
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

【優れた乗り心地】  
全長調整式、単筒式構造、 
車種別専用減衰力セッティング  
プリロードを変えずに車高調整可能、ストローク

を確保し、幾度のテストで煮詰めた減衰力設定で、

優れた乗り心地と、軽快なハンドリング性能を発

揮します。   
ストラットタイプには、高い剛性性能を発揮する

倒立式構造を採用しました。 
 

【異音抑制】 
特殊ラバーブッシュアッパーマウント採用  
足回りを通じて車内に伝わる異音を抑制し、 
静粛性と快適性を両立します。  
 

【リーズナブルな価格設定 ￥94,500 円（税込）】  
減衰力固定式 を採用 
車種別に煮詰めた減衰力特性。コストを抑えることで、リーズナブルな価格設定を実現しました。  
 

【優れた防錆性能】  
従来のクロームメッキ処理に、さらに特殊コーティングを施すことで、当社比２倍以上の防錆性能を実現。  
外観は、艶消しブラックとなります。  
 

【ダンパー脱着作業サポート】  
詳しい脱着手順書を同梱 
ワゴン車の多くは、車両側構造上車体へのダンパー取付部が隠れた構造となっており、脱着作業に手間がかかりま

す。詳細な脱着資料をご用意させて頂くことで、より効率的な脱着作業が可能となります。勿論弊社推奨車高時の

セットアップ寸法（仕様書）も同梱しております。 
 

【車両側純正部品の加工を最大限削減】  
一部部品は純正部品を流用して組付け致しますが、それらの部品の加工を最低限にとどめました。 
将来純正ダンパーに戻す事を想定されるユーザー様にも安心してご使用頂くことが出来、且つ取り付け作業時間を

短縮します。 
 

【発売車種】 
トヨタ・ニッサン・ホンダ 計１１車種 ２８型式に対応 詳細は別紙適合表をご確認ください。 
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STREET RIDE DAMPER <<TYPE-WAGON>> 車種別適合表 

■希望小売価格・・・94,500円（本体価格：90,000円）

F R F R F R

TOYOTA
ANH10W
ANH/MNH15W

FF/4WD SR-WT201 倒立 正立 8.0 7.3 -25 -30 -75 ～ -20 -80 ～ -40

MNH10W FF SR-WT201 倒立 正立 8.0 7.3 -25 -15 -81 ～ -10 -52 ～ -11

アルファード/ヴェルファイア ANH/GGH20W 08.05 ～ FF SR-WT202 倒立 正立 8.0 8.0 -34 -34 -65 ～ +10 -66 ～ -23

イプサム ACM21W 01.05 ～ 09.12 FF SR-WT205 倒立 正立 7.0 6.0 -39 -36 -82 ～ +13 -46 ～ -13

ACR/MCR30W FF SR-WT203 倒立 正立 8.0 8.0 -35 -35 -96 ～ +3 -67 ～ -24

ACR/MCR40W 4WD SR-WT203 倒立 正立 8.0 8.0 -50 -65 -111 ～ -12 -97 ～ -54

ACR/GSR50W 06.01 ～ FF SR-WT204 倒立 正立 8.0 8.0 -33 -30 -84 ～ -5 -67 ～ -10

 ZRR70WZRR70G FF SR-WT205 倒立 正立 7.0 6.0 -45 -46 -90 ～ -10 -76 ～ -42

 ZRR75WZRR75G 4WD SR-WT205 倒立 正立 7.0 6.0 -50 -76 -95 ～ -15 -106 ～ -72

プリウス ZVW30 09.05 ～ FF SR-WT206 倒立 正立 5.0 4.0 -29 -47 -64 ～ +1 -65 ～ -30

NISSAN
E51 FR SR-WN201 倒立 正立 9.0 10.0 -23 -20 -68 ～ +4 -45 ～ -12

ME51 FR SR-WN201 倒立 正立 9.0 10.0 -18 +5 -63 ～ +9 -20 ～ +13

NE51 4WD SR-WN201 倒立 正立 9.0 10.0 -23 -5 -68 ～ +4 -30 ～ +3

MNE51 4WD SR-WN201 倒立 正立 9.0 10.0 -13 +20 -58 ～ +14 -5 ～ +28

セレナ C25.CC25 05.05 ～ 10.11 FF SR-WN202 倒立 正立 8.0 7.0 -44 -56 -50 ～ +25 -67 ～ -21

HONDA
RB1 03.10 ～ 08.10 FF

リアアッパーマウントは
純正流用 SR-WH201 正立 正立 10.0 12.0 -33 -32 -100 ～ +12 -70 ～ -3

RB3 08.10 ～ FF
リアアッパーマウントは
純正流用 SR-WH202 正立 正立 10.0 12.0 -22 -20 -90 ～ +22 -67 ～ +9

ステップワゴン RG1.3 05.05 ～ 09.10 FF
リアスプリング上部ラバーシートの
加工が必要 SR-WH203 倒立 正立 7.0 4.0 -33 -33 -90 ～ -5 -57 ～ -6

※車高調整可能範囲は、計算上調整できる範囲となります。車高、路面状況、タイヤサイズ等の要因により、実際の使用が困難な場合があります。保安基準を順守の上、適正な車高に調整してください。

※価格及び仕様については、予告無く変更する場合があります。

～

品番
ショック構造 基準ダウン量

（ノーマル比 mm）
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車種 型式 年式 駆動方式 備考
スプリング(K) 車高調整可能範囲

（ノーマル比 mm）

F R

エルグランド

オデッセイ

アルファード 08.05～02.05

ノア/ヴォクシー

06.01～00.01

～07.06

エスティマ

02.05 10.08
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