD）

2022年8月末発売予定

カラード仕上げ
未塗装

132,000
121,000

2.0h （消費税10%抜き￥120,000）
2.0h （消費税10%抜き￥110,000）

75300-XNS-K0S0-＊＊
75300-XNS-K0S0-ZZ

カラード仕上げ
未塗装

82,500
71,500

（FF/4WD）

（FF/4WD）

2022年8月末発売予定

1.2h （消費税10%抜き￥75,000）
1.2h （消費税10%抜き￥65,000）

84111-XNS-K0S0-＊＊
84111-XNS-K0S0-ZZ

2022年8月末発売予定

ブラック塗装仕上げ
未塗装

39,600
28,600

0.8h （消費税10%抜き￥36,000）
0.5h （消費税10%抜き￥26,000）

76205-XNS-K0S0-BG
76205-XNS-K0S0-ZZ

ハイドロフィリックLEDミラー
標準装備ドアミラーと交換タイプの親水性広角ブルーミラー。
多層膜コーティングを施したブルー色鏡面が太陽光や夜間走行時の
防眩効果を高め目の疲労を軽減。また、光触媒技術を利用した
親水コートにより付着した水を膜状に拡散し雨天時の視界を確保。
ウインカー使用時は鏡面に内蔵したLEDがウインカーに連動して発光。
ブラインドスポットインフォメーション対応。無限ロゴ入り。
ブラインドスポットインフォメーション非装備車に装着した場合、機能部のLEDは発 光いたしません。

LED発光時

ブラインドスポット
インフォメーション
点灯イメージ
（FF/4WD）

48,400

2022年11月末発売予定

0.8h （消費税10%抜き￥44,000）

76200-XNS-K0S0

サイドデカール
無限ロゴと白、赤、金のコーポレートカラー3色を合わせたデカール。
車両のサイドビューにワンポイントでアクセントを加えるデザイン。
左右2枚入り。
（FF/4WD）

カーボンナンバープレート
ガーニッシュ

C o l o r Var i a t i o n
Honda Color Code

S

MUGEN Color Code

プラチナホワイト・パール
（NH883P）
PZ

クリスタルブラック・パール
（NH731P）
CB

ミッドナイトブルービーム・メタリック
（B610M）
BX

未塗装
ZZ

ドライカーボン素材を使用したフロント、リア用
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。ナンバープレートボルトは付属して
おりません。カーボン製品の外観品質に関しましては巻末の注記をご確認下さい。

スタイリングセット
無限スポーツサイレンサー同時装着車用

297,000

（FF）

4.7h （消費税10%抜き￥270,000）

（FF）

（単品価格での合計 ￥308,000 消費税10%抜き￥280,000 ）
未塗装

264,000

4.7h （消費税10%抜き￥240,000）

標準装備マフラー同時装着車用
カラード仕上げ (設定3色)

297,000

（FF/4WD）

61000-XNS-K1S0-ZZ

4.4h （消費税10%抜き￥270,000）

（FF/4WD）

61000-XNS-K0S0-＊＊（無限色記号）

264,000

4.4h （消費税10%抜き￥240,000）

61000-XNS-K0S0-ZZ

（単品価格での合計 ￥275,000 消費税10%抜き￥250,000 ）

0.3h （消費税10%抜き￥2,800） 08P48-XG8-K0S0-S

ナンバープレートボルト

（FF/4WD）

フロント用 ※
0.1h （消費税10%抜き￥20,000）

71146-XG8-K4S0

※ SPADA/SPADA PREMIUM LINE（e:HEV、ガソリン車）への取付は
別売の取付ボルトキットが必要です。

リア用
2022年8月末発売予定

（単品価格での合計 ￥308,000 消費税10%抜き￥280,000 ）
未塗装

3,080

22,000

（単品価格での合計 ￥275,000 消費税10%抜き￥250,000 ）

ドア開閉時に爪などによる傷を防止できるだけでなく、
カーボン調のシボ加工を施すことで
ドアハンドルまわりを
スポーティに演出。
フロントに適合。
Sサイズ 2枚入り。

表面拡大写真

2022年10月末発売予定

61000-XNS-K1S0-＊＊（無限色記号）

ドアハンドルプロテクター

（FF/4WD）

フロントアンダースポイラー・サイドガーニッシュ・リアアンダースポイラーの3点セット。
セットとすることで、単品を3点 購入するよりお得なスタイリングセット。
カラード仕上げ (設定3色)

