
掲載パーツはジムニーショップ及び4駆ショップにてご購入頂けます。 
またインターネットからもご購入可能です。

ショウワガレージ ヤフーショッピング

ショウワガレージ 楽天市場店

ファミリーマートレカロシート正規代理店

〒486-0813 愛知県春日井市金ヶ口町3-9  
営業時間 9:30～18:30  定休日  月曜日、第1・第3火曜日

商品の価格は全て税込価格です

TEL.0568-56-2311 FAX.0568-56-2312

● 製品の価格及び仕様等は予告無く変更する場合がございますのでご了承下さい。  

㈱ショウワクリエイト

▶▶ 各種モール・SNS情報発信中! 

▶▶ ホームページ是非、ご覧ください!

https://www.rakuten.co.jp/garage-showa/

https://store.shopping.yahoo.co.jp/showa-garage/

ショウワガレージ

2022.8.2000
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アメジストメタリックに塗られたJB74シエラ。かつて全国のダートトライアル選手権をのきなみ席巻したJA11トライアル仕様のオマージュとして製作されま
した。コンペティションシーンを強く意識したそのたたずまいは、ボディ・シャーシ・エンジン・ドライブトレインの全てにおいて一切の手抜き無しに仕上げられ
ました。日常の快適性を損なわずにダートを本気で攻める要望にも十分に応える仕様となっております。

JB74
EXTERIOR
● ショウワガレージ ABSフロントバンパー
● ショウワガレージ スキッドプレート　ブラック
● ショウワガレージ ABSフロントグリル
● ショウワガレージ ABSリアバンパー
● ショウワガレージ カーボンボンネット
● ショウワガレージ FRPリアウィング
● ショウワガレージ ナンバー移動キット
● ショウワガレージ LEDフォグランプ インナーブラック/ホワイト
● ショウワガレージ LEDウィンカーランプ タイプ2/スモーク
● ショウワガレージ LEDサイドマーカー タイプ1/スモーク
● ショウワガレージ LEDテールランプ スモーク
● ショウワガレージ LEDハイマウントストップランプ スモーク
● ショウワガレージ アクリルウィンドウ

INTERIOR
● サイトウロールケージ　6点式ロールケージ+α
● RECARO RMS ● RECARO RCS
● ショウワガレージ デジタルクリノメーター
● Defi 油温計、ブースト計、水温計

ENGINE/POWER TRAIN
● トラスト ターボキット キャタライザー付き
● ショウワガレージ リンクスマフラー車検対応品
● ショウワガレージ VSCC　● クスコ共同開発 LSD

SUSPENSION
ショウワガレージ SGアジャストコイル50
X-SHOCK（クロスショック）BAセット
● SGアジャストコイル50 ● X-SHOCK（クロスショック）
● ステンメッシュブレーキホース※1
● ブレーキホースダウンステー
● キャスタードリーム ● ABS延長ステー
● ショートスタビリンク ● スタビダウンスペーサー
● 前後ラテラルロッド ● エスケープメンバー
● 大容量バンプラバー ● 強化リーディングアーム
● 強化トレーリングアーム   ※1:オプション品

TYRE/WHEEL
●TOYO OPEN COUNTRY R/T 235/70/R16
● ショウワガレージ TYPE-M　16×6J ±0 5H-139.7

I N D E X

エクステリア  6
インテリア 15
サスペンション 18
サスペンションその他 23
マフラー 24
スープアップ 25

ホイール 26

エクステリア 30
スープアップ 31
インテリア 31
サスペンション 32
サスペンションその他 35

アルミルーフラック 36
オーニング 36

ハイエース用 サスペンション 38

デジタルクリノメーター 38
ステッカー 39

JB74 ショウワガレージ デモカー／パーツ構成

JB64/74

JB23/33/43

series

汎用品

JB64/74 JB23/43

ショウワガレージはおかげさまで創業25周年を迎えました。
日頃のご愛顧に心より感謝を申し上げます。

今後も質の高いサービスを引続きご提供いたすよう、より一層の努力をして参ります。

おかげさまで25周年
AnniversaryAnniversary
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JB64 ショウワガレージ デモカー／パーツ構成
ショウワガレージコンプリートカーパッケージの内容を基本とし製作されたデモカーです。エクステリアから
足回りまで一通りカスタムされており、オンロード・オフロードとも十分に満足いただける仕様となっております。
またこれをベースにさらに快適性をプラス、もっと走行性能を上げたいなどのご要望にもお応えいたします。

ジムニーなら
ショウワガレージ
各種メンテナンスサービスはもちろん、
オリジナルパーツの販売、カスタム、
コンプリートカーのご提案まで、
最高のコンディションで安心のカーライフを
トータルにサポートいたします。

EXTERIOR
● ショウワガレージ ABSフロントバンパー
● ショウワガレージ スキッドプレート　ブラック
● ショウワガレージ ABSフロントグリル
● ショウワガレージ ABSリアバンパー
● ショウワガレージ AES 9mm ワイドフェンダー JB64用
● ショウワガレージ 車検対応 スペアタイヤ移動ブラケット 表向き JB64用
● ショウワガレージ ナンバー移動キット 穴開けタイプ
● ショウワガレージ リアラダー
● ショウワガレージ LEDフォグランプ インナーブラック/ホワイト
● ショウワガレージ LEDウィンカーランプ タイプ2/スモーク
● ショウワガレージ LEDシーケンシャルドアミラーウィンカー スモーク
● ショウワガレージ LEDサイドマーカー タイプ1/スモーク
● ショウワガレージ LEDテールランプ スモーク
● ショウワガレージ LEDハイマウントストップランプ タイプ2 スモーク
● ショウワガレージ A-x（エー･クロス）Lサイズワイドフット付き
● ショウワガレージ A-x（エー･クロス）オーニング/オーニングステー

INTERIOR
● ショウワガレージ デジタルクリノメーター
● ショウワガレージ シートカバー　デニム

ENGINE/POWER TRAIN
● ショウワガレージ リンクスマフラー車検対応品

SUSPENSION
ショウワガレージ SGアジャストコイル75
X-SHOCK（クロスショック）BAセット
● SGアジャストコイル75   ● X-SHOCK（クロスショック）
● ロングブレーキホース   ● リアショックスペーサーセット
● ブレーキホースダウンステー  ● キャスタードリーム
● ABS延長ステー   ● ショートスタビリンク
● ラテ補正ブラケット   ● スタビダウンスペーサー
● 前後ラテラルロッド   ● プロペラシャフトスペーサー
● エスケープメンバー   ● 大容量バンプラバー
● 強化リーディングアーム   ● 強化トレーリングアーム

TYRE/WHEEL
●TOYO OPEN COUNTRY M/T 225/75/R16
● ショウワガレージ X-Line(クロスライン)16×5.5J +20 5H-139.7

パーツ紹介動画パーツ紹介動画

イメージ動画イメージ動画

お得な新車コンプリートカーパッケージを各種ご用意しています。
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一通り装備し
た、コンプリートカーパッケージをご用意しております。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
パッケージ価格にてお求めいただます。車検も3年、メーカー保証も付帯して
おりカスタムカーは初めての方も安心してお乗りいただけます。詳しくは別冊
のコンプリートカーカタログをご覧ください。

M A N U F A C T U R E D  b y  S H O W A  G A R A G E
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事が可能。

ABS樹脂のブタジエンゴムを光・熱に強いエチレンプロピレンゴムに置き換えた、耐候
性、耐衝撃性に優れた樹脂です。AES樹脂はABS樹脂の持つ優れた諸性能に加え、
耐候性に抜群の性能を発揮することから無塗装での屋外使用に適しております。また
副産物として塗装コストを削減できるため環境保全にも役立ち、現在では建材・自動車
外装部品をはじめ各種分野で幅広く使用されています。ちなみに、ABS樹脂を無塗装の
状態で屋外使用した場合、1年を経たずして白く劣化する物もありますが、AES樹脂は
比較的長期間屋外にてご使用頂けます。※耐久性に関してはご利用環境にもよります。

AES樹脂について

雄型・雌型を使用する成形法で繊維を型にセット
した後、型内を真空にし、その中へ樹脂を注入。
その後硬化させて成形する工法。製品の肉厚が
均等で強度にムラが生じにくいため従来のもの
と比べ軽量に仕上げる事が可能。

L-RTM工法とは

カーボンボンネット ※クリア塗装済み

FRPボンネット ※未塗装ゲルコート仕上げ
JB64/74用  
  

E00701

E00700

¥79,200 （予価/税込）

JB64/74用  
  

¥132,000（税込）

AES9mmワイドフェンダー JB64用  
  

E00201 ¥55,000（税込）

L-RTM工法によるカーボンボンネットです。カーボンモデルの重量は純正比較約-4.8kg
の約6.7kgを達成。ボンネット裏面は強度も十分に考慮された純正同様のリブ構造。
各キャッチ部、取付部の精度も高くまとめられています。製品は美しくクリア塗装が施されて
おり耐久性も確保。そのままの状態で装着可能です。L-RTM工法は平滑な仕上げが可能で
あり、クリア塗装と相まってより鏡面に近いアピアランスです。製品のコーナー部分も織りが
乱れず均一。カーボン目は見た目が綺麗とされる綾織りを採用。一般的に車の重心から重
量物が離れれば離れるほど運動性に与える影響が大きくなるといわれます。ボンネットはその
位置からも軽量化に対する効果が高く、ハンドリングなどに大きな影響を与えます。ただで
さえ軽くないジムニーにとって軽量化は動力性能においても大きなチューンアップです。

JB64/74をよりスポーティーに演出
するFRP製のリアスポイラー。小ぶり
なサイズですがテールにちょっとした
アクセントを加えます。絶妙なサイズ感
やデザインなどまるで純正オプション
のような違和感のない仕上がりです。
ゲートの開閉やハイマウントランプの
視認性などへの影響も全くなくノーマ
ル同様の使い勝手です。取付はボディ
側への穴開けなどを含む加工等一切必
要なく、付属の両面テープと金属製クラ
ンプ（左右計4個）にてしっかりと固定
できます。※未塗装ゲルコート仕上げ。 
※弊社製リアラダーとの併用不可。

FRPリアウィング
JB64/74用  
  E00710 ¥38,500（税込）

純正バンパー風のAESシボ材を使用した9mmワイドフェンダー。もともとのフェン
ダーラインを活かした、シンプルながらも存在感のあるデザインがノーマルのプレー
ンなエクステリアにワンポイントを加えます。カスタム車両はもちろんノーマルの車
両にもマッチすることを念頭に開発し、デザイン、色、素材感を含め違和感なく溶け込
みます。純正バンパー同様のブラックカラーが足下を引き締め、精悍なイメージを
より強調します。出幅を車検適応内の10mm（片側）以内に収め、煩わしい検査対策などは無用でご使
用頂けます。取り付けは両面テープでの貼り付けに加え、フロントは純正のクリップ、リアはボルト（要穴
開け加工）とナットでの固定となります。リアについてはタッピングビスではなく、あえてボルトとナット
での固定方法とし、緩みとボディの腐食を極力抑えます。

