
BILSTEIN B4 プログラムAudi適合
年式 形式 フロント リア 備考

税込価格 品番 タイプ 税込価格 品番 タイプ 税込価格
A3 Damper

\57,750 VNE-4574 複筒 \15,750 BNE-2916 複筒 \13,125
スポーツサスペンション \60,900 VNE-4575 複筒 \15,750 BNE-2917 複筒 \14,700

\31,500 VNE-4574 複筒 \15,750

\60,900 VNE-D161 複筒 \15,750 BNE-C743 複筒 \14,700

\76,900 VNE-D919 複筒 \23,750 BNE-C743 複筒 \14,700
AUDI TT

\71,400 VNE-E550 複筒 \19,950 BNE-E556 複筒 \15,750
\71,400 VNE-E550 複筒 \19,950 BNE-E557 複筒 \15,750

\86,500 VNE-H007 複筒 \27,500 BNE-H008 複筒 \15,750
A6 Damper

\68,250 BNE-B993 複筒 \18,375 BNE-2944 複筒 \15,750

\73,500 BNE-D995 複筒 \18,375 BNE-D996 複筒 \18,375

\73,500 BNE-D995 複筒 \18,375 BNE-D996 複筒 \18,375
80/90 Damper

73/9-78/7 \57,750 PNE-3030 複筒 \19,425 BNE-1958 複筒 \9,450

88/08-91/09 \70,350 PNE-3040 複筒 \19,425 BNE-1968 複筒 \15,750

\64,050 PNE-3044 複筒 \16,275 BNE-1968 複筒 \15,750

1 台分

96～03/9
全モデル（クワトロ除く）
スタンダードサスペンション  

 
クワトロ1.8T        

03/9～
全モデル(8P1)クアトロ含む 
（スタンダードサスペンション） 注）フロント：φ55mm

純正ストラット車に適応

全モデル(8P1･8PA)クアトロ含む
 （スポーツサスペンション）

(8N3)(8N9)
1.8T(FF車・ロードスター含む) 
1.8T・3.2（クワトロ・ロードスター含む）
AUQ・AUM  
BAMF・APXF・BHEF  
(8J3)(8J9)(8JA)
（FF・クワトロ・ロードスター含む）  

AUDI A6(4B,C5)
2.4-3.0 (4WD除く）　CH.Nr. 4B-1-000 001～  

04/5～08

A6(4F・C6) 
2.4/2.8/3.2/4.2L （クワトロ・アバント含む）
スタンダードサスペンション  

06/5～
A6 allrord
3.2/4.2Ｌ スタンダードサスペンション  

1.6GT含む  
タイプ89（除くクワトロ、アバント）
スタンダードサスペンション  
タイプ89（除くクワトロ、アバント）
スポーツサスペンション  



BILSTEIN B4 プログラムAudi適合
\32,550 PNE-3044 複筒 \16,275

91/9-96/01 \73,500 PNE-3040 複筒 \16,275 BNE-1967 複筒 \20,475

\73,500 PNE-3040 複筒 \16,275 BNE-2918 複筒 \20,475

84/10-91/09 \64,050 PNE-3044 複筒 \16,275 BNE-1968 複筒 \15,750

\64,050 PNE-3044 複筒 \16,275 BNE-1968 複筒 \15,750
A4 Damper

\66,150 PNE-3116 複筒 \17,325 BNE-2920 複筒 \15,750

\71,400 PNE-3116 複筒 \17,325 BNE-A347 複筒 \18,375

\67,200 PNE-3116 複筒 \17,325 BNE-A537 複筒 \16,275

\67,200 PNE-3116 複筒 \17,325 BNE-A347 複筒 \16,275

\63,000 BNE-A949 複筒 \15,750 BNE-B179 複筒 \15,750

\66,150 BNE-A951 複筒 \16,275 BNE-B180 複筒 \16,800

\63,000 BNE-A949 複筒 \15,750 BNE-B179 複筒 \15,750

\65,100 BNE-A951 複筒 \16,275 BNE-B180 複筒 \16,275
A4 Convertible(8H7,8HE)

\63,000 BNE-A949 複筒 \15,750 BNE-B179 複筒 \15,750

タイプ89 クワトロ        
タイプ8C,B4　セダン・アバント（除くクワトロ）
スタンダードサスペンション  
タイプ8C,B4　セダン・アバント（除くクワトロ）
スポーツサスペンション  
2.0-2.3Ｅ（除くクワトロ、アバント）
スタンダードサスペンション  
2.0-2.3Ｅ（除くクワトロ、アバント）
スポーツサスペンション  

A4（B5）

94/11～99/1
セダン（～8DX-20000）(クワトロ除く）
標準サスペンション装着車  

99/2～00/6
セダン（～8DX-200001～8D1-030000）
(クワトロ除く）標準サスペンション装着車  

96/1～99/1
アバント（～8DX-20000）(クワトロ除く）
スタンダードサスペンション装着車  

99/2～00/6
アバント（～8DX-200001～8D1-030000）
(クワトロ除く）スポーツサスペンション装着車  

A4 Sedan（8E2/B6）

00/11～02/9
全車　（スタンダードサスペンション）
CH.Nr. ～8E-2-400 000  
全車　（スポーツサスペンション）
CH.Nr. ～8E-2-400 000  

A4 Wagon（8E5/B6）

01/9～05/12
全車　（スタンダードサスペンション）
CH.Nr. ～8E-5-400 000  
全車　（スポーツサスペンション）
CH.Nr. ～8E-5-400 000  

02/4～
全車　（スタンダードサスペンション）
CH.Nr. ～8H-7-400 000  
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\66,150 BNE-A951 複筒 \16,275 BNE-B180 複筒 \16,800

全車　（スタンダードサスペンション） \66,150 BNE-F894 複筒 \16,275 BNE-F895 複筒 \16,800
全車　（スポーツサスペンション） \68,250 BNE-G447 複筒 \15,750 BNE-G448 複筒 \18,375

100,200,A6 Damper

86/10-90/11 \67,200 PNE-3039 複筒 \17,325 BNE-2015 複筒 \16,275
\34,650 PNE-3039 複筒 \17,325
\68,250 PNE-3039 複筒 \17,325 BNE-2921 複筒 \16,800
\34,650 PNE-3039 複筒 \17,325

86/10-91/12 \67,200 PNE-3039 複筒 \17,325 BNE-2015 複筒 \16,275
\34,650 PNE-3039 複筒 \17,325

A6
\68,250 PNE-3039 複筒 \17,325 BNE-2921 複筒 \16,800
\34,650 PNE-3039 複筒 \17,325

全車　（スポーツサスペンション）
CH.Nr. ～8H-7-400 000  

A4 Sedan/Wagon （8EC/8ED）
05/2～  

 

100シリーズ
C3　セダン/アバント(クワトロ除く）  
C3　セダン/アバント(クワトロ）        

91～94 C4セダン/アバント（除くクワトロ） リアネジ径M10用

C4セダン/アバント（クワトロ）        
200シリーズ

セダン/アバント(クワトロ除く）  
セダン/アバント(クワトロ）        

94/6～97/2 セダン/アバント(クワトロ除く）  
セダン/アバント/S6(クワトロ）        
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