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G63 WALD International is the one of the leading companies for the After-Parts Industry, 

and our business philosophy is not influenced by the trend. Continually creating the 

style and market by giving concrete form to our own sense of beauty for our products. 

Our mission and target are to discover the new things, to sympathize with it and to 

furnish the extraordinary emotions. Based on the above, we have sharpen our 

aesthetic sense for the design and supplied the unique products to all of our 

customers.

WALD SPORTS LINE
BLACK BISON EDITION



04. サイドステップエンド LED
¥39,800 E

ボディーカラーはコズミックブルーラッピング。 タイヤサイズ 305/40-22。 アルミホイールはジャレット 1ピース キャステッド 22 インチ 特別塗装色。
フロント /ワイドトレッドスペーサー 20mm、リア /ワイドトレッドスペーサー 25mm。
エアロパーツはフロントスポイラー・LEDインサートエアダクト・サイドステップエンド LED・’07y~ 用 LED 付バイキセノンヘッドライト・LEDウインカー・
’13y~ 用 アロースタイルミラーカバー・リアバンパースポイラー・サイドマフラー SQUARE-4・LEDチューブテール・リヤフォグ&リバースランプ・背面カバー

01. 02.

04. 05. 06. 07.

08. 09. 10.

02.
09.04.

10.

05.

06.

07.07.

06.

08.
03.

MERCEDES-AMG G63 W463  WALD SPORTS LINE BLACK BISON EDITION 

EXTERIOR

+ + のパッケージ HYBRID 製 ¥600,000 C
FRP 製 ¥440,000 C

01. 02. 03.

+ のパッケージ01. 02.

01. フロントスポイラー

G63 WALD SPORTS LINE エアロキット

02. リアバンパースポイラー

※LEDランプ、ネット付属※エンドモール(ブラック)付属 ※LEDランプ、ネット付属

03.

03. LED インサートエアダクト

 本カタログの掲載価格は税抜き価格です。

MERCEDES-AMG G63
2013y~

WALD SPORTS LINE
BLACK BISON EDITION

"Black Bison" is named from its powerful body line designed by WALD 
Int., and this word reminds us of the Bison galloping across the wasteland 
bravely.This aggressive face line looks like the Bison which has held up 
through some desperate struggle.WALD Sports Line Black Bison Edition is 
the origin of the Tuned Car, and it is the real attraction for the car owners.

05. ’07y~ 用 LED付バイキセノンヘッドライト
¥79,800 E

06. LED ウインカー
スモーク／クリア   ¥17,800 E

07. ’13y~ 用 アロースタイルミラーカバー
カーボン　¥49,800 E

08. LED チューブテール
スモーク／クリア   ¥39,800 E

09. リヤフォグ&リバースランプ
スモーク／クリア   ¥23,000 E

10. 背面カバー
FRP製塗装 BK仕上げ   ¥198,000 E

01.

HYBRID 製 (CARBON/FRP) ¥198,000 C
FRP 製 ¥128,000 C

HYBRID 製 (CARBON/FRP) ¥298,000 C
FRP 製 ¥168,000 C

HYBRID 製 (CARBON/FRP) ¥208,000 C
FRP 製 ¥158,000 C

HYBRID 製 ¥490,000 C
FRP 製 ¥290,000 C

+ のパッケージ01. 03. HYBRID 製 ¥400,000 C
FRP 製 ¥280,000 C



G-Class
WALD International is the one of the leading companies for the After-Parts 

Industry, and our business philosophy is not influenced by the trend. Continually 

creating the style and market by giving concrete form to our own sense of beauty 

for our products. Our mission and target are to discover the new things, to 

sympathize with it and to furnish the extraordinary emotions. Based on the 

above, we have sharpen our aesthetic sense for the design and supplied the 

unique products to all of our customers.