JB64/74用 エクステリアEXTERIOR
JB64/74
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JB64/74用   ABSフロントグリル
　
                   

アルトテール仕様 リアバンパー
　
                   

Mブロ LEDテールランプ HA36用
                   

JB74用   
スキッドプレート
　
                   

E00500 未塗装 ￥14,630（税込）

E00501
ダークグレーメタリック ¥29,700（税込）

E00502
シボブラック ¥29,700（税込）

E00503
オーダーカラー
¥33,000（税込）

JB74用   
ABSフロントバンパー
　
                   

JB64用   フロントバンパー
　
                   

JB64用   スキッドプレート
　
                   
　
                   E00036 ブラック ¥17,600（税込）

E00037
シルバー（素地） ¥15,400（税込）

各¥33,000（税込）

E00038
ブラック ¥16,500（税込）
E00039
シルバー（素地） ¥14,300（税込）

JB64用   

純正テール仕様 リアバンパー
　
                   

JB64用   

E00650 未塗装 ¥50,600（税込）
E00651 シボブラック※ ¥67,100（税込）

JB74のスクエアなエクステリアにあわせデザインされたABS製フロントバンパー。天地サ
イズを抑えたスポーティなルックスはアプローチアングルも十分です。純正フォグランプの取

り付け可能（干渉部分の切削が必要）。別売の弊社製LEDフォグ
ランプも適合します。ヘッドライトウォッシャーの穴有りタイプ（JC
グレード）と穴なしタイプ（JLグレード）の2種類あり。フロントナン
バーブラケットおよびダクト部分に装着するメッシュネット（ブラッ
ク）付属。弊社別売品のスキッドプレートの装着が必要です。

フロント同様、JB74のスクエアなエクステリアにあわせデザインされ
たABS 製リアバンパー。テールランプの裏部分をカバーする形状と
しタイヤからの雨水や泥跳ねから防
ぎます。取付けにはナンバーの移動
及びスペアタイヤの移動が必要です。
JB64/74用純正および社外テー
ルランプを取り付け可能です。な
お、ランプの取付には切削などの調
整が必要な場合があります。

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。

アルト用テールランプ（適合モデル：Mブロ製
HA36用）をベースに開発。スタイリッシュな仕上
がりにまとめました。裏部分をフルカバーする形状
としタイヤからの雨水や泥跳ねから防ぎます。取付
けにはナンバーの移動及びスペアタイヤの移動
が必要です。FRP製は未塗装ゲルコート仕上げ。

ショウワガレージ製アルトテール仕様リアバンパーに適合
するテールランプ。

スクエアなJB64のエクステリアにあわせ、スマートにまとめたリ
アバンパー。テールランプの裏部分をフルカバーする形状としタイ
ヤからの雨水や泥跳ねから防ぎます。取付けにはナンバーの移動
及びスペアタイヤの移動が必
要。JB64/74用純正および
社外テールランプを取り付け
可能です。なお、ランプの取付
には切削などの調整が必要な
場合があります。

路面の突起物や石から、エンジンや床下にある部品を守るスキッドプ
レート。フロント周りのスタイルを印象づけるパーツです。弊社製
ABS製フロントバンパー装着時に必要となります。穴開けの必要が
なく完全ボルトオンで取り付け可能。本体の材質はアルミ製で厚みは
3mm、取付ブラケットはスチール製で厚み3.2mmと十分な強度を
持たせてあります。ブラックアルマイトとシルバー（素地）の2色展開。

フロント周りの印象を大きく左右するスキッドプ
レート。路面の突起物や石から、エンジンや床下に
ある部品を守ります。弊社製フロントバンパー取り
付け時に必要となります。穴開けの必要がなく完全
ボルトオンで取り付け可能。本体の材質はアルミ製
で厚みは3mm、取付ブラケットはスチール製で厚
み3.2mmと十分な強度を持たせてあります。ブ
ラックアルマイトとシルバー（素地）の2色展開。

シボブラック

シボブラック

防塵防滴設計

防塵防滴設計

防塵防滴設計

ABS製品は生産時に発生する個体差が少ないため、取り付け時の加工は基本的にありませんが、まれに必要とする場合があります。
必ず塗装の上ご使用ください。FRP製品は製造時に発生する誤差が多く、取り付けには修正、加工などの調整と塗装が必要となります。注意事項

JB74用   
ABSリアバンパー
　
                   

純正テール仕様

※純正バンパー風半ツヤブラック。純正バンパー等より若干濃く黒味のある色。

《ABS製》　

純正色 ¥64,900（税込）

E00400
未塗装 ¥48,400（税込）
E00401
シボブラック※ ¥64,900（税込）

《FRP製》 未塗装（ゲルコート仕上げ） ¥39,600（税込）E00045

● 未塗装　　　　　  穴あり                    穴無し  各¥52,800（税込）　
● シボブラック※　　　　　穴あり                   穴無し  各¥69,300（税込）　
※純正バンパー風半ツヤブラック。純正バンパー等より若干濃く黒味のある色。

※純正バンパー風半ツヤブラック。純正バンパー等より若干濃く黒味のある色。

《ABS製》　

《FRP製》 未塗装（ゲルコート仕上げ） ¥39,600（税込）
純正色 ¥64,900（税込）

E00420 未塗装 ¥48,400（税込）
E00421 シボブラック※ ¥64,900（税込）

E00046

※純正バンパー風半ツヤブラック。
　純正バンパー等より若干濃く黒味のある色。

※純正バンパー風半ツヤブラック。
　純正バンパー等より若干濃く黒味のある色。E00600

E00601 E00621

E00620

　
● 未塗装　　　　　  穴あり                    穴無し  各¥49,500（税込）　
● シボブラック※　　　　　穴あり                   穴無し  各¥66,000（税込）　

● 純正色  ¥66,000（税込）　

E00300

E00301 E00321

E00320

《FRP製》　　　　 未塗装（ゲルコート仕上げ） ¥38,500（税込）　

《ABS製》

E00040

パーツ紹介動画パーツ紹介動画

天地サイズを抑えたスポーティなルックスのフロントバンパー。アプローチアング
ルも十分です。JB64のスクエアなエクステリアにマッチします。純正フォグラン
プの取り付け可能（干渉部分の切削が必要）。別売の弊社製LEDフォグランプも適

合します。ABS製はヘッドライトウォッシャーの穴有り
タイプ（JCグレード）と穴なしタイプ（JLグレード）の2種類。
FRP製はケガキ線に沿って穴開け加工となります。フロントナン
バーブラケットおよびダクト部分に装着するメッシュネット（ブラッ
ク）付属。共に弊社別売品のスキッドプレートの装着が必要です。

E00066
クリア／レッドチューブ

E00067
クリア／ホワイトチューブ

E00068
スモーク／レッドチューブ

E00069
スモーク／ホワイトチューブ

JB64/74用 専用エクステリアEXTERIOR

JB64/74用 共通エクステリアEXTERIOR

JB64/74 JB64用 

JB74用
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純正同等品。ガラス製レンズ使用、光軸
調整機能付き。H11バルブ付き、1個で
の販売です。ECE規格品。

モノトーンでシンプルなデザインのウィン
カー。装着する車両の色を選ぶことなく全
てにマッチします。イルミネーションリング
付き。カラーはクリア、ス
モークの2色。ハイフラ防
止抵抗、結線用の分岐
タップ付属。

JB64/74用   

LEDを8個使用。レンズカラーがク
リア、スモークの2色。加工の必要
もなく、そのまま取り付け可能です。

高輝度LED9個使用。加工の必要もなく、そのまま取り
付け可能です。取り外し用の工具付き。レンズカラーは
スモークの1種類です。

JB64/74用

JB64/74用

JB64/74用JB64/74用

LEDフロント
ウィンカーランプ 
タイプ1

クリアレンズインナーブラック

クリアレンズ スモークレンズ

スモークレンズ

スモークレンズインナーブラック

クリアレンズ

イエロー

ホワイト

スモークレンズ

オールLEDのオリジナルテールランプ。純正バンパー及び社外バン
パーにも取り付け可能。ウインカー（LED片側16個）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（LED片側34個）、ブ
レーキランプはLED片側25個、バックランプは
LED片側6個。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。ECE規格品。

LEDフォグランプインナーブラック
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。

JB64/74用   

JB64XCおよびJB74JCの純正ドアミラーにぴったりフィットする、LED
シーケンシャルウィンカーです。LEDの粒（球）が目立たず、ライン状にグラ
デーションを描くように点灯します。滑らかに流れる落ち着いた発光はカスタ
ム車だけでなく、純正ノーマルにも違和感なくマッチします。ECE規格品。

クリアレンズ、とスモー
クレンズの2種8発
LEDタイプ。高輝度
3030SMDチップを
使用しメリハリのきいた
発光です。配線の加工
等なくそのまま取り付
け可能。

LEDサイドマーカー タイプ1

JB64/74用   

JB64/74用   

LEDサイドマーカー タイプ2 シーケンシャル

JB64/74用   JB64/74用   

LEDシーケンシャル
ドアミラーウィンカー

白熱球からLEDウィンカーへ換装した際に発生す
るハイフラを防止する抵抗です。汎用品ですが弊社
LEDフロントウィンカーランプタイプ2にそのまま
使用いただけます。配線に傷をつけることなくカプ
ラーオン、確実に動作し耐久性も抜群。

LEDが進行方向から後方へ
向け順に点灯するシーケン
シャルタイプのウィンカーで
す。装着時のガタツキ防止
対策用パッキン付属。配線
の加工等な
くそのまま
取り付け可
能です。

LEDテールランプ

E00014

LEDハイマウントストップランプ タイプ1

E00080 ¥5,280（税込） E00082 ¥5,280（税込）

クリアレンズ スモークレンズ

E00090　　　　　　リング無
 ¥7,480/左右セット（税込）
　　　　　　リング有
 ¥8,250/左右セット（税込）
E00092

E00091　　　　　　リング無
 ¥7,480/左右セット（税込）
　　　　　　リング有
 ¥8,250/左右セット（税込）
E00093

クリアレンズ スモークレンズ

　　　　　　
 ¥8,580/左右セット（税込）
E00096 E00097　　　　　　

 ¥8,580/左右セット（税込）

　　　　　　
 ¥8,250/左右セット（税込）
E00094 　　　　　　

 ¥8,250/左右セット（税込）
E00095

クリアレンズ スモークレンズ

他スズキ車
           にも対応!!
他スズキ車
           にも対応!!

