promina LED

１年
保証

−輸入車向け−

MADE IN
JAPAN

カーライフにおける様々なシーンでマストアイテムとなっているLED BULB。
そのLED BULBを鮮やか且つスタイリッシュに彩る事をコンセプトに創ったモノ…
それが「promina LED」！
日亜製LEDの中でも最も耐久性に優れた素子を使用。
明るく！白い！を実現したハイスペック・ハイクオリティーLED BULB。

OS

品
番
PM001

希望小売価格（税抜）
¥8,500

ポジションランプやルームランプ
等のT10バルブ用で片面に2素子
を装着した片面照射タイプのLED
バルブ【※ゴルフ6（ヴァリアントを
含む）、ゴルフ7のライセンスランプ
に使用する場合は、別途スティッ
クキャンセラー（ALBSC75）が必
要】
【※テールランプ使用不可】

F41

品
番
PM006

希望小売価格（税抜）
¥8,500

ルームランプやトランクランプ等
のフェストンバルブT10 41mm
に対応するLEDバルブ

T20-P

品
番
PM011

希望小売価格（税抜）
¥11,000

BS

品
番
PM002

TOP

希望小売価格（税抜）
¥8,500

ポジションランプやルームランプ
等のT10バルブ用で両面に1素子
づつ装着した両面照射タイプの
LEDバルブ【※テールランプ使用
不可】

品
番
PM003

T20-A

品
番
PM012

品

番

PM008

希望小売価格（税抜）
¥20,000

ウィンカーのS25バルブ（ピン角150
度）に対応しアンバー色のLED素子を
採用したLEDバルブ【※ウィンカー
専用（ウィンカーポジションやその他
不可）】
【※両極性対応】
【※車種や車
両状態によってはハイフラ回避の為
に、別売キャンセラー20Ω
（ALBC20)を各ウィンカーへの装着
が必要になる場合がございます。】

希望小売価格（税抜）
¥20,000

T20-R(1個)

品
番
PM013

希望小売価格（税抜）
¥11,000

ウィンカーのT20バルブ（ピンチ部違 バックランプのT20バルブのシン
ポジションバルブのT20バルブの
グルフィラメント（12V21W）に対
ダブルフィラメント（12V21/5W) い）に対応したアンバー色発光の
LEDバルブ【※ウィンカー専用（ウィ
応したLEDバルブ（1個入りパッ
に対応したLEDバルブでポジショ
ンカーポジションやその他不可）】
【※バックランプ専用（ス
ン側のみが発光
【※車種や車両状態によってはハイフ ケージ）
ラ回避の為に、別売キャンセラー20 トップランプ不可）】
Ω（ALBC20)を各ウィンカーへの装
着が必要になる場合がございます。】

品
番
PM004

希望小売価格（税抜）
¥10,000

ゴルフ6やゴルフ7のライセンスバ
ルブに対応できる様に、回路の容
量や構造を改良した片面照射タイ
プのLEDバルブ【※VWゴルフ6
ヴァリアント、VWゴルフトゥーラン
（1T3、2011〜）は装着不可】

S25-A

希望小売価格（税抜）
¥8,500

サイドマーカー（ウィンカー）の
T10バルブ用で両面にアンバー色
発光のLED素子を採用したLED
バルブ【※ウィンカー専用（ウィン
カーポジションやその他不可）】

希望小売価格（税抜）
¥8,500

ポジションランプやルームランプ
等のT10バルブ用で先端に2素子
を装着した角度調整機能付きT字
型構造の先端照射タイプのLEDバ
ルブ【※テールランプ使用不可】

BS-A

品
番
PM007

OS HP

S25-R(１個)

品
番
PM009

希望小売価格（税抜）
¥11,000

バックランプのS25バルブ（ピン角
180度）に対応したLEDバルブ（1
個入りパッケージ）
【※バックランプ専用（ストップラ
ンプ不可）】
【※両極性対応】

品
番
PM005

希望小売価格（税抜）
¥8,500

ルームランプやライセンスバルブ
等のフェストンバルブ
T10 37mmに対応するLEDバ
ルブ

T16(1個)

品
番
PM010

希望小売価格（税抜）
¥7,500

バックランプのT16バルブに対応
したLEDバルブ（1個入りパッケー
ジ）
【※バックランプ専用（ストップ
ランプ不可）】
【※アウディQ3
（8UC、12.05〜）、Q5（8RC、
09.06〜）Q7（4LC、09.09〜
13.09）に装着する場合は、別売
STICKキャンセラーキット
（ALBSC75）が必要になります。】

BAX9S

T5

品
番
PM014

F37

希望小売価格（税抜）
¥4,400

バニティーミラーランプ等のT5
バルブに対応したLEDバルブ

品
番
PM015

希望小売価格（税抜）
¥8,500

ポジションランプ等のピン角150
度のBAXバルブに対応したLED
バルブで、回転機構を採用し車種
に合わせた照射角度の調整が可
能【※極性あり 先端＋、側面−】

promina LED
ROOM

品
番
PM016

希望小売価格（税抜）
¥8,800

BMWのルームランプ用に8素子を
配列したLEDバルブで１シリーズ
（E87/82）、5シリーズ（E60/61）、
3シリーズ（E90/91/92）に対応

H8 HP

品
番
PM035

希望小売価格（税抜）
¥25,000

BMW のリング状ポジションラン
プH8 バルブ装着車用のLED バル
ブで、シチズン電子製LED と特殊
シリコンでクリアーな6000K を実
現し、作動電圧7V 〜 12V により
通常のポジションランプからデイラ
イト仕様にも対応【※BMW7シリー
ズ（F01/F02）は装着不可】

