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品　　番 記　    　号 定　　　　価 備　　考
CGC-10294 G 18.5 カラー球 12V 23/8W 赤 1,800

10295 〃 〃 　　　〃 〃 860
10296 S 25 カラー球 12V 23/8W 赤 1,500
10297 〃 〃 　　　〃 〃 720
10511 G 18.5 カラー球 12V 23W オレンジ 800
10512 〃 〃 　　〃 　　〃 400
10513 〃 カラー球 12V 10W オレンジ 800
10514 〃 〃 　　〃 　　〃 400
10515 〃 カラー球 12V 15W オレンジ 800
10516 〃 〃 　　〃 　　〃 400
10519 〃 カラー球 12V 23/8W オレンジ 950
10520 〃 〃 　　　〃 　　〃 450
10523 〃 カラー球 12V 21W オレンジ 800
10524 〃 〃 　　〃 　　〃 400
10525 〃 カラー球 12V 21/5W オレンジ 950
10526 〃 〃 　　　〃 　　〃 450
10527 〃 カラー球 12V 21/5W 赤 1,800
10528 〃 〃 　　　〃 〃 860
10529 〃 カラー球 12V 18/5W 赤 1,800
10530 〃 〃 　　　〃 〃 860
60200 G 18.5 12V 23W クリア 500
60201 〃 　　〃   〃 200
60209 〃 （平行ピン） 12V 23/8W クリア 630
60210 〃 〃 　　  〃   〃 290
60211 〃 （ピン違い） 12V 23/8W クリア 630
60212 〃 〃 　　　 〃   〃 290
60260 〃 （平行ピン） 12V 21W クリア 500
60261 〃 〃 　　〃   〃 200
60262 〃 （平行ピン） 12V 15W クリア 500
60263 〃 〃 　　〃   〃 200
60264 〃 （平行ピン） 12V 10W クリア 500
60265 〃 〃 　　〃   〃 200
60266 T 10 12V 3W（E10) 135
60267 〃 24V 3W（E10) 145
60268 G 18.5 （ピン違い） 12V 21/5W クリア 630
60269 〃 〃 　　　〃   〃 290

B-01(S25)オレンジ B-02(T20)オレンジ B-03(T10)オレンジ B-04(T15)オレンジ B-05(S25)レッド B-06(T20)レッド B-07(T10)レッド

12V21W   1,200円 12V21W   1,200円 12V5W     600円 12V18W   1,200円 12V21/5W  1,500円 12V21/5W  1,500円 12V5W   600円 ( )ネジ記号
①

特
殊
電
球
・
交
換
電
球

バラ　　　（１箱１０個入り）

FINE用

スペアー
バルブ

BX、ダイヤコントロール用 バラ
　　　　　　　〃 バラ

１パック　（２個入り）

バラ　　　（１箱１０個入り）
１パック　（２個入り）
バラ　　　（１箱１０個入り）
１パック　（２個入り）
バラ　　　（１箱１０個入り）

１パック　（２個入り）
バラ　　　（１箱１０個入り）
１パック　（２個入り）
バラ　　　（１箱１０個入り）
１パック　（２個入り）

バラ　　　（１箱１０個入り）
１パック　（２個入り）
バラ　　　（１箱１０個入り）
１パック　（２個入り）
バラ　　　（１箱１０個入り）

１パック　（２個入り）
バラ　　　（１箱１０個入り）
１パック　（２個入り）
バラ　　　（１箱１０個入り）
１パック　（２個入り）

バラ　　　（１箱１０個入り）
１パック　（２個入り）
バラ　　　（１箱１０個入り）
１パック　（２個入り）
バラ　　　（１箱１０個入り）

１パック　（２個入り）
バラ　　　（１箱１０個入り）
１パック　（２個入り）
バラ　　　（１箱１０個入り）
１パック　（２個入り）

品　　　　　　　　　　　　名
１パック　（２個入り）
バラ　　　（１箱１０個入り）

CGC  一般用品 特殊電球・交換電球



メーカー 商 品 名 定　価

セリカ

サイノス
エクシブ
ノア

ラウム
アリスト
イプサム
ハリアー
プリウス

ＭＲＳ
ＭＲ２

ＣＤ系
ＦＤ系
ＢＨ系
ＢＨ系
ＴA系
EPF系

②

サ
イ
ド
マ
ー

カ
ー

※型式は一部参考のものです。〔純正部品番号〕をご確認のうえご注文下さい。
※他ホワイトサイドマーカー各種在庫あり（ＦN-０１、FH-０２等）
※その他、各種スペアーバルブ取り揃えております。

　'９８．１０～'０５y

８１７１３－８７２１２－０００ 2,500
ミラ Ｌ７００/７１０

マ
ツ
ダ

FZ－０１

プレマシー/イクシオン

Ｂ０１Ｗ－５１－１２０ 5,500

ＲＸ７（後期）
ファミリア
レーザー
ミレーニア
トリビュート

ダ
イ
ハ
ツ

ＦＤ－０１

ムーヴェアロダウンカスタム車

ストーリア Ｍ１００/１１０
ハイゼット Ｓ２００/２１０/２２０

スイフト ＨＴ５１Ｓ

Ｌ６００/Ｌ９００/L６１０S/L６０２S

2,500

セルボ/モード ＣＮ２２/ＣＰ３２
カプチーノ ＥＡ２１

グランドエスクード ＴＸ９２Ｗ

アルト ＨＡ１１/ＨＢ２１
ジムニー ＪＢ２３Ｗ
エブリィ ＤＡ５２/ＤＢ５２

ス
 

ズ
 

キ

ＦＳ－０１

ワゴンＲ ＣＴ．ＣＶ系、ＭＣ系

３６４１２－７０Ｂ００

ＮＨＷ１０
エスティマ ＭＣＲ３０Ｗ,４０Ｗ/ＡＣＲ３０Ｗ,４０Ｗ

ＺＺＷ３０
ＳＷ２０（後期）

８１７３０－１７０５１
ＥＸＺ１０．１５
ＪＺＳ１６０/ＪＺＳ１６１
ＣＭ２１Ｗ/ＣＭ２６Ｗ
ＳＸＵ１０/１５Ｗ/ＭＣＵ１０/１５Ｗ

ＥＬ４４
ＳＴ２００/２０２/２０３/２０５
ＳＲ４０/５０Ｇ/ＣＲ４０/５０Ｇ

スパシオ ＡＥ１１１Ｎ

レビン/トレノ ＡＥ１１１/１１０/１０１
８１７３０－２０２１０

カリーナＥＤ ＳＴ２００/２０２/２０３/２０５
ト
 
 
ヨ
 
 
タ

ＦＴ－０１

カルディナ ＳＴ１９０Ｇ/１９５Ｇ

5,500

ＲＡＶ４ SXA10G/15G/CA2#～’03y7
ビスタ SV４０/４１/ＳＶ５０Ｇ
カムリ SV４０/４１/ＣＶ４０
カレン ＳＴ２０８/２０６/２０７
サクシード・プロボックス ＣＰ５＃/ＬＰ５＃

ＳＴ２０２/２０３/２０５

車　　　　　種 型　　　　　式 純　正　部　品　番　号 備　　　　　考

CGCオリジナル商品 ホワイトサイドマーカー



品　　番 記　　号 定　価 備　　考
CGC-10305 ３６４型 12V　白レンズ 1,600

10306 〃 24V　白レンズ 1,600

品　　番 記　　号 定　価 備　　考
CGC-10353 ダイヤコン球付　 3,300 全長　445mm

10356 ７４０型 　　　　〃 ※　　　 〃 3,600 全長　740mm
10357 ６２０型 　　　　〃 ※　　　 〃 3,500 全長　620mm
10358 トラック野郎 　　　　〃 ※　　　 〃 3,750 全長　1,020mm
10359 補修用 700

　

品　　番 記　　号 定　価 備　　考
CGC-10556 角　　型 50×70mm　接着タイプ　  赤 430 Eマーク無し

10557 〃 　　〃　　　　　　　　　　　〃　　　　 橙 430 　　　〃
10560 丸　　型 57Ømm 　　　〃　　　　 赤 300 　　　〃
10561 〃 　　〃　　　　　　　　　　　〃　　　　 橙 300 　　　〃
10562 丸　　型 80Ømm 　　　〃　　　　 赤 490 　　　〃
10563 〃 　　〃　　　　　　　　　　　〃　　　　 橙 490 　　　〃

品　　番 記　　号 定　価 備　　考
CGC-61300 L９００ 2,900 全長　900mm

61318 L６００ 2,800 全長　600mm
61319 L５００ 2,700 全長　500mm
61320 L４００ 2,700 全長　400mm
61321 L３２０ 2,600 全長　320mm
61322 L９２０ ※　12Vor24V 3,650 全長　920mm
61323 L６２０ ※　　　 〃 3,550 全長　620mm
61324 L５２０ ※　　　 〃 3,450 全長　520mm
61325 L４２０ ※　　　 〃 3,450 全長　420mm
61326 L３４０ ※　　　 〃 3,100 全長　340mm
61301 補修用 480

③

汎
用
用
品

《リフレクター》 (※ご注文時12Vか24V指定して下さい)
CGC-10556   CGC-10560

《BXキャップ》 CGC-10305(12V)
CGC-61301 CGC-10306(24V)

