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SHOWA GARAGE JIMNY JB64/74 COMPLETED CAR CATALOG

お か げ さまで 創 立 2 5 周 年

Manufactured by Showa Garage
カスタムのご相談はショウワガレージまで。

ショウワガレージ JB74 コンプリートカーパッケージ

コンプリートプランにこだわらない仕様も承ります。

●ABSフロントグリル

●A-xルーフラックLサイズワイドフット付

オリジナルパーツカタログ P.9 OP

オリジナルパーツカタログ P.14 OP

●サイドデカール
OP

●LEDウィンカーランプ タイプ2
オリジナルパーツカタログ P.10 OP

●SGアジャストコイル 75 X-SHOCKセット
オリジナルパーツカタログ P.19

●LEDフォグランプ
オリジナルパーツカタログ P.11 OP

●TOYO OPEN COUNTRY RT 235/70R16

●ABSフロントバンパー
オリジナルパーツカタログ P.8

●RAYS Gram Lights 57DR-X
オリジナルパーツカタログ P.29

●LEDサイドマーカー

●スキッドプレート

オリジナルパーツカタログ P.10 OP

オリジナルパーツカタログ P.8

●LEDハイマウントストップランプ
オリジナルパーツカタログ P.11

OP

●リアラダー
オリジナルパーツカタログ P.13

OP

●RAYS Gram Lights 57DR-X（スペア）
オリジナルパーツカタログ P.29

OP

●TOYO OPEN COUNTRY RT 235/70R16
（スペア）

個性に合わせたあなただけの
特別なシエラをお届けします

●フロントカメラ＆ルームミラーモニター

●フロントカメラ＆ルームミラーモニター

●フロントバンパー

●スキッドプレート

●アルミホイール

ショウワガレージでは新車をベースに各種カスタムパーツを

●リアバンパー

●スペアタイヤ移動キット

●MT/RT/AT（235/70R16 など）

一通り装備した、コンプリートカーパッケージをご用意いたし
ております。エクステリア、インテリア、足回りなどプロのメカ

●スペアタイヤ移動キット

ニックによりアッセンブルされた車両をお得なパッケージ価

オリジナルパーツカタログ P.12

格にてお求めいただけます。車検も3年、メーカー保証も付

●ナンバー移動キット

帯、
メーカー/ディーラーオプションもご選択可能とカスタム

●LEDテールランプ
オリジナルパーツカタログ P.11

OP

カーは初めての方も安心してお乗りいただけます。
※各種パーツの詳細については別冊の総合パーツカタログをご覧ください。

●Linksマフラー
オリジナルパーツカタログ P.24

●ナンバー移動キット ●Links マフラー

※アルミホイール、
タイヤなどの種類はお選び頂けます。

●アルミホイール
●MT/RT/AT（235/70R16 など）
※アルミホイール、
タイヤなどの種類はお選び頂けます。

パーツ合計金額（税込）
インチ数

車両持ち込みの場合

パーツ合計金額（税込）

パッケージプラン

2 in UPkit ¥929,000 ¥616,000
3 in UPkit ¥940,000 ¥638,000

インチ数

車両持ち込みの場合

パッケージプラン

2 in UPkit ¥602,000 ¥374,000
3 in UPkit ¥613,000 ¥396,000

オプション設定 OP

●ABSリアバンパー
オリジナルパーツカタログ P.8

Sパッケージ
●2 インチ or 3インチリフトアップキット

OP

オリジナルパーツカタログ P.12

フルパッケージ
●2 インチ or 3インチリフトアップキット

Movies

■LEDフォグランプ ■LEDウィンカーランプ タイプ2 ■LEDサイドマーカー ■LEDテールラ
ンプ ■LEDハイマウントストップランプ ■リアラダー ■DR-X
（スペア）■235/70R16 RT
タイヤ
（スペア）■ABSグリル ■A-XルーフラックLサイズワイドフット付 ■サイドデカール
※別途諸費用が必要となります。※パッケージプランには取り付け工賃及びエーミング調整費用（セーフティサポート付き車）が含まれます。