BA9S

H8

品
番
PM017

希望小売価格（税抜）
¥20,000

販売終了
BMWのリング状ポジションラン
プにH8バルブを採用した車種用
のLEDバルブ【※BMW Z4 E89
装着不可】
【※通常のポジションラ
イト専用品の為、デイライト仕様は
使用不可】

品
番
PM018

BMW3シリーズE90・E91（前期）
のリング状ポジションランプの
LEDバルブ（ハロゲンヘッドライト
装着車取付け不可）

H21(1個)

品
番
PM049

希望小売価格（税抜）
¥6,000

バックランプのH21W（BAY9S）
ピン角120度に対応したLEDバル
ブ（１個入りパッケージ）
【※バッ
クランプ専用（バックフォグ、その
他不可）】
【※極性あり 先端＋、
側面−】
【※トゥアレグ（7L）は別
途抵抗必要】

希望小売価格（税抜）
¥13,000

品
番
PM033

品
番
PM050

品
番
PM051

存在しますが、それを抵抗で電流をバイパスする事で回避します。
通常抵抗でバイパスした場合には、点灯時に無駄な電力を消費し
ますがこのEGA機能をpromina zero LEDに採用する事で、点
灯時にバイパス回路をOFFにして製品温度を下げ、省エネルギー

ポジションランプやルームランプ
等のBA9S（ピン角180度）に対応
したLEDバルブで、回転機構を採
用し車種に合わせた照射角度の
調整が可能【※極性あり 先端
＋、側面−】

BMW1シリーズF20、3シリーズ
F30/F31等のカーテシランプに対
応し純正LED基板交換用LEDバ
ルブ

S25-A8

品
番
PM058

希望小売価格（税抜）
¥20,000

promina LEDは独自の特殊回路を採用！
室内灯などでOFF状態でもLEDがぼんやり点灯してしまう車両が

希望小売価格（税抜）
¥8,500

希望小売価格（税抜）
¥12,000

希望小売価格（税抜）
¥6,000

ウィンカーのS25 バルブ（ピン角
ウインカーのH21W（BAY9S、ピ
180 度）に対応しアンバー色のLED
ン角120度）に対応したアンバー色
素子を採用したLED バルブ【※ウィ
発光のLEDバルブ
ンカー専用（ウィンカーポジションや
【※両極性 対応】
【※車
【※ウィンカー専用（ウィンカーポジ その他不可）】
種や車両状態によってはハイフラ回
ションやその他不可）】
【※極性あ
避の為に、別売キャンセラー20Ω
り 先端＋、側面−】
（ALBC20)を各ウィンカーへの装着
が必要になる場合がございます。】

◎EGA（Enhanced Gleam Absorber）拡張微光吸収機能

品
番
PM059

品
番
PM034

H21-A

希望小売価格（税抜）
¥12,000

バックランプのBAX9S（ピン角
150度）に対応したLEDバルブ【※
バックランプ専用（バックフォグ、
その他不可）】
【※極性あり 先端
＋、側面−】

希望小売価格（税抜）
¥17,000

BMW 1シリーズ（Ｅ87）前期や5
シリーズ（Ｅ39）後期のリング状ポ
ジションランプ用のLEDバルブ
【BMW 5シリーズ（E60/61）前
期、6シリーズ（E63）前期、7シリー
ズ（E65）は装着不可】

BAX-R

MADE IN
JAPAN

FC-B

B60

B90

販売終了

１年
保証

−輸入車向け−

かつ製品長寿命を実現しています。
◎EBC（Enhanced Blink Canceler）拡張点滅防止機能
車両の球切れ診断パルスをキャンセルして、不要な点滅を防止す
る機能。この機能をpromina LEDに採用する事で車両の診断パ
ルスをキャンセルしながら、10mm秒未満の応答速度を実現して
いるのでLEDらしい切れのある点灯を可能にしました。

◎IRR（Infrared Rays Radiator）赤外線冷却装置
球切れ警告灯をキャンセルする為の必要なエネルギーを、従来
のように抵抗での伝導や幅射による消費ではなく、IRRを使う
事でエネルギーを自発的赤外線領域の電磁波として放出し製
品温度の上昇を抑えています。この装置をpromina LEDに採
用する事で従来のL EDより長寿命を実現しました。特許第
5405094号
◎ACC（Air Current Canceler）
キャンセラに必要な熱源である抵抗を空中に配置することで、
本体の温度上昇を抑え、製品寿命を延ばすための機能です。熱
の移動には３つの方法（伝導、対流、放射）があります。ACC
ではステーにステンレスを使用することで熱伝導を押さえ、対
流、放射による放熱を促進します。形状も抵抗の周りの空気の
流れが最適になるような形状、位置で設計してあるので、大電
流をキャンセルしながら製品寿命を延ばします。

※上記価格は2015年5月現在のものです。また内容は予告無く変更する場合がございます。 ※掲載価格は全て税抜表示となっています。 ※製品仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

シーバスリンク株式会社

〒182-0002 東京都調布市仙川町3-16-11 センチュリー仙川102

TEL 03-5315-2366

FAX 03-3309-8075

