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  海外版ホームページ  国内版ホームページ 

  ・ カラーマスターと連動  ・ 携帯電話でも見れる 

  ・ データー数が多い   ・ 実車データー（日本オリジナル） 

・ 色々な検索方法が可能  ・ 等々 

・ MSDS 入手可能 

・ テクニカルデータシート入手可能 

・ 等々 

 

 

 海外版ホームページ ： http://www.rmpaint.com/ja_JP/start/index.xml 

 

 国内版ホームページ ： http://www.rm-bnc.com/pc/index.html 

 携帯版ホームページ ： http://www.rm-bnc.com/



 

                                                                                                        2222／／／／29292929    
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    メインメインメインメイン画面紹介画面紹介画面紹介画面紹介    

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

ニュース 

 R-M プレス・リリース 及び R-M ニュース 

R-M の紹介 

 R-M の歴史・パートナー（カーメーカー承認パンフレット） 

プロダクトプロダクトプロダクトプロダクト    

    MSDSMSDSMSDSMSDS（（（（マテリアルセーフティデーターシートマテリアルセーフティデーターシートマテリアルセーフティデーターシートマテリアルセーフティデーターシート））））    

    TDSTDSTDSTDS（（（（テクニカルデーターシーテクニカルデーターシーテクニカルデーターシーテクニカルデーターシー：：：：塗装塗装塗装塗装マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル））））    

カラーツールカラーツールカラーツールカラーツール    

    カラーエクスプローラオンラインカラーエクスプローラオンラインカラーエクスプローラオンラインカラーエクスプローラオンライン・・・・RRRR----MMMM カラーツールカラーツールカラーツールカラーツール    

プログラムフォーサクセス 

 コンサルティングモジュール紹介 

トレーニング 

 コンセプト 

コンタクト 

 国内コンタクト先 

その他情報 

 サイトマップ・Search 

ピクチャーギャラリー（パスワードが必要な為、見れません）
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    検索画面検索画面検索画面検索画面にににに進進進進むにはむにはむにはむには    

  

 

Color Explorer online 

 をクリックすると下の画面が開きます 

  

 

     

    カラーツール選択 

    ペイントライン選択 のメッセージが表示されますので、 

    ＯＫ をクリックして下さい。 
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    初期初期初期初期（（（（システムコンフィグレーションシステムコンフィグレーションシステムコンフィグレーションシステムコンフィグレーション））））設定方法設定方法設定方法設定方法    １１１１（（（（初回初回初回初回のみのみのみのみ））））    

  

 ユーザー様のお使いの塗料・カラーマスターにチェックを入れる事で、よりユーザー 

 様に合わせた使用方法が可能となります。 

 

※ この表示が出ない場合 

 

      画面上部に 

      「ポップアップがブロックされました…」 

      の表示は出ていませんでしょうか、これは 

      Internet Explorer 8 を使用されている 

      ユーザー様の PC で起こる可能性があり 

      ます。 

      解除方法は、「ここをクリックして下さい」 

      を押して頂き、常に許可するを選択して下 

      さい。場合によっては、数度出る事があり 

      ます。 
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    初期初期初期初期（（（（システムコンフィグレーションシステムコンフィグレーションシステムコンフィグレーションシステムコンフィグレーション））））設定方法設定方法設定方法設定方法    ２２２２（（（（初回初回初回初回のみのみのみのみ））））

      ペイントライン選択 

      お使いの塗料にチェックを入れて下さい。 

       ONYX HD ： 水性塗料 

       DIAMONT ： 溶剤塗料 

       UNO HD ： 1 コート対応溶剤塗料 

      ※ UNO HD CP ・ GRAPHITE HD ・  

        UNO HD 420 は日本では未発売の 

        海外での規制対応品となります。 

 

 

      カラーツール選択 

       

      カラーマスターM1 & S1 をお使いの方 

       ①①①①    ・・・・    ②②②②    ・・・・    ④④④④    ・・・・    ⑤⑤⑤⑤  

        にチェックを入れて下さい 

 