Manufactured by Showa Garage
カスタムのご相談はショウワガレージまで。

ショウワガレージ JB64 コンプリートカーパッケージ

コンプリートプランにこだわらない仕様も承ります。

●フロントグリル

●A-xルーフラックMサイズスーパーワイドフット付

純正OP

オリジナルパーツカタログ P.14 OP

●サイドデカール
OP

●LEDウィンカーランプ タイプ1
オリジナルパーツカタログ P.10 OP

●SGアジャストコイル 75 X-SHOCKセット
オリジナルパーツカタログ P.19

●LEDフォグランプ
オリジナルパーツカタログ P.11 OP

●TOYO OPEN COUNTRY MT 225/75R16
OP

●フロントバンパー
オリジナルパーツカタログ P.9

●アルミホイール X-LINE
オリジナルパーツカタログ P.26

●LEDサイドマーカー

●スキッドプレート

オリジナルパーツカタログ P.10 OP

●LEDハイマウントストップランプ
オリジナルパーツカタログ P.11

OP

●TOYO OPEN COUNTRY MT 225/75R16
（スペア）
OP

●アルミホイール X-LINE（スペア）
オリジナルパーツカタログ P.26

OP

●スペアタイヤ移動キット
（表向き）車検対応品
オリジナルパーツカタログ P.12

OP

アクティブに、
スタイリッシュに

●2 インチ or 3インチリフトアップキット

●2 インチ or 3インチリフトアップキット

●フロントカメラ＆ルームミラーモニター

●フロントカメラ＆ルームミラーモニター

体感ください

●フロントバンパー

●スキッドプレート

●アルミホイール

●リアバンパー

●スペアタイヤ移動キット

●MT/AT(MT/RT/ATタイヤ )

●ナンバー移動キット ●Links マフラー

目的、用途に合わせどのようなシーンでも快適に使いやすく
スマートに。走りも心地よくあなただけのオリジナルなマシ

は初めての方も安心してお乗りいただけます。

●LEDテールランプ
OP

※各種パーツの詳細については別冊の総合パーツカタログをご覧ください。

※アルミホイール、
タイヤなどの種類はお選び頂けます。

●アルミホイール
●MT/AT(MT/RT/ATタイヤ )
※アルミホイール、
タイヤなどの種類はお選び頂けます。

パーツ合計金額（税込）
インチ数

車両持ち込みの場合

パーツ合計金額（税込）

パッケージプラン

2 in UPkit ¥798,000 ¥550,000
3 in UPkit ¥809,000 ¥572,000

インチ数

車両持ち込みの場合

パッケージプラン

2 in UPkit ¥485,000 ¥308,000
3 in UPkit ¥496,000 ¥330,000

オプション設定 OP

●リアバンパー
オリジナルパーツカタログ P.9

オリジナルパーツカタログ P.24

Sパッケージ

シーンに合わせたジムニーを

メーカー/ディーラーオプションもご選択可能とカスタムカー

オリジナルパーツカタログ P.12

●Linksマフラー

フルパッケージ

ンをショウワガレージで。車検も3年、メーカー保証も付帯、

●ナンバー移動キット

オリジナルパーツカタログ P.11

オリジナルパーツカタログ P.9

■LEDフォグランプ ■LEDウィンカーランプ タイプ1 ■LEDサイドマーカー ■LEDテールランプ ■LED

Movies

ハイマウントストップランプ ■X-LINE（スペア）■225/75R16 MTタイヤ ■ABSグリル ■A-Xルーフラ
ックMサイズスーパーワイドフット付 ■サイドデカール ■スペアタイヤ移動キット
（表向き）車検対応品
※別途諸費用が必要となります。※パッケージプランには取り付け工賃及びエーミング調整費用（セーフティサポート付き車）が含まれます。

SGアジャストコイル 50/75 X-SHOCK B/BAセット
Bセット:フル/Sパッケージ + ¥12,100（税込）
BAセット:フル/Sパッケージ + ¥94,600（税込）
JB64/S00361 2in B
JB74/S00364 2in B