BX型　　　支手付・球付　　　

 《ダイヤコンキャップ》 CGC-10359

【BXコントロール】

C G C 汎 用 用 品

品　　　　　　　　名
※　12Vor24V

BX支手(ﾌﾞﾗｹｯﾄ)付
ダイヤコンキャップ(色アンバー）

【フォグランプ】
品　　　　　　　　名

フォグランプ    直径120ｍｍ
フォグランプ　　直径120ｍｍ

ダイヤコン支手付

（注）ｳﾚﾀﾝﾊﾞﾝﾊﾞｰ車取り付け不可

（注）ｳﾚﾀﾝﾊﾞﾝﾊﾞｰ車取り付け不可【ダイヤコントロール】

(※ご注文時12Vか24V指定して下さい)

【リフレクター】
品　　　　　　　　名

品　　　　　　　　名
BX型　　　支手・球無し　　　

　〃　　　　　　　〃
　〃　　　　　　　〃
　〃　　　　　　　〃
　〃　　　　　　　〃
BX型コントロールキャップ（黄色）

　〃　　　　　　　〃
　〃　　　　　　　〃
　〃　　　　　　　〃
　〃　　　　　　　〃



品　　番 記　　号 定　価 備　　考
CGC-10002 角　　型 球付24V 黄 790 ※CGC61001(黄)

10006 〃      〃　　パープル 715 ※CGC61005(ﾊﾟｰﾌﾟﾙ)
10007 〃      〃    ピンク 790 ※CGC61006(ﾋﾟﾝｸ) ※12V
10015 〃 630
10151 バ　ス　用 支手付・球無し　赤 950
10152 〃 支手付・球無し　橙 950
10153 〃 支手付・球無し　黄 830
10157 〃 支手付・球無し　ピンク 820
10161 〃 250 バスマ-カ-部材
10162 〃 160 　　〃
10163 〃 60 　　〃
10164 〃 160 　　〃
10165 〃 660
10196 R８８G 球付24V 赤 980 防滴型
10197 〃 　　　　〃 〃 球付24V 橙 980 　〃
10198 〃 　　　　〃　　　　　　　 〃 球付24V 黄 900 　〃
10702 角　　型 黄 230
10706 〃 パープル 215
10707 〃 ピンク 230
10801 バ　ス　用 赤 650 R88G共通
10802 〃 黄 500 　　〃
10803 〃 橙 650 　　〃
10808 〃 ピンク 230
10814 〃 パープル 230
61018 バ　ス　用 支手なし・球なし　  赤 870
61019 〃 支手なし・球なし　  橙 870
61020 〃 支手なし・球なし　  黄 760
61025 〃 支手なし・球なし　ピンク　 760
61026 〃 支手なし・球付24V 赤 1,050
61027 〃 支手なし・球付24V 橙 1,050
61028 〃 支手なし・球付24V 黄 870
61033 〃 支手なし・球付24V ピンク 870
61034 〃 支手つき・球付24V 赤 1,150
61035 〃 支手つき・球付24V 橙 1,150
61036 〃 支手つき・球付24V 黄 1,020
61041 〃 支手つき・球付24V ピンク 1,020
61049 バ　ス　用 140 全長13cm
63042 〃 赤 230
63043 〃 橙 230
63044 〃 黄 230
63045 〃 緑 230
63046 〃 青 230

➃

汎
用
用
品

CGC-61049(シングルコード)

バスマーカーレンズ各種(R88G共通)

　　　　〃　　　(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ)
マーカーランプ  (ガラス)
　　　　〃　　　　　　〃
　　　　〃　　　　　  〃

マーカーレンズ(プラスチック)
　　　　〃　　　　　　　〃
　　　　〃　　　　　　　〃
　　　　〃　　　　　　　〃
　　　　〃　　　　　　　〃

CGC-10163(ゴムP) CGC-10164(支手) 　　　　〃　　　　　　〃　　　　　

シングルコード SP・T型ゴム
        〃　　 (プラスチック)

　　　　〃　　　　　　　　 〃
マーカーランプ (ガラス)　

《バスマーカー部材》 　　　　〃　　　　　　〃　　　　　
CGC-10161(反射板) CGC-10162(枠) 　　　　〃　　　　　　〃　　　　　

マーカーレンズ　　(ガラス)

マーカーランプ　　   （ガラス）

　　　　〃　　　　　　　　〃
　　　　〃　　　　　　　　〃
マーカーレンズ (プラスチック)

バスマ-カ-ランプ R88G型 球24V
マーカーレンズ (プラスチック)
　　　　〃　　　　　　　　 〃
　　　　〃　　　　　　　　 〃

《角型マ-カ-ランプ》 マーカーランプ　 (ガラス)
　　　　〃　　　　　　　〃
　　　　〃　　　　　　　〃
　　　　〃　　　　(プラスチック)

C G C 汎 用 用 品 【角型・バスマ-カ-ランプ・部材&レンズ等】

マーカーランプ(プラスチック)
　　　　〃　　　　　　　〃
　　　　〃　　　　　　　〃

マーカーランプ　(ガラス)
　　　　〃　　　　　　〃
　　　　〃　　　　　　〃

マーカーリング　　（樹脂メッキ）

品　　　　　　　　名

マーカーリング（樹脂メッキ）

反射板（ステンレス）
枠（ステンレス）
ゴムパッキン
L型支手



DAIHATSU   【テールランプ・ユニット、テール・パーキングレンズ、バックランプ 】C G C 補 修 商 品
デルタ 99y～デルタV10  77y～　 デルタV10  77y～　 S80 TK 

テールランプ 24Vテールランプ　24V テールランプ　12V
デルタ 99y～デルタV10  77y～　 デルタV10  77y～　

テールランプ　12V
S80 TK 

➄

ダ
イ
ハ
ツ

●CGC-30213,30313,
30707(右)ランプ共通

●CGC-30214,30314,
30708(左)ランプ共通

ハイゼットｶｰｺﾞｰS320V 05y～
テールユニット

[81551-97501] [81551-97512]
[81551-97510]

●左右共通

CGC-41128(左)
[81541-87501]

CGC-41126(左)
[81561-87521]

(CGC千代田品番、[  ]純正参考品番、●対応商品及び共通商品、◆備考)

[81531-87501]
CGC-41125(右)

◆スバル,トヨタ共通

[81551-87521]

テールユニット

定価￥3,500

◆ハイゼットTK  S110P共通 ◆ハイゼットTK  S110P共通 ◆S200V～S230V

定価￥5,200

[81561-97512]
[81561-97510]

(予告なしに生産中止及び価格の変更になる場合があります)

[81561-97509]

CGC-41131(右)
[81551-97509]

※パッキン[81552-97501]

CGC-41130(左)
[81561-97501]

●左右共通

CGC-41134(左)

CGC-41133(右)

ハイゼットS200T  96y～05y

CGC-40117

CGC-30213(右)

CGC-41115(右)

●レンズCGC-41117(右)

◆いすゞ,日産共通

●ランプCGC-30210(左)

CGC-41118(左)

●レンズCGC-41118(左)

CGC-30214(左)

テールレンズ

定価￥800

[81560-37130]

ハイゼットTK S210P  05y～

CGC-41117(右)
[81551-87514]

●ランプCGC-30209(右)
[81561-87514]

[81560-87381]

[81561-87304]

◆S100TK共通

CGC-41116(左)

◆V-TK共通

テールユニット

CGC-41123(右)

CGC-30213(右)裏面
※ソケットカバー無し

S100V

定価￥3,900

[81551-87519]

定価￥6,300

CGC-41124(左)

[81550-87381]

[81561-87519]

◆S110V,S120V,S130V共通

CGC-30203(右） CGC-30209(右)

パーキングレンズ

定価￥3,600

[81511-87517]

[81560-87312]

定価￥650

テールレンズ

定価￥1,580

◆S100/110系(94y～96y)

[81561-87303]

バックランプ　　12V

[81550-87328]
CGC-30204(左)

[81551-87303]

CGC-30202(左)
[81560-87380]

ハイゼットキャブS80 S100.110.120.130 デルタV10  52y～ ハイゼットキャブS80 TK

CGC-41132(左)

定価￥5,900

[81550-37120]

定価￥400
CGC-41127(右)

テールユニット

定価￥5,800
CGC-41129(右)

[81550-87327]

定価￥5,900

定価￥1,600

[81551-87304]

[81550-87516] [81550-87526]
CGC-30210(左)

[81560-87516] [81560-87526]

[81560-87311]

◆S100ムーブ共通

CGC-31121

ハイゼットS200T  96y～05y

定価￥620

CGC-30201(右)
[81550-87380]

[81670-87507]

テールレンズ
S200V  99y～

テールレンズ



ハイゼットTK　S211P 07y～     ハイゼットTK　S500P.S510P  　 S100V.S110V.S100P.S110P

DAIHATSU【テールユニット,コーナーユニット】
ハイゼットTK　S201P.S211P 12y12月～14yM/C後 

C G C 補 修 商 品

テールユニット

CGC-41137(右)CGC-41135(右)
[81551-B5010] [81551-B5040]

定価￥2,780定価￥3,250

テールユニット
ハイゼットTK　S211P 07y～ 

定価￥3,800定価￥3,450

    ハイゼットTK　S500P.S510P  　

ランプ参考純正品番[81551-B5060]

CGC-41137(右)裏面

コーナーユニット
S100V.S110V.S100P.S110P

テールユニット
ハイゼットTK　S201P.S211P 12y12月～14yM/C後 

CGC-43561(右)CGC-41139(右)

CGC-30308(左)

