
■ BMW ドライブレコーダー
＜ 主な機能 ＞
 ・ ナイトビジョン　 ・ フォーマット フリー
 ・ Gセンサー　 ・ タッチパネル
 ・ 2種類の駐車監視モード※モーションセンサー+振動

■ タイヤ補償
1 本のタイヤでも、最大 4本すべてを新品に交換。

※補償期間中1度だけの使用となります/   MINIタイヤ保証との併用使用はできません

■ ルームクリアコート
デニムなどの色移りを防止。  紫外線による色褪せ防止。 適度な保湿と通気性で
革の劣化を防止し強固な皮膜を形成、摩擦による小キズを防止日常の汚れは水
拭きだけでキレイに落とせます。 一度の施工で長期効果を持続素材と調和し、
光沢感・質感をそのままに柔らかく保護凹凸のある表面に追従する水生の軟性
コーティング。 特殊フッ素樹脂がフィルム状に軟性薄膜を形成することで、紫
外線によるシート素材の劣化、ホコリや汚れから守るだけでなく、摩擦などの
日常生活で起きる外部からの衝撃を受け流します。 被膜には革地の水分や油分
の蒸発を防ぐ効果もあります。

■ バッテリー補償

■ カーフィール
抗ウィルス・抗菌作用で気になる臭いや
カビ等の有害物質を抑制し車内を清潔に保ちます。

■ STAR SEVEN CORTING

USCコートの仕組み
無機質 :石･岩が原料(例 :ガラスコップ）

他社ガラス系コート剤
有機質 :石油からできる物(例:フッ素等）

完全無機質のガラス皮膜だから、水シミ、ムラ。水滴痕の悩みが不要！
均等にコートされた完全無機質のガラス皮膜が、水シミやムラ、水滴痕の問題
を解決。ガラスは水を弾かない「疎水性」で、乾燥してもウォータースポット
が残りにくい。

■ ウィンドウ・フィルム

赤外線を 90％以上カット！ 
　紫外線を 99％以上カット！

※ UPF (Ultraviolet Protection Factoe)とは、  オーストラリアやアメリカなどで一般的に
使われている紫外線防止指数で「どれくらい日焼けを防ぐか」を示す値です。  UPF値
が高いほど日焼け防止効果が高く、  UPF50以上は全てUPF+と表記され、最高値とな
ります。

シルフィードは、  お好みの濃さで赤外線を
90％以上遮断して、  車内の温度上昇を抑えま
す。クリアな視界を確保しながらドレスアッ
プと快適性を両立できる高機能フィルムです。

シルフィードは単なる目隠し用スモークフィ
ルムではありません。内装とお肌の日焼けを
防ぐため、全てのフィルムで99％の紫外線
カットを実現しています。

高い耐久性と柔軟性を保ち、  万が一の事故の
際割れたガラスの飛散防止にも役立ちます。 
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￥499,220



■ BMW ドライブレコーダー
＜ 主な機能 ＞
 ・ ナイトビジョン　 ・ フォーマット フリー
 ・ Gセンサー　 ・ タッチパネル
 ・ 2種類の駐車監視モード※モーションセンサー+振動

■ タイヤ補償
1 本のタイヤでも、最大 4本すべてを新品に交換。

※補償期間中1度だけの使用となります/   MINIタイヤ保証との併用使用はできません

■ ルームクリアコート
デニムなどの色移りを防止。  紫外線による色褪せ防止。 適度な保湿と通気性で
革の劣化を防止し強固な皮膜を形成、摩擦による小キズを防止日常の汚れは水
拭きだけでキレイに落とせます。 一度の施工で長期効果を持続素材と調和し、
光沢感・質感をそのままに柔らかく保護凹凸のある表面に追従する水生の軟性
コーティング。 特殊フッ素樹脂がフィルム状に軟性薄膜を形成することで、紫
外線によるシート素材の劣化、ホコリや汚れから守るだけでなく、摩擦などの
日常生活で起きる外部からの衝撃を受け流します。 被膜には革地の水分や油分
の蒸発を防ぐ効果もあります。

