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LX570
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



写真 ( 左 )：LX570 ボディカラーはホワイトパールクリスタルシャイン (077)。 タイヤサイズ 295/35-24。 アルミホイールはジャレット 1ピース キャステッド 24 インチ ホワイトポリッシュ。
写真 ( 右 )：LX570 ボディカラーはブラック (202)。 タイヤサイズ 295/35-24。 アルミホイールはジャレット 1ピース キャステッド 24 インチ ブラック。
エアロパーツは共通。フロントスポイラー・リアスカート・マフラーアダプター・オーバーフェンダー・リアゲートスポイラー・カーボンピラーパネル。
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※写真は塗分け塗装例です。※写真は塗分け塗装例です。

※8ピース。
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スタイリッシュながらボリュームとインパクトのあるオーバーフェンダーは
45mm（片側）ワイド化されます。オーバーフェンダーにはメッキガーニッシュが
付属されています。取付の際、構造変更が必要になります。

フロントスポイラーにはメッキガーニッシュが
付属されています。スポーティーなイメージに
高級感を加えました。

リアルカーボンの貼付けタイプのピラー
パネルです。ワンポイントアクセントとし
て最適です。

材質：ステンレス
※出口カット溶接にて取付。

03. マフラーアダプター

リアスカート装着の際に純正マフラーの出口
を下方に向け、排ガスの熱が籠らないように
する商品です。ステンレスの素材に艶消の
耐熱塗装を施しています。

LEXUS  LX570  URJ201W  WALD SPORTS LINE 

材質：ABS製(メッキガーニッシュはABS樹脂＋メッキ)
※商品は未塗装です。写真は塗り分け塗装を施しています。
※牽引フックを使用する場合、フロントスポイラーを取り外してください。

材質：FRP製(メッキガーニッシュはABS樹脂＋メッキ)
※メッキパーツ4ピース付属。
※商品はフロントスポイラー及び
　リアスカートの同時装着が必要となります。

材質：FRP製

EXTERIOR
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+ のパッケージ

のパッケージ ¥345,000 E
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01. フロントスポイラー
¥95,000 E ¥6,500 E ¥158,000 E ¥48,000 E ¥28,000 E

マットブラックカーボン

LX570 WALD SPORTS LINE エアロキット

02. リアスカート

リアスカートにはテールフィニッシャー一体型の
メッキガーニッシュが付属されています。

材質：ABS製(メッキガーニッシュはABS樹脂＋メッキ)
※別途マフラーアダプター必要。
※商品は未塗装です。写真は塗り分け塗装を施しています。
※牽引フックを使用する場合、リアスカートを取外してください。
※リアスカート装着の際にはマフラーアダプターもしくは、
　サイドマフラーを装着して下さい。

¥98,000 E

 本カタログの掲載価格は税抜き価格です。

リアゲートにさりげないスポイラーを設定しました。
ダックテールのように跳ね上がったデザインがより
スポーティーなリアビューを演出します。

LEXUS LX570
URJ201W  H27.9~

WALD SPORTS LINE

WALD Tuning Program is distinguished into several designs to enhance 
the individual character of a car. Designing additional sporty style for the 
sports cars is one of WALD approaches to the real car enthusiasts. WALD 
SPORTS LINE is simple design, but creates the enhancement of the hidden 
possibility with the functional beauty. 

フロアマット
ドルチェ（パイル約7mm） ¥70,000 E

ハンディ（パイル約9mm） ¥61,000 E

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。
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※お問い合わせ、発注の際には
　車体番号が必要になります。