⑥

ダ
イ
ハ
ツ

ト
ヨ
タ

●CGC-30213,30313,
30707(右)ランプ共通

●CGC-30214,30314,
30708(左)ランプ共通

[81551-B5010] [81551-B5040]

◆WU79

●レンズCGC-42038(右)

(CGC千代田品番、[  ]純正参考品番、●対応商品及び共通商品、◆備考)

(2007y～2012y)

[81550-39455]
CGC-30309(右)

[81550-39465]

テールランプ　　24V

CGC-30310(左)

●レンズCGC-42017(左)
●レンズCGC-42016(右)

●CGC41029(マツダ),CGC42253(日産),CGC41324(三菱) テールユニット/左共通

定価￥5,700
CGC-30307(右) CGC-30311(右)

◆三色エルフ型

[81550-37120]

定価￥6,700

CGC-41138(左)

※CGC品番の重複について
ＯＥＭ等複数のメーカー・車種で共用の商品につきましては各車種ごとに記載しておりますので、ＣＧＣ番号が重複している場合があります。

(予告なしに生産中止及び価格の変更になる場合があります)

CGC-41140(左)

◆RU2-3,JU20TR,DMP,IV3

テールランプ　　24V

CGC-41136(左)
[81561-B5010]

定価￥5,700

[81550-37050]

定価￥6,300

CGC-41137(右),41138(左)

[81560-37070]

●レンズCGC-42039(左)

[81560-37130]

●CGC41028(マツダ),CGC42252(日産),CGC41323(三菱) テールユニット/右共通

CGC-30313(右)裏面

ダイナ  99y

CGC-30313(右)

ランプ参考純正品番
[81730-87523]

CGC-30312(左)

[81551-B5060]

(2012y～2014y)

CGC-41139(右)裏面

テールランプ　　24V

(2014y9月～)
CGC-41139(右),41140(左)CGC-41131(右),41132(左)

BU-20

(2005y～2007y)

RU-20

[81561-B5040] [81561-B5060]

[81740-87517]◆ピクシス,サンバー共通14y9月～

TOYOTA【テールランプ】C G C 補 修 商 品

●CGC41133(ダイハツ),CGC41325(三菱),CGC42254(日産) テールユニット/右共通
●CGC41134(ダイハツ),CGC41326(三菱),CGC42255(日産) テールユニット/左共通

※ソケットカバー無し

CGC-41131,41135,41137,41139レンズカット面(R)

CGC-30314(左)

ランプ参考純正番号
CGC-43562(左)

BU-112  96y

CGC-41135(右),41136(左)

テールランプ　　12V

◆ピクシス,サンバー共通

[81560-39435] [81560-39425]

赤 赤 赤 赤 橙 橙 橙 橙 



ダイナ  06y LY-50  60y BU112  96y
クリアレンズパーキングレンズ(橙/白)パーキングレンズ(橙) パーキングユニットテールランプ　　24V

BU112  96yYH-80  60y

TOYOTA【テールランプ・ユニット,パーキングユニット,パーキング・クリアー・テールレンズ 】C G C 補 修 商 品

定価￥1,450

[81550-37240]

定価￥7,000
CGC-30315(右)

[81511-95406]
CGC-40473

定価￥1,480
CGC-40472 CGC-40476(右) CGC-40478(右)

定価￥2,950

[81611-37010]

定価￥1,300

[81511-37050][81511-95408]

⑦

ト
ヨ
タ

CGC-42042(右)
[81551-52240]

CGC-42043(左)

◆トヨエース,ダイナBU60  93y

CGC-41139(右)裏面◆ハイゼット,サンバーTK共通

[81551-B5040]

[81561-B5040]

(CGC千代田品番、[  ]純正参考品番、●対応商品及び共通商品、◆備考)

[81561-60381]

CGC-42038(右)

ＯＥＭ等複数のメーカー・車種で共用の商品につきましては各車種ごとに記載しておりますので、ＣＧＣ番号が重複している場合があります。

CGC-42017(左)

PY10  89y

CGC-41133(右)

[81561-61341]
[81561-95400]

CGC-42001(右) CGC-42016(右)

CGC-42002(左)

[81551-95400]

BU20  77y

◆LH102V,100系

(予告なしに生産中止及び価格の変更になる場合があります)

定価￥1,450

[81551-25060]

定価￥580

定価￥3,450
CGC-41137(右)

BU112  96y
テールユニット 89y テールユニット 02y6月～テールレンズ 

CGC-41138(左)

◆RU20  52y,BU6～9

[81551-B5060]
CGC-41140(左)

プロボックスNCP50V/51VハイエースRZH102V/112V

[81561-52220][81561-95J10]

◆ハイゼット,サンバーTK共通

[81561-B5010]

CGC-42039(左)
[81551-60421]

[81551-60451]

CGC-41136(左)
[81551-B5010]

定価￥3,250

[81550-37240] [81511-95406]

◆トヨエース(YY131),ﾚｲﾝｼﾞｬｰⅡ

ピクシスTK S201U/S211U

◆LH-80  85y8～87y8

CGC-40479(左)

定価￥5,200

ピクシスTK S201J/S221J

[81611-37010]

◆BU6～9  88y8～95y5

[81551-97509]
CGC-41134(左)

ピクシスバン S321M/S331M
テールユニット 14y9～

CGC-41135(右)

CGC-30316(左)
[81560-37240]

テールユニット  05y

◆トヨエースYY131,デルタ

CGC-40477(左)
[81511-37050]

[81521-37050][81621-37010]

ピクシスTK S500U/S510U

CGC-42036(右)

◆ハイゼット,サンバーTK共通

[81511-95408]

[81561-B5060]

定価￥6,800

テールユニット 12y12～

CGC-42037(左)

●レンズCGC-42017(左),CGC-42039(左)共通
●レンズCGC-42016(右),CGC-42038(右)共通

◆リアフォグランプ無し

CGC-41137(右)裏面
定価￥3,800

CGC-41139(右)

[81561-97509]

 テールユニット 07y～12y

◆YM55,CM65

テールレンズ

◆ハイゼット,サンバーV共通

[81561-25040]

定価￥1,450

テールレンズ

[81551-95J10]

定価￥7,900

※CGC品番の重複について



CGC-30417(右)

テールランプ　12V  

[26540-T7700]

NT100クリッパー DR16T 14y～ 

※ソケットカバー無し [26550-4A00L]
CGC-30255(右) CGC-30419(右)

アトラス　89y

NISSAN【テールランプ,テールレンズ】
アトラス　89y

テールランプ　　24V

CGC-30213(右)
[26550-89TC4]

定価￥6,300 定価￥5,800

C G C 補 修 商 品
アトラス　99y 

[26550-08T00]

テールランプ　　12V

CGC-30213(右)裏面
定価￥5,800

テールランプ　　24V

定価￥4,750

[26555-5T000]
[26545-T7700]

CGC-30418(左)
[26555-4A00L]●CGC-30214,30314,

CGC-30420(左)
[26555-08T00]

[26540-T7700]
[26550-5T000]

30708(左)ランプ共通

CGC-30256(左)30707(右)ランプ共通
●CGC-30213,30313,

※ソケットカバー無し [26550-4A00L][26550-89TC4]

CGC-30214(左)

[26550-08T00]

[26555-5T000]

◆HA41,2WD(BD30)DP 93y◆HA40,ED33,FD35,TD27,LB 93y

30708(左)ランプ共通

◆キャリー,スクラム,ミニｷｬﾌﾞ共通◆ダイナ,エルフ共通

テールランプ　　24V
アトラス　　96yアトラス　　96y

テールランプ　　24V

◆HA41,2WD(BD30)DP 93y

テールランプ　　12V
アトラス　　96y

◆HA40,ED33,FD35,TD27,LB 93y◆キャリー,スクラム,ミニｷｬﾌﾞ共通◆ダイナ,エルフ共通

ニ

ッ
サ
ン

※ソケットカバー無し※ソケットカバー付き
CGC-30613(右)

[26550-89TA8]

[26550-89TC2] [26550-89TA7]
CGC-30616(左)

(左)定価￥6,300
CGC-30429(右)

(右)定価￥7,370

CGC-30614(左)
[26550-89TC3]

CGC-30429(右)裏面

[26550-89TC5]

[26550-89TC6]
CGC-30430(左)

CGC-30613(右)裏面
(左)定価￥6,300
(右)定価￥7,370

(左)定価￥6,600
(右)定価￥7,700

CGC-30615(右)

[26550-89TC2] [26550-89TA7]
◆いすゞエルフ共通◆いすゞエルフ共通

[26550-89TC5]
◆型式SR4F23(6本ハーネス)

⑧

CGC-41321(右)CGC-41030(右)

CGC-40019(左)

CGC-40018(右)

CGC-41322(左)
[26559-6A00A]

◆U61V共通

テールレンズ

◆右側バックブザー付

キャブスターA320

◆右側バックブザー付

[26521-HA00A]

パーキングレンズ

[26121-HC000]

テールユニット

定価￥740

[26551-B0700][26551-6A00A]

◆いすゞエルフ共通

(予告なしに生産中止及び価格の変更になる場合があります)

◆81y12月～92y6月

クリッパーバン

※CGC品番の重複について
ＯＥＭ等複数のメーカー・車種で共用の商品につきましては各車種ごとに記載しておりますので、ＣＧＣ番号が重複している場合があります。

定価￥2,500

◆マツダボンゴ共通

[26126-HC000] [26526-HA00A]