E00017 ¥3,960/個（税込） 

¥13,860/左右セット（税込）

E00015 ¥13,860/左右セット（税込）

E00083 ¥4,950（税込）

純正形状フォグランプ
　　　　 

LEDハイマウントストップランプ タイプ2

E00160
¥29,700/左右セット（税込）

E00161
¥29,700/左右セット（税込）

LEDウィンカー用
カプラーオン抵抗セット

E00089 ¥1,980/2個セット（税込）

E00109
¥8,800
/左右セット（税込）

E00108
¥8,800
/左右セット（税込）

E00103
インナークローム
￥4,180/左右セット（税込）

E00105
インナーブラック
￥4,180/左右セット（税込）

E00102
インナークローム
￥4,180/左右セット（税込）

E00104
インナーブラック
￥4,180/左右セット（税込）

クリアレンズ

クリアレンズ スモークレンズ

E00106 ￥4,180/左右セット（税込） E00107 ￥4,180/左右セット（税込）

全品保安基準適合品。但し、車検の合否ついての最終判断は検査員の
主観による部分があり、必ずしも合格を保証するものではございません。
念のため純正パーツは保管されることをおすすめします。

車検について

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。

JB64/74用   

LEDフロント
ウィンカーランプ 
タイプ2

レンズ中央から外側へ向かってアンバー
色が広がるように光るスプレッドアクショ
ンタイプです。ホワイト色は車両のポジ
ションランプのプラス配線に結線する事
でポジションに連動します。ECE規格品、
ハイフラ防止抵抗付き。
※ハイフラ防止抵抗はカプラーオンです。

JB64/74用   

LEDフロント
ウィンカーランプ 
タイプ3

JB64/74用 共通エクステリアEXTERIOR
JB64/74
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+30mm

標準モデル（赤）との比較。

JB64/74 JB23用

JB64/74用

イラスト入りパターン

無地

絵柄の無いシンプルな無地の生地にホワイトのパイピングを施しました。175/80R16用
（JB23、JB64標準タイヤ）ですが195/80R15（JB74標準タイヤ）や205/70R15
（JB43標準タイヤ）にも取り付け可能。185/85R16には取り付け不可。

鮎 渓流 焚き火

JA11～JB23にも対応！JA11～JB23にも対応！

マフラーカッター

JB64/74専用設計、リアエンドをスポーティに演出します。製造
は老舗マフラーメーカー5ZIGEN。品質高くフィッティングも最高
です。脱落防止機構付き。ステンレス製。ショウワガレージのロゴ入り。

表面に施された3本のリブがタフなイメージを演出。質感良く
装着するボディカラーを選びません。取付は両面テープのみと
手軽にドレスアップ楽しめます。純正のフューエルリッドにジャ
ストフィット。開閉等、使い勝手は全く変わりません。
※ABS樹脂は対候性が良くないため未塗装でのご使用は早 
　期に劣化が進みおすすめできません。

JB64/74用   

JB64/74用   

JB64/74用   

JB64用   

JB74用   

汎用   

シボブラック塗装済み

未塗装

リアゲートのヒンジ部分に
取り付けるスチール製リアラダー。
ルーフラックなどをご使用の際に便利な装備です。
ヒンジ部分に取り付けることにより、
てこで言うところの支点と力点の距離を
短縮しリアゲートへの負担を減らしています。
大径タイヤ（225/75R16など）を純正位置より
斜め右上に付けた状態でも干渉しない細身の形状。
カラーはシボブラック焼き付け塗装。日本製。
オプションのスペーサーを使用する事によりゲートとの
クリアランスを10mm広げる事が可能となり、
より使いやすくなります。
合わせて滑り止めテープもご使用いただくとさらに
安全にお使いいただけます。※FRPウィングとの併用不可。

ねじの匠集団が技能を結集し完成させた高度の防犯性を備えた
革新的なネジキットです。リアラダーの盗難防止に最適です。専用
工具を用いての脱着のみとし、ステンレス鋼を採用することによ
り錆に強く、見た目にも美しく車を守ります。専用工具と長短2 種
類のボルト（それぞれ一本ずつ）がセットされており、ロングボルト
はリアラダーオプションの10mmスペーサー用、ショートボルト
は10mmスペーサーを使用しない際にご使用ください。

JB64/74用   

¥2,310（税込）

穴開けあり JB64専用／穴開けなし 

JB64 車検対応 表向き

JB74 車検対応 表向き JB64/74 純正移動

スペアタイヤ
移動ブラケット

ナンバー移動ブラケット         

JB64/74用   

ナンバーを移動する際に使用するブラケット。セット内容は取付ブラ
ケット（ステンレス）のみとなります。ナンバー灯やボルトなどは付属
しません。ナンバー灯取り付け用の穴ピッチは200mmになります。

ランプ本体及びレンズ部に樹脂を使用したLEDナン
バー灯。ネジピッチ200mm、配線の長さは約190cm。
ショウワガレージロゴステッカー付き。完全国産品。

独自の構造により保安基準をクリア。車検対応品です。右に82mm、
上に106mm移動するタイプと真上に106mm移動するモデルの
2種類。右上移動のモデルはナンバーの取り付けスペースも確保し
ます。ホイール装着用ナット3個をご用意ください。タイヤのブレを抑
える当たりゴム付き。

右方向に82mm、上方向に106mm
移動。スペアタイヤの振動による異音
を防ぐためホイールはナット5個での
取り付け。タイヤのブレを抑える当た
りゴム付き。ホイール装着用ナット5個
をご用意ください。

ねじの匠集団が技能を結集し完成させた高度の防犯
性を備えた革新的なネジキットです。ナンバープレート
の盗難防止に最適です。専用工具を用いての脱着のみ
とし、ステンレス鋼を採用することにより錆に強く、見た
目にも美しく車を守ります。

ナンバー灯は
     無地タイプも選べ

ます!!ナンバー灯は
     無地タイプも選べ

ます!!

盗難防止ボルト ユニファス
iGuard ナンバー用

E00073 ¥4,730（税込）

E00143

JB64/74用
リアラダー

E00140 ￥49,500（税込）

JB64/74用
E00144
¥52,800（税込）

¥1,760（税込）

E00072 ¥4,730（税込）E00071 ¥4,730（税込）E00070 ¥3,300（税込）

E00211 ¥6,380（税込）

E00210 ¥2,750（税込）

E00052
¥9,900（税込）

スペアタイヤカバー

ABSフューエルリッドカバー
LEDライセンスランプ 無地         

盗難防止ボルト ユニファス iGuard 
リアラダー用 JB64/74用   ¥3,080（税込）E00142

滑り止めテープで確実にグリップ。商品は長さ約50cmの短
冊状となっており、ラダーの幅に合わせて切ってお使いくだ
さい。裏面はシールとなっており貼付するだけと施工は簡単。

使用する事によりラダーとリアゲートのクリアランスを
10mm 広げます。つま先をより奥へと入れる事ができ足を
かけやすくなります。

JB64/74用   ¥660（税込）E00141

E20038

E00110

E00020

リアラダー用10mmスペーサー

リアラダー用 滑り止めテープ

LEDナンバー移動キット 

¥7,480（税込）

E00021 右上移動タイプ ¥27,500（税込）
E00022 真上移動タイプ ¥24,750（税込）

E00019 ¥20,900（税込）
E00018 ¥9,900（税込）

JB64/74用   ¥2,200（税込）

スペアタイヤを右上または上へ移動するブラケットです。ショウワガレージ製リアバンパーを取付時には必要と
なります。ストレート形状のバンパーとの干渉を防ぎ大径タイヤ（225/75R16など）への変更にも対応。右上移
動のモデルはナンバーの取り付けスペースも確保。

右に50mm、上に100mm移動。タイヤは標準～195
サイズを想定（最大6.50R16や225/75R16まで）。
後方への元からの出幅は約25mmです。当社のフロン
トバンパーとリアバンパーを使用した場合は一定範囲内
に収まるため継続検査は適合です。他社製バンパーの場
合はフロントはノーマル同等の出幅以内、リアはバンパー後端がスペアタイヤブラケットの
最後端部より出ない条件で一定範囲内に収まり継続検査が適合になります。

写真はシボブラック

各¥16,500（税込）
タニグチロゴありE00130
無地E00131

各¥11,880（税込）
タニグチロゴありE00122
無地E00123

穴開け不要、ボルトオンで取り付け
可能です。ナンバー灯は樹脂製のた
め錆びず、しかもLED を使用してい
るので長寿命です。無地はナンバー
灯に貼付可能なショウワガレージロゴステッカー付き。JB74には装着不可。

取付ブラケットはステンレス、ナンバー
灯は樹脂製のため錆びず、しかもLED 
を使用しているので長寿命です。取り付
けには穴開け加工が必要です。JB33・43・74はナンバープレートの再封印を行っ
てください。 無地はナンバー灯に貼付可能なショウワガレージロゴステッカー付き。

スペアタイヤを表向きに装着する従来のブラケッ
トの多くは車両寸法が軽自動車の規格を超え保安
基準不適合となります。このJB64用製品はブラ
ケットをベース部とタイヤ装着部に分割し、ベース
部とタイヤ装着部の接合を工具無しで容易に取り
外しできる「簡易な取付方法」とすることによって
諸問題をクリア。軽自動車の規格内に収まり、手続
き等必要無く車検を通すことができます。

車検について

リアバンパーにナンバープレートを取り付けるスペースのない場合、必須のパーツです。ノーマ
ルのスペアタイヤ位置では干渉するため、別売のスペアタイヤ移動ブラケットをご使用いただく
かスペアタイヤの取り外しが必要です。 安心の日本製。

足がかけやすい！
より使いやすく！

リアラダー
30mm
バック

JB64/74用 共通エクステリアEXTERIOR
JB64/74
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表示の価格は全て税込価格ですQRコードは製品動画へのリンクです。

高級ソファなどにも使用されているPUレザーを贅沢に活かしビンテージテイストに。フェ
イクレザーとも呼ばれ、見た目、手触りなどはまるで本革。雨に濡れてもさっと一拭き。メン
テが楽なことも合皮ならでは。前席背面ポケット付。サイドエアバックに対応。

シートカバー オールドブラック　　　　　             フロント･リアセット ¥38,500（税込） ※XGは不可  
 フロントセット ¥22,880（税込）

JB64/74用  Ⅰ 00140
Ⅰ 00141
Ⅰ 00140

シートカバー デニム　　　　　              フロント･リアセット ¥41,800（税込） ※XGは不可  
 フロントセット ¥24,200（税込）

JB64/74用  
Ⅰ 00102
Ⅰ 00100

シンプルなデザインのシートカバーです。前席には背面ポケット付きです。材質はPVC
レザー。サイドエアバックに対応する専用の糸を使用した安全設計です。運転席、助手席、
後席の1 台分セットです。JB64のXGにはリアが対応しておらず取り付け不可です。

シートカバー ブラック　　　　　　　　　             フロント･リアセット ¥19,800（税込） ※XGは不可 JB64/74用  Ⅰ 00101A-xオーニング　　　　　　　　　 JB64/74用  
E20120

A-xルーフラックフット付きモデル専用品になります。
ステンレス製、ルーフラックへの取り付けに必要にな
るボルト類付き。長穴になっているので各社オーニン
グメーカーに対応します。取り付けピッチは40～
50mm、ボルトはM6、M8に対応。ARB社、ブラストト
レイル社の製品は取り付け確認済みです。オーニング
を取り付けるボルトやナットは付属しておりません。

