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お得意様各位 

平成 31年 2月吉日 

2019年度 新製品のご案内 

貴社 益々ご盛栄の事とお慶び申し上げます。  

平素は格別のお引立てを賜り、厚く御礼申し上げます。  

さて 表記の件、 

 

ブレーキパッド 新発売 

CIRCUIT SPORTSブレーキパッドシリーズ。 

“TOYOTA GAZOO Racing 86/BRZ Race ”専用 ブレーキパッド。 

 

画像はイメージです。 
ブレーキの最新電子制御デバイスと年々グリップが向上しているタイヤとのマッチングに重点を置いたフロントパッド RSF07。 

電子制御の過剰介入を抑え、制動力の安定性とコントロール性を向上させたモデル。 

●フロント用 RSF07 
材  質： スーパーグラファイトメタリック （Super graphite metallic ） 

温度域 ： 200～900℃ 摩擦係数 ： 0.38～0.45μ 税抜価格 ： \30,000  

 

RSF07 との最適なブレーキバランスに特化したリヤモデル RSR04。 

●リヤ用  RSR04 

材  質： スーパーグラファイトメタリック （Super graphite metallic ） 

温度域 ： 100～800℃ 摩擦係数 ： 0.25～0.35μ 税抜価格 ： \28,000      
 

※車検対応品ですが競技車両専用のため一般公道でのご使用はお控えください。 

https://www.project-mu.co.jp/
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“TOYOTA GAZOO Racing Netz Cup Vitz Race”専用 ブレーキパッド。 

画像はイメージです。 

●フロント用 RSF13 温度変化による制動力の安定性に加え、踏力に応じたコントロール性能に優れたモデル。 

材  質： スーパーグラファイトメタリック （Super graphite metallic ） 

温度域 ： 50～700℃ 摩擦係数 ： 0.38～0.45μ 税抜価格 ： \25,000  

 

●フロント用 RSF11 温度変化による制動力の安定性に加え、制動力重視のドライバー向けモデル。 

材  質： スーパーグラファイトメタリック （Super graphite metallic ） 

温度域 ： 50～700℃ 摩擦係数 ： 0.40～0.50μ 税抜価格 ： \25,000  

 

●リヤ用  RSR14  RSF13,RSF11 との前後ブレーキバランスに特化したリヤモデル。 

材  質： スーパーグラファイトメタリック （Super graphite metallic ） 

温度域 ： 100～600℃ 摩擦係数 ： 0.28～0.38μ 税抜価格 ： \23,000      
 

もてぎラウンドには耐フェード性に優れたコントロール性能の高いモデル、RSF15 と RSR12。 

●フロント用 RSF15 
材  質： スーパーグラファイトメタリック （Super graphite metallic ） 

温度域 ： 100～700℃ 摩擦係数 ： 0.35～0.52μ 税抜価格 ： \25,000  

●リヤ用  RSR12 

材  質： スーパーグラファイトメタリック （Super graphite metallic ） 

温度域 ： 0～600℃ 摩擦係数 ： 0.40～0.55μ 税抜価格 ： \23,000  

 

https://www.project-mu.co.jp/
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“TONY KART 専用 （BSD/BSM-Mini/BS6)”専用 ブレーキパッド。 

 

●ORK8 初期より制動力が高く、耐フェード性を重視したタイムアタックモデル。 

 

材  質： スーパーグラファイトメタリック （Super graphite metallic ） 

温度域 ： 100～500℃ 摩擦係数 ： 0.40～0.51μ 税抜価格 ： \18,000  

 

設定車種 ： 設定車種のみ（詳細のマッチングは弊社ホームページを参照願います。） 

 

ブレーキローター 新発売 

 

 

●EXCHANGE ROTOR for R35 GT-R 
材  質：高合金ハイカーボン FC 鋳鉄 

スリット ：ストレート形状/片面 10本・両面 20本/48 Vene  税抜価格 ： \50,000～  

https://www.project-mu.co.jp/
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アクセサリーパーツ 新発売 

●AIR VALVE CAP  

 

アルミ削り出し製、鮮やかなグリーンのアルマイト仕上げが足元のワンポイントとして映える、｢P.mu」 ロゴ入りエアーバルブキャップ。 

品番：ACC-TC15 税抜価格 ： \1,500  

●SMART KEY CASE 

 

P.mu ロゴをあしらった、レザー素材のキーケース。中には、鍵を固定出来る脱落防止チェーンを装備したレザー素材のキーケース。

外側のワンタッチフックでベルト等にも装着が容易です。 

品番：ACC-TC14  税抜価格 ： \3,500  

●CIRCUIT PARASOL 

 

風が抜けるように設計された二重構造やカーボンシャフト、握りやすいグリップを採用し、強風時にも安心して使える大型パラソル。Projectμロゴ

入り収納ケース付き。 

品番：ACC-TC08  税抜価格 ： \5,500  

 

https://www.project-mu.co.jp/


 
 

株式会社プロジェクト・ミュー  〒358-0033 埼玉県入間市狭山台 3-2-7 

Tel. 04-2934-5177 Fax. 04-2934-5171 

https://ｗｗｗ.project-mu.co.jp 

●SPORTS TOWEL 

 

Projectμロゴをあしらった、吸水性の高いスポーツタオル。 

品番：ACC-MT01  サイズ：105x45cm 税抜価格 ： \2,000  

 

ブレーキパッド 新設定、マッチング更新のご案内 

ご好評いただいております弊社ブレーキパッドの設定に上記車種用が加わりましたので、ご案内致します。 

＜新規設定品番/車種＞ 

●TOYOTA COROLLA SPORT（カローラスポーツ）  

型式：NRE210H/NRE214H/ZWE211H(HYBRID) 

本体価格（税抜き） 

F/R 品番 NS-C HV B SPEC PS HC-CS HC+ RacingN1 RacingN+ Racing777 Racing999 

Front F184 13,000 15,000 15,000 20,000 23,000 23,000 23,000 23,000 25,000 25,000 

Rear R184 12,000 14,000 14,000 19,000 21,000 21,000 21,000 21,000 未設定 未設定 

 

●TOYOTA Vitz GRMN  

型式：NSP131 

F/R 品番 NS-C B SPEC PS HC-CS HC+ GYM RacingN1 RacingN+ Racing777 Racing999 

Front F941 13,000 15,000 20,000 23,000 23,000 19,000 23,000 23,000 25,000 25,000 

Rear R185 12,000 14,000 19,000 21,000 21,000 18,000 21,000 21,000 未設定 未設定 

※ 詳細設定、マッチング,価格はＨＰにて確認してください。 

 

                                       ご不明な点は弊社までお問い合わせください。  敬具 

 

https://www.project-mu.co.jp/