■ バッテリー補償

■ カーフィール
抗ウィルス・抗菌作用で気になる臭いや
カビ等の有害物質を抑制し車内を清潔に保ちます。

■ STAR SEVEN CORTING

USCコートの仕組み
無機質 :石･岩が原料(例 :ガラスコップ）

他社ガラス系コート剤
有機質 :石油からできる物(例:フッ素等）

完全無機質のガラス皮膜だから、水シミ、ムラ。水滴痕の悩みが不要！
均等にコートされた完全無機質のガラス皮膜が、水シミやムラ、水滴痕の問題
を解決。ガラスは水を弾かない「疎水性」で、乾燥してもウォータースポット
が残りにくい。

■ ウィンドウ・フィルム

赤外線を 90％以上カット！ 
　紫外線を 99％以上カット！

※ UPF (Ultraviolet Protection Factoe)とは、  オーストラリアやアメリカなどで一般的に
使われている紫外線防止指数で「どれくらい日焼けを防ぐか」を示す値です。  UPF値
が高いほど日焼け防止効果が高く、  UPF50以上は全てUPF+と表記され、最高値とな
ります。

シルフィードは、  お好みの濃さで赤外線を
90％以上遮断して、  車内の温度上昇を抑えま
す。クリアな視界を確保しながらドレスアッ
プと快適性を両立できる高機能フィルムです。

シルフィードは単なる目隠し用スモークフィ
ルムではありません。内装とお肌の日焼けを
防ぐため、全てのフィルムで99％の紫外線
カットを実現しています。

高い耐久性と柔軟性を保ち、  万が一の事故の
際割れたガラスの飛散防止にも役立ちます。 

￥195,000

￥33,000

￥7 1,500

￥66,000

( 税込 ) ( 税込 )

￥28,600

￥81,620

￥33,000

￥5,500

￥148,720￥365,500

￥462,000
￥514,220



■ BMW ドライブレコーダー
＜ 主な機能 ＞
 ・ ナイトビジョン　 ・ フォーマット フリー
 ・ Gセンサー　 ・ タッチパネル
 ・ 2種類の駐車監視モード※モーションセンサー+振動

■ タイヤ補償
1 本のタイヤでも、最大 4本すべてを新品に交換。

※補償期間中1度だけの使用となります/   MINIタイヤ保証との併用使用はできません

■ ルームクリアコート
デニムなどの色移りを防止。  紫外線による色褪せ防止。 適度な保湿と通気性で
革の劣化を防止し強固な皮膜を形成、摩擦による小キズを防止日常の汚れは水
拭きだけでキレイに落とせます。 一度の施工で長期効果を持続素材と調和し、
光沢感・質感をそのままに柔らかく保護凹凸のある表面に追従する水生の軟性
コーティング。 特殊フッ素樹脂がフィルム状に軟性薄膜を形成することで、紫
外線によるシート素材の劣化、ホコリや汚れから守るだけでなく、摩擦などの
日常生活で起きる外部からの衝撃を受け流します。 被膜には革地の水分や油分
の蒸発を防ぐ効果もあります。

■ バッテリー補償

■ カーフィール
抗ウィルス・抗菌作用で気になる臭いや
カビ等の有害物質を抑制し車内を清潔に保ちます。

■ STAR SEVEN CORTING

USCコートの仕組み
無機質 :石･岩が原料(例 :ガラスコップ）

他社ガラス系コート剤
有機質 :石油からできる物(例:フッ素等）

完全無機質のガラス皮膜だから、水シミ、ムラ。水滴痕の悩みが不要！
均等にコートされた完全無機質のガラス皮膜が、水シミやムラ、水滴痕の問題
を解決。ガラスは水を弾かない「疎水性」で、乾燥してもウォータースポット
が残りにくい。

■ ウィンドウ・フィルム

赤外線を 90％以上カット！ 
　紫外線を 99％以上カット！

※ UPF (Ultraviolet Protection Factoe)とは、  オーストラリアやアメリカなどで一般的に
使われている紫外線防止指数で「どれくらい日焼けを防ぐか」を示す値です。  UPF値
が高いほど日焼け防止効果が高く、  UPF50以上は全てUPF+と表記され、最高値とな
ります。