ねじの匠集団が技能を結集し完成させた高度の防
犯性を備えた革新的なネジキットです。専用工具を
用いての脱着のみとし、ステンレス鋼を採用するこ
とにより錆に強く、見た目にも美しく車を守ります。

キャリア装着によるルーフのキズ防止用保護シート
です。曲面にも確実に貼れ、糊を残さずはがせます。
微粘着タイプなので長期間ホコリの侵入を防ぎ、キズ
から守ります。特殊透明シートなので目立ちません。

同一ブランドならではの統一されたデザインは、A-xルーフラックと合わせる事でより印象
的に。設営・撤収は簡単。後片付けも手間いらずで、きちんとルーフラック側面へ収まり、荷台
への影響もなく積載量もそのまま。キャンバスは420Dオックスフォードを使用しており耐水
性は3000mmと十分なスペック。伸縮式アルミポールは天候や日差しに応じて自在に調整
可。格納カバーもソフトケースながら丈夫な造りとなっており安心してご使用いただけます。
ペグ、ガイロープ付属。※サイズが適合すれば他社製ルーフラック等にも取付可能です。

A-xルーフラックフット付きモデル用
オーニング取付ステー                               JB64/74用  
E20110
E20111

フック用ベースシートIN103
　　　　　　 4本用 ¥880/4枚（税込）
　　　　　　 6本用 ¥1,320/6枚（税込）

汎用品  ユニファス iGuard 盗難防止ボルト  

ルーフラックフット付き用 ¥2,310（税込）

汎用品  
E20033

新型ジムニー専用設計 軽量アルミ製 
A-xルーフラック

共振音※を
防止する為

の

センターバ
ー

を追加！

アルミの軽量さと
スチールのような重厚感が融合した
ルーフラックです。

寸法：外寸/長さ170cm×幅125cm×高さ13cm  
内寸/140cm×117cm  重量：14.2Ｋg  材質：アルミ製  カラー：ブラック  
 　

寸法：外寸/長さ140cm×幅125cm×高さ13cm  
内寸/110cm×117cm  重量：11.4Ｋg  材質：アルミ製  カラー：ブラック  
 　

JB64/74用  

焼付結晶塗装を施した外観は
軽量なアルミ製ながらまるで
スチールのような重厚感。嫌
な錆も発生しません。独自設
計の風防により空気抵抗を抑
え風切音を軽減。ベースキャリ
アを使用せず直接レインガー
ターに取り付けられ、低く一体
感のあるシェープを保ちます。

※共振音とは一定の速度で出ることがある
　ルーフラック本体が振動して発生する異音

¥79,200（税込）
E20051 

¥61,600（税込）

2.0m（W）x
2.5m（L）約8kg 
¥36,300（税込）

フット付

E20008 

E20032
E20034

デニム生地を使用し室内をオシャレに演出。前席背面にはバックポケット付き。サイドエア
バックに対応する専用の糸を使用した安全設計です。デニム生地に色移りしにくい加工を
施しておりますがまれに色移りする場合があります。雨に日などご注意ください。

Lワイド

Mスーパーワイド

2枚セット ¥6,050（税込）               
3枚セット ¥8,800（税込）

独自の防風設計により、空気抵抗の低減を図り
風切り音も軽減します!

JB64/74用 共通インテリアINTERIOR
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スポーツシートのスタンダードモデ
ル。スポーツフィーリングを重視した
SR-6。コンフォートフィーリングを重
視したSR-11。そしてその双方のバ
ランスを意識したマルチユースの
SR-7。レカロスポーツシートのスタン
ダードとも言えるホールド性を感じや
すい着座フィーリング、さらに国産車
などの幅広い車種と多くのお客様の
嗜好性にマッチする人気モデルです。

RECARO SR-7F KK100 汎用  
¥90,200（税込） 

ステアリング
JB64/74用  

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。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。

高輝度3チップSMDを使用しており抜群の明るさ
です。フロントランプとリアラゲッジランプ用です。
リモコン付きは16段階の明るさ調整が可能です。

LED ルームランプ　JB64/74用  車種別適合レカロ純正ベースフレーム。
自動車メーカーの純正シートも開発す
るレカロだけに、フロアへの取り付けお
よびシート単体でのポジションニングの
みならず、前方視認性やハンドル・ペダル位置など車室内パッケージ
ングまで考慮しながらベースフレームを開発。純正ベースフレームを
使用し正しくレカロシートを装着していただくことで保安基準に適合。

JB64/74用  

JB64、JB74専用設計のドリンクホルダーです。
缶コーヒーからペットボトルまで使用可能。運転席、
助手席の吹出口やドアに取り付け可能です。

カーボンファイバーを使用した高級感あふれるスマー
トキーケース。はめ込み式で簡単に装着できます。電波
の感度を良くする為のスリット入り。

ドリンクホルダー
             ¥2,530（税込） Ⅰ 00040JB64/74用  

リアルカーボン スマートキーケース
 　　　　　　 ¥3,960（税込） 

¥2,200（税込）
リモコン付 ¥4,180（税込）  

フロントドアウィンドウ用 2枚セット  
　　　　　 ￥15,400（税込） 

リア3面セット 
3枚セット  

￥23,100（税込） 

●今までにない特別なサンシェード!
●3Dレーザースキャンによる車種別専用設計で窓枠にジャストフィット
●メッシュ構造で車内のプライバシー向上紫外線を67.1％カット!

レーザーシェード 窓枠にジャストフィット。車外からの日差
しや視線をシャットアウト。紫外線をカッ
トし暑い外気の侵入を抑え、車内を涼し
く快適に保ちます。また、メッシュ構造の
ため日暮れ時でも車内からの視界をさ
えぎることがありません。窓の開閉も可
能です。シェードの脱着はマグネット式で
誰でも素早く簡単に行えます。メーカー
1年保証付き。プロテクタ製

JB64/74用  

コンビネーションステアリング 
各¥24,200（税込）
ブラウンウッド、ピアノブラック、カーボンの3種類。
ステッチカラーはレッド。ウッドは木材ではなくウッド調に、
またカーボンも本物ではなくカーボン調になります。

カーボン

本革巻きステアリング ハイエンドモデル
各¥37,400（税込）
スタンダードモデルに比べよりハイグレードな革を使用し、操作する部分に合わせスムーズレ
ザーとパンチングレザーを使い分け質感もアップ。ステッチパターンはベースボールタイプを
採用。直接糸に触れにくく耐久性も上がりました。ステッチカラーはレッドとブラックの二種類。

レッド ブラック

レッド ブラック

ブラウンウッド

ピアノブラック

本革巻きステアリング スタンダードモデル
各¥24,200（税込）
パンチング加工された本革を使用し、手になじみやすく質感もアップ。ヨーロッパタイプのステッ
チを採用し、レッドのステッチカラーが黒一色のステアリングにアクセントを加えます。ステッチカ
ラーはブラックもあり、お好みに合わせてご選択ください。

耐久・耐水性抜群。軽い。
マットも荷物もズレにくい。

3Dノンスリップマット
JB64/74用  

JB64/74にピッタリサイズ、完全車両専用設計。これ以上無いフィッティングです。3D構造
で漏れない漏らさない汚さない。外周はトレイ状になっており、サイドに施されたエッジが、泥
やホコリの飛び散りをおさえます。水洗いもOK。汚れてもお手入れは簡単です。材質は耐熱
性、耐候性、耐オゾン性に優れ、長時間使用しても経年劣化のに対する耐久性が高い素材です。
フロントフロアマット、ラゲッジマットは製品表面にエンボス加工を施し滑り止め効果も。

フロアマット
フロント MT用
 ¥8,250（税込）

ラゲッジマット　　
　　　  ¥9,900（税込）Ⅰ 00155

フロアマット リア　
　　　  Ⅰ 00152

フロント左右、
リア左右、
バックウィンドウの
フルセット
専用ケース付き
￥28,600（税込） 

Ⅰ 00111

Ⅰ 00125 Ⅰ 00126

Ⅰ 00110 Ⅰ 00130

Ⅰ 00113

Ⅰ 00114

Ⅰ 30013

Ⅰ 20001

Ⅰ 00150

フロアマット
フロント AT用
 ¥8,250（税込）Ⅰ 00151

Ⅰ 00055
Ⅰ 00053

Ⅰ 00054

Ⅰ 00120
Ⅰ 00121

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。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。

各¥22,000（税込）

RECARO 純正ベースフレーム
JB64、JB74、JB23、JB33、JB43、JA22、JA11
Ⅰ 21003 JB64/74 右（運転席）    
Ⅰ 21004 JB64/74 左（助手席）   

商品リニューアル中
価格・納期未定

JB64/74用 共通インテリアINTERIOR
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ブラックも
選択可

ブラックも選択可

S00310

「悪路走破性の高いタフな足回りでも街乗りは快適に」という考えのもと、まずはオンロードの様々な条件
において徹底的にテストし、十分に納得のいく状態まで仕上げます。その後オフロードにて再び入念
なテスト、そして最終調整の後、完成に至ります。街乗りでは乗り心地が良く、腰高感や不要なロールを
抑えた自然なハンドリング。オフロードでは路面への追従性が良く安定感高く安心して走ることが可能です。
さらに本格的に走る方はフロントのスタビライザーを外すだけで走破性は格段に上がります。

ショウワガレージ
足回り開発コンセプト

街乗りからオフロードまで
オールマイティに

20mmリフトアップキット

1インチリフトアップキット

￥26,180（税込）

￥75,900（税込）

乗り心地はノーマルとほぼ変わらずにお手軽にリフトアップできるキットです。アップ
量約 20mm。ショック延長ブラケットが不快なショックの伸び切りを防ぎます。タイヤ
はノーマルより一回り大きい185/85R16がオススメです。

リフトアップ量はJB64に装着で1インチ（25～30mm）です。ノーマルと比べバネ
レートを上げ、しっかり踏ん張りの効いた乗り味になります。タイヤは一回り大きい
185/85R16がオススメです。ショックの伸び切りを防ぐ延長ブラケット付属。

アルミコイルスペーサー、ロングブレーキホース、キャスターブッシュ、
ショック延長ブラケット、前後ラテラルロッド★

アルミコイルスペーサー、ロングブレーキホース、
ショック延長ブラケット

セット内容

セット内容

セット内容

 JB64/74用  

SG アジャストコイル75 X-SHOCKセット

 JB64/74用    

 JB64/74用    

 JB64/74用  
クロスショック

SG アジャストコイル50 X-SHOCKセット  JB64/74用  
クロスショック

クロスショック
1インチアップキット X-SHOCKセット

S00300

1インチリフトアップキット

20mmリフトアップキット ラテセット

20mmリフトアップキット

1インチアップコイル、ロングブレーキホース、リアショック延長ブラケット

シルバースプリングS00320 各￥38,500（税込）ブラックスプリングS00340

1インチアップコイル、ロングブレーキホース、キャスターブッシュ、
リアショック延長ブラケット、前後ラテラルロッド★

1インチリフトアップキット ラテセット

シルバースプリングS00330 各￥90,200（税込）ブラックスプリングS00342

セット内容

FL
1.80
388

FR
1.80
388

RL
2.60
315

RR
2.60
330

コイルスプリング
バネレート（kg/mm）
自由長（mm） ★前後ラテラルロッドはレッド、ブラック、ブルー、ガンメタ、ステンレスからお選びいただけます。

★前後ラテラルロッドはレッド、ブラック、ブルー、ガンメタ、ステンレスからお選びいただけます。

1インチアップキット X-SHOCK ラテセット

1インチアップキット X-SHOCKセット

1インチアップコイル、ロングブレーキホース、キャスターブッシュ、X-SHOCKセット内容

SGアジャストコイル75、X-SHOCK、ロングブレーキホース★1、
リアショックスペーサーセット、ブレーキホースダウンステー、
キャスタードリーム、ABS延長ステー、ショートスタビリンク、
ラテ補正ブラケット、スタビダウンスペーサー、
前後ラテラルロッド★2、プロペラシャフトスペーサー、
エスケープメンバー