S00362 2in BA
S00365 2in BA

S00371 3in Bセット S00372 3in BA
S00374 3in Bセット S00375 3in BA

オンからオフまで快適に走ることが可能なセット。
スプリング上部の線間密着部分をカット
することによりバネレートに影響なく、
車高のアップ量、
前後左右バランス調整が可能。
オ
ン・オフ様々な乗り方に合わせて幅広く調整可能な14段調整式アブソーバーX-SHOCK
（クロスショック）
はスタビを外した本気仕様にも対応します。Bセットには大容量バンプラ
バー、
BAセットはさらに強化アームも追加され用途に応じてお選びいただけます。

ステンメッシュブレーキホース 2/3インチアップ用
フル/Sパッケージ + ¥9,350（税込）
S00654 JB64
S00655 JB64

2アップ用
3アップ用

S00656 JB74
S00657 JB74

2アップ用
3アップ用

2インチ
（50mm）
または3インチ
（75mm）
アップから選択可能です。純正ブレーキホースに
比べ膨張率が低く、
マスターからの力をより効率的にキャリパーへと伝えるためダイレクトな
ブレーキタッチが得られます。純正と同じ永久結合
（かしめ方式）
とし、高い信頼性で安心
してお使いいただけます。ホースエンドは耐蝕に優れたステンレス製。ステンメッシュの外
側はクリアホースで保護処理済み。
フロント2本、
リア2本にブレーキダウンステーを付属。

ABSフロントグリル

¥6,600（税込）/取付工賃

未塗装 ¥14,080（税込） ダークグレーメタリック ¥26,400（税込）
シボブラック ¥26,400（税込） オーダーカラー ¥29,150（税込）
E00500 未塗装 E00501 ダークグレーメタリック E00502 シボブラック E00503 オーダーカラー

メーカーロゴ無し、
シンプルなデザインのABS製フロントグリルです。未塗装、
ダークグレ
ーメタリック、
シボブラックおよびオーダーカラーでの展開です。オーダーカラーはご注文
時に色をご指定下さい。ABS樹脂は対候性が良くないため未塗装のままの状態だと紫
外線による劣化が早く進みます。塗装済みのモデルもネット部分はABS素地のままで
す。経年劣化を気にされる方は別途塗装をしてください。

感性を刺激し高い満足度をもたらすショウワガレージオリジナルパーツ。

OPTIONS
- Recommended Items -

ここではコンプリートカーパッケージをベースにカスタムの純度をさらに上げ、

ステアリング

個性に磨きをかけるオプショナルパーツ、カーケアをご紹介します。

本革巻きステアリング ハイエンドモデル ¥37,400（税込）

¥8,800（税込）/取付工賃

I00125 レッドステッチ I00126 ブラックステッチ

本革巻きステアリング スタンダードモデル ¥24,200（税込）
I00110 レッドステッチ I00130 ブラックステッチ

LEDテールランプ

LEDフロントウィンカーランプ タイプ2

¥27,500（税込）/左右セット ¥11,000（税込）/取付工賃 ※1

¥8,250（税込）/左右セット ¥8,800（税込）/取付工賃

E00160 クリアレンズインナーブラック E00161 スモークレンズインナーブラック

E00094 クリア E00095 スモーク

オールLEDのオリジナルテールランプ。純正及び社外バンパーにも取り付け可能。
ウインカーは外側に向けてシーケンシャル点灯します
（通常点灯と切替可能）
。スモ
ールはLEDバータイプ、
ブレーキランプ、
バックランプはLED球。ハイフラ防止、ABS
ランプ及びESPランプ誤点灯防止の抵抗付き。 ※1:Sパッケージのみ工賃が発生します。

透明で透き通ったレンズがフロント周りにすっきりとした印象を与えます。
イルミネー
ションリング付き。ハイフラ防止抵抗、結線用の分岐タップ付属。別売の「LEDウィ
ンカー用カプラーオン抵抗セット」
をご利用頂くと、面倒な配線加工無しで確実に取
り付けることができます。