シルフィードは、  お好みの濃さで赤外線を
90％以上遮断して、  車内の温度上昇を抑えま
す。クリアな視界を確保しながらドレスアッ
プと快適性を両立できる高機能フィルムです。

シルフィードは単なる目隠し用スモークフィ
ルムではありません。内装とお肌の日焼けを
防ぐため、全てのフィルムで99％の紫外線
カットを実現しています。

高い耐久性と柔軟性を保ち、  万が一の事故の
際割れたガラスの飛散防止にも役立ちます。 

( 税込 ) ( 税込 )

￥28,600

￥81,620

￥33,000

￥5,500

￥148,720

￥215,000

￥33,000

￥82,500

￥74,800

￥405,300

￥498,000
￥554,020



( 税込 )

￥265,000

￥33,000

￥82,500

￥74,800

￥455,300

( 税込 )

￥28,600

￥81,620

￥33,000

￥5,500

￥148,720

■ ルームクリアコート

■ BMW ドライブレコーダー
＜ 主な機能 ＞
 ・ ナイトビジョン　 ・ フォーマット フリー
 ・ Gセンサー　 ・ タッチパネル
 ・ 2種類の駐車監視モード※モーションセンサー+振動

デニムなどの色移りを防止。  紫外線による色褪せ防止。 適度な保湿と通気性で
革の劣化を防止し強固な皮膜を形成、摩擦による小キズを防止日常の汚れは水
拭きだけでキレイに落とせます。 一度の施工で長期効果を持続素材と調和し、
光沢感・質感をそのままに柔らかく保護凹凸のある表面に追従する水生の軟性
コーティング。 特殊フッ素樹脂がフィルム状に軟性薄膜を形成することで、紫
外線によるシート素材の劣化、ホコリや汚れから守るだけでなく、摩擦などの
日常生活で起きる外部からの衝撃を受け流します。 被膜には革地の水分や油分
の蒸発を防ぐ効果もあります。

■ タイヤ補償
1 本のタイヤでも、最大 4本すべてを新品に交換。

※補償期間中1度だけの使用となります/   MINIタイヤ保証との併用使用はできません

■ バッテリー補償

■ カーフィール
抗ウィルス・抗菌作用で気になる臭いや
カビ等の有害物質を抑制し車内を清潔に保ちます。

■ STAR SEVEN CORTING

USCコートの仕組み
無機質 :石･岩が原料(例 :ガラスコップ）

他社ガラス系コート剤
有機質 :石油からできる物(例:フッ素等）

完全無機質のガラス皮膜だから、水シミ、ムラ。水滴痕の悩みが不要！
均等にコートされた完全無機質のガラス皮膜が、水シミやムラ、水滴痕の問題
を解決。ガラスは水を弾かない「疎水性」で、乾燥してもウォータースポット
が残りにくい。

■ ウィンドウ・フィルム

赤外線を 90％以上カット！ 
　紫外線を 99％以上カット！

※ UPF (Ultraviolet Protection Factoe)とは、  オーストラリアやアメリカなどで一般的に
使われている紫外線防止指数で「どれくらい日焼けを防ぐか」を示す値です。  UPF値
が高いほど日焼け防止効果が高く、  UPF50以上は全てUPF+と表記され、最高値とな
ります。

シルフィードは、  お好みの濃さで赤外線を
90％以上遮断して、  車内の温度上昇を抑えま
す。クリアな視界を確保しながらドレスアッ
プと快適性を両立できる高機能フィルムです。

シルフィードは単なる目隠し用スモークフィ
ルムではありません。内装とお肌の日焼けを
防ぐため、全てのフィルムで99％の紫外線
カットを実現しています。

高い耐久性と柔軟性を保ち、  万が一の事故の
際割れたガラスの飛散防止にも役立ちます。 

￥543,000
￥604,020