定価￥1,600

◆マツダボンゴ共通

(CGC千代田品番、[  ]純正参考品番、●対応商品及び共通商品、◆備考)

CGC-40561

CGC-41031(左)

定価￥2,050

◆いすゞエルフ共通

バネットTK　06yアトラスH40.H41.S41　　

◆右側バックブザー付　◆いすゞエルフ共通

バネット　93y

[26015-T6000]

◆型式SR4F23(6本ハーネス)

パーキングレンズ

定価￥5,700

[26556-B0700]

CGC-42209(右)

CGC-42210(左)

テールレンズ



[26090-Z9113]

定価￥900
CGC-41233(右)
ランプ参考品番

CGC-41407(赤)
定価￥520

CGC-41408(橙)
[26121-89TA0]

テールレンズテールユニット

定価￥8,100

テールレンズ

定価￥520

バネットTKアトラス　96y

[26090-Z9112]

CD.CW
パーキングレンズ

定価￥1,300

[26521-HC500]
CGC-40723(右) CGC-41001(右)

テールレンズ

NISSAN【テールレンズ,テールユニット,パーキングレンズ】
ピノHC24S.HA24S

C G C 補 修 商 品
CD.CW

[26090-Z9114]
[26090-Z9113]

CGC-41234(左)
●ランプCGC-30115(右)

ランプ参考品番
[26550-4A00B]

●ランプCGC31501,3(右)

[26121-89TA0]
[26090-Z9115]

[26090-Z9112]
CGC-41002(左)

◆ビス穴ピッチ113-121 ◆ビス穴ピッチ113-121●ランプCGC31502,4(左) ●ランプCGC-30116(左)
ランプ参考品番

[26555-4A00B]

[26521-HC500]

[26121-89TA1] [26526-HC500]
CGC-40724(左)

⑨

ニ

ッ
サ
ン

テールレンズ
CD31

テールレンズ

定価￥400

サニーTK　B120　71y

◆三菱,いすゞ共通

CD31

◆ビス穴ピッチ113-121 ◆ビス穴ピッチ113-121

(予告なしに生産中止及び価格の変更になる場合があります)

[26351-89TA0]

(CGC千代田品番、[  ]純正参考品番、●対応商品及び共通商品、◆備考)

●ランプCGC31502,4(左)

◆いすゞエルフ共通

CGC-42255(左)

定価￥5,200 定価￥350

テールレンズテールレンズ

◆ピクシスV,ミニキャブV共通 ◆いすゞエルフNRR共通

[26531-89TA1]
[26531-89TA0]

CGC-42254(右)

[26550-6A01G]

定価￥500

●ランプCGC-30116(左)

定価￥460

テールレンズ

◆SE,SK系,マツダボンゴ共通

[26521-G1001]

CGC-42203(右)

◆アルト,キャロル共通

◆(旧)26591-T6000

アトラス  95y

◆F22,23,TC22  82y2月～

アトラス　81y

定価￥400

テールレンズ

[26090-Z9002] [26015-T6002]
CGC-42228(赤)

[26591-12T02]

アトラス  95y

CGC-42252(右)
[26554-HC051]

CGC-42229(橙)
[26015-T6001]

定価￥360

◆三菱,いすゞ共通

CGC-42217(橙)

◆CGC-41404共通

テールレンズ

テールユニット

サニーTK　B120　71y

[26090-Z9001]

ランプ参考品番

テールユニット

[26526-G1000]

定価￥600

クリッパーバンNV100

定価￥580

[26521-G1000]

アトラス　81y

CGC-42460(右) CGC-42462(橙)
[26351-89TA5]

CGC-42461(左)

◆F22,23,TC22  82y2月～

[26559-HC051] [26351-89TA6]

◆ボンゴ,デリカV共通

[26351-89TA1]

[26555-4A00B]

[26531-G1000]

CGC-42204(左)

定価￥5,200

◆(旧)26591-T6000

[26531-G1001]

[26591-T6001]

CGC-42201(右)

[26536-G1000]
CGC-42202(左)

CGC-42216(赤)

●CGC-41029(ボンゴV),42253(バネットV),41324(デリカV)左共通
◆いすゞエルフNRR共通

[26536-G1001] [26526-G1001]

バネットバン　99y
テールレンズ

[26555-6A01F][26555-HA00A]

CGC-42253(左)
[26554-HA00A]

ランプ参考品番

●CGC-41028(ボンゴV),42252(バネットV),41323(デリカV)右共通

●左右共通



テールランプ　12V

(左)定価￥6,600
(右)定価￥7,650

[8-97213-349-0]

サニーTK  B120  71y

NISSAN【バックレンズ】

CGC-30619(右)裏面

CGC-30622(左) 24V 

CGC-30619(右) 12V ※ソケットカバー無し

C G C 補 修 商 品 CGC補修商品

CGC-43151(右)
[26015-T6003]

バックレンズ バックレンズ
アトラスF22 　82y2月～

定価￥265

CGC-43152(左)
[26546-G1000]

定価￥460

バックレンズ

CGC-43203

[8-97213-367-0][26015-T6010]

定価￥300

CGC-30621(右) 24V
[8-97213-347-0]

[26015-89TA0]

ISUZU  【テールランプ,レンズ 】

CGC-30620(左)

エルフ　99yアトラス　95y

◆(旧)26591-T6000

[26541-G1000]
CGC-43155(右)

CGC-43156（左)

◆右側バックブザー付 [8-97213-366-0]
CGC-30622(左) 24V 

エルフ　99y

◆いすゞエルフNRR共通

エルフ　96y

◆(旧)26591-T6000
◆F22,23,TC22  82y2月～

エルフ630　84y～98y エルフ　84y～98y
テールランプ　24V

エルフ　99y
テールランプ　12V

エルフ　96y
テールランプ　24V

エルフ630　84y～98y エルフ　84y～98y
テールランプ　24V

ニ

ッ
サ
ン

[8-97213-359-0]
[8-97106-226-0]

[8-97106-224-0] ※ソケットカバー無し
CGC-30613(右)裏面

CGC-30429(右)
CGC-30213（右)

定価￥6,300
(左)定価￥6,300

CGC-30615(右)
[8-94178-623-1]
[8-94257-415-0]

CGC-30613(右)

(右)定価￥7,370
(左)定価￥6,300

(右)定価￥7,700
(左)定価￥6,600

[8-97213-365-0]
[8-94257-413-0]
[8-94340-714-1]

(右)定価￥7,370

[8-97213-354-0]

エルフ　65y

➉

い
す
ゞ

ニ

ッ
サ
ン

[8263-1258]

テールレンズ

CGC-42452(橙)

CGC-30616(左)

[8-97213-359-0]

(予告なしに生産中止及び価格の変更になる場合があります)

[8-94340-713-0]

[8-97106-223-0]

◆型式SR4F23(6本ハーネス）

いすゞTXW

CGC-44208

◆日産アトラス共通

定価￥400

◆三菱共通(ビス穴ピッチ105-121)

◆NKR・NHR・MKS・NPR・NPS

CGC-30430(左)

[9-82631-833-0]

[8-97213-361-0]
[8-97213-358-0]

[8-94178-621-1]
[8-97106-225-0]

[8-94257-415-0]

◆アトラス,デルタ共通

[9-82631-832-0]

定価￥520
CGC-41405(赤)

サイドレンズ

[1-82235-011-0]

定価￥400
CGC-41406(橙) CGC-42451(赤)

(CGC千代田品番、[  ]純正参考品番、●対応商品及び共通商品、◆備考)

◆右側バックブザー付　◆日産アトラス共通

CGC-30614(左)
[8-97213-362-0]

[8-97106-220-0]

フォワードフォワード
テールレンズ

エルフ　65y

[8-94257-414-0]

※ソケットカバー付

テールレンズ

[9-82621-225-0]
[9-82621-222-0]

◆右側バックブザー付

定価￥400

テールレンズ

CGC-30214(左)

定価￥520

[8-97213-365-0] [8-94340-714-1]

[9263-1832]
[1-82235-012-0]

CGC-30429(右)裏面



CGC-31504(左)
[8-97855-006-0]

CGC-31502(左)
[8-97855-008-0]

●レンズCGC-40723(右),レンズCGC-40724(左) [8-94257-501-0]

CGC-40720(左)CGC-31919(橙)
[1-82290-011-0] [8-94257-501-1]

CGC-31909(橙)
[1-82290-008-0]

定価￥600
CGC-40719(右)

[8-94257-500-1]
CGC-31908(赤)

[8-94257-500-0]

パーキングレンズ

定価￥300
CGC-31918(赤)

エルフ　84y

ISUZU【コーナランプ,テール・パーキングレンズ,テールリフレクター,サイドレンズ・ユニット,他 】

定価￥300

テールリフレクターコーナーランプ　12V

C G C 補 修 商 品
エルフ　95yエルフ　95y SBR  50y

コーナーランプ　24V テールリフレクター

CGC-31501(右) CGC-31503(右)
[8-97855-007-0] [1-82290-012-0]

定価￥9,000

[8-97855-005-0]

定価￥9,200

[1-82290-009-0]

SBR  54y

●レンズCGC-40723(右),レンズCGC-40724(左)
◆本体灰色　55Ø

[8-94257-501-0]

フォワードエルフ　93y
テールレンズテールレンズ

エルフ　48y
テールレンズパーキングレンズ

エルフ　01y フォワード

◆本体灰色　60Ø

パーキングレンズ

い
す
ゞ

エルフNKR   84y

定価￥520

テールレンズ

[8-97855-131-0]
●ランプCGC-31501,3(右)

