
BILSTEIN B4 プログラムVolkswagen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

\44,100 VNE-4476 複筒 \12,600 BNE-6780 複筒 \9,450
ポロ

\35,700 PNE-3034 複筒 \10,500 BNE-1964 複筒 \7,350
\46,200 VNE-4501 複筒 \12,600 BNE-2848 複筒 \10,500
\46,200 VNE-4476 複筒 \12,600 BNE-2848 複筒 \10,500
\46,200 VNE-A581 複筒 \12,600 BNE-A957 複筒 \10,500

Beetle Damper

ビートル（カブリオレ含む） \52,500 VNE-4575 複筒 \13,650 BNE-2917 複筒 \12,600

¥48,300 PNE-3033 複筒 ¥13,650 BNE-1955 複筒 ¥10,500

¥48,300 VNE-4114 複筒 ¥13,650 BNE-1974 複筒 ¥10,500

¥48,300 VNE-4114 複筒 ¥13,650 BNE-1974 複筒 ¥10,500
¥46,200 VNE-4501 複筒 ¥12,600 BNE-1974 複筒 ¥10,500

カブリオレ ¥50,400 VNE-4122 複筒 ¥14,700 BNE-1974 複筒 ¥10,500
¥54,600 VNE-4122 複筒 ¥14,700 BNE-1996 複筒 ¥12,600

ワゴン ¥60,900 VNE-4114 複筒 ¥13,650 BNE-2849 複筒 ¥16,800
ワゴン　プラス仕様車 ¥58,800 VNE-4501 複筒 ¥12,600 BNE-2849 複筒 ¥16,800

¥46,200 VNE-4501 複筒 ¥12,600 BNE-1974 単筒 ¥10,500

全モデル（除くワゴン、カブリオレ） ¥52,500 VNE-4575 複筒 ¥13,650 BNE-2917 複筒 ¥12,600
ワゴン全車種 ¥52,500 VNE-4575 複筒 ¥13,650 BNE-6863 複筒 ¥12,600
カブリオレ ¥50,400 VNE-4122 複筒 ¥14,700 BNE-1974 複筒 ¥10,500

¥52,500 VNE-4575 複筒 ¥13,650 BNE-2917 単筒 ¥12,600
GolfⅤ Damper

¥58,800 VNE-D161 複筒 ¥16,800 BNE-C743 複筒 ¥12,600

1 台分

Lupo,Polo Damper
ルポ（6X）
98/4～ 1.4（GTI除く）  

86/8～94/9 1.0、1.4、1.4-16V（86C,80）  
94/9～99/10 1.0、1.4、1.4-16V（6N1）（GTI除く）  
99/11～ 1.0、1.4、1.4-16V（6N2）（GTI除く）  
02/5～ 1.4、1.4-16V、1.4FSI /1.6  

98～  
GolfⅠ,Scirocco,GolfⅡ,Jetta Damper
ゴルフI、シロッコ
74～83 ゴルフⅠ（E17）, カブリオレ含む  
ゴルフII、ジェッタ
83/10～92/12 全車種(Syncro 除く）  
GolfⅢ,Vento Damper
ゴルフIII、ヴェント
91/10～94/8 CLi、GLi  
94～97 CLi、GLi プラス仕様車  

 
92/8～97/8 GTi 16V  
93/7～99/4  

 
92/8 ～ 97/8 ヴェント1.8/2.0  
GolfⅣ,Bora Damper
ゴルフIV（2WD）
97/8～  

 
 

ボーラ　フロントスタビライザーの取り付け位置がサスペンションアームにあるタイプには装着不可（4モーション）
99/10～ 2.0・V5-2.3（2WD） (4Motion除く）  

04/6～09
1.4TSI -2.0、2.0FSI (GTI/R32 除く）
（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



BILSTEIN B4 プログラムVolkswagen適合

¥60,900 VNE-D919 複筒 ¥17,850 BNE-C743 複筒 ¥12,600

¥58,800 VNE-D161 複筒 ¥16,800 BNE-D933 複筒 ¥12,600
2.0GTI/R32 ¥65,100 VNE-E001 複筒 ¥18,900 BNE-E002 複筒 ¥13,650

GOLF PULS
1.4T ,1.6 ,2.0 ,2.0T ¥69,300 VNE-932 複筒 ¥17,850 BNE-F106 複筒 ¥16,800

GOLF TOURAN
1.4T ,1.6 ,2.0 \60,900 VNE-D932 複筒 ¥17,850 BNE-D933 複筒 \12,600

¥58,800 VNE-D161 複筒 ¥16,800 BNE-C743 複筒 ¥12,600
¥60,900 VNE-D919 複筒 ¥17,850 BNE-C743 複筒 ¥12,600

EOS
2.0T ,3.2 \67,200 VNE-D161 複筒 \16,800 BNE-G491 複筒 ¥16,800

¥58,800 BNE-B993 複筒 ¥16,800 BNE-2944 複筒 ¥12,600

¥77,700 VNE-F105 複筒 ¥21,000 BNE-F106 複筒 ¥17,850
¥81,900 VNE-F107 複筒 ¥22,050 BNE-F108 複筒 ¥18,900

PASSART CC
\77,700 VNE-F105 複筒 ¥22,050 BNE-F106 複筒 ¥17,850
\81,900 VNE-F107 複筒 ¥23,100 BNE-F108 複筒 ¥22,050

T3/T4
ヴァナゴン
85/8-92/7 T3 ¥56,700 BNE-2019 複筒 ¥15,750 BNE-2007 複筒 ¥12,600

T4 ¥77,700 BNE-2851 複筒 ¥18,900 BNE-2852 複筒 ¥19,950
TIGUAN(5N)

2.0T ¥37,800 BNE-H073 複筒 ¥18,900
SHARAN(7M)

2.8(VR6) AAA ¥90,300 VNE-4679 複筒 ¥23,100 BNE-6107 複筒 ¥22,050

1.4TSI -2.0、2.0FSI (GTI/R32 除く）
（スポーツサスペンション）
1.4TSI-2.0、2.0TSI　ワゴン
（スタンダードサスペンション）

04 ～ 09  

03/8 ～  
Jetta Damper
06/2 ～ 1.4TSI-2.0FSI、2.0TFSI（ 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

1.4TSI-2.0、2.0FSI（スポーツサスペンション）

06 ～  
Passart Damper

PASSART(3B2/3B5)
1.8T-2.8V6 (4WD 除く）　CH.Nr. B-YE121 222 ～  

05/～　
PASSART(3C2/3C5)
2.0 ,2.0T ,3.2 ,3.6( スタンダードサスペンション)  

05/～　 2.0 ,2.0T ,3.2 ,3.6( スポーツサスペンション)  

08/6 ～ 2.0TSI ,3.6( スタンダードサスペンション)  
2.0TSI ,3.6( スポーツサスペンション)  

 
95/9～  

07/9 ～        

95/9 ～  
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