¥38,000 Eカーボンパドルシフト
￥68,000 E



NUT SET

ナットセット 20P
シルバー ¥15,000 E

ナットセット 20P
ブラック ¥15,000 E

ロックナット 4P  ¥7,800

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

マットブラック ブラックポリッシュ

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

マットブラックディスク
アルマイトリム

特別塗装色標準色
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24インチ

24/22インチ

24/22インチ 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

20インチ マホラ 1PC

※オーバーフェンダーサイズ装着時、車輌側の加工が必要になります。

※オーバーフェンダーサイズ装着時、車輌側の加工が必要になります。

※オーバーフェンダーサイズ装着時、車輌側の加工が必要になります。

※オーバーフェンダーサイズ装着時、車輌側の加工が必要になります。

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

10.5J X 22 ET-5 ¥107,000/本

オーバーフェンダー

10J X 24 ET58 ¥268,000~/本

ノーマルフェンダー

10J X 22 ET45 ¥105,000/本
9.5J X 20 ET53 ¥85,000/本

ノーマルフェンダー

9.5J X 20 ET53 ¥87,000/本

ノーマルフェンダー

10.5J X 24 ET-5 ¥127,000/本
10.5J X 22 ET-5 ¥107,000/本

オーバーフェンダー

10J X 24 ET45 Coming Soon
10J X 22 ET45 ¥105,000/ 本

ノーマルフェンダー

10.5J X 24 ET27 ¥213,000~/本
 ( 30mmスペーサー推奨 )
10.5J X 22 ET2 ¥183,000~/本

オーバーフェンダー

10J X 24 ET59 ¥210,000~/本
9.5J X 22 ET53 ¥177,000~/本

ノーマルフェンダー

ACCESSORIES

エアサス ＆ アクティブサス
リモートコントローラー

DataSystem 社製

DataSystem 社製

スマホで車高をコントロール。

ASR682-i （iPhone端末用） ¥75,000

ASR682-a（Android端末用） ¥75,000

専用ハーネス　品番H-08G ¥25,000

オートレベリング機構の装備車はローダウンした際にヘッ
ドライトの照射範囲を自動的に下げてしまいます。これに
より夜間運転中の視界が狭くなり、視認性に支障がでる可
能性があります。ローダウンした際には運転に支障をださ
ないよう必ず光軸の確認・調整を行なってください。

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
その他のエンブレム
　5.サイドエンブレム 2P ¥2,000 C
　6.ピラーエンブレム 1P ¥3,800 E
　7. Wアローエンブレム1P ¥2,800 E
　8.フロントエンブレム 1P ¥2,800 A
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6. 7. 8.

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

カラフルな色からシックな色まで全7色。

ブレーキシステム (ハイパフォーマンスシリーズ)
大口径ディスクローターの驚異的な制動力。

405φ フロント/リア8POT ¥798,000 G

405φ フロント8POT ¥450,000 G

380φ フロント6POT ¥420,000 G ※純正 20inch 対応。

主なキット内容
・キャリパー 材質：T6061 T6処理、レッドアルマイト,アルミ鍛造製
・専用ブレーキパッド 低ダストタイプ、平均摩擦係数 0.48～0.55
・専用ブラケット 材質：SS41
・ディスクローター 材質：鍛造鋼の FC-25、適正温度0～500℃ （瞬間温度=650℃）
・ベルハウジング 材質：T651、ゴールド
・ブレーキライン 三層構造の特殊ステンテフロンメッシュ

テレビ&ナビキット
切替タイプ TTN-87 ¥24,800

ビルトイン TTN-87B-A オープン

スマート TTN-18S ¥25,524

※24インチ装着時、純正ライナー等の加工が必要となります。

BRAKE SYSTEM

OV117W/左右出し(*1)
サイドマフラー (車検対応)サイドマフラー (競技用)

*2=片側2本出し。  *3=片側3本出し。  *4= 左側2本出し。  ※オールステンレス製。  車検非対応 。
※加速騒音 : 50km→78dB  ※近接排気騒音 : 4,200回転→90dB

*1=片側2本出し。
※オールステンレス製 。
※加速騒音 : 50km→78dB
※近接排気騒音 : 4,200回転→90dB

ステンレス ¥330,000 E
ハーフブルー ¥340,000 E
ブラック-PVD ¥350,000 E

OV117W/左右出し(*2)
ステンレス ¥330,000 E
ハーフブルー ¥340,000 E
ブラック-PVD ¥350,000 E

OV117W/左側出し(*4)
ステンレス ¥215,000 E
ハーフブルー ¥220,000 E
ブラック-PVD ¥225,000 E

OV117Triple/左右出し(*3)
ステンレス ¥385,000 E
ハーフブルー ¥395,000 E
ブラック-PVD ¥405,000 E

車検対応タイプを追加ラインナップ。V8ユニットが奏でる官能的な重低音。

TECHNICAL

OV117W
ステンレス

OV117W
ハーフブルー

OV117W
ブラックー PVD

SIDE MUFFLER

車検対応



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
urj201w170911

※本カタログに掲載の価格は税抜です

LEXUS LX
CUSTOMIZE CATALOG