エルフNKR   84y

定価￥1,250
CGC-40727(右)

◆日産共通

エルフ　NRR.FRR
テールレンズ

◆三菱,日産共通　　(ビス穴ピッチ113-121)

[8-97855-128-0]

テールソケットカバー

CGC-41408(橙)

バックレンズ サイドユニット

CGC-41407(赤)

[5-82235-002-0]

FRR32　93y

[1-82235-023-0] [1-82235-024-0]

エルフ630型

定価￥520

[5-82235-001-0][1-82235-001-0]

●ランプCGC-31502,4(左)

定価￥750

[1-82235-002-0]

定価￥1,300

[8-97323-761-0]
CGC-40728(左)

◆三連テールランプ用

CGC-42454(右)

CGC-42455(左)CGC-40724(左)
[8-97323-762-0]

CGC-40723(右)

⑪

[8-94129-274-2]

CGC-43203

CGC-42461(左)
[8-94257-508-0] [1-86830-240-0]

CGC-62902(左)

※CGC品番の重複について

(予告なしに生産中止及び価格の変更になる場合があります)

[8-94257-509-0]

[8-94174-638-0]
CGC-44214(右)

定価￥500
CGC-42460(右)

定価￥500定価￥350
CGC-42462(橙)

定価￥2,770

ＯＥＭ等複数のメーカー・車種で共用の商品につきましては各車種ごとに記載しておりますので、ＣＧＣ番号が重複している場合があります。

[8-94128-858-2]
CGC-62901(右)

定価￥300

(CGC千代田品番、[  ]純正参考品番、●対応商品及び共通商品、◆備考)

[1-86830-241-0]
CGC-44215(左)

[8-94257-512-0]
[8-94174-639-0]

◆ダイナ,デュトロ,デルタ 99y 日産共通,エルフNHR.NKR他
[8-94257-513-0]

◆ダイナ,デュトロ,デルタ共通 99y
◆日産共通エルフNHR,NKR他



パーキングレンズ
レンジャーKL.KM.KR.FD 76y レンジャーKL.KM.KR.FD 76y レンジャーKL.KM.KR.FD 06y

パーキングレンズ

定価￥550 定価￥600定価￥600

レンジャーKL.KM.KR.FD 06y

H I N O【テールランプ ,クリアレンズ,パーキングレンズ】C G C 補 修 商 品

定価￥6,300
CGC-30707(右)

テールランプ　24V

定価￥7,000
CGC-30709(右)

定価￥600 定価￥600

※ソケットカバー無し

●レンズCGC42461(赤/左),CGC42462（橙）,CGC43203（白）

クリアレンズ

定価￥500

日野P-FD  59y デュトロ　99y デュトロ　06y

パーキングレンズ

CGC-30710(左)

◆P-FB,P-FC,P-KM,P-KD,P-GD

[81560-37180]

パーキングレンズ

CGC-30708(左)
[81560-37130]

●レンズCGC42460(赤/右),CGC42462（橙）,CGC43203（白）
●レンズCGC42461(赤/左),CGC42462（橙）,CGC43203（白）

●レンズCGC42460(赤/右),CGC42462（橙）,CGC43203（白）
CGC-40660(左)

[81621-1070]
[81621-1071]

パーキングレンズ
レンジャーKL.KM.KR.FD 76y

CGC-40659(右) CGC-30707(右)裏面

テールランプ　24V

CGC-30709(右)裏面
[81611-1080] [81550-37120]

◆3色エルフ型 ◆3色エルフ型

※ソケットカバー無し [81550-37180]
[81611-1081]

ヒ
　
ノ

[S8156-11082] [S8155-11302]

CGC-42405(左) CGC-42404(右)
[S8156-11081]

レンジャーFD  59y

 CGC 補修商品
◆スーパードルフィンFS.KS.FR.FP.KF.FW

フソーFK415  59y

●レンズCGC-42402(右),CGC-42405(左)共通
[81551-1010] [81561-1010A] [81551-1020A]

フソーFK 51y  FU 53y フソーFK 54y
テールリフレクター

MITSUBISHI 【テールリフレクター,パーキングレンズ 】

パーキングレンズ

[S8155-11301]

定価￥550
CGC-42402(右)

定価￥600
CGC-42403(左)CGC-42401(赤)

定価￥600 定価￥600 定価￥600

[81551-1011]

日野U-FD  90y
テールリフレクター パーキングレンズパーキングレンズ

●レンズCGC-42403(左),CGC-42404(右)共通
◆4t～大型車全般　ビス穴ピッチ125-123

⑫

ミ
ツ
ビ
シ

ヒ
　
ノ

[81521-1190] [MC841725]

(予告なしに生産中止及び価格の変更になる場合があります)

[81521-1192]
[MC841686]

◆U-FD.U-GD.U-FX.U-FG

定価￥300 定価\360 

[81551-1300] [MC840858] [MC841868] [MC844575]

(CGC千代田品番、[  ]純正参考品番、●対応商品及び共通商品、◆備考)

◆P-FD,P-KD,P-GD,P-FG,P-KG ◆本体黒60Ø ◆本体黒55Ø(ネジ5×23) ◆ファイターグレート◆U-FT.U-FF.U-GK.U-SD

[MC844574]

[81511-1240]   [81511-1141]

[81521-1240]   [81521-1140]

CGC-40657(右) CGC-40661(右) 左側CGC-31916(FK) CGC-31920(赤) CGC-40366(右)
定価￥1,400

[81521-1141]

定価￥1,500 定価￥660 定価￥300

CGC-40658(左) CGC-40662(左) 右側CGC-31928(FU) CGC-31932(橙) CGC-40367(左)
[81551-1302][81551-1241]



●ランプCGC-30522(右)

ミニキャブU61T 99y～05y

CGC-40369(左) CGC-41320(左)

CGC-41319(右) CGC-30255(右)

キャンターFE300 ミニキャブTK U11

定価￥800

[MQ505410]

[MQ505411]

テールユニット テールランプ　12V

MITSUBISHI【テールランプ,コーナー・テールユニット,パーキングレンズ,テールレンズ 】C G C 補 修 商 品
ミニキャブDS16T  14y1月

定価￥3,200 定価￥800

ミニキャブTK U11

CGC-30523(左) CGC-30256(左)
[MB912273]  [MB337591] [MR339591][MB302264]

定価￥4,750定価￥5,500
CGC-30522(右) CGC-40368(右) CGC-41312

テールランプ　12V パーキングレンズ テールレンズ

[MB912274]  [MB337592] [MB382405] [MR339592][MB302265]

●レンズCGC-41312左右共通 ●ランプCGC-30523(左)

ミニキャブU62V
テールレンズ

デリカバン　99y

●レンズCGC-41312左右共通

ミニキャブU61V 99y キャンターT95  70y フソー　72y
テールユニット テールレンズ

●ランプCGC-30523(左)

テールユニット

◆U14,41,42TK共通 ◆FE400共通85y～94y ◆マツダ,日産,スズキ共通◆U14,41,42TK共通

テールユニット

ミ
ツ
ビ
シ

テールレンズ

[MC841722][MC840852]

キャンターFB6/FE6 95y～
テールレンズ テールレンズコーナーユニット

●CGC-41029,42253,41324(テールユニット/左)共通
◆日産クリッパーＶ共通

[MQ902974]

[MQ902975]

CGC-41325(右)
[MB600332] [167310-01]

CGC-41402(橙)
[MB420182] [167312-01]

CGC-41322(左)

●CGC-41028,42252,41323(テールユニット/右)共通
●CGC-41404,CGC-42217共通

テールレンズ

◆T330.380.810,T650共通

[8220A825][MR339593] [8330A243]

CGC-41321(右)

CGC-41326(左)

◆マツダ,ボンゴ,日産共通 ◆クリッパー,ハイゼット,共通
フソーFK   76y

CGC-41404(橙)
[03105-44011] [MC840059]

定価\4,000 定価￥520 定価￥520 定価￥520 定価￥520
CGC-43757(右)

フソーFK   76y フソーFU   76y フソーFU   76y

CGC-41405(赤) CGC-41406(橙) CGC-41407(赤) CGC-41408(橙)
[MC840853] [MC841723]

CGC-41324(左)
[MR339594] [8330A244]

CGC-41401(赤) CGC-41403(赤)
[8220A826]

CGC-41323(右)
定価￥5,200

[03101-30011] [MC840065]

定価￥400定価￥5,700 定価￥5,200 定価￥400

ランプ参考品番[MC147863] [MC841722]
[MC931303]

[MC840852]
CGC-43758(左) [MC931302]

[MC840853] [MC841723]ランプ参考品番[MC147863]
[1-82235-012] [1-82235-011]

⑬

[MC931303]

※CGC品番の重複について
ＯＥＭ等複数のメーカー・車種で共用の商品につきましては各車種ごとに記載しておりますので、ＣＧＣ番号が重複している場合があります。

(予告なしに生産中止及び価格の変更になる場合があります)

CGC-43758(左) [MC931302]
ランプ参考品番[MC147862]

◆いすゞ,日産共通  ビス穴ピッチ105-121

[1-82235-012] [1-82235-011]
[1-82235-002] [1-82235-001]

◆いすゞ,日産共通　ビス穴ピッチ113-121

(CGC千代田品番、[  ]純正参考品番、●対応商品及び共通商品、◆備考)