WALD SPORTS LINE
BLACK BISON EDITION



04.ヘッドライトカバー

写真：ボディカラーはポーラーホワイト (9149)。 タイヤサイズ 295/35-24。 アルミホイールはレノヴァティオ 3ピース フォージド 24 インチ ブラックポリッシュ ブラックアルマイトリム。
エアロパーツはフロントバンパースポイラー・リアバンパースポイラー・PTSアダプター・エアロボンネット・ヘッドライトカバー・オーバーフェンダー・リアドアパネル・ルーフウィング。
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※'09y～用。適合は要問い合せ。

※LEDランプ付属。

※4PCS。片側約 50mmワイド ネット付属。
※フロントバンパースポイラーと
リアバンパースポイラーの同時装着が必要です。

※LEDランプ付属。要穴開け加工。

03. エアロボンネット

MERCEDES BENZ G55 W463  WALD SPORTS LINE BLACK BISON EDITION 

EXTERIOR

HYBRID 製 ¥800,000 C
FRP 製 ¥660,000 C

+ +

+ +

+ のパッケージ

のパッケージ HYBRID 製 ¥710,000 C
FRP 製 ¥600,000 C

01. 02. 05. 06.

01. 02. 05.

01. フロントバンパースポイラー
HYBRID 製 (CARBON/FRP) ¥298,000 C
FRP 製 ¥258,000 C

HYBRID 製 (CARBON/FRP) ¥298,000 E
FRP 製 ¥198,000 E

HYBRID 製 (CARBON/FRP)
 ¥108,000 C
FRP 製 ¥98,000 C

HYBRID 製 ¥238,000 C
FRP 製 ¥198,000 C

CARBON製 ¥98,000 C
FRP 製 ¥68,000 C

CARBON製 ¥128,000 C
FRP 製 ¥88,000 C

W463 WALD SPORTS LINE BLACK BISON EDITIONエアロキット

02. リアバンパースポイラー

09.PTS アダプター

※ネット付属。
※PTS付車には PTSアダプターが必要。
 ※画像は色を塗り分けています。

※LEDランプ ネット付属。
※G55オイルクーラー付車にはオイルクーラーブラケットが必要。
※ディストロニック付車は要加工取付。オイルクーラー装着車は要加工取付。
※G63取付不可。 ※画像は色を塗り分けています。

HYBRID 製 (CARBON/FRP) ¥178,000 C
FRP 製 ¥148,000 C

FRP 製 ¥9,800 E

 本カタログの掲載価格は税抜き価格です。

W463 G55/550/500/350

WALD SPORTS LINE
BLACK BISON EDITION

"Black Bison" is named from its powerful body line designed by WALD 
Int., and this word reminds us of the Bison galloping across the wasteland 
bravely.This aggressive face line looks like the Bison which has held up 
through some desperate struggle.WALD Sports Line Black Bison Edition is 
the origin of the Tuned Car, and it is the real attraction for the car owners.

05. オーバーフェンダー 06. リアドアパネル 07. ルーフウィング

MERCEDES BENZ G-Class

※2PCS。PTS付車に必要。

08.G55 オイルクーラーブラケット
¥12,000 E
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~'06y用プロジェクター LED ヘッドライト
インナークローム　¥98,000 E