      カラーマスターM2 & S2 をお使いの方 

       ②②②②    ・・・・    ⑤⑤⑤⑤  にチェックを入れて下さい 

 

      カラーマスターM3 & S3 をお使いの方 

       ③③③③    ・・・・    ⑥⑥⑥⑥  にチェックを入れて下さい 

 

 

 

 

      言語選択 

       表示言語を決定します。 

 

      処方を表示しない： 

       Pb ： 鉛入り原色を表示させなく出来ます 

       ： 濃縮原色を表示させなく出来ます 

       ： 廃色予定の色を表示させなく出来ます 

       チェックチェックチェックチェックをををを入入入入れなくてもれなくてもれなくてもれなくても OKOKOKOK ですですですです。。。。

④④④④    

①①①①    

②②②②    

③③③③    

⑤⑤⑤⑤    

⑥⑥⑥⑥    



 

                                                                                                        6666／／／／29292929    

海外海外海外海外ホームページホームページホームページホームページ    

    初期初期初期初期（（（（システムコンフィグレーションシステムコンフィグレーションシステムコンフィグレーションシステムコンフィグレーション））））設定方法設定方法設定方法設定方法    ３３３３（（（（初回初回初回初回のみのみのみのみ））））

 

      処方を表示しない： 

 

      お使いの塗料にチェックを入れる事により、 

      下色の選択がある色での、表示材料を絞り 

      込む事が出来る様になります。 

      同様に、艶消しクリヤー仕上げ や テクス 

       チャー仕上げのクリヤーをお使いのクリヤー 

      のみ表示する事が出来る様になります。 

 

      ※ ダイアモントトップ MS と ベーシック 

        クリヤーは、ありません。 

 

      注意 ：  

       チェックを入れた物が表示されなくなります！ 

 

       チェックチェックチェックチェックをををを入入入入れなくてもれなくてもれなくてもれなくても OKOKOKOK ですですですです。。。。 

 

      ペイントライン ONX２ 

      処方を表示しない： 

       

      廃色予定 若しくは、廃色になっている原色を 

      表示させなくする事が出来ます。 

 

      ペイントライン DIAM 

      処方を表示しない： 

       

      廃色予定 若しくは、廃色になっている原色を 

      表示させなくする事が出来ます。 

       

      ※ 枠線の中の原色は、日本未発売の特殊原色 

        になりますので、チェックを入れて下さい。 
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    初期初期初期初期（（（（システムコンフィグレーションシステムコンフィグレーションシステムコンフィグレーションシステムコンフィグレーション））））設定方法設定方法設定方法設定方法    ４４４４（（（（初回初回初回初回のみのみのみのみ））））

      ペイントライン UNO 

      処方を表示しない： 

 

      廃色予定 若しくは、廃色になっている原色を 

      表示させなくする事が出来ます。 

       

      ※ 枠線の中の原色は、日本未発売の特殊材料 

        になりますので、チェックを入れて下さい。 

 

  

 

 

保存を押して設定は終了です。次回からは、本設定は必要ありません。 

 

  

 

 

      ＯＫ をクリックして、検索の条件（メーカー 

      ・カラーコード）を入力して検索して下さい。 
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    検索検索検索検索画面画面画面画面にににに進進進進むにはむにはむにはむには    

  

 

Color Explorer online 

 をクリックすると下の画面が開きます 

  

  

 コード   ： カラーコード入力 

 入力 色名  ： カラーネーム入力（英数半角 英語表記にて入力） 

 色名   ： メーカー選択後、使用可能 

 カラークラス  ： 色系統選択 （絞込み時使用） 

 カラータイプ  ： ソリッド（単色）、エフェクト（メタ・パール）選択 

 メーカー  ： カーメーカー選択 

     （（（（MOTOS MOTOS MOTOS MOTOS –––– MOTORCYCLES MOTORCYCLES MOTORCYCLES MOTORCYCLES にてにてにてにて 2222 輪輪輪輪もももも検索可能検索可能検索可能検索可能））））    