6,600 0.1h （消費税10%抜き￥6,000）
90000-YZ5-312C

22,000

0.1h （消費税10%抜き￥20,000）

71147-XG8-K3S0

SPADA/SPADA PREMIUM LINE
フロント用取付ボルトキット

高品位切削加工で製作するナンバープレートボルト。
ステンレス製のヘッド（ワッシャカラー）とボルトで構成。
ヘキサゴンボルトを採用し盗難抑止にも寄与。
ヘッドサイズはφ20 t=3ｍｍで、
"MUGEN POWER" を
レーザー印字。2本入り。
字光式ナンバープレートには
装着できません。

専用ナンバープレートボルト2本付
2022年8月末発売予定

4,180

0.1h （消費税10%抜き￥3,800）

71140-XNS-K0S0

（FF/4WD）

2,530

0.1h （消費税10%抜き￥2,300）

75700-XG8-K0S0
03-04

I

ERFORMANCE &
& H ANDLING
ANDLING
P ERFORMANCE
アルミホイール MDW

10本スポークを基調とし、リムに向けてツインスポークとすることで、
見た目以上のサイズ感を狙ったスポークデザインが特徴の「ＭＤＷ」。
カラーはブラック塗装に切削加工を施し
ブラッククリア塗装で仕上げたブラッククリアミラーフェイス。
サイズを新たに18×7 1/2 J インセット40とし、足元に存在感をもたらす。
専用ホイールナットは別売り。推奨タイヤサイズは225/45Ｒ18
標準装備品のホイールナットは使用できません。※タイヤ選定は、タイヤによりLI（ロードインデックス）値が異なる場合があります。
タイヤ交換の際は、LI値が標準装着タイヤ同等以 上になるよう注意し、各タイヤメーカーの対応表をご確認ください。
適 応タイヤ例 サイズ：225/45R18 95W/H(XL 規格) 空気圧：FR250kPa/RR280kPa

（FF/4WD）

52,800/本

2022年10月末発売予定

0.7h/本 （消費税10%抜き￥48,000） 42700-XNS-875X-40

パフォーマンスダンパー ®

ホイールナット＆ロックセット

走行時に車体へ発生する振動を吸収し、不快な微振動や
走行ノイズを低減することによって快適性と操縦安定性を向上。
上質な乗り心地を実現しながら、操縦安定性を高めることで、
より優れた運動性能を発揮し運転の楽しさが向上。
フロント/リア各1本の1台分セット。

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。
シルバーメッキとブラックを設定。

「PERFORMANCE DAMPER/パフォーマンスダンパー」はヤマハ発動機(株)の登録商標です。

シルバーメッキ

8,250
（FF）

143,000

スポーツサイレンサー

（FF）

（FF）

2.0h （消費税10%抜き￥130,000）

2022年10月末発売予定

（消費税10%抜き￥7,500）

08181-MZ3-K0S0-S

ブラック

9,680
（消費税10%抜き￥8,800）

08181-MZ3-K0S0-BL

50460-XNS-K0S0

ENTILATION
VENTILATION
ベンチレーテッドバイザー
（FF/4WD）

30,800

S

2022年7月末発売予定

0.5h （消費税10%抜き￥28,000）

72400-XNS-K0S0

無限らしい迫力のあるサウンドに
拘ったステンレス製のスポーツサイレンサー。
Φ75のチタン製デュアルフィニッシャーを大胆にデザインし、
スポーティなスタイリングを実現。
保安基準適合の交換用マフラー事前認証制度認定品。
装着には無限リアアンダースポイラーが必要。
e:HE V車用

203,500
ガソリン車用

203,500

コンピューター解析により空力性能を実証。
ゴムブレードを配した形状により、車内から排出された
空気が再び車内へ逆流するのを防止し、
より効率的な換気を実現。

2022年10月末発売予定
0.8h※ （消費税10%抜き￥185,000） 18000-XNS-K0S0
（FF）

（FF）

2022年10月末発売予定

0.8h※ （消費税10%抜き￥185,000） 18000-XNS-K1S0

※ 無限リアアンダースポイラーの取付工数は含んでおりません。

ベンチレーテッドバイザーの
性能検 証動画を
ご 覧 頂 け ます。

NTERIOR
I NTERIOR
スポーツマット

S

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や滑りを防ぐ
合成ゴム素材（SBS）を採用。運転席のマットには磨耗を防止するヒールパッドを装備。
2列目3列目の床面にもマットをレイアウトし、１列目2列目４か所に
無限ロゴ刺繍エンブレムをレイアウト。カラーはスポーティな印象の「ブラック×レッド」と
高級感溢れる「レッド」の2色を設定。
2022年6月末発売予定
レッド