SGアジャストコイル50、X-SHOCK、
ロングブレーキホース★1、ブレーキホースダウンステー、
キャスタードリーム、ABS延長ステー、
ショートスタビリンク、スタビダウンスペーサー、
前後ラテラルロッド★2、エスケープメンバー

セット内容

セット内容

シルバースプリングS00323 ブラックスプリングS00341 各￥112,200（税込）

シルバースプリングS00333 ブラックスプリングS00343 各￥156,200（税込）
★前後ラテラルロッドはレッド、ブラック、ブルー、ガンメタ、ステンレスからお選びいただけます。

1インチアップコイル、ロングブレーキホース、キャスターブッシュ、
X-SHOCK、前後ラテラルロッド★

セット内容

SG アジャストコイル75 X-SHOCK Bセット

SG アジャストコイル75 X-SHOCK セット

JB64用シルバースプリング S00372 JB74用S00375
JB64用ブラックスプリング S00392 JB74用S00395

各￥330,000
（税込）

各￥234,300
（税込）

SG アジャストコイル75 X-SHOCK BAセット

★1：ステンメッシュブレーキホースに交換可。（＋￥9,350（税込））
★2：前後ラテラルロッドはレッド、ブラック、ブルー、ガンメタ、ステンレスからお選びいただけます。
★3：バンプラバーの硬さはハード、ソフト、スーパーソフトより選択可能です。
　　オススメは フロント：ソフト、リア：スーパーソフトです。
★4：強化アームの色はガンメタ、レッド、ブラックから選べます。

標準セット + 大容量バンプラバー★3 前後強化アーム★4

各￥222,200
（税込）

最大長
409
433

フロント リア
最大長
451
490

最小長
269
277

最小長
302
314

ショック
アブソーバー
ノーマル

1インチアップ

FL
1.80
388

FR
1.80
388

RL
2.60
315

RR
2.60
330

コイルスプリング
バネレート（kg/mm）
自由長（mm）

最大長
409
480

フロント リア
最大長
451
540

最小長
269
300

最小長
302
340

ショック
アブソーバー
ノーマル

3インチアップ

FL
2.5
399

FR
2.5
409

RL
2.63
375

RR
2.63
391

コイルスプリング
バネレート（kg/mm）
自由長（mm）

最大長
409
460

フロント リア
最大長
451
515

最小長
269
290

最小長
302
327

ショック
アブソーバー
ノーマル

2インチアップ

FL
2.25
388

FR
2.24
405

RL
2.00
379

RR
1.95
390

街乗りからオフロードまでオールマイティに走行可能で、ロールを抑え踏ん張りの効いた
乗り味になります。JB64 に装着で1インチアップ（25～30mm）。フロントプロペラシャ
フトとクロスメンバの干渉はありません。14段調整式アブソーバーX-SHOCK（クロス

ショック）はオンロード、オフ
ロード問わず様々な仕様や乗り方に合わせて調整可能で、スタ
ビを外した仕様にも対応。フロントのキャスター角を補正する
ブッシュ、ラテセットにはホーシングのズレを調整できる前後ラテラルロッドも付属。推奨タイヤサイズ185/85R16。

車高のアップ量は75mm（3インチ）、オンオフ問わず快適に走る
ことが可能なセット。50mm（2インチ）アップセットと比べ、街乗り
向きのしっかりした乗り味になります。オンロードからオフロードま
で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。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。ひととおりトータルに取り揃えた標準セット、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。推奨タイヤサイズ225/75R16、6.50R16。

写真は標準セット

写真は標準セット

写真は標準セット

林道、オフロード走行をする方は
B/BAセットをオススメします。

林道、オフロード走行をする方は
B/BAセットをオススメします。

ブラックも選択可

車高のアップ量は50mm（2インチ）、オンからオフまで快適に走
ることが可能なセットで75mm（3インチ）アップに比べ柔らかめ
の乗り心地になります。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。必要なものがオールインワン
の標準セット、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。推奨タイヤサイズは185/85R16、195R16。225/75R16も可。

ブラックも選択可

コイルスプリング
バネレート（kg/mm）
自由長（mm）

JB64用シルバースプリング S00371 JB74用S00374
JB64用ブラックスプリング S00391 JB74用S00394

標準セット + 大容量バンプラバー★3

JB64用シルバースプリング S00370 JB74用S00373
JB64用ブラックスプリング S00390 JB74用S00393

標準セット

SG アジャストコイル50 X-SHOCK Bセット

SG アジャストコイル50 X-SHOCK セット

JB64用シルバースプリング S00362 JB74用S00365
JB64用ブラックスプリング S00382 JB74用S00385

各￥310,200
（税込）

各￥216,700
（税込）

SG アジャストコイル50 X-SHOCK BAセット

★1：ステンメッシュブレーキホースに交換可。（＋￥9,350（税込））
★2：前後ラテラルロッドはレッド、ブラック、ブルー、ガンメタ、ステンレスからお選びいただけます。
★3：バンプラバーの硬さはハード、ソフト、スーパーソフトより選択可能です。
　　オススメは フロント：ソフト、リア：スーパーソフトです。
★4：強化アームの色はガンメタ、レッド、ブラックから選べます。

標準セット + 大容量バンプラバー★3 前後強化アーム★4

各￥204,600
（税込）

JB64用シルバースプリング S00361 JB74用S00364
JB64用ブラックスプリング S00381 JB74用S00384

標準セット + 大容量バンプラバー★3

JB64用シルバースプリング S00360 JB74用S00363
JB64用ブラックスプリング S00380 JB74用S00383

標準セット

※セットにより一部内容が異なります。

※セットにより一部内容が異なります。

JB64/74用 サスペンションセットSUSPENSION SET

JB64/74

JB64のXC,JB74のJCグレードの場合、車高センサー補正ステーが別途必要になります。

・ リフトアップによる直前直左の視認性低下を補うため、カメラ等による視界確保が必要となります。
・ コイルスプリングの交換により車高が40mm以上高くなる場合でもコイルスプリングは指定部品※のため構造変更検査は不要でそのまま車検は通ります。
※ 指定部品とは、自動車使用者の嗜好により、追加、変更等をする蓋然性が高く、安全の確保、公害の防止上支障がないものとされている自動車部品として、「自動車部品を 
 装着した場合の構造等変更検査等における取扱いについて（依命通達）」（平成７年11月16日付け運輸省自動車交通局長通達自技第234号・自整第262号）に規定されて
　  いる部品です。この部品をボルトや接着剤などで装着する場合は、自動車検査証の記載事項の変更もしくは構造変更検査などの手続を行わなくても良いとされています。

注意事項

車検に
ついて
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shock
Adjustable Shock Absorber

produced by

前後バランスなどの車高調整用アルミ製コイル
スペーサーです。

車高調整用の5mmのス
ペーサーです。重ねて
10mmとしても使用可能。
2枚セット、回り止め付き。リフトアップした車両のスタビライザーリ

ンクの角度を補正し、スタビライザー本来
の効果・機能を取り戻します。ショートスタ
ビリンクと組み合わせて使用すると効果的
です。10mmと25mm。

1インチアップ程度のロングアブソーバーや
ショック延長ブラケットを使用した場合にブレー
キホースの長さ不足（約30mm）を補う他、煩
わしいブレーキラインの切り離しなくスプリング
交換を可能にします。装着後はクリップを外すだけでブレーキラ
インがフリーに。純正ブレーキホース以外にもロングブレーキ
ホースやステンメッシュブレーキホースとの併用も可能です。

1インチリフトアップコイル

強化
ステアリングダンパー

JB64/74用  

JB64/74用  

バネレートに影響無し！高さ、バランス調整が可能なスプリング！SGアジャストコイル

調整式ラテラルロッド／純正加工品

調整式ラテラルロッド／ステンレス

JB64/74用  

強化アーム

X-SHOCK《クロスショック》

JB64/74用  

JB64/74用  

バネレートに影響しない線間密着部分をカットし、高さや前後左右のバランス調整も可能な
スプリング。街乗りをメインにオフも走行可能な万能タイプ。カットしない場合のアップ量は
スペアタイヤ、リアシート有りの車両でそれぞれ50m（2インチ）と75mm（3インチ）。

材質はSTKM13Aを使用し肉厚は5mm。曲がり折れやすい純正アームに比べかなりの強度を誇ります。ホイール
ベース、キャスター角、ホーシング角等補正済み。インチアップすることにより生じる足回りのズレを補正し、サスペン
ション本来の性能を確保します。純正ブッシュ圧入済み。色はガンメタとレッド、ブラック。強度検討書付き。

JB64 に装着で1インチアップ（25～30mm）。純正に比べてバネレート
を上げており、ノーマルよりしっかり踏ん張りの効いた乗り味になります。
純正ショック対応。推奨タイヤサイズ185/85R16。

リフトアップ時に不足する長さを補うロングブレーキホース。実績ある国内メーカー製造品。2インチアップセットは使用するア
ブソーバーのフロント全長460mmまで、リア全長515mmまでに対応したセット。3インチアップセットは同じく使用するアブ
ソーバーのフロント全長480mmまで、リア全長540mmまでに対応したセット。セット品内容フロント左右2 本（アルミクラッ
シュワッシャー4枚付き）、リア左右2本。単品販売もあります。※ステーセットはブレーキホースの長さ不足（約30mm）を補う
他、煩わしいブレーキラインの切り離しなくスプリング交換を可能にするブレーキホースダウンステーがセットになります。

ノーマルロッド加工品の為、耐久性に優れています。ロッドエンドは
ゴムブッシュになります。色はレッド、ブラック、ガンメタ、ブルーから
お選び頂けます。

車高変化に伴い、横ズレを起こしてし
まうサスペンションを補正するパー
ツ。ジオメトリーを適正化することによ
り車体の振られなどを抑えます。

強化リーディングアーム
各¥57,200/左右セット（税込）

SGアジャストコイル50

各¥18,150/本（税込）

10mmS00063
15mmS00064
20mmS00065

フロント用
S00066

￥5,170/左右セット（税込）S00110

¥1,848（税込） 
S00087

リア用
S00067

2インチブラック S00101
3インチS00102

2インチレッド S00090
3インチS00091

2インチガンメタ S00022
3インチS00024

ブラックS00104レッドS00093ガンメタS00025

フロント用。+6mm(2インチ用)、+10mm（3インチ用）
伸ばしホイールベースを補正。タイヤとフェンダーの干渉
を抑えます。キャスター角も
5.2°(2 インチ用)、7.9°（3
インチ用）へ補正済み