 モデル   ： メーカー選択後、使用可能（車種選択） 

 年   ： カラーコード採用期間 

 アプリケーション ： 該当カラー使用部位（通常は選択しない） 

 グロス つや  ： つやあり、つや消し模様 選択 
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    通常検索方法通常検索方法通常検索方法通常検索方法    

 ホンダ オデッセイ カラーコード PB81P が入庫した場合 

  

 入力入力入力入力はははは、、、、英数半角文字英数半角文字英数半角文字英数半角文字    

 1. コード欄に『PB81P』を入力 

 2. メーカー欄に『HO』と入力すると、世界中で『HO』の付くメーカーが現れる 

 3. サーチスタートを押すと、画面真中に該当カラーコードが現れます 

 

  

 

 

  

 バリアント欄の ティント番号（T1 等）又は バリアント番号（V1 等） 

      をクリックすると、計量画面になります 

1. 該当カラーコードを青帯に変える 

2. ご使用の塗料を青帯に変える 

3. カード設定がある場合は 

  カードよりお選び下さい 

検索候補が表示されます 
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    計量画面使用方法計量画面使用方法計量画面使用方法計量画面使用方法    

  

     ： 廃色予定の原色が含まれている配合 

    ： データー入力が最近若しくは、修正が加えられた場合に表示 

    ： ボカシ塗装用配合 

    VOC ： 希釈済みでの VOC 量 

 

  

使用量自動計算 

計量したい量を自動で計算します 

塗装範囲に  マークを入れると、数量が自動に変動します 

小型・中型・大型と車のサイズも選択可能 

『全ての車』  チェックを入れると全塗装量になります 

 

 

ご希望の量を入力 

（リットル・キログラムを選択可能） 
左側 加算式 

右側 風袋式（個別） 
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    応用検索方応用検索方応用検索方応用検索方法法法法 1 1 1 1    

 2 トーンコードの検索方法 

 ホンダ オデッセイ カラーコード 2TNC が入庫した場合 

  

 

 入力入力入力入力はははは、、、、英数半角文字英数半角文字英数半角文字英数半角文字    

 1. コード欄に『2TNC』と入力して、サーチスタートを選択すると 

   画面真中に     マークが表記され YR521M + NH616M と表示されます 

 2. 赤枠の部分をクリックすると、下記の画面が表れます 

  

 

 3. 計量したい配合の方を選択し、『OK』を押す 

 4. 下記の画面に移りますので、後は通常検索同様ご使用下さい 
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    応用検索方応用検索方応用検索方応用検索方法法法法    2222    

 カラーマスターカードからの検索方

   

 

     カラーマスターの違い 

       画像左（小さい方） 

         カラーマスター2 及び 3 

       画像右（大きい方） 

       カラーマスター 

 

 

  

 1. カラーマスターカードの上部に記載されている番号を、コード欄に入力 

 2. サーチスタートを押すと、画面真中に該当カラーマスターカードが現れます 

 3. 後は通常検索同様ご使用下さい 

 

    応用検索方応用検索方応用検索方応用検索方法法法法    3333    

 内板色やバンパーモール・アンダーフード等の検索の場合 

 例 ： ニッサン スカイライン カラーコード KY0 のトランクの配合が知りたい 

  

 

 

 

NISSAN SKYLINE KY0 を入力してサーチス

タートで検索すると画面中央に KY0 が表示される 

検索候補が表示されます 



 

                                                                                                        13131313／／／／29292929    

 

 

 

 画面中央の『KY0』を青帯にかえると画面下に以下の様な表示が現れます 

  

 

 1. 『モデル毎に関連した色』をクリックすると以下の画面が表れます 

  

 

 

 

 2. K03-M1 が該当、これをクリックすると以下の画面に移動します 

  

 3. 後は通常検索同様ご使用下さい 

  