ミ
ツ
ビ
シ

マ
ツ
ダ

テールレンズ テールレンズ

MITSUBISHI【テールレンズ,バックレンズ】C G C 補 修 商 品
キャンターFE100  78y キャンターFE100  78y キャンターFE111.211 80y10～ キャンター　06y キャンター　06y

定価￥2,500

[MC855626]

テールレンズ テールレンズ テールレンズ

定価￥360 定価￥310 定価￥1,000 定価￥790

キャンターFE100 フソーR330 フソーFK フソーFU

[MC147763] CGC-41415(左)

[MB098075] [MC147765]

◆FE101,111,120,121,211,BD,BDT [MK485699]

CGC-41409(赤) CGC-41410(橙) CGC-41411(右) CGC-41413(赤) CGC-41414(右)
[MB098074] [MB098073] [MB141901] [MK487922] [MK485700]

CGC-41412(左)
[MB141900]◆FE101,111,120,121,211,BD,BDT

テールレンズ テールレンズ
ポーターキャブ512

◆ビス穴ピッチ105-121 ◆ビス穴ピッチ113-121 [0512-66-212A]

定価￥200 定価￥400 定価￥520 定価￥520 定価￥440
CGC-43051 CGC-44251 CGC-63018 CGC-63019 CGC-41004

バックレンズ サイドレンズ テールレンズ

◆FE101,111,120,121,211,BD,BDT ◆リフレクターなし 　◆リフレクターなし

ボンゴTK1391 95y8～ タイタン　89y タイタン　89y スクラムTK ～02y4月

[03105-09011] [MC931304]

MAZDA【テールランプ,パーキングレンズ】C G C 補 修 商 品
タイタンW201

テールランプ　12V テールランプ(高床)24V テールランプ(ダンプ)24V テールランプ　12V パーキングレンズ

[0512-66-212]

MAZDA  【ﾃｰﾙﾚﾝｽﾞ 】

               

●レンズCGC-41021(赤/左),CGC-41023(橙),CGC-41025(白)

定価￥4,000 定価￥6,000 定価￥5,500 定価￥3,500 定価￥1,200
CGC-30115(右) CGC-30123(右) CGC-30125(右) CGC-30251(右) CGC-40012(右)

[1391-89-664] [8BW3-51-150] [8BW5-51-150] [1A01-51-150] [W201-51-063]

◆スズキキャリー共通◆WGFAD,WGL4T,WG5AT ◆WGLAK,WGT7V,WGMAF

●レンズCGC-41020(赤/右),CGC-41022(橙),CGC-41024(白)
●レンズCGC-41002(左)

[1A00-51-150] [W201-51-063A]

[8BW5-51-160]
CGC-30126(左)

[8BW3-51-160]
CGC-30124(左)

[1391-89-669]
CGC-30116(左) CGC-40013(左)

[W201-51-073A]

CGC-30252(左)
[1A01-51-160]

●レンズCGC-41205(右)

[W201-51-073]
[1A00-51-160]

●レンズCGC-41206(左)
●レンズCGC-41001(右)

◆SE系 SD,J80,J100ブローニ
※CGC品番の重複について
ＯＥＭ等複数のメーカー・車種で共用の商品につきましては各車種ごとに記載しておりますので、ＣＧＣ番号が重複している場合があります。

⑭

ＯＥＭ等複数のメーカー・車種で共用の商品につきましては各車種ごとに記載しておりますので、ＣＧＣ番号が重複している場合があります。

(予告なしに生産中止及び価格の変更になる場合があります)(CGC千代田品番、[  ]純正参考品番、●対応商品及び共通商品、◆備考)



●レンズ(左)CGC-41228(赤),CGC-41230(橙)

CGC-40015(左) CGC-30256(左) CGC-40017(左)

ボンゴSE88　93y タイタン　99y ボンゴTK  06y ボンゴＶ　99y

[S534-51-061A] [1A04-51-150] [W323-51-063]
[1A02-51-150C～D]

CGC-30254(左)
[S534-51-071A]          [1A02-51-160]

[1A02-51-160C～D] ●レンズ(右)CGC-41227(赤),CGC-41229(橙)
[W323-51-073][1A04-51-160]

AZワゴンMD11 99y～03y
◆日産,三菱,ｽｽﾞｷ共通◆SE系ユーノスカーゴTK 91y ◆スズキキャリー共通

パーキングレンズ コーナーレンズ テールレンズ テールユニット テールユニット

※CGC-30254  ※CGC-30256 CGC-30255(右) CGC-40016(右)

ボンゴ　91y スクラムTK  02y5月～ コネクター形状 スクラムTK DG16T 14y1月～

  [1A02-51-150]

定価￥2,600 定価￥4,500 ※CGC-30253  ※CGC-30255 定価￥4,750 定価￥1,400
CGC-40014(右) CGC-30253(右)

タイタン　92y
パーキングレンズ テールランプ　12V テールランプ　12V パーキングレンズ

MAZDA【パーキング・コーナーレンズ,テールレンズ,テールランプ・ユニット 】C G C 補 修 商 品

パーキングレンズ コーナーレンズ テールレンズ テールユニット テールユニット

⑮

マ
ツ
ダ

定価￥2,500 定価￥1,870 定価￥2,050 定価￥5,200 定価￥8,100
CGC-40018(右) CGC-40020(右) CGC-41030(右) CGC-41028(右) CGC-41221(右)

[S674-51-061] [W425-51-1M1B] [8982-51-151C] [S24B-51-170A] [1A00-51-A50A]
CGC-40019(左) CGC-40021(左) CGC-41031(左) CGC-41029(左) CGC-41222(左)

[S674-51-071] [W425-51-1N1B] [8982-51-161C] [S24B-51-180A] [1A00-51-A60A]
◆日産バネットTK共通 ◆日産バネット,三菱共通 ◆スズキMC11S共通

ボンゴTK タイタンW201 89y タイタンW201 89y タイタンW201 89y スクラムTK ～02y4月
テールレンズ テールレンズ テールレンズ テールレンズ テールレンズ

◆日産バネット共通

定価￥900 定価￥850 定価￥380 定価￥350 定価￥730
CGC-41001(右) CGC-41020(右) CGC-41022(右) CGC-41024(右) CGC-41205(右)

[W201-51-163A] [ZZS0-51-161A]
●ランプCGC-30115(右) [W201-51-161] [W201-51-163] ●ランプCGC-30251(右)

[1391-51-151] [W201-51-152] [W201-51-151A] [W201-51-153A] [ZZS0-51-151A]
[W201-51-151] [W201-51-153]

CGC-41002(左) CGC-41021(左) CGC-41023(左) CGC-41025(左) CGC-41206(左)
[1391-51-161] [W201-51-162] [W201-51-161A]

◆スズキキャリー共通

(予告なしに生産中止及び価格の変更になる場合があります)(CGC千代田品番、[  ]純正参考品番、●対応商品及び共通商品、◆備考)

●ランプCGC-30116(左) ●ランプCGC-30252(左)●左右共通 ●ランプCGC-30123,30125(右) ●CGC-30124,30126(左)

◆SE28TN.88MN.SE88T.SD系J80.100 ◆WGEAH.WGEAT.WGE4T.WGSAT ◆WGJ4T.WG24T.WG3AT.WG31T ◆WG61H.WG61T.WG64T.WG67H



スクラムTK DG63T 02y5 スクラムTK DG63T 02y5 スクラムバンDG52 99y～05y スクラムW DG62W 99y～05y キャロルHB24S 04y～
MAZDA【テールレンズ,テールユニット,コーナーユニット】C G C 補 修 商 品

マ
ツ
ダ

スクラムTK DG63T 02y5 スクラムTK DG63T 02y5 スクラムバンDG52 99y～05y スクラムW DG62W 99y～05y キャロルHB24S 04y～

CGC-41225(右) CGC-41231(右) CGC-41233(右)
[1A00-51-167] [1A01-51-151] [1A00-51-151] [1A01-51-155] [1A06-51-161]

テールレンズ テールレンズ テールユニット テールユニット テールユニット

定価￥580 定価￥350 定価￥6,200 定価￥6,200 定価￥8,100
CGC-41227(右) CGC-41229(右)

マ
ツ
ダ

ス
バ
ル

[1A00-51-167] [1A01-51-151] [1A00-51-151] [1A01-51-155] [1A06-51-161]
CGC-41226(左) CGC-41232(左) CGC-41234(左)

[1A00-51-161] [1A02-51-165] [1A05-51-181][1A00-51-187]
CGC-41228(左)

[1A03-51-161]
CGC-41230(左)

スクラムDL.DM51系 91y～99y スクラムDL.DM51系 91y～99y
テールユニット テールユニット コーナーユニット(丸) コーナーユニット(角) コーナーユニット(丸)

◆スズキキャリー共通 ◆スズキキャリー共通 ◆スズキDA52共通 ◆スズキDA62W共通 ◆スズキHA24S共通

●ランプCGC-30253(右),CGC-30255(右)
●ランプCGC-30254(左),CGC-30256(左)

スクラムDG64V 05y～ キャロルHB36S 14y12～ スクラムDL.DM51系 91y～99y

定価￥2,850

CGC-41236(左) CGC-41238(左) CGC-43608(白/左) CGC-43610(橙/左)

定価￥3,160
CGC-41235(右) CGC-41237(右) CGC-43607(白/右) CGC-43609(橙/右) CGC-43611(橙/右)

