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エンジンパワーと ト ルクが大幅にアッ プし 、 低回

転から高回転までスムーズな出力特性となり ます。

TEZZO スロッ ト ルコント ローラーとの組み合わせ

でアクセルレスポンスも向上します。

¥184, 800～

1 Digi-Tec（デジテック）
tune by TEZZO

超低抵抗の極太銅線を使用し 、 バッ テリ ーから直接

シリ ンダーヘッ ド などにマイナスアースを取る事に

より 電気の流れをスムーズにします。 抵抗の大きい

ボディ アースに比べ、 超低抵抗銅線でマイナス電流

をスムーズに流すことにより 、 本来備わっている車

のポテンシャルを最大限に引き出します。

￥19,950

5 TB アーシングシステム

2. 2、 3. 2、 Ti それぞれ専用設計にて商品をライン

ナッ プ。 ステンメ ッ シュなので錆が出ず、 ビニール

コーティ ングを施し飛び石防止効果にも努めました。

¥29, 400

6 TEZZO オリ ジナルステンメ ッ シュ
ブレーキホースビニール被覆

出足のもっさ り 感を解消する、 TEZZO の定番人気商

品です。 車種別専用設計によるオリ ジナルセッ ティ

ング、 純正カプラー形状による信頼性が人気です。

リ ニアなアクセル操作で燃費向上にもつながり ます。

2 TEZZO スロッ ト ルコント ローラー

￥52,500（2.2用）￥54,600（3.2用）

大好評を頂いているTEZZOフロントスポイラー<TEZZO 

WEDGE LINE/TEZZO 刻印入り>

(for159 2.2/3.2)をカーボン製としてさらに軽量化、

高性能化した、159 用カーボン製フロントスポイラー

です。FRPもチョイスできます。

\105,000（カーボン）\69,300（FRP）

9 TEZZOカーボンフロント スポイラー

159の逆台形フォルムを台形に補う こ と で、 精悍な

イメ ージに似合ったスポーティ な形に変身。

エアダクト が付き、 流線型なラインが美しい。

¥94, 500

10 TEZZOサイド スカート エアダクト 付き

【キット内容】
ラゲッジルームランプ用LED／マップランプ用LED（3点）
カーテシランプ用LED（左右）／カット済み両面テープ、
アダプターなど

¥15, 750

15 TEZZO LED ルームランプキッ ト

ノーマルの場合、外側のHIDヘッドライトは青白く、セン

ターのポジションバルブは無色のクリアバルブで黄色が

かった発光色で、「白色」に変えたい！と言う多くのユー

ザー様からの声にお応えするべく、新たにTEZZOにて開発

されたLEDポジションバルブです。装着すれば、青白いポ

ジションランプに生まれ変わります！

¥10, 290

16 TEZZO BASE 推奨 LED ポジションバルブ

アルファ ロメ オの標準ナンバープレート の薄く 斜

めに突き出し ているのを格好よく 変身さ せたい！

という 発想から生まれたカーボンナンバープレート 。

車種別専用設計。

¥14, 700

12 TEZZO カーボンナンバープレート 台座

ゴム製ペダルの経年劣化による硬化や雨の日の滑り

やすさ を解消し たアルミ 製。 凸形状と し 、 純正より

ペダルを大き く し たこ と で、 踏み心地が向上し 、

ペダルの踏み違えによる事故防止にも配慮しています。

\15,750（2ペダル用）

13 TEZZO カラード アルミ ペダル

センターインテーク構造を採用した布フィ ルター式

エアクリ ーナーと遮熱性に優れたカーボンボッ クス

で構成。 エンジンに大量のフレッ シュエアを送るた

め、 出力、 レスポンス、 燃費向上につながり ます。

メ ンテナンスが楽な乾式フィ ルターも特徴です。

\39,900　スペシャルレッドVer.\42,000

4 TEZZO カーボンエアーインテークシステム Ver.2

低ダスト 仕様でホイールにこびり つく ダスト が減

り 、純正の“ かっく ん”ブレーキがなく なり 、 優れ

たコント ロール性を発揮するブレーキパッ ド です。

フロント：￥23,100～　リア：￥18,900～

3 Bre'c -TEZZO BRAKE system
<CLEAN SPORTS>

159の特性を生かし 、 さ らに魅力を高めるため、

サイレント 効果と ト ルクアッ プ向上を最重視。

※この商品は159 2. 2L用、 159 3. 2L用それぞれ

専用設計となっています。

¥168, 000

8 TEZZO プレミアムマフラー 
<スパイラルVer.>

純正ステアリ ングの表皮パタ ーンと 素材を変更し 、

オリ ジナルルッ クスで高級感あるデザインです。

純正のスイッ チやエアバッ ク類はそのまま使用可能。

　￥48,300
　「エアロスペース」￥47,300

7 TEZZO Steering Wheel
シリーズ「バレルンガ」 機能と 美し さ の融合。 細部のフイニッ シュにこだ

わることで全体のクォリ ティ 感を格段に向上。

装着を推奨するが、 両面テープでも耐えられるよ

う に接合面に配慮。 生産過程で上下の型を合わせ

る際、 均一になる接着面としました。

¥48, 300

11 TEZZO リ アスポイラー
<TEZZO 刻印入り >

こだわり ＝アルミ 削り 出し 、 シルバーのアルマイト 、

ショ ッ ト ピーニング処理の美しさ 。 コーナリ ング時

の操作性の向上と撃鉄を引く よう な手ごたえの快感！

¥21, 000

14 TEZZO F1タ イプ
アルミ パド ルシフト
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※製品の仕様、価格などは予告なく変更となる場合がございますので、ご了承ください。