 

 

 注 ： 本情報は全ての情報を網羅出来ておりませんので、情報が無い場合も 

  御座います事をご了承下さい 

車種を選択可能 
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    応用検索方応用検索方応用検索方応用検索方法法法法    4444    

 トヨタ カローラ カラーコード不明（シルバー？グレー？）の車が入庫した場合 

 

  

 

 入力入力入力入力はははは、、、、英数英数英数英数半角文字半角文字半角文字半角文字    

 1. メーカー欄に『TO』と入力すると、世界中で『TO』の付くメーカーが 

  現れるので、『TOYOTA』を選択 

 2. モデル欄から、『COROLLA』を選択 

 3. カークラス欄で、『シルバー』と『グレー』を選択（1 つでも検索可能） 

 4. カラータイプ欄で、『エフェクト』（メタリック及びパール系）を選択 

 5. サーチスタートを押すと、画面真中に該当カラーコードが現れます 

 

  

 

  

 

 

 

 計量計量計量計量についてはについてはについてはについては、、、、前記前記前記前記のののの『『『『計量画面使用方法計量画面使用方法計量画面使用方法計量画面使用方法』』』』をごをごをごをご使用下使用下使用下使用下さいさいさいさい    

該当カラーコードが表示されますが、

MAT は内板など様なので除外して

下さい 

カード設定がありますので、

該当カードにて確認して頂き

配合計量を行って下さい 
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    応用検索方応用検索方応用検索方応用検索方法法法法    5555    

 アルファロメオ カラーコード 185 の配合が出ない場合 

  

    入力入力入力入力はははは、、、、英数半角文字英数半角文字英数半角文字英数半角文字  

 1. コード欄に『185』を入力 

 2. メーカー欄で、『ALFA ROMEO』を選択 

 3. サーチスタートを押したが、配合が何も出て来ない 

 対応方法対応方法対応方法対応方法    

  

    入力入力入力入力はははは、、、、英数半角文字英数半角文字英数半角文字英数半角文字  

 1. コード欄に『****185****』と入力（Shift を押しながら  を押す） 

   185 の前後に『 **** 』を入力する事により、185 を含むカラーコードを検索 

 2. メーカー欄で、『ALFA ROMEO』を選択 

 3. サーチスタートを押すと、画面真中に該当カラーコードが現れます 

  

2 つのカラーコードが該当、コーションプレートを再確認 

もしくは、カード設定がありますのでカードで確認 
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    応用検索方応用検索方応用検索方応用検索方法法法法    6666    

 サービス配合の使用方法 

 サービス配合とは？ 

  カラーマスターには成っていない配合で、各国で作られた配合です 

  標準カードとの比較特徴も記載されている物もあります 

  車種（Model）の記載もありますので、ご使用下さい 

 

 例 ： ニッサン スカイライン カラーコード KY0 の場合 

  

 

 

 

 画面中央の『KY0』を青帯にかえると画面下に以下の様な表示が現れます 

  

 

 1. 『サービス配合』をクリックすると次ページの画面が表れます 

 

 

NISSAN SKYLINE KY0 を入力してサーチス

タートで検索すると画面中央に KY0 が表示される 
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 サービス配合紹介画面 

  

 

 表記説明（左側より） 

  ・ ペイントライン ： 塗料種類 

  ・ 3.5VOC  ： N = DIAMONT 、 Y = ONYX 

  ・ メーカー  ： 自動車メーカー名 

  ・ モデル  ： 車種 

  ・ 年   ： 年式 

  ・ 品質  ： T-1 カードに比べての違い 

  ・ Area  ： 調色部位（ボディやバンパーなど） 

  ・ ロケーション ： 配合製作を行った国 

  

 印刷方法 

  一番右側の  に  を入れ一番下にある    で印刷可能 

 

