
code
NA8/LS-1/3.9 NA8/LS-2/3.9 NA8/LS-3/3.9 NA8/LS-4/3.9 NA8/LS-5/3.9

mar07052602

maz04061720 マウント・デフマツダスピード強化　全車

ファイナルギヤ 3.99　NA8C NB

ロックナット デフミッド　NA8C NB

オイルシール デフサイド　NA8 NB 全車

maz07051600

maz04052047

オイルシール デフミッド　NA8C NBmaz04052030

ピニオンベアリング ピニオン F　NA8C NBmaz04052032

ディスタンスピ ース デファレンシャル　NA8C NBmaz04052033

ピニオンベアリング ピニオン R　NA6CE NA8C NBmaz04052038

maz04052043

ベアリング LSD サイド　NA8C NB

LSD 2WAY　NA8 NB（除くターボ）

maz04052046

mar04052149

ギヤ・オイル 75w90（SAE75W90 GL-5）mar04082111

mar07052603 mar07052604 mar07052605 mar07052606

NA8/LS-6/3.9 NA8/LS-7/3.9

mar07052607 mar07052608
商品

NAA8/NB全車　LSD＆ファイナルギヤ 3.99 セット 各セットの詳細は下記コードのリンクからクリック（タップ）してください。

code
NA8/LS-1/4.1 NA8/LS-2/4.1 NA8/LS-3/4.1 NA8/LS-4/4.1 NA8/LS-5/4.1

mar07052900

maz04061720 マウント・デフマツダスピード　強化

ファイナルギヤ 4.11　NA8C NB

ロックナット デフミッド　NA8C NB

オイルシール デフサイド　NA8 NB 全車

maz07051601

maz04052047

オイルシール デフミッド　NA8C NBmaz04052030

ピニオンベアリング ピニオン F　NA8C NBmaz04052032

ディスタンスピ ース デファレンシャル　NA8C NBmaz04052033

ピニオンベアリング ピニオン R　NA6CE NA8C NBmaz04052038

maz04052043

ベアリング LSD サイド　NA8C NB

LSD 2WAY　NA8 NB（除くターボ）

maz04052046

mar04052149

ギヤ・オイル 75w90（SAE75W90 GL-5）mar04082111

mar07052901 mar07052902 mar07052903 mar07052904

NA8/LS-6/4.1 NA8/LS-7/4.1

mar07052905 mar07052906
商品

NAA8/NB全車　LSD＆ファイナルギヤ 4.11 セット 各セットの詳細は下記コードのリンクからクリック（タップ）してください。

code
NA8/LS-1/4.3 NA8/LS-2/4.3 NA8/LS-3/4.3 NA8/LS-4/4.3 NA8/LS-5/4.3

mar07052907

maz04061720 マウント・デフマツダスピード　強化

ファイナルギヤ 4.30　NA8C NB

ロックナット デフミッド　NA8C NB

オイルシール デフサイド　NA8 NB 全車

maz07051602

maz04052047

オイルシール デフミッド　NA8C NBmaz04052030

ピニオンベアリング ピニオン F　NA8C NBmaz04052032

ディスタンスピ ース デファレンシャル　NA8C NBmaz04052033

ピニオンベアリング ピニオン R　NA6CE NA8C NBmaz04052038

maz04052043

ベアリング LSD サイド　NA8C NB

LSD 2WAY　NA8 NB（除くターボ）

maz04052046

mar04052149

ギヤ・オイル 75w90（SAE75W90 GL-5）mar04082111

mar07052908 mar07052909 mar07052999 mar07052910

NA8/LS-6/4.3 NA8/LS-7/4.3

mar07052911 mar07052912
商品

NAA8/NB全車　LSD＆ファイナルギヤ 4.3 セット 各セットの詳細は下記コードのリンクからクリック（タップ）してください。

code
NA8/LS-1/4.4 NA8/LS-2/4.4 NA8/LS-3/4.4 NA8/LS-4/4.4 NA8/LS-5/4.4

mar07052913

maz04061720 マウント・デフマツダスピード　強化

ファイナルギヤ 4.44　NA8C NB

ロックナット デフミッド　NA8C NB

オイルシール デフサイド　NA8 NB 全車

maz04052025

maz04052047

オイルシール デフミッド　NA8C NBmaz04052030

ピニオンベアリング ピニオン F　NA8C NBmaz04052032

ディスタンスピ ース デファレンシャル　NA8C NBmaz04052033

ピニオンベアリング ピニオン R　NA6CE NA8C NBmaz04052038

maz04052043

ベアリング LSD サイド　NA8C NB

LSD 2WAY　NA8 NB（除くターボ）

maz04052046

mar04052149

ギヤ・オイル 75w90（SAE75W90 GL-5）mar04082111

mar07052914 mar07052915 mar07052916 mar07052917

NA8/LS-6/4.4 NA8/LS-7/4.4

mar07052918 mar07052919
商品

NAA8/NB全車　LSD＆ファイナルギヤ 4.44 セット 各セットの詳細は下記コードのリンクからクリック（タップ）してください。

code
NA8/LS-1/4.6 NA8/LS-2/4.6 NA8/LS-3/4.6 NA8/LS-4/4.6 NA8/LS-5/4.6

mar13082900

maz04061720 マウント・デフマツダスピード　強化

ファイナルギヤ 4.60　NA8C NB

ロックナット デフミッド　NA8C NB

オイルシール デフサイド　NA8 NB 全車

mar13082800

maz04052047

オイルシール デフミッド　NA8C NBmaz04052030

ピニオンベアリング ピニオン F　NA8C NBmaz04052032

ディスタンスピ ース デファレンシャル　NA8C NBmaz04052033

ピニオンベアリング ピニオン R　NA6CE NA8C NBmaz04052038

maz04052043

ベアリング LSD サイド　NA8C NB

LSD 2WAY　NA8 NB（除くターボ）

maz04052046

mar04052149

ギヤ・オイル 75w90（SAE75W90 GL-5）mar04082111

mar13082901 mar13082902 mar13082903 mar13082904

NA8/LS-6/4.6 NA8/LS-7/4.6

mar13082905 mar13082906
商品

NAA8/NB全車　LSD＆ファイナルギヤ 4.60 セット 各セットの詳細は下記コードのリンクからクリック（タップ）してください。

code
NA8/LS-1/4.7 NA8/LS-2/4.7 NA8/LS-3/4.7 NA8/LS-4/4.7 NA8/LS-5/4.7

mar07052920

maz04061720 マウント・デフマツダスピード　強化

ファイナルギヤ 4.77　NA8C NB

ロックナット デフミッド　NA8C NB

オイルシール デフサイド　NA8 NB 全車

maz04052026

maz04052047

オイルシール デフミッド　NA8C NBmaz04052030

ピニオンベアリング ピニオン F　NA8C NBmaz04052032

ディスタンスピ ース デファレンシャル　NA8C NBmaz04052033

ピニオンベアリング ピニオン R　NA6CE NA8C NBmaz04052038

maz04052043

ベアリング LSD サイド　NA8C NB

LSD 2WAY　NA8 NB（除くターボ）

maz04052046

mar04052149

ギヤ・オイル 75w90（SAE75W90 GL-5）mar04082111

mar07052921 mar07052922 mar07052923 mar07052924

NA8/LS-6/4.7 NA8/LS-7/4.7

mar07052925 mar07052926
商品

NAA8/NB全車　LSD＆ファイナルギヤ 4.77 セット 各セットの詳細は下記コードのリンクからクリック（タップ）してください。
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