[1A07-51-161] [1A24-51-161A] [ZZS1-51-565] [1A01-51-565] [1A00-51-565]

定価￥5,100 定価￥9,000 定価￥3,160

テールユニット12y12月～テールユニット　05y～ テールユニット 07y～12y

CGC-43612(橙/左)
[1A06-51-181] [1A24-51-181A] [ZZS3-51-565] [1A01-51-575] [1A00-51-575]

サンバーTK S201J.S211J

◆スズキ共通

サンバーＶ　S321B.S331B サンバーTK S201J.S211J サンバーTK S500J.S510J

◆スズキDA64V共通 ◆スズキHA36S,HA36V共通 ◆スズキ共通 ◆スズキ共通

SUBARU 　【テールユニット 】C G C 補 修 商 品

テールユニット 14y9月～

◆ピクシス,ハイゼット共通

CGC-41133(右) CGC-41135(右） CGC-41139(右)
[81551-B5060]

CGC-41140(左)
[81561-B5060][81561-B5040]

◆ピクシス,ハイゼット共通 ◆ピクシス,ハイゼット共通 ◆ピクシス,ハイゼット共通

[81551-97509] [81551-B5010]
CGC-41137(右)

CGC-41139(右)裏面

CGC-41137(右)裏面

CGC-41134(左) CGC-41136(左) CGC-41138(左)
[81561-97509] [81561-B5010]

定価￥3,250 定価￥3,450

[81551-B5040]

定価￥3,800定価￥5,200

※CGC品番の重複について

⑯ (予告なしに生産中止及び価格の変更になる場合があります)(CGC千代田品番、[  ]純正参考品番、●対応商品及び共通商品、◆備考)

※CGC品番の重複について
ＯＥＭ等複数のメーカー・車種で共用の商品につきましては各車種ごとに記載しておりますので、ＣＧＣ番号が重複している場合があります。



ス
バ
ル

ス
ズ
キ

SUBARU【テールレンズ】C G C 補 修 商 品

定価￥400
CGC-41601(右) CGC-41603(右) CGC-41207(赤) CGC-41208(橙) CGC-43251(右)

サンバーTK KS3 90y3 サンバーTK KS3 90y3 ジムニーSJ40 90y～98y ジムニーSJ40 90y～98y ジムニーSJ40 90y～98y
バックレンズ

[36252-80000]
[84910-TC060]

CGC-41602(左) CGC-41604(左) CGC-43252(左)
[36272-80000]

◆SJ30,30V,40V,JA11共通 ◆SJ30,30V,40V,JA11共通
キャリーTK DA52T.62T.DB52T コネクター形状 キャリーTK DA62T.DC

テールランプ　12V テールランプ　12V テールランプ　12V テールレンズ

定価￥3,500 定価￥4,500 ※CGC-30253  ※CGC-30255 定価￥4,750

キャリーTK DA63.DA65 02y5～
◆SJ30,30V,40V,JA11共通

 CGC 補修商品 SUZUKI【テール・バックレンズ,テールランプ】

[35662-80000]

テールレンズ テールレンズ テールレンズ テールレンズ

[84910-TC070]
◆TT1,2 ◆TT1,2

[84910-TA100] [84910-TA070] [35712-80000]

[84910-TA090]

定価￥470

●左右共通
[84910-TA110]

定価￥800

キャリーTK DA16T 14y1～

定価￥400 定価￥500

定価￥730

●ランプCGC-30251(右)

[35603-78A00] [35603-79001]
CGC-30252(左)

CGC-41205(右)
[35603-82M00]

定価￥3,500 定価￥4,500 ※CGC-30253  ※CGC-30255 定価￥4,750

[35603-60H00] [35603-79002]

[35604-60H00] [35604-79002]
[35604-78A00] [35604-79001]

●レンズCGC-41206(左)
●レンズCGC-41205(右) ●レンズCGC-41227(赤/右),CGC-41229(橙/右)

●レンズCGC-41228(赤/右),CGC-41230(橙/左)

CGC-41206(左)
[35672-79000]

H01～H04
[35603-67H00] [35652-79000]

[35604-67H00]
H01～H04

CGC-30254(左)

CGC-30251(右) CGC-30253(右) ※CGC-30254  ※CGC-30256

[35604-82M00]

CGC-30255(右)

 [35652-79001]
CGC-30256(左)

 [35672-79001]

●ランプCGC-30252(左)

●ランプCGC-30254(左),CGC-30256(左)

⑰

キャリーTK DA63T 02y5～
テールレンズ

(CGC千代田品番、[  ]純正参考品番、●対応商品及び共通商品、◆備考)

[35652-67H00]
[35752-67H01] [35652-67H01]

CGC-41228(左)
[35772-67H00] [35672-67H00]
 [35772-67H01] 定価￥350 [35672-67H01]

(予告なしに生産中止及び価格の変更になる場合があります)

●ランプCGC-30253(右),CGC-30255(右)

●レンズCGC-41206(左) ●レンズCGC-41228(赤/右),CGC-41230(橙/左)

定価￥580

◆マツダスクラム共通～02y4

[35752-67H00]

◆マツダスクラム共通
キャリーTK DA63T 02y5～

CGC-41227(右)

CGC-41230(左)

◆マツダスクラムTK共通 DA63～DA65
※CGC品番の重複について
ＯＥＭ等複数のメーカー・車種で共用の商品につきましては各車種ごとに記載しておりますので、ＣＧＣ番号が重複している場合があります。

テールレンズ

●ランプCGC-30252(左)

CGC-41229(右)

◆マツダスクラムTK共通◆マツダ,日産,三菱共通



アルトHA24SエブリィDA52V.62V.DB52V エブリィワゴンDA62WワゴンR MC11S.MC21S.AZアルトHC11V.HA11S.HB11S
SUZUKI【テールユニット,コーナーユニット】C G C 補 修 商 品

定価￥6,500 定価￥8,100

ス
ズ
キ

エブリィDE51V～4.DF51V～4

CGC-41220(左) CGC-41222(左) CGC-41226(左)

コーナーユニットテールユニット テールユニット 14y12～

[35670-63H00][35670-76F01] [35670-76F00]
CGC-41232(左)

CGC-41231(右)

CGC-41234(左)

◆マツダキャロル共通◆マツダAZワゴン共通(MD11,21S)
[35670-72J00]

定価￥6,200 定価￥6,200

アルトHA24S
テールユニット

エブリィDA52V.62V.DB52V エブリィワゴンDA62WワゴンR MC11S.MC21S.AZ

◆マツダスクラムW共通

テールユニット 99y～ テールユニット 99y1～

CGC-41233(右)
[35650-70G00] [35650-77A00] [35650-63H00]

アルトHC11V.HA11S.HB11S

[35650-76F01] [35650-76F00]
CGC-41219(右) CGC-41221(右)

テールユニット 94y11～ テールユニット 99y1～

コーナーユニット

CGC-41225(右)

エブリィDA64V
◆HA21S,HB21S共通 ◆マツダスクラムV共通

アルトHA36S.HA36V エブリィDC51T

[35670-70G00] [35670-77A00]

[35650-72J00]

コーナーユニット
エブリィDE51T～4.DC51T～4

定価￥8,100

CGC-41506(左)

⑱

ス
ズ
キ

ホ
ン
ダ

(予告なしに生産中止及び価格の変更になる場合があります)

[33553-S3A-N01] [33552-S3A-N01]
[33553-SJ6-014] [33552-SJ6-004]

(CGC千代田品番、[  ]純正参考品番、●対応商品及び共通商品、◆備考)

CGC-43611(橙/右)
[35650-68H00] [35650-74P01] [36420-50F00] [36420-55F10] [36420-50F10]

◆マツダスクラム共通 91y～99y前期用

定価￥4,300

CGC-41236(左) CGC-41238(左) CGC-43608(白/左) CGC-43610(橙/左) CGC-43612(橙/左)
[36440-55F10] [36440-50F10]

◆マツダスクラムV共通 ◆マツダキャロル共通

アクティTK　88y
テールユニット

CGC-43607(白/右) CGC-43609(橙/右)
定価￥5,100 定価￥9,000 定価￥3,160 定価￥2,850

HONDA【テールレンズ,テールユニット】C G C 補 修 商 品
アクティバンHH6  07yアクティTK　88y アクティバンHH3～5

CGC-41508(左)

定価￥1,060 定価￥395 定価￥4,140

[33502-SJ6-004] [33501-SD5-J11]

[35670-68H00] [35670-74P01] [36440-50F00]

CGC-41235(右) CGC-41237(右)

CGC-41503(右) CGC-41505(右) CGC-41507(右)

テールユニット

[33551-S3C-N01]

[33501-S3C-N01]

◆HA3～7

●左右共通
●CGC-41507(右),CGC-41509(右)白ﾚﾝｽﾞｶｯﾄ面が違う他同じ
●CGC-41508(左),CGC-41510(左)白ﾚﾝｽﾞｶｯﾄ面が違う他同じ

CGC-41510(左)

◆JW3共通◆HA3～7

[33551-SD5-J11]

定価￥3,160

※CGC品番の重複について
ＯＥＭ等複数のメーカー・車種で共用の商品につきましては各車種ごとに記載しておりますので、ＣＧＣ番号が重複している場合があります。

CGC-41509(右)

テールレンズ テールレンズ

[33503-SJ6-014]
[33502-S3A-N01][33503-S3A-N01]

CGC-41504(左)



