
～サウンドUP♪
　　プログラム～ 
～サウンドUP♪
　　プログラム～ 

500 ml500 ml
税込2,400円税込2,400円

ヘッドライトのくすみはもちろん！
「ボディ」や「ホイール」にも使える
ヘッドライトのくすみはもちろん！
「ボディ」や「ホイール」にも使える

aftre aftre 

ツヤ出しコーティング剤！！ツヤ出しコーティング剤！！スプレーして
拭くだけ！！
スプレーして
拭くだけ！！

before before 

ボディケア ボディケア 

スピーカー スピーカー 

税込29,800円税込29,800円TS-C1720AⅡTS-C1720AⅡ

表現力豊かなツイーター
別体のセパレートスピーカー。
上級機譲りの繊細な表現力が
魅力です

表現力豊かなツイーター
別体のセパレートスピーカー。
上級機譲りの繊細な表現力が
魅力です

定定 税込34,560円税込34,560円

スピーカー スピーカー 

DS-G20DS-G20
税込59,800円税込59,800円

NCV振動板の採用で低域から
高域まで音色の揃った一体感
のあるサウンドが魅力の 
スピーカーです。

NCV振動板の採用で低域から
高域まで音色の揃った一体感
のあるサウンドが魅力の 
スピーカーです。

定定 税込64,800円税込64,800円

Stylish Enchanted & 
Evolutional Designing Solution

スタイルコクピット シーズスタイルコクピット シーズ

　　　　　水曜定休　　　　　水曜定休[営業時間] 11:00～21:00[営業時間] 11:00～21:00
[電話番号] 025-522-5285[電話番号] 025-522-5285
新潟県上越市大字上島471-1新潟県上越市大字上島471-1

取扱店
 ランフラットタイヤ

正規取扱店

　テクニカルマスターショップ

取扱店

テクニカルショップ

当店指定の信販会社に限ります。
詳しくは当店までご相談下さい。
当店指定の信販会社に限ります。
詳しくは当店までご相談下さい。

クレジットカード
ご利用いただけます

コクピットSeeds 検索検索

スピーカー スピーカー 

税込79,800円税込79,800円TS-Z172PRSTS-Z172PRS 定定 税込86,400円税込86,400円

タイトで瞬発力のある中低域と
取付自由度の高いソフトドーム
ツイーターが特徴のハイエンド
モデル

タイトで瞬発力のある中低域と
取付自由度の高いソフトドーム
ツイーターが特徴のハイエンド
モデル

サブウーファー サブウーファー 

TS-WH500ATS-WH500A
税込23,800円税込23,800円定定 税込27,000円税込27,000円

画期的な構造の超薄型
サブウーファー。
本体の振動が極めて少なく、
歪の少ない低音再生を実現！

画期的な構造の超薄型
サブウーファー。
本体の振動が極めて少なく、
歪の少ない低音再生を実現！

クラッツィオクラッツィオ

2列シート車2列シート車

3列シート車3列シート車

キルティングタイプシートカバー キルティングタイプシートカバー 

税込49,800円税込49,800円

税込39,800円税込39,800円

オシャレなオシャレな

 取付工賃込  取付工賃込 

 取付工賃込  取付工賃込 

クラッツィオクラッツィオ

カスタムオーダータイプ カスタムオーダータイプ 

自分好みにオーダーメイド自分好みにオーダーメイド

税込69,800円税込69,800円

税込59,800円税込59,800円2列シート車2列シート車

3列シート車3列シート車

 取付工賃込  取付工賃込 

 取付工賃込  取付工賃込 

クラッツィオクラッツィオ

カスタム フロアマット カスタム フロアマット 

シートと合わせてフロアマットも
　　　　　　　　　　遊んじゃおう！
シートと合わせてフロアマットも
　　　　　　　　　　遊んじゃおう！

税込32,184円税込32,184円2列シート車2列シート車
 取付工賃込  取付工賃込 

シートカバー シートカバー 
クラッツィオクラッツィオ

Seedsならプロショップの張替え作業で
本物のレザーシートのような仕上！
Seedsならプロショップの張替え作業で
本物のレザーシートのような仕上！

SALE期間中は、・・・SALE期間中は、・・・ 分割12回払分割12回払
ボーナス2回払ボーナス2回払

又は、又は、

までの金利手数料までの金利手数料無料！！無料！！
※当店指定の信販会社にてお申込が必要となります。※当店指定の信販会社にてお申込が必要となります。

ワンランク上のオーディオライフを楽しもう！ワンランク上のオーディオライフを楽しもう！

aftre aftre 
before before 

デッドニング デッドニング 

サウンドUPの定番メニュー。効果的に
スピーカーの排圧を吸収・拡散することで
中低域の量感が大きく向上します。

サウンドUPの定番メニュー。効果的に
スピーカーの排圧を吸収・拡散することで
中低域の量感が大きく向上します。

片ドア片ドアver1ver1
税込21,600円税込21,600円材料・工賃込材料・工賃込

「全ての軽自動車」＆「指定のコンパクトカー」
を対象に、RECARO「LX-Fシリーズ」と取付に
必要なシートレールがセットになった
スペシャルパッケージ！！

「全ての軽自動車」＆「指定のコンパクトカー」
を対象に、RECARO「LX-Fシリーズ」と取付に
必要なシートレールがセットになった
スペシャルパッケージ！！トライアルキャンペーントライアルキャンペーン実施中実施中

シート シート 

ENJOY  LIFE.
ENJOY  SAFETY. 
ENJOY  LIFE.
ENJOY  SAFETY. 