リア用。ホーシング部分の板厚は22mm。ロードクリア
ランスを確保する形状。リ
フトアップ用にホーシング
角度補正済み（2.1°）です。

強化トレーリングアーム
各¥52,800/左右セット（税込）

フロント S00131 リア S00132
1インチUP用

フロント S00133 リア S00134
2インチUP用

フロント S00135 リア S00136
3インチUP用

JB64用

 2インチアップセット
 2インチアップステーセット
 3インチアップセット
 3インチアップステーセット

JB74用

 2インチアップセット
 2インチアップステーセット
 3インチアップセット
 3インチアップステーセット

セット価格

¥13,530（税込）
¥14,608（税込）
¥13,970（税込）
¥15,708（税込）
¥13,750（税込）
¥14,828（税込）
¥14,190（税込）
¥15,928（税込）

ダウンブラケット
+30mm

¥1,848（税込） 

●

●

●

●

JB64、JB74左リア用
+50mm
¥2,090/本
           （税込）

●

●
●

●

+80mm
¥2,200/本
           （税込）

●

●

+30mm
¥1,320/本
           （税込）

●

●

JB64、JB74右リア用
+50mm
¥2,090/本
           （税込）

●
●

●
●

　+30mm
¥1,980/本
           （税込）

●
●

●
●

JB74フロント用
+40mm
¥4,950/本
           （税込）

●
●

+20mm
¥4,840/本
           （税込）

●
●

JB64フロント用
+60mm
¥4,840/本
           （税込）

●
●

+36mm
¥4,730/本
             （税込）

●
●

ノーマル比
単品価格

各¥5,280/枚（税込） ¥4,840/枚（税込） 

各¥2,750（税込） 

10mm
S00057

¥4,180（税込） 25mm
S00058

¥4,950（税込） 

コイルスペーサー

コイルスペーサー5mmスタビダウンスペーサー

ショートスタビリンク

ノーマルより30mm短いスタビライザーリ
ンクです。左右セット1台分です。リフトアッ
プした車両のリンクの角度を補正し、スタビ
ライザーを効率よく効かせロールを抑制します。また短くなることで地面とのクリアラン
スが広くなり障害物とヒットしにくくなります。20mm～3 インチアップに対応。リフト
アップする度合いによりスタビライザーの角度補正が必要となります。20～40mm 
アップは補正無し。2インチアップは5～15mmのスタビダウンスペーサーを使用。3イ
ンチアップは20～30mmのスタビダウンスペーサーを併用して取り付けしてください。

JB64/74用  

JB64/74用  

¥20,900（税込） S00115

フロント用 
¥23,760（税込） 

S00054

シルバー ¥35,200/台（税込） S00044
ブラック ¥35,200/台（税込） S00043

リア用 
¥22,000（税込） 

S00053

JB64/74用  

調整式
ラテラルロッド
JB64/74用  

JB64/74用  

JB64/74用  

JB64/74用  

フロント2本、リア2本にブレーキダウンステーを付属。
JB64/74 それぞれ2 インチ（50mm）アップ、3インチ
（75mm）アップから選択可能です。ゴム製ブレーキホースに
比べ膨張率が低く、マスターシリンダ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。品質面においても純正ホースと同じような永久
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です。ステ
ンメッシュの外側はクリアホースで保護処理済み。

6.50R16 や225/75R16 などの
大径タイヤに合わせ減衰力をアップさ
せたステアリングダンパーです。純正
と同じカヤバ製なので品質、性能は間
違いありません。ノーマルと同じ形状で
ボルトオン取り付け。

ステンレス製で錆
びにくく強度があり
ます。ロッドエンド
にはゴムブッシュを
使用しております。

JB64 2インチアップ用S00650
JB64 3インチアップ用S00651

JB74 2インチアップ用S00652
JB74 3インチアップ用S00653

ロングブレーキホース　　

S00700 リア用S00710フロント用
S00701 リア用S00711フロント用

S00702 リア用S00712フロント用

S00703 リア用S00713フロント用

レッド
ブラック
ガンメタ
ブルー

フロント用 各¥23,100（税込） 
リア用 各¥22,000（税込） 

ブレーキホースダウンステー ステンメッシュブレーキホース
                  

各¥25,850/台（税込）
JB64/74用  

S00630
S00631
S00632
S00633
S00634
S00635
S00636
S00637

ブラックも
選択可

ブラックも
選択可

FL
1.80
388

FR
1.80
388

RL
2.60
315

RR
2.60
330

FL
2.25
388

FR
2.24
405

RL
2.00
379

RR
1.95
390

線
間
密
着
部
分

SGアジャストコイル75
S00046 シルバー ¥39,600/台（税込）
S00048 ブラック  ¥39,600/台（税込）

S00045 シルバー 
¥38,500/台（税込）

S00047 ブラック 
¥38,500/台（税込）

街乗りからオフロードまでオールマイティーに使用できる14段調整式アブ
ソーバーX-SHOCK（クロスショック）。1・2・3インチアップ用の3タイプ。オ
ン・オフ様々な乗り方に合わせて幅広く調整可能な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。1インチアップ用はノーマルの
車高にも対応し、インチアップしてもクロスメン
バーとプロペラシャフト間の干渉の心配が無く
ノーマルの状態で装着可（左リアブレーキホース
のみ交換が必要）。2・3インチアップ用はクロスメ
ンバーへの干渉対策または交換が必要。合わせて
ロングブレーキホースの交換が必要です。

ショック
アブソーバー
ノーマル

1インチアップ
2インチアップ
3インチアップ

最大長
409
433
460
480

最小長
269
277
290
300

最大長
451
490
515
540

最小長
302
314
327
340

フロント リア

2インチアップに比べ街乗り寄
りの仕様。車高アップ量75mm
（約3インチ）。45～75mmの間
で調整も可能。

車高アップ量は50mm（約2
インチ）。20～50mmの間で
調整も可能。

コイルスプリング
バネレート（kg/mm）
自由長（mm）

FL
2.50
399

FR
2.50
409

RL
2.63
375

RR
2.63
391

コイルスプリング
バネレート（kg/mm）
自由長（mm）

コイルスプリング
バネレート（kg/mm）
自由長（mm）

フロント用 

リア用 

JB64/74用 サスペンションパーツSUSPENSION

 

 

 

 

 

JB64/74
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従来品の8 の字バンプラバーに比べ中空部分を減
らし、厚み1.5倍（50mm）、高さ1.25倍（100mm）、
幅84mm、容量にして約2.4倍に大容量化。製品
自体の剛性が上がるため反れたり、よれにくくな
り、しっかりとホーシングに当たるようになります。
取り付け部は長穴加工済み、当たり位置の調整が
可能です。しっかり止めたい方はハードを衝撃吸
収をお考えの方はソフトまたはスーパーソフトを
お選び下さい。

純正に比べて大幅に容量アップするバンプラバー。全長は125mmと純正より約65mm
長くなります。カッターナイフで容易に切れ用途に合わせて調整可能。ボルトオンでの取り
付け。フロントは付属の15mmスペーサーを使用しノーマル比で約80mm長くなります。
純正バンプラバーの収まる皿部分を切断するとスペーサーを使用せずとも装着でき、生
まれたクリアランス分（15mm）、バンプラバーの容量を犠牲（カット）とすること無く取り
付けられます。バンプ規制での使用にはハードタイプ（硬度70）、スピード競技等での衝撃
吸収を目的とする場合はソフトタイプ（硬度60）をお選びください。スーパーソフト（硬度
50）は衝撃吸収に優れ、スピード競技等ではフロント、リア共に使用可能ですが特にリア
へのご使用をおススメします。参考までに純正バンプラバーは全て硬度70です。

¥319/個（税込） D00014

大容量8の字バンプラバー　

大容量バンプラバー

JB64/74 リア用  

JB64/74用  

フリーハブOリング
汎用  

フリーハブパッキン
汎用  汎用  

別売のフリーハブ取付キットの補修用。つば部分
の無いハブナットです。1個での販売になります。
純正のエアロッキングハブを使用している車両に
は使用できません。補修部品の為、取り扱い説明書は付属しません。

¥198/枚（税込） D00016 ¥176/枚（税込） D00015

¥3,300/個（税込） D00032

フリーハブカバーガスケット

汎用  ¥12,100（税込） S01000

¥8,360（税込） 
S00095

￥5,500（税込） S00075

ブッシュ圧入治具セット

つば無しハブナット JB64/74用  JB64/74用  

JB64/74用  

JB23から採用されたエアロッキングハブをJA11等に装備されているマニュア
ルハブへ換装するキットです。エアロッキングハブは負圧漏れなどメカニカルトラブ
ルによる動作不良や目視にてロック状態の把握が難しいことから、いざというとき
に信頼性が高く確実に動作するマニュアルハブ化をおすすめします。
※別途JA11 またはJA22用のスズキ純正フリーハブおよびフリーハブを取り付
　けるコーンワッシャが必要になります。

リアに大容量8の字バンプラバーを装着するため
のブラケットです。高さ25mm。従来品の8 の字バ
ンプも取付可能です。ブラケットの取り付け穴は長
穴加工済みで前後位置調整が可能です。バンプの
取り付けはフルバンプ時に損傷を与えないように
ボタンボルトを使用。

マニュアルハブ取り付けキット JB64/74用  

《ジムニー全般に対応》
フリーハブを固定する高強度ボルト、スプリングワッシャ、
コーンンワッシャ、1台分セットです。ボルトは純正に比べ強
度が高く、締め付けトルクを上げて装着することでしっかり
とフリーハブを固定、ボルトの破損を防ぎます。

純正品に比べ大幅にオイルが漏れにくくなるリアハブ用シール
です。シャフトに接する部分はフローティングされており、シャフト
の動きに追従するため確実にシールします。また純正品は
スチールとなっているホーシングとの接触面がゴムで覆われ
ており仮に腐食して荒れていても柔軟にシールしてくれます。