LEDフォグランプ インナーブラック

LEDサイドマーカー タイプ1

¥13,860（税込）/左右セット ¥6,600（税込）/取付工賃 ※1

¥3,740（税込）/左右セット ¥1,100（税込）/取付工賃

E00014 ホワイト E00015 イエロー

E00102 SMK/CR

インナーは落ち着いた見た目のブラック。5W×3LED、IP68防水・防塵設計。
ヒート
シンク付きアルミハウジング、
レンズと本体の材質はポリカーボネート、光軸調整機
能付き。発光色は視認性が良くファッション性の高いホワイトと雨や霧、雪など悪天
候で見やすいイエローの2色。
※1:Sパッケージのみ工賃が発生します。

クリアレンズとスモークレンズ、8発LEDタイプになります。高輝度3030SMDチップ
を使用。
クリア/インナークローム、
スモーク/インナークローム、
クリア/インナーブラ
ック、
スモーク/インナーブラックの4種類になります。配線の加工等なくそのまま取り
付け可能です。

E00103 CLR/CR

E00104 SMK/BK

本革巻きステアリング
ハイエンドモデル

ハイエンドモデル
レッドステッチ

本革巻きステアリング
スタンダードモデル

スタンダードモデル
レッドステッチ

コンビネーション
ウッド調

コンビネーション
ピアノブラック

コンビネーション
ステアリング

コンビネーション
カーボン調

コンビネーションステアリング ¥24,200（税込）
I00111 ブラウンウッド調 I001113 ピアノブラック I00114 カーボン調

純正より若干太めの操作性を重視した断面形状。握りやすく手触りも抜群です。サムレ
スト
（9時15分あたりのくぼみの部分）
の形状も最適化し、快適性を確保しました。手にし
っくりとなじみ滑りにくい本革を使用し、
日本の職人が手縫いにて仕上げた物になりま
す。エアバック、
スイッチ、
カバー類は純正そのままを流用するため、JB64/74の全グレー
ドに対応します。生地は全て本革を使用。

スペアタイヤオプション
E00105 CLR/BK

JB64 X-LINE/TYPE-M + 225/75R16 ¥43,000（税込）/本〜
JB74 Gram Lights 57DR-X + 235/70R16 ¥54,000（税込）/本〜
背面のスペアタイヤを足回りカスタムに合わせたホイールとタイヤに交換します。5本全てを統一する
ことによりエクステリアのクオリティもワンランクアップ。JB74はパッケージに含まれるスペアタイヤ移
動キットにてホイールを表向きに装着することにより、個性的なアピアランスを強調します。JB64は
別途スペアタイヤ移動キット
（表向き）
車検対応品が必要となります。

Car Care
ボディーコーティング

¥55,000（税込）

ボディ表面にコーティングを施すことにより、塗装面を保護。汚れをつきにくくし、新車の光沢を長持ちさせま
す。痛みのない綺麗な状態である新車時の施工をおすすめします。作業は専属スタッフが全ての工程を行
い、新車はボディ表面を整える意味で、経年車の場合は通常使用によるキズや水アカなどを研磨除去し、施
工するベース作り
（下地処理）
を経てコーティングを行うため美しく仕上がります。施工後は専用のメンテナン
スキットにてお手入れいただきます。

塩害防止用防錆塗料

フル/Sパッケージ + ¥79,000（税込）

シャシ一周りに使用することで、寒冷地の凍結防止剤や塩害から車両を守る特殊変性合
成樹脂配合の塗料です。耐食性に優れ、耐熱性・耐薬品性・耐溶剤性・耐水性も兼ね備
えた防錆塗料。施工はタイヤハウスにも塗布するため足回りが黒く引き締まりスタイリッシュ
になります。錆を気にすること無く一般使用はもちろん、
スキーやスノーボードといったウィン
タースポーツへも気兼ねなくアクティブに活用いただけます。

スモークフィルム

¥33,000（税込）

赤外線・紫外線・可視光線をカットし車内の温度上
昇を緩やかにします。エアコンの利きが良くなるのは
もちろん、
ダッシュボードやシートの経年劣化を軽減す
るなどの効果が望め、車内が見えにくくなるためプラ
イバシーを保つのに役立ちます。