 そのまま印刷  ：   を選択すれば、1 リットルでの配合印刷が可能 

 数量変更での印刷 ：   を選択し、必要量を入力して印刷（通常計量同様） 
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    応用検索方応用検索方応用検索方応用検索方法法法法    7777    

 バイクの配合を調べる方法 

  

    入力入力入力入力はははは、、、、英数半角文字英数半角文字英数半角文字英数半角文字  

 1. メーカー欄に『MO』と入力すると、世界中で『MO』の付くメーカーが 

   現れるので、『MOTOS - MOTORCYCLES』を選択 

 2. 『MOTOS』選択後、バイクメーカー欄が表記されますので、検索したい 

   バイクメーカーを選択 

 3. 後は応用検索同様、カラークラス（色系統）やカラータイプを選択して検索 

 

 注 ： バイクの配合内に「 STAR800 」「 STAR880 」と言った ダイアモント 

  原色が表示される配合がありますが、特殊原色の為日本では現在取り扱って 

  おりませんので、ご了承下さい 

    応用検索方応用検索方応用検索方応用検索方法法法法    8888    

 商用車・トラックの処方検索方法 

  

 1. 『Fleet Search』をクリックすると以下の画面に変更されます 

 2. 使用方法は通常検索方法同様にご使用下さい 
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海外海外海外海外ホームページホームページホームページホームページ    

    応用検索方応用検索方応用検索方応用検索方法法法法    9999    

 カラーマスターが「無い」「見当たらない」場合の追加しているかの確認方法 

 例 ： BMW カラーコード 354 の T-6 MA069.70 が見当たらない場合 

  

 

 1. 『カラーツール』をクリックすると以下の画面が現れます 

  

 

 

 2. カラーツール欄で、ご使用のカラーマスターを選択 

 3. Upd,No. 欄にカード番号横に （ ）で記載されている番号を選択して下さい 

 

  

 

 

今回の場合 

カラーツール 

 CM2 を選択 

Upd.No.  

 19 を選択 

List に同じアップデート 

カードのリストが表示され 

ますので、その中から数枚 

を確認して頂き、カードの 

追加がされているかの有無 

をご確認出来ます。 

 数枚選数枚選数枚選数枚選んでんでんでんで確認確認確認確認してしてしてして頂頂頂頂いたいたいたいたカードカードカードカードがががが全全全全てててて無無無無いいいい場合場合場合場合、、、、追加漏追加漏追加漏追加漏れとれとれとれと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので    

    おおおお取引販売店取引販売店取引販売店取引販売店さまへさまへさまへさまへ追加追加追加追加カードカードカードカードのののの注文注文注文注文をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします    
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海外海外海外海外ホーホーホーホームページムページムページムページ    

    RRRR----MMMM ママママジックツールジックツールジックツールジックツール使用使用使用使用方方方方法法法法    

 カラートリムの位置が分からない場合に使用 

 

                                

    カラーツール選択  カラーエクスプローラ  R-M 

      オンライン選択 マジックツール選択 
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・色相環 

  R-M ペイントライン毎の色相環図が入手出来ます 

  アルミやパールの説明も記載 

・ベース統計 

  ペイントライン毎の各自動車メーカーでの配合に使用 

  されている量が確認出来ます 

・カラーツールアップデート 

  カラーマスターのアッデート枚数が確認出来ます 

・・・・カラーコードロケーションカラーコードロケーションカラーコードロケーションカラーコードロケーション    

        カラートリムカラートリムカラートリムカラートリム位置位置位置位置のののの検索検索検索検索がががが可能可能可能可能ですですですです    

・エクストリームカラーズ 

  エクストリームカラーと呼ばれる特殊原色の紹介 

・ピクトグラム 

  配合表に表記されている記号の紹介 

・言語 

  表示言語の変更が出来ます 
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海外海外海外海外ホーホーホーホームページムページムページムページ    

    RRRR----MMMM ママママジックツールジックツールジックツールジックツール使用方使用方使用方使用方法法法法    

 色相環色相環色相環色相環    

 カラープリズム    ピッチコントローラー 

  