リーディング/トレーリングアームのブッシュ交換用プレス
治具と純正ピッチに合わせて圧入する為のゲージ（フロ
ント、リア）のセットです。

汎用  ¥1,650（税込） S01004

JB64/74用  

JB64/74用  

¥2,860（税込） S00111

¥1,540（税込） S00150

ブッシュ圧入用 ピッチゲージ 簡易タイプ

リアショックスペーサーセット

ABS＆エアパイプ補正ステー JB64/74用  
各￥1,430（税込）
車高センサー補正ステー

JB64/74用  

￥14,520（税込） 
S00096
JB64/74用  

JB64/74用  

キャスターブッシュ
2個セット

キャスタードリーム 
2個セット

リアショック
延長ブラケット

リーディングアームに偏心ブッシュを純正ピッチに合わ
せて圧入する為のゲージです。フロント用（148mm）の
みです。

リアショックとコイルスプリングの干渉を防ぐためのスペーサーセット。
セット内容は10mmスペーサー2個とロングボルト2本。

リフトアップによるキャスター角度の狂い
を補正するブッシュです。1個の使用につ
き5度補正されます。2～3インチアップの
リフトアップした車両に対応。

リフトアップによるキャスター角度の狂いを補
正するブッシュです。1個の使用につき1度
30分補正されます。1インチアップ程度のリ
フトアップした車両に対応。

ショックの自由長を手軽に35mm
延長。不快な伸びきりを抑え快適に。

リフトアップ時に余裕が無くなるABSの配線とエア
ホースを補正するステー。2インチや3インチアップに
対応するアブソーバーに交換した場合に必須です。フ
ロントに1個使用します。

JB64/74用  

JB64/74用  

JB64/74用  ¥7,700/左右セット（税込）S00037¥6,600/左右セット（税込）S00028
大容量バンプラバー専用 リアバンプ延長ブロック大容量バンプラバー専用 リアバンプブロック

JB64 XC/JB74 JCの
オートレベリング機構用補正
ステー。リフトアップ時に必須
です。長穴加工により無段階
で補正が可能です。0.5~1.5
インチアップ用と2~3.5イン
チアップ用の2種類。

フルリバウンド時にリアプロペラシャフトの等
速ジョイント部が抜けるのを防ぎます。ご使用
のアブソーバーにもよりますが、3インチ以
上の車高アップをしてオフロードを走行する
場合には必要なアイテムです。

¥3,080（税込） D00025
フリーハブ用ボルトセット

¥1,540/個（税込） D00023
スーパーオイルシール

JB64/74用  
¥7,480（税込） S00019

リア用 ¥9,680/左右セット（税込）S00033

プロペラシャフトスペーサー10mm

スズキの品番43838-60A00。
フロント足回りのフリーハブに使
用されているO リングです。片側
で1個、1台分で2個使用されて
おります。

スズキの品番43813-60A00。
フロント足回りのフリーハブに使
用されているガスケットです。
片側で1枚、1台分で2枚使用
されております。

スズキの品番43842-80001。
フロント足回りのフリーハブに使
用されているパッキンです。片側
で1枚、1台分で2枚使用されて
おります。

¥12,540（税込） 
D00031 JA11 フリーハブ用

¥7,700（税込） 
D00030 JA22 フリーハブ用

ハード（硬度70）／ソフト（硬度60）／スーパーソフト（硬度50）の
3種類をご用意

各¥3,630/個（税込）

フロント 各¥4,620/個（税込）リア 各¥3,630/個（税込）
ハード（硬度70）S00015
ソフト（硬度60）S00016
スーパーソフト（硬度50）S00017

フロント用 ハードS00001 S00004
S00005
S00006

フロント用 ソフトS00002
フロント用 スーパーソフトS00003

リア用 ハード

リア用 ソフト
リア用 スーパーソフト

《取付には別売のブラケットが必要です》

2～3.5用

0.5～1.5用

S00151 0.5～1.5インチアップ用
S00152 2～3.5インチアップ用

リア用の大容量バンプラバーを短縮して使用する場合の
延長ブロックと取り付けボルトセットです。バンプラバー
を短くすることでヨレや曲がりを抑え、安定したバンプ

タッチになりま
す。50mm、
25mmセット
で最大75mm
まで3段階の
高さ調整が可
能です。

リアコイルスプリング内に大容量バンプラバーを装着する
ためのアルミブロックとボルトセットです。スプリングがサ
ポートの役割を果たし、どのような状況でもしっかりとホー

シングに当たるように
なります。ボルトオンで
取付。Wバンプ仕様も
可能になります。
※別途大容量バンプ  
　ラバー補修用が必
　要です。

従来より販売されている8の字バンプラバー
との比較。容量は約2.4倍になります。

大容量8の字バンプラバー専用 バンプブラケット
バンプラバー

大容量化の必要性について
衝撃吸収力の大幅アップ。また全長が伸びることにより積極的にバンプタッチさせタイヤとボディの
接触を防いだり、車体の揺れを抑える事ができます。さらにはバネレートの高い「第2のバネ」と捉え、
オフはもちろんオンロードのコーナリング時などにも安定感を出す事が可能です。

JB64/74用 その他パーツOTHERS

 

 

 

 

 

JB64/74
JB64/74用 サスペンションパーツSUSPENSION
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表示の価格は全て税込価格です



JB64W

JB64 SHOWA LINKS

2020-12-11 14:47:08

Folder

Run ID

Date

9.12

kg/m

9.43

39.0

km/h

39.7

3777

rpm

3842

10.941:1

1.000

0.31

ratio

tcf

delta

53.99

 PS

58.56

66.0

km/h

66.5

6381

rpm

6429

10.941:1

1.000

4.57

ratio

tcf

delta

DYNAPACK™ 32 4WD with PSDAQ SMART CONTROL SOFTWARE © V1.100G2 - ZEAL by TS-SUMIYAMA
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Engine RPMEngine Torque Power

Links JB64用 静音タイプ
ノーマル

Links JB64用 静音タイプ
ノーマル

JB64W

JB64 SHOWA LINKS

2020-12-11 13:37:27

Folder

Run ID

Date

9.12

kg/m

9.58

39.0

km/h

38.7

3777

rpm

3745

10.941:1

1.000

0.46

ratio

tcf

delta

53.99

 PS

60.22

66.0

km/h

65.1

6381

rpm

6298

10.941:1

1.000

6.23

ratio

tcf

delta

DYNAPACK™ 32 4WD with PSDAQ SMART CONTROL SOFTWARE © V1.100G2 - ZEAL by TS-SUMIYAMA
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/m
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S

3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500
Engine RPM

3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500
Engine RPMEngine Torque Power

Links JB64用
ノーマル

Links JB64用
ノーマル

JB64/74用  

JB64用  

JB64/74用  ¥28,270（税込） P00021

￥23,320（税込） P00020

レスポンスブースター

トラクションコントロールや横滑り防止装置等（ビークルスタビリティコントロール）
を解除する装置。純正のカットスイッチ（操作）は一部の電子制御が残りスポーツ
走行時において積極的にドライビングする際、思い通りのコントロールができなく
などの弊害を生じます。この装置はボタン操作一つでABSのみ残したまま制御を
解除することができ、ドライバーの意に反した挙動を抑え純粋に走行を楽しめるよ
うになります。タイヤを
空転させながら登る急
なヒルクライムなど、あ
えて滑らすテクニック
が必要な本格的なオフ
ロード走行には必須ア
イテムです。状態記憶
も行いオンの状態でエ
ンジンを切れば、再始
動時にもオンの状態で
復帰します。

電子スロットル特有のアクセルレスポンスの鈍化、低速トルクの不足を解消。エン
ジン本来のポテンシャルを十分に発揮させ、圧倒的な加速フィーリングをお楽しみ
いただけます。あらかじめプリセットされたモードを選ぶだけで、ドライバーの感覚
にフィットするレスポンスを実現。ノーマルの緩慢な加速特性と、ドライバーの操作
に対する加速イメージとのギャップを埋めます。街乗りに最適な4タイプのオート
モード、車とドライバーの感覚をリンクする7タイプのスポーツモードを実装。

パワー特性イメージ

ワイヤースロットル車

ノーマル電子スロットル車

アクセル開度

ス
ロ
ッ
ト
ル
開
度

ブースター

JB64W

JB64W SHOWA LINKS F

2019-11-12 10:59:12

Folder

Run ID

Date

8.95

kg/m

10.14

34.8

km/h

36.8

3365

rpm

3563

10.940:1

1.000

1.19

ratio

tcf

gain

52.91

 PS

62.19

64.9

km/h

64.8

6274

rpm

6267

10.940:1

1.000

9.28

ratio

tcf

gain

DYNAPACK™ 32 4WD with PSDAQ SMART CONTROL SOFTWARE © V1.100G2 - ZEAL by TS-SUMIYAMA
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32.39

kg
/m
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S
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Engine RPM

3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500
Engine RPMEngine Torque Power

10.14

9.75
9.50
9.25
9.00
8.75
8.50
8.25
8.00
7.75
7.50
7.25
7.00
6.75
6.50
6.25
6.00

5.61

Links+ミニコンモード R2
Links+ミニコンモード R1
Links
ノーマル

JB64W

JB64W SHOWA STD

2019-11-12 10:30:25

Folder

Run ID

Date

8.95

kg/m

9.65

34.8

km/h

37.9

3365

rpm

3664

10.940:1

1.000

0.70

ratio

tcf

gain

52.91

 PS

60.59

64.9

km/h

64.0

6274

rpm

6195

10.940:1

1.000

7.68

ratio

tcf

gain

DYNAPACK™ 32 4WD with PSDAQ SMART CONTROL SOFTWARE © V1.100G2 - ZEAL by TS-SUMIYAMA
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31.77

kg
/m

 P
S

3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500
Engine RPM

3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500
Engine RPMEngine Torque Power

ミニコンモード R2

ミニコンモード R1

ノーマル

ショウワガレージ
オリジナルセッティング

ミニコン

専用取り付けステー付き

ノーマルと比較して モードR1で トルクは 7.0％ パワーは 13.8％
モードR2で トルクは 13.3％ パワーは 17.5％ アップします!!モードR1で トルクは 8.4％ パワーは 10.6％

モードR2で トルクは 7.8％ パワーは 14.5％ アップします!!

「Linksマフラー」と
「ミニコン」 を併用すれば…

シエクル製セッティング済み超
小型サブコン。空気量信号を独
自回路により制御する事により
停止状態からの出だし～中高速
域まで全域に渡りパワーアップ
します。内容はショウワガレー
ジオリジナルセッティングに
なっており、ノーマル状態を含
めた3モード選択可能。取り付
けはカプラーオンで簡単です。めんどうな初期設定等も無く確実にパワー
アップを体感いただける商品です。バッテリー横へ取り付けができる専用ス
テーも付属。M/T、A/Tどちらにも対応。レギュラーガソリンでOK。

ダイナパックによる出力測定では3400回転でノーマルより低くなるものの、
他の回転域はトルクアップしており、ノーマルと比較して

更に更に
マフラー老舗メーカーである5ZIGENとの共同開発。平成22年4月以降製造
の車両に課せられる新騒音基準対応の左出しマフラー。メインパイプ50φ
（一部タイコ部に45φの絞り有り）、テールエンド70φのダウン形状、左出しオール
ステンレス製。JB64/74用はノーマルバンパーでもカット加工して取り付け可能。

¥74,800（税込）P00005

¥68,200（税込）P00004
《新基準対応》 ¥74,800（税込）P00006《新基準対応》

《新基準対応》

トルク 0.5kgm  パワー 6.2PS UP!! トルク 0.3kgm  パワー 4.6PS UP!!