ブラック×レッド

59,400

58,300

0.3h （消費税10%抜き￥54,000）

キャプテンシート車用 08P15-XNS-K0S0-RR
ベンチシート車用

08P15-XNS-K1S0-RR

（FF/4WD）

（FF/4WD）

（FF/4WD）

08P15-XNS-K3S0-RR

スポーツラゲッジマット

キャプテンシート車用 08P15-XNS-K0S0-RD
ベンチシート車用
（FF/4WD）

キャプテンシート車用 08P15-XNS-K2S0-RR
ベンチシート車用

0.3h （消費税10%抜き￥53,000）

スポーツマット / スカッフプレート フロント装着イメージ

08P15-XNS-K1S0-RD

（FF/4WD）

（FF/4WD）

キャプテンシート車用 08P15-XNS-K2S0-RD
ベンチシート車用

08P15-XNS-K3S0-RD

S

ラゲッジルームの汚れを抑止するスポーツラゲッジマット。
3列目床下格納時には、シート背中面をすべて覆う事が可能で、
3列目使用時にはラゲッジスペースに収め使用することが可能。
カラーはスポーツマットと同じ、スポーティな印象の「ブラック×レッド」と
高級感溢れる「レッド」の2色を設定。無限ロゴ刺繍エンブレム入り。

レッド

ブラック×レッド

08P15-XNS-K0S0-RR

08P15-XNS-K1S0-RD

スポーツマット 2列目装着イメージ

2022年6月末発売予定

（FF/4WD）

レッド

26,400

0.1h （消費税10%抜き￥24,000） 08P11-XNS-K0S0-RR

ブラック×レッド

25,300

0.1h （消費税10%抜き￥23,000） 08P11-XNS-K0S0-RD
レッド

S

ブラック×レッド

ス タ ン ダ ード セ ット

スポーツマット・スポーツラゲッジマット・ベンチレーテッドバイザーの
3点を無限定番アイテムとしてパッケージにしたお得なセット。
2022年7月末発売予定
レッド

112,200

ブラック×レッド

0.9h （消費税10%抜き￥102,000）

110,000

0.9h （消費税10%抜き￥100,000）

（単品価格での合計 ￥116,600 消費税10%抜き￥106,000 ）

（単品価格での合計 ￥114,400 消費税10%抜き￥104,000 ）

キャプテンシート車用 61100-XNS-K0S0-RR

キャプテンシート車用 61100-XNS-K0S0-RD

ベンチシート車用
（FF/4WD）

61100-XNS-K1S0-RR

（FF/4WD）

（FF/4WD）

キャプテンシート車用 61100-XNS-K2S0-RR
ベンチシート車用

61100-XNS-K3S0-RR

ベンチシート車用
（FF/4WD）

スカッフプレート
カーボン調のデザインと無限ロゴを合わせ、
インテリアにスポーティな雰囲気を演出。
フロント用2枚セット。

リアバンパーステップデカール
ラゲッジルームへの荷物の積み降ろし時に発生する傷や汚れを防止する
リアバンパーステップデカール。カーボン調のデザインと
無限ロゴを合わせたデカールで、シンプルながらスポーティな雰囲気を演出。

61100-XNS-K1S0-RD

（FF/4WD）

（FF/4WD）

キャプテンシート車用 61100-XNS-K2S0-RD
ベンチシート車用

スポーツラゲッジマット / リアバンパーステップデカール装着イメージ

61100-XNS-K3S0-RD

（FF/4WD）

13,200

0.2h （消費税10%抜き￥12,000）

（FF/4WD）

84200-XNS-K0S0

24,200

（FF/4WD）

0.2h （消費税10%抜き￥22,000）

08F34-XNS-K0S0
05-06

ECHNICAL FEATURES
FEATURES
TECHNICAL
ハイパフォーマンスオイル MS-S

ヘキサゴンオイルフィラーキャップ

アルミニウム素材の削り出し。硬質アルマイト仕上げの2ピース構造。中央に無限ロゴをレーザー印字した
高品質のオイルフィラーキャップ。グリップは操作性に優れるヘキサゴン（6角形）タイプを採用。
カラーはシャンパンゴールド、グレーシルバー、レッド、ブルー、ブラック、オレンジの6色を設定。

（FF/4WD）

9,350

0.1h （消費税10%抜き￥8,500）

[CHAMPAGNE GOLD] 15610-XG8-K2S0-CG
[RED] 15610-XG8-K2S0-R

無限とMOTULが高出力型エンジン向けに
開発したエンジンオイル。0W20という低粘度に加え、
エステルを配合することで過酷な条件や重力により
エンジンオイルが下に落ちた状況などでも
高いエンジン保護性能を持ち、俊敏なレスポンス、
低燃費性能の全てを高い次元で実現。
4サイクルガソリンエンジンオイル。
SAE 0W-20 API SN 100%化学合成オイル。
（FF/4WD）