 Aluminium     パール 

  

 

 ベースベースベースベース統計統計統計統計    

  

 

 

自動車メーカー毎に配合 

に含まれている各原色の 

数量が分かります 
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 カラーツールアップデートカラーツールアップデートカラーツールアップデートカラーツールアップデート    

        

    

    カラーコードロケーションカラーコードロケーションカラーコードロケーションカラーコードロケーション（（（（カラートリムカラートリムカラートリムカラートリム位置位置位置位置））））    

  

 

 

 

 エクストリームカラーエクストリームカラーエクストリームカラーエクストリームカラー    

    日本国内未発売 特殊原色の情報（日本国内原色でのイリュージョンカラー） 

カラーマスターアップ 

デートの追加枚数と 

トータル枚数が分かり 

ます 

Mfr = カーメーカー 

Model = 車種 を入力し 

Start Search を押す 

 

該当箇所に赤丸の印 

虫眼鏡マークがある場合は、プレートのデザインが見れます 
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 ピクトグラムピクトグラムピクトグラムピクトグラム    

    各検索ツールに表記されているマークの説明が記載 

                        

    

    言語言語言語言語    

    変更したい言語にして、『Save』を押せば言語を変更出来ます 
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日本日本日本日本    国内国内国内国内ホームページホームページホームページホームページ    

    通常検索方法通常検索方法通常検索方法通常検索方法（（（（ダイアモントダイアモントダイアモントダイアモント・・・・アペックスアペックスアペックスアペックスのみのみのみのみ対応対応対応対応））））    

  

 

 

 

 

アドレスアドレスアドレスアドレス入力後入力後入力後入力後のののの初期画面初期画面初期画面初期画面ですですですです。。。。    

日本版日本版日本版日本版    ホームページホームページホームページホームページ検索検索検索検索        アドレスアドレスアドレスアドレス    

ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｒｍ－ｂｎｃ．ｃｏｍ／ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｒｍ－ｂｎｃ．ｃｏｍ／ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｒｍ－ｂｎｃ．ｃｏｍ／ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｒｍ－ｂｎｃ．ｃｏｍ／        

ＲＲＲＲ----ＭＭＭＭ    ＮＥＴＮＥＴＮＥＴＮＥＴからからからからヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパ版版版版にににに    

ジャンプジャンプジャンプジャンプ可能可能可能可能ですですですです。（。（。（。（カラーマスターカラーマスターカラーマスターカラーマスター・・・・    

マイクロフィルムマイクロフィルムマイクロフィルムマイクロフィルム等等等等のののの基本基本基本基本データデータデータデータをごをごをごをご覧覧覧覧    

になれますになれますになれますになれます。）。）。）。）５５５５/1/1/1/1４４４４ページページページページ参照参照参照参照。。。。    

①①①①    右横右横右横右横のののの▼▼▼▼マークマークマークマーク

をををを押押押押してしてしてしてメーカーメーカーメーカーメーカーをををを

選択選択選択選択してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。 

調色情報画面調色情報画面調色情報画面調色情報画面    「「「「検索検索検索検索センターセンターセンターセンター」」」」    

日本日本日本日本オリジナルオリジナルオリジナルオリジナル実車処方実車処方実車処方実車処方    検索検索検索検索    

「「「「携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話」」」」    検索検索検索検索とととと内容内容内容内容はははは同同同同じになりますじになりますじになりますじになります。。。。    

    