~’06y用’07y~ ルックヘッドライト
インナーブラック　¥59,800 E

※H7 バルブ付属

ワイドトレッドスペーサー
25mm ¥27,000~

30mm ¥30,000~

~’06y用’07y~ ルックヘッドライト
インナークローム　¥59,800 E

※H7 バルブ付属

’89y~’06y用’07y~ルックテールレンズ
レッド／クリア   ¥39,800 E

アロースタイルミラーカバー
塗装済み　¥24,800 E

素地　¥19,800 E

※-02y 用。　※ウェルカムランプ付。
※塗装色は■775/ シルバー ■197/ ブラック 
■650/ ホワイトになります。

G65/63ルック フロントグリル
¥39,800 E

※スターマーク付属  ※ダブルファン対応
※画像はG65ルック。

シルバーブラック ブロンズブラックブラックポリッシュ ハイパーシルバー ブラックホワイト ブラック ブラックポリッシュ
+レッドクリア

ブラックポリッシュディスク
アルマイトリム

22 インチ

マットブラックポリッシュ シルバーポリッシュ

ブラックポリッシュディスク
アルマイトリム

24インチ

24/22インチ

マットブラックディスク
アルマイトリム

22インチ

フロアマット

ドルチェ（パイル約7mm） ¥50,000 E

ハンディ（パイル約9mm） ¥42,000 E

martel 社製

TECHNICAL

※オールステンレス製。 ※車検非対応 (競技用 )。
※可変バルブ付。 ※G55/63 用。 ※左右出し。

サイドマフラー
SQUARE-4 ¥430,000 E

※ ’01y~。 ※オールステレンレス。  ※車検非対応 (競技用 )。
※G500 ロング用。 ※左右出し。

※ ’01y~。 ※オールステレンレス。  ※車検非対応 (競技用 )。
※G500 ロング用。 ※左右出し。

※ 2 枚 / セット。 ロングボルト 10本。

サイドマフラー
SQUARE-6 ¥290,000 C

OVAL117W x 2 ¥275,000 C

ダウンサス
G350L ’13y~’15y (25~30mmダウン ) ¥100,000 B

G55 ’03y~’12y (30~35mmダウン ) ¥100,000 B

G550L ’09y~’15y (30~35mmダウン ) ¥100,000 B

G63 ’13y~ (30~35mmダウン ) ¥100,000 B

ジャレット 1PC

レノヴァティオ 3PCS フォージド

レノヴァティオ SUV 1PC

マホラ 3PCS

全てのフロアマットにヒールパッド付

ドルチェの運転席、助手席には刺繍が入ります

マットカラーとトリムカラーからお好みの組み合わせを。

10.5J X 24 ET26 ¥273,000~/本
 ( 30mmスペーサー推奨 )

オーバーフェンダー

特別塗装色標準色

10J X 24 ET58 ¥268,000~/本

ノーマルフェンダー

10J X 22 ET45 ¥105,000/本

ノーマルフェンダー

10.5J X 22 ET5 ¥107,000/本

オーバーフェンダー

10.5J X 22 ET5 ¥107,000/本

オーバーフェンダー

10J X 22 ET45 ¥105,000/本

ノーマルフェンダー

10.5J X 24 ET7 ¥213,000~/本
10.5J X 22 ET4 ¥183,000~/本

オーバーフェンダー

10J X 24 ET55 ¥210,000~/本
9.5J X 22 ET55 ¥177,000~/本

ノーマルフェンダー

ブラック
ブラック ホワイト

ベージュ

ベージュ

レッド
レッド

ブルー
ブルー

ブラック ベージュ グレー

グレー

レッド ブルー

マルーン

パープル
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PB 社製

TVキャンセラー
￥33,000

品番 CMM-MBH8
適合年式 2012(H24)/8 ～現行

ACCESSORIES
セパレートスラッシュエンブレム 
　1. クローム ¥4,800 A
　2. ブラッククリア ¥5,800 A
　3. クローム/クリスタルスワロ ¥19,800 C
　4. ブラッククリア/ブラッククリスタルスワロ ¥19,800 C
ブラックバイソンエンブレム 
　5. クローム ¥9,800 C
　6. ブラッククリア ¥9,800 C
　7. クローム/クリスタルスワロ ¥23,800 C
　8. ブラッククリア/ブラッククリスタルスワロ ¥23,800 C
その他のエンブレム 
　9.ピラーエンブレム 1P ¥3,800 E
　10. Wアローエンブレム1P ¥2,800 E
　11.フロントエンブレム 1P ¥2,800 A
　12.サイドエンブレム 2P ¥2,000 C

1.

2. 4.

3. 5.

6. 8.

7.

12.9. 10. 11. 各色¥2,500 E

レザーキーリング
ピンク / レッド / イエロー
ライトグリーン / ライトブルー
ブラック / ネイビー

※5,500K　 ※LOW:1,900 ルーメン / HIGH:2,400 ルーメン
※~'06y 用　※アルミダイキャスト製

~'06y用プロジェクター LED ヘッドライト
スモーク　¥98,000 E
※5,500K　 ※LOW:1,900 ルーメン / HIGH:2,400 ルーメン
※~'06y 用　※アルミダイキャスト製

10mm ¥20,000~

15mm ¥22,000~

20mm ¥25,000~

INTERIOR



取扱販売店

WALD JAPAN  10-13, Kyoguchi-cho, Takatsuki, Osaka, 569-0072, Japan
Telephone +81 (0)72 673 3000  Facsimile +81 (0)72 673 3003

info@wald-japan.co.jp  www.wald.co.jp

※本カタログに掲載の価格は税抜です

G-CLASS
CUSTOMIZE CATALOG