人生で最初のRECAROを、
あなたのお子様に。 
人生で最初のRECAROを、
あなたのお子様に。 

生まれてきた小さな　「いのち」　の特等席。 生まれてきた小さな　「いのち」　の特等席。 

RECAROチャイルドシートを

大切なあの人に・ ・ ・ 

RECAROチャイルドシートを

大切なあの人に・ ・ ・ 

出産のお祝いにプレゼントしませんか？ 出産のお祝いにプレゼントしませんか？ 

ギフトラッピング
　サービス! 
ギフトラッピング
　サービス! 

新生児から７歳くらいまで。 新生児から７歳くらいまで。 

START07 START07 
税込39,800円税込39,800円

RECARO RECARO 
チャイルドシート チャイルドシート 

 腰が痛く
なりにくい! 
 腰が痛く
なりにくい! 

見た目も
オシャレ! 
見た目も
オシャレ! 

税込100,000円税込100,000円

税込121,500円税込121,500円 通常価格  通常価格 

 トライアル価格  トライアル価格 
 取付工賃別  取付工賃別 

LX-F IM110LX-F IM110

税込150,000円税込150,000円

税込181,440円税込181,440円 通常価格  通常価格 

 トライアル価格  トライアル価格 
 取付工賃別  取付工賃別 

LX-F IL110HLX-F IL110H

Seedsは上越唯一のRECARO
レザーモデル取扱店です！！
Seedsは上越唯一のRECARO
レザーモデル取扱店です！！

シートヒーター内蔵モデルシートヒーター内蔵モデル

軽・コンパクトカー
車種専用シートレール
軽・コンパクトカー
車種専用シートレール

税込21,600円税込21,600円

Made in JAPANでこの価格！
アッパーマウント付属でサビに
強いフッ素コート等、スペックも
充実のオススメ車高調！！

Made in JAPANでこの価格！
アッパーマウント付属でサビに
強いフッ素コート等、スペックも
充実のオススメ車高調！！

FLEX-ZFLEX-Z

減衰力
調整式
減衰力
調整式

 全長
調整式
 全長
調整式

税込73,256円
税込73,256円

価格一例価格一例

オデッセイオデッセイ
税込86,184円税込86,184円 1515%%

OFFOFF

15%15%
OFFOFF

車高調車高調

快適な乗り心地と幅広い
対応車種が魅力！アルミ製
なので腐食には注意。

快適な乗り心地と幅広い
対応車種が魅力！アルミ製
なので腐食には注意。

BASIC★iBASIC★i

 全長
調整式
 全長
調整式

減衰力
調整式
減衰力
調整式

15%15%
OFFOFF

1515%%
OFFOFF

税込156,600円税込156,600円 税込133,110円税込133,110円ステップWステップW

車高調車高調

価格一例価格一例
正確なハンドリングと、適度な
ローダウンを実現する輸入車
にオススメの車高調です！

正確なハンドリングと、適度な
ローダウンを実現する輸入車
にオススメの車高調です！

ビルシュタインビルシュタイン
BSS KITBSS KIT

ネジ式ネジ式

10%10%
OFFOFF

1010%%
OFFOFF

税込205,200円税込205,200円 税込184,680円税込184,680円VWゴルフVWゴルフ

減衰力
 固定
減衰力
 固定

車高調車高調

価格一例価格一例

上げる側の車高調整幅を
確保！！上越の冬にオススメ
のマイルドな乗り心地の車高調です！

上げる側の車高調整幅を
確保！！上越の冬にオススメ
のマイルドな乗り心地の車高調です！

 全長
調整式
 全長
調整式

減衰力
 固定
減衰力
 固定

25%25%
OFFOFF

ストリートZEROストリートZERO

2525%%
OFFOFF

税込131,760円税込131,760円
税込98,820円税込98,820円レヴォーグレヴォーグ

車高調車高調

価格一例価格一例

サスペンション サスペンション 
スタイルアップに欠かせないローダウン！！
seedsオススメの車高調なら納得の乗り心地
とスタイリングが手に入ります

スタイルアップに欠かせないローダウン！！
seedsオススメの車高調なら納得の乗り心地
とスタイリングが手に入ります

調整できる！

 取付工賃別
アライメント調整別 
 取付工賃別
アライメント調整別 

エアロパーツ エアロパーツ エアロパーツの塗装、取付～全塗装までOK! お気軽にお問い合わせ下さい。エアロパーツの塗装、取付～全塗装までOK! お気軽にお問い合わせ下さい。

スポーツラインスポーツライン
アルファード
ヴェルファイア
アルファード
ヴェルファイア

近日発売予定近日発売予定

HYBRID typeⅢHYBRID typeⅢ
3点KIT　プリウス303点KIT　プリウス30

税込199,800円税込199,800円塗装費用別塗装費用別

タイプユーロタイプユーロ
FバンパーFバンパー

税込89,800円税込89,800円
RBオデッセイRBオデッセイ

塗装費用別塗装費用別


