欧州フォード車のメンテナンスも
チューニングもお任せください。

FORD 純正指定チューニングブランド
英国レボルブテクノロジー社 mountune PERFORMANCE 取扱

英国 PUMA SPEED 社 日本輸入･発売元

mountune PERFORMANCE 製パーツのご案内。

Ford Focus RS/ST MK2 あの「MP350」､「MR375」キットがお求めいただけるようになりました。作業納期約 1 カ月。
MP350 Kit

MR375 Kit

ノーマルRSでRS500と同じパフォーマンスを得
られるFORD純正扱いのアップグレードキット。

さらなるパフォーマンスアップを求める方に。
RS500/MP350装着車向けアップグレードも。

• High-performance, larger capacity alloy intercooler
• Mountune-designed high-flow airbox
• High-flow exhaust downpipe
• Mountune uprated fuel delivery module
• Revised engine calibration
• Mountune Performance badge

• Larger EC-approved 3" downpipe
• Anti-loosen bolts
• 200-cell EC sports catalyst
• EC EURO or UK-spec 3" cat-back exhaust
• Cast inlet plenum
• Mountune re-circulating bypass valve
• Revised engine calibration
• Mountune Racing badge

350ps@5750rpm、460Nm@3500rpm。0-96km/h加速 5.4秒。最高速度は265km/h。
メカニカルコンポーネントは弊社
でフィッティング、ECUユニットはUKに送り、mountuneにてアップグレードを行います。

￥573,300 税込･取付工賃別途

375ps@6700rpm、550Nm@3500rpm。0-96km/h加速は5.0秒。最高速度は265km/h以上。
メカニカルコンポーネント
は弊社でフィッティング、ECUユニットはUKに送り、mountuneにてアップグレードを行います。RS500、MP350仕様車は
差分アップグレードキットがありますのでご相談ください。

￥1,104,600 税込･取付工賃別途

Homologated
●RS UK cat-back exhaust
●RS 3" Large-bore downpipe
●RS Sports catlyst 200cell
￥244,230（税込/工賃別途）
￥77,070（税込/工賃別途）
￥191,100（税込/工賃別途）

ハイパワーFFのFocus RSに最適化された足回り・ブレーキの強化アイテム。
ノーマル車は勿論、
MP350、MR375キット装着車、パワーアップアイテム装着車にオススメです。
●Mountune 6pot 365mm brake upgrade

￥510,615 税込･取付工賃別途

強力なストッピングパワーを発揮する RS 用フロントブレーキキット｡Alcon 製。

●Mountune Clubsport suspension kit

￥309,750 税込･取付工賃別途

サーキット＆高速走行用に最適な RS 用サスキット｡ダウン量は F 27ｍｍ､R 22ｍｍ。

●OZ Racing Ultraleggera HLT 9.0x19 ET58

￥135,450 / 本

税込･取付工賃別途

RS 専用サイズの軽量ホイール｡単体重量 10.3kg ｡

●RS Sport cat + 3" downpipe set ●RS Airbox
●RS Uprated re-circulating valve
￥262,500（税込/工賃別途）
￥47,565（税込/工賃別途）
￥39,270（税込/工賃別途）

●RS/ST I5 Cast Inlet Plenum
●RS/ST RS29 RACE pads
●RS Rear brake kit
●RS Spare 365mm F discs (pair)
●RS OZ Alleggerita HLT 8x18
●OZ Superturismo GT 9x19
￥185,850（税込/工賃別途）
￥48,300（税込/工賃別途）
￥258,300（税込/工賃別途）
￥132,825（税込/工賃別途）
￥102,060/本（税込/工賃別途）
￥99,960/本（税込/工賃別途）
●RS/ST RS9-2 FAST ROAD pads
￥44,100（税込/工賃別途）

●RS Spare grooved R discs (pair) ●ST OZ Alleggerita HLT 8x18+SP
￥53,760（税込/工賃別途）
￥120,225/本（税込/工賃別途）

●ST Transmission Upgrade Kit
●McGard black wheel nut
●RS/ST FloorMats
●ST 6pot 360mm brake upgrade ●ST Clubsport suspension kit
●ST cat-back exhaust
￥401,100（税込/工賃別途）
￥1,323/本（税込/工賃別途）
￥18,900（税込/工賃別途）
￥510,615（税込/工賃別途）
￥226,800（税込/工賃別途）
￥180,600（税込/工賃別途）
●ST Quaife LSD
●McGard Locking wheel nut sets ●RS/ST Boots Mats
￥210,000（税込/工賃別途）
￥13,440（税込/工賃別途）
￥20,475（税込/工賃別途）

Ford Fiesta ST150 MK6
OTHERS
●H&R Spacer / Stud Set 10mm
￥36,330（税込/工賃別途）
●H&R Spacer / Stud Set 5mm
￥25,200（税込/工賃別途）
●ST150 Floor Mats
￥18,900（税込/工賃別途）
●4-pot brake upgrade
●Ferodo DS2500 F brake pads
●Cat-back Exhaust
●Cold Air Induction System
●Carbon Fibre airbox cover
●ST150 Boots Mat
￥342,300（税込/工賃別途）
￥38,010（税込/工賃別途）
￥155,400（税込/工賃別途）
￥70,560（税込/工賃別途）
￥47,250（税込/工賃別途）
￥20,475（税込/工賃別途）
●Rear grooved discs(pair)
●Ferodo DS2500 R brake pads
￥35,700（税込/工賃別途）
￥27,510（税込/工賃別途）

●Goodridge brake line
￥37,800（税込/工賃別途）

他車種用もお気軽にご相談ください。なお､掲載商品の中には現地でバックオーダーのものもあります｡納期等については事前にご相談ください。また､価格は為替の変動他の理由により改定する場合があります。