C　G　C　品　番 C　G　C　品　番 C　G　C　品　番

⑲

CGC-30619(RH),30620(LH) ３２０×１９０ CGC-41233(RH),41234(LH) ４２０×２１０

・記載の寸法はあくまで概略寸法です。

CGC-30613(RH),30614(LH) ３２０×１９５ CGC-41225(RH),41226(LH) ３６０×１７０ CGC-43757(RH),43758(LH) １６２×１５０

CGC-30522(RH),30523(LH) １８０×９７ CGC-41231(RH),41232(LH) ３７０×１４５ CGC-44214(RH),44215(LH) ２６０×５５

CGC-30417(RH),30418(LH) ３２５×１０５ CGC-41221(RH),41222(LH) ４１５×１９０ CGC-43609(RH),43610(LH) １３５×８５

CGC-30429(RH),30430(LH) ３２５×１９５ CGC-41223(RH),41224(LH) ３４０×２８５ CGC-43611(RH),43612(LH) １３８×１２０

CGC-30313(RH),30314(LH) ３２０×１９５ CGC-41217(RH),41218(LH) ２４５×１４０ CGC-43605(RH),43606(LH) １３５×８５

CGC-30315(RH),30316(LH) ３１０×１０５ CGC-41219(RH),41220(LH) ２９０×２２０ CGC-43607(RH),43608(LH) １３８×１２０

CGC-30309(RH),30310(LH) ３１０×１０５ CGC-41137(RH),41138(LH) ２１０×９５ CGC-42254(RH),42255(LH) ４１０×８５

CGC-30311(RH),30312(LH) ３１０×１０５ CGC-41139(RH),41140(LH) ２１０×９５ CGC-43561(RH),43562(LH) １５０×１２８

CGC-30255(RH),30256(LH) １７７×９０ CGC-41133(RH),41134(LH) ４１０×８５ CGC-42042(RH),42043(LH) ４２５×１８５

CGC-30307(RH),30308(LH) ３１５×１１０ CGC-41135(RH),41136(LH) ２１０×９５ CGC-42252(RH),42253(LH) ２７５×１４５

CGC-30251(RH),30252(LH) ２３３×８０ CGC-41129(RH),41130(LH) ４１５×１３５ CGC-41509(RH),41510(LH) ４３５×８２

CGC-30253(RH),30254(LH) １７７×９０ CGC-41131(RH),41132(LH) ２１０×９５ CGC-42036(RH),42037(LH) ３５０×１６５

CGC-30209(RH),30210(LH) １８５×８８ CGC-41028(RH),41029(LH) ２７５×１４５ CGC-41325(RH),41326(LH) ４１０×８５

CGC-30213(RH),30214(LH) ３２０×１９５ CGC-41123(RH),41124(LH) ３９０×１１５ CGC-41507(RH),41508(LH) ４３５×８２

CGC-30125(RH),30126(LH) ３３５×１４５ CGC-31501(RH),31502(LH) ２３０×１５０ CGC-41321(RH),41322(LH) ３４０×１８５

CGC-30201(RH),30202(LH) ３１５×１１０ CGC-40478(RH),40479(LH) １８５×１２０ CGC-41323(RH),41324(LH) ２７５×１４５

CGC-30119(RH),30120(LH) ３３５×１９３ CGC-30709(RH),30710(LH) ３２０×１９０ CGC-41237(RH),41238(LH) ３２０×８０

CGC-30123(RH),30124(LH) ３３５×１９５ CGC-31121 ８１×５１ CGC-41319(RH),41320(LH) ３２０×９２

ラ　ンプ　、　ユ　ニッ　ト　寸　法　一　覧　表　 サイズｍｍ

寸　　　法 寸　　　法 寸　　　法

CGC-30115(RH),30116(LH) ２５５×９１ CGC-30707(RH),30708(LH) ３２０×１９５ CGC-41235(RH),41236(LH) ２１５×１４０



C　G　C　品　番 C　G　C　品　番 C　G　C　品　番

⑳

CGC-41020(RH),41021(LH) １４５×１１６ CGC-41505(RH),41506(LH) １０３×７９ CGC-43251(RH),43252(LH) ８２×６３

・記載の寸法はあくまで概略寸法です。

CGC-41022(RH),41023(LH) １１５×９２ CGC-41601(RH),41602(LH) １１２×９０ CGC-43051(白),44251(橙)
（白）１２０×５７
（橙）１９７×４３

CGC-41001(RH),41002(LH) ２５０×８８ CGC-41414(RH),41415(LH) ３００×８０ CGC-43151(RH),43152(LH) １１４×４８

CGC-41004 130 CGC-41503(RH),41504(LH) ２４７×１０３ CGC-43155(RH),43156(LH) １００×５３

CGC-40723(RH),40724(LH) ２２０×１５５ CGC-41411(RH),41412(LH) ３００×８０ CGC-42460(RH),42461(LH) １５２×１２０

CGC-40727(RH),40728(LH) ２１８×１５８ CGC-41413(赤) １２４×１２０ CGC-42462(橙),43203(白)
（橙）１２１×７６
（白）１２１×６１

CGC-40661(RH),40662(LH) １００×９３ CGC-41407(赤),41408(橙) １５５×１４５ CGC-42451(赤),42452(橙) 140

CGC-40719(RH),40720(LH) １６２×１１７ CGC-41409(赤),41410(橙) １２４×１２２ CGC-42454(RH),42455(LH) ３１０×１０

CGC-40657(RH),40658(LH) １８５×１６５ CGC-41403(赤),41404(橙) 150 CGC-42402(RH),42403(LH) １６０×１５５

CGC-40659(RH),40660(LH) １３０×８１ CGC-41405(赤),41406(橙) １５５×１４５ CGC-42404(RH),42405(LH) １６０×１５５

CGC-40476(RH),40477(LH) ２００×１６６ CGC-41312 １８０×９７ CGC-42228(赤),42229(橙)
（赤）１６８×９８
（橙）１００×８８

CGC-40561 ３１２×６２ CGC-41401(赤),41402(橙) 137 CGC-42401 １６０×１５５

CGC-40472 ２２０×９０ CGC-41227(RH),41228(LH) １２５×９０ CGC-42211 ２８３×９２

CGC-40473 ２２０×９０ CGC-41229(RH),41230(LH) ９０×４５ CGC-42216(RH),42217(LH) 150

CGC-40117 ２５０×５２ CGC-41205(RH),41206(LH) ２２７×７５ CGC-42203(RH),42204(LH) １１５×４８

CGC-40368(RH),40369(LH) １７３×１２８ CGC-41207(赤),41208(橙)
（赤）１６０×８２

CGC-42209(RH),42210(LH) ２１５×６５
（橙）９５×８０

CGC-40018(RH),40019(LH) １９０×１５８ CGC-41125(RH),41126(LH) １１０×１００ CGC-42038(RH),42039(LH) ３１２×１０５

CGC-40020(RH),40021(LH) １３４×１５５ CGC-41127(RH),41128(LH) １１０×６０ CGC-42201(RH),42202(LH) １１６×８０

CGC-40014(RH),40015(LH) １９０×１５５ CGC-41030(RH),41031(LH) ２５２×８８ CGC-42001(RH),42002(LH) ２５０×７４

CGC-40016(RH),40017(LH) １７２×１５５ CGC-41117(RH),41118(LH) １８５×８８ CGC-42016(RH),42017(LH) ３１２×１０５

寸　　　法 寸　　　法 寸　　　法

CGC-40012(RH),40013(LH) １７３×１５５ CGC-41024(RH),41025(LH) １１５×７２ CGC-41603(RH),41604(LH) ９０×６０

レ　ン　ズ　寸　法　一　覧　表　 サイズｍｍ



社　　　　　　　　　名

本　　　　　　　　　社

電　　　　　　　　　話

メ ー ル ア ド レ ス

ホ ー ム ペ ー ジ

創　立　年　月　日

主　　要　　製　　品

組立　・検査　・包装

自動車ランプ・ユニット、レンズ、汎用用品、ホイ-ルキャップ、

株式会社　　千　代　田

CHIYODA　　 CO.,LTD.

TEL（０３）３７０３－３６８１（代表）　　FAX（０３）３７０３－３６８７　

昭和25年3月14日

info@cgcparts.co.jp

http://www.cgcparts.co.jp/

〒158-0082   東京都世田谷区等々力７丁目８番１号

バーコードリーダーで読み取り
モバイルサイトにアクセス

(予告なしに生産中止及び価格の変更になる場合があります)

※CGC品番の重複について
ＯＥＭ等複数のメーカー・車種で共用の商品につきましては各車種ごとに記載しておりますので、ＣＧＣ番号が重複している場合があります。

バイク用品（ウィンカーランプ）他、及びプラスチック板曲加工品（ポリカーボネイト、

アクリル、塩ビ）他各種自動車用品。

東京都世田谷区等々力７－８－１　（自動車用品事業）

mailto:info@cgcparts.co.jp
http://www.cgcparts.co.jp/


C G Cブランドの

カー用品・バイク用品製造発売元

メールアドレス    info@cgcparts.co.jp

〒158-0082　東京都世田谷区等々力７－８－１

03-3703-3687

03-3703-3681TEL

FAX

2018年1月発行
業販専用（税抜）

バーコードリーダーで読み取り

株式会社　千　代　田

ホームページ　　 http://www.cgcparts.co.jp/

モバイルサイトにアクセス

mailto:メールアドレスgyoumu@cgcparts.co.jp