②②②② メーカーメーカーメーカーメーカー名名名名をををを選択後選択後選択後選択後、、、、    

カラーコードカラーコードカラーコードカラーコードをををを入力入力入力入力。。。。小文字小文字小文字小文字、、、、

大文字大文字大文字大文字（（（（半角半角半角半角）－）－）－）－ハイフンハイフンハイフンハイフン不要不要不要不要。。。。

（（（（ホンダホンダホンダホンダ等等等等））））    

③③③③    塗料塗料塗料塗料のののの種類選択種類選択種類選択種類選択。。。。    

④④④④    必要量必要量必要量必要量をををを選択選択選択選択。。。。 

「「「「検索検索検索検索」」」」をををを選択選択選択選択してしてしてして

くださいくださいくださいください。。。。 

①①①①    ②②②②    ③③③③    ④④④④    

次
頁
次
頁
次
頁
次
頁
へへへへ    
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    検索検索検索検索センターセンターセンターセンター    処方検索処方検索処方検索処方検索 ティントティントティントティント別別別別 画面画面画面画面    

 

 

 

 

 

調色情報画面調色情報画面調色情報画面調色情報画面        

処方検索処方検索処方検索処方検索     

※※※※データデータデータデータがががが無無無無いいいい場合場合場合場合もありますもありますもありますもあります。。。。    

無無無無いいいい場合場合場合場合 ヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパ版版版版ホームページホームページホームページホームページ    

をををを御覧下御覧下御覧下御覧下さいさいさいさい。。。。    車種車種車種車種をををを参参参参 にしにしにしにし

てててて数字数字数字数字をををを選択選択選択選択しししし

てくださいてくださいてくださいてください。。。。 

調色検索 画面調色検索 画面調色検索 画面調色検索 画面        

処方検索処方検索処方検索処方検索     

※ のののの車種車種車種車種ののののパネルパネルパネルパネルをををを    

調色調色調色調色したものですしたものですしたものですしたものです。。。。    

    

印刷印刷印刷印刷したいしたいしたいしたい場合場合場合場合    

こ らのこ らのこ らのこ らの「「「「ファイルファイルファイルファイル」」」」 「「「「印刷印刷印刷印刷プレビュープレビュープレビュープレビュー」」」」

をををを押押押押してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。 

次
頁
次
頁
次
頁
次
頁
へへへへ    
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 検索検索検索検索センターセンターセンターセンター    印刷印刷印刷印刷プレビュープレビュープレビュープレビュー画面画面画面画面    

 

そのそのそのその他他他他    ２２２２トンコードトンコードトンコードトンコードややややバンパーバンパーバンパーバンパー／／／／モールモールモールモール みみみみ合合合合わせのわせのわせのわせの検索検索検索検索（（（（クイック イドクイック イドクイック イドクイック イドとととと同内容同内容同内容同内容））））    

 

    

    

    カラートリムカラートリムカラートリムカラートリム検索検索検索検索（（（（外国車外国車外国車外国車））））    

クイック イドクイック イドクイック イドクイック イド画面画面画面画面        

そのそのそのその他他他他にににに２２２２トントントントン情報情報情報情報やややや 色情報色情報色情報色情報    

などなどなどなど ののののクイック イドクイック イドクイック イドクイック イドとととと    

同同同同じじじじ内容内容内容内容をごをごをごをご覧頂覧頂覧頂覧頂 ますますますます。。。。    

「「「「選択選択選択選択されたされたされたされたフレームフレームフレームフレームのみのみのみのみ印刷印刷印刷印刷するするするする」」」」    

になっているのをになっているのをになっているのをになっているのを確認確認確認確認してしてしてして「「「「印刷印刷印刷印刷 PPPP 」」」」    

ボタンボタンボタンボタンをををを押押押押すすすす。。。。 
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※※※※年式年式年式年式・・・・車種車種車種車種にににによってよってよってよってコーションラベルコーションラベルコーションラベルコーションラベルのののの位置位置位置位置    内容内容内容内容がががが変変変変わっているわっているわっているわっている場合場合場合場合がありますがありますがありますがあります

コーションプレートコーションプレートコーションプレートコーションプレート内内内内のののの

情報情報情報情報についてはについてはについてはについてはフランスフランスフランスフランス

版版版版ホームページホームページホームページホームページにはにはにはには記載記載記載記載

されていないされていないされていないされていない場合場合場合場合もありもありもありもあり

ますますますます    
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