[GRAY SILVER ] 15610-XG8-K2S0-GS

1ℓボトル

3,080 （消費税10%抜き￥2,800） 90000-XYCM-0W20

（FF/4WD）

クロームメッキ / ホワイト

7,480/1個

0.4h （消費税10%抜き￥6,800）

90000-YZ8-DV63-WH

クロームメッキ/ ブラック

[ BLUE ] 15610-XG8-K2S0-BU

[ BLACK ] 15610-XG8-K2S0-BL

無限メタルロゴエンブレム
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

[ORANGE ] 15610-XG8-K2S0-OR

無限リザーバータンクカバー

オイルフィラーキャップ
アルミニウム素材の削り出し。硬質アルマイト仕上げ。
カラーは、シャンパンゴールド、シルバー、レッド、ブルー、ブラックの5色を設定。

走行中の様々な要因による液 漏れを吸収するブレーキと
クラッチのリザーバータンクカバー。アラミド耐火繊維の
採用により安全性を確保。ファッション性にも優れたデザイン。

7,480/1個

0.4h （消費税10%抜き￥6,800）

90000-YZ8-DV63-BK

カーボンエンブレム
ドライカーボン製エンブレム。マットクリアコート仕上げ。
ドライカーボンの持つスポーティなイメージを
強く表現したデザイン。サイズ：15（縦）mm×110（横）mm
（FF/4WD）

7,700

0.1h （消費税10%抜き￥7,000）

[CHAMPAGNE GOLD] 15610-XG8-K1S0-CG
[RED] 15610-XG8-K1S0-R

[SILVER] 15610-XG8-K1S0-S

[BLUE] 15610-XG8-K1S0-BU [BLACK] 15610-XG8-K1S0-BL

0.1h （消費税10%抜き￥2,700）

19045-XGER-0000

ハイパフォーマンスオイルエレメント
エンジン内部で発生するスラッジ（異物）を可能な限り除去する為に濾材面積、
濾材収納形状などを最適化する事により圧力損失は最大10％向上（ノーマル比）。
さらに濾材繊維をＹ字断面とした濾材を採用した事によりスラッジ（異物）を
効率良く除去し、エンジン内部の磨耗を防止。また、高耐熱性のある
アクリルゴム（ガスケット）やシリコンゴム（アンチドレン）を
使用した事によりエンジンの高油温条件にも対応。
（FF/4WD）

2,860

0.1h （消費税10%抜き￥2,000）

90000-XYL-513A

（FF/4WD）

0.1h （消費税10%抜き￥15,000）

90000-YZ8-C606

ハイパフォーマンスブレーキフルード

開弁圧を高める事でスポーツ走行時の高負荷時に
効果を発揮。開弁圧1.3kgf/cm 2 [127kPa]
（ノーマル1.1kgf/cm 2 [108kPa]）

2,970

2,200

16,500

ハイプレッシャーラジエターキャップ

（FF/4WD）

装着例

（FF/4WD）

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317℃、
ウェット沸点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。500㎖。
フルード全交換時、2缶（1,000㎖）使用。
全タイプ（FF/4WD）

3,300 （消費税10%抜き￥3,000） 90000-XYB-B100

MUGEN 16ステッカー
無限のコーポレートカラーである白･赤･金･黒の4色と、
ワークスナンバーである「16」を組み合わせたデザインの
円形ステッカー。
サイズ：直径130mm
（FF/4WD）

3,300

0.2h

（消費税10%抜き￥3,000）

90000-YZ5-312D

0.3h （消費税10%抜き￥２,600） 15400-XK5B-0100

無限STEP WGNスペシャル ページ

商 品 の 詳 細 や 価 格 、カ ラ ー 別 ス タ イ リン グ な ど 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 / S T E P W G N
■ 無限製品は1年2万km保証です。保証期間は、お取り付け日から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。詳細はHPに記載しておりますのでご確認下さい。
■ 仕様及び価格（2022年5月現在）は、予告なく変更する場合があります。 ■ 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。
■ 製品は原則として標準車(福祉車両を除く)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。
■ 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。

株式会社M-TEC 〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11 Tel.048-462-3131 Fax.048-462-3121
M-TEC Co., LTD. 2-15-11 Hizaoricho Asakashi Saitamaken 351-8586 JAPAN 048-462-3131
『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。

日本自動車マフラー協会会員
6AA-RP8 5BA-RP6 5BA-RP7

http://www.mugen-power.com
M
22MG-KTSW-205○