¥43,890（税込） P00024
Vehicle Stability Control Canceller

（VSCC）
　　　

リンクスマフラー

64用JB64用JB

低速回転時のトルクも充分にあり、ほどよい音量と
共に高回転まで気持ちよく吹け上がります。

大型サイレンサーを使用することで音量を抑え、低速域
はノーマル同等にし中速域のトルクをアップしています。
特にA/T車におすすめです。

近接騒音値：86ｄB  
加速騒音値：76ｄB

近接騒音値：79ｄB  
加速騒音値：75ｄB

静音タイプ

NA車特有の高回転までストレスのないスムーズな吹け上がりを実現。
低速回転時のトルクも充分。

近接騒音値：87ｄB  
加速騒音値：75ｄB74用JB

JB64/74
JB64/74用 マフラーMUFFLER

 

 

 

 

 

JB64/74用 スープアップパーツSOUP-UP

 

 

×
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表示の価格は全て税込価格ですQRコードは製品動画へのリンクです。



W00048 マットブラック
16×6.0J ±0

W00014 ガンメタW00013 マットブラック W00052 グロスブラックW00051 マットブラック

W00049 グロスブラック
16×6.0J ±0

W00045 マットブラック
16×5.5J +20

W00046 グロスブラック
16×5.5J +20

W00050 ガンメタ
16×6.0J ±0

W00047 ガンメタ
16×5.5J +20

ショウワガレージデザインのオリジナルアルミ
ホイール第二弾。特徴的なコンケイブ形状の
アルミホイールです。直線基調のシンプルな
デザインを採用した、ショウワガレージデザイ
ンオリジナルアルミホイール第一弾の
X-Line とはうってかわり、このTYPE-M は
立体感も豊かにメリハリある意匠としました。
X-Line が「静」とするならば、TYPE-M はま
さに「動」。派手目のカスタムにも負けない存在
感があります。※インセット20 はジムニーに、
インセット0 はジムニーシエラに対応します。

ショウワガレージデザインのオリジナルアルミ
ホイール第一弾。直線基調のシンプルなデザイ
ンを採用したスクエア形状のホイール。スポー
クを細長く見せるデザインによる足長効果でワ
ンランクサイズアップしたイメージに。あえて曲
線を排除したシルエットは異彩を放ち、丸みを
帯びたデザインが多い中、その存在感を際立た
せます。さらにリバースリムにすることでディー
プなリム形状を実現するなどまさに唯一無二。

JB74用  

JB64用  

TYPE-M

JB74 JB43用  各¥24,200（税込）
JB64 JB23用  各¥22,000（税込）

クロスラインX-Line
JB64 JB23用  
各¥22,000（税込） 16×5.5J +20 ショウワガレージデザインのオリジナルアルミホイール

R8は、王道のアメリカンスタイルである丸穴ディッシュデ
ザイン。とはいえレトロ一辺倒ではなく、ステップやリブを
排除したシンプルなルックスはあくまで現代風にリファイ
ンされたもの。特徴的なたまご形のホール形状は、ホール
側面のカント（傾斜）をより強調します。決して古すぎない
そのシルエットは新しさと懐かしさを同時に併せ持つネオ
クラシックなJB64/74にうってつけです。1ピース構
造、鋳造、センターキャップ付き。ワイルドなイメージの
マットブラックとドレッシーなグロスブラックの2色展開。

R-8 JB74用  各¥26,400（税込）
15×6.0J ±0／6.77kg
（センターキャップ・エアバルブ込み）

ネオクラシッ
クスタイル

JB64/74 JB23/43
JB64/74  JB23/43用 ホイールORIGINAL WHEEL
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表示の価格は全て税込価格ですQRコードは製品動画へのリンクです。



RAYS Gram Lights 57JV

JB64 JB23用  
¥38,500（税込） W00032

RAYS DAYTONA M9

16×5.5J +20

WORKとのコラボによるショウワガレージオリジナルカラー。ビードロック風のリ
ムが特徴的です。 カラーはマットブラック/ カットリム。最も過酷な競技として知ら
れるBaja1000などのレースフィールドから得たフィードバックを基に開発。外周
のビードロックリングをかたどったアウターリムフランジは、緩やかな曲面を形成
し飛び石などの直撃を緩和させる造形であり強度を得る形状です。ディスク面の
形状は小石、砂利等が詰まらないよう設計。高剛性コンケイブデザインはインナー
スポークのディンプルとアウタースポークの開口部を広げ軽量化を実現します。

RAYS とのコラボによるショウワガレージオリジナルDAYTONA 
M9。カラーはマットブラック/ リムダイヤモンドカット。これまでの
TEAM DAYTONA にはない、アメリカンでワイルドな印象を持
つM9。1番の特徴はフランジ部分のアンダーカットとピアスドリルド
加工により、1ピース構造ながらまるでビードロックリングが別体
パーツで構成されているようなテイストの実現。光線の具合により
様々な表情を見せるダイヤモンドカット加工がさらに強調します。

RAYSとのコラボによるオリジナルカラーホイール。ハイパーブロンズは
見る角度によって色味が変わる深みのある色。オンロード用スポーツモデ
ル57XTREMEをジムニー用にリファイン。より足の長いデザインを求
め2×6から2×5へとシルエットを変更し、センターボアの大きなジムニー
とのマッチングを向上させました。また立体的なデザインを採ることが難し
いジムニーに対し、積極的なコンケイブデザインを与えることで力強さや
精悍さとともに、最新ドレスアップのテイストを注入。ジムニー専用ゆえに
極限まで攻め込んだ落とし込みで豊かな立体感を表現しました。

RAYSとのコラボによるショウワガレージオ
リジナルカラー。見る角度によって色味が変
わる深みのあるハイパーブロンズ。国内外の
ドリフトシーンで支持を集める57DRをベー
スにジムニーなどラージP.C.D.車両に向け
たモデルとして開発。57JXの後継モデルで
もある57DR-Xは、RAYSの伝統ともいえ
る6スポークデザインはそのままにロゴを旧
タイプから最新のデザインに。センター部は
ラウンド形状とすることで、スポークのコンケ
イブラインを強調。インセットごとに深さの異
なるフェイスを用意しました。スポークサイド
はリブ形状とし、スリムながら力強い印象を与
えます。ON/OFF 問わずあらゆるシーンに
おいても足元をスポーティーに惹きたて、力
強く支えます。
※インセット20はジムニーに、インセット0は
　ジムニーシエラに対応します。

JB64/23用  ¥48,400（税込） W00008 16×5.5J +20

JB74/43用  ¥49,500（税込） W00007 16×6.0J +5

RAYS A・LAP-J

ショウワガレージ×RAYSによるオリジナル
A・LAP-J。光線により表情を変えるハイ
パーブロンズカラー。大型4WDマシンをも凌
駕する走行性能を持つジムニーユーザーの
ために、レイズが本気で造り上げた鍛造1
ピーススーパースポーツモデル。限られた排
気量・パワーを有効に路面に伝えるために軽
量性能を追求。ジムニーに特化した最適なカ
タチ、10スポークの縦断面、太さ・形状の最
適化をはかり、高強度・高剛性とあわせジム
ニー用ホイール最軽量の4.8kg（INSET 
20）までも実現。さらに各インセットごとにリ
ム・ディスク形状を整え、ノーマルからオー
バーフェンダー仕様、さらにはシエラにも対
応させました 。マシニング仕 上げ の
RAYS&A●LAP-Jのロゴ入り。
※インセット20はジムニーに、インセット5は
　ジムニーシエラに対応します。

JB64/74/23/43用   
RAYS Gram Lights 57DR-X

各¥38,500
16×5.5J +20W00030
16×5.5J ±0W00031

¥38,500（税込） W00040

CRAG T-GRABICⅡ

16×5.5J +20

JB64 JB23用  

JB64 JB23用  
¥36,300（税込） W00004

16×5.5J +20

JB64/74 JB23/43
JB64/74  JB23/43用 ホイールORIGINAL WHEEL
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表示の価格は全て税込価格ですQRコードは製品動画へのリンクです。



リンクスマフラー

プロジェクタータイプのLED（5700k）を片側
8発使用。純正と比べ格段に明るく、駐車時など
バック運転時も安心の視認性を確保します。

スモール点灯で
LEDチューブ9本
（片側）、ブレーキで
12個（片側）、ウイン
カーで8個（片側）のLEDが点滅。
シーケンシャル、通常点灯に切り替
え可能です。ハイフラやABS ラン
プ点灯防止対策済み、1年保証
JB33やJB43に取り付ける場合
は車体側配線に加工が必要です。
結露による曇は保証対象外です。

シャープなイメージのフロントバンパー。ABS製は塗装済み、素地のままをお選びいただけます。FRPは未塗装ゲル
コート仕上げ。別売りのスキッドプレートが同時に必要です。フォグランプはJB23-5型以降の物であれば取付可能です。

スタイリッシュなリアバンパー、ABS製とFRP製での展開。取り付けにはナンバーの移動が必要です。スペアタイヤを取り付ける
には別途移動ブラケットが必要です。ABS製は塗装済み、素地のままをお選びいただけます。FRPは未塗装ゲルコート仕上げ。

JB23用  フロントバンパー
　
                   

JB23/33/43用  

JB23/33/43用  

LEDバックランプ
　
                   

E00023 クリアレンズ E00024 スモークレンズ 

E00026 クリア E00028 スモーク

E00014 ホワイト

E00017
O00012

Ⅰ 00030

E00015 イエロー

各￥6,600/左右セット（税込）

JB23/43用  LEDフォグランプ
インナーブラック

純正形状
フォグランプ
                   

各￥13,860/台（税込）

JB23/43用  

JB23用  

￥3,960/個（税込）

クラッチスタート
キャンセルスイッチ  
JB23/43用  ￥6,930/台（税込）

左右セット 各￥16,500/台（税込）

MT車用 各￥11,000（税込）

各￥5,830/個（税込）

各￥6,050/個（税込）

LED ナンバー移動キット
                   JB23/33/43用  

JB23の全型式、平成22年3月以前のJB43/JB33に対応   

E00120 ロゴ有

レッド
Ⅰ 00031 シルバー

Ⅰ 00048
グレー/レッド
Ⅰ 00049
ダークグレー/レッド

Ⅰ 00028
グレー/シルバー

Ⅰ 00029 ダークグレー/シルバー

Ⅰ 00026 グレー/レッド
Ⅰ 00027

ダークグレー/レッド

Ⅰ 00009 レッド
Ⅰ 00011 ブラック

Ⅰ 00010 ブルー
Ⅰ 00012 シルバー

E00121 無地

各￥11,880（税込）

LEDテールランプ
　
                   
各￥27,500/左右セット（税込） プロジェクターフォグランプ、5W×3LED、IP68の防

水・防塵設計、光軸調整機能付き。LEDはヒートシンク付
きアルミハウジング、レンズと本体はポリカーボネート、2
個セット。JB23-5型以前に取り付ける場合ランプス
テー、コネクター、スイッチ等が必要です。一部社外バン
パーへの装着は切削が必要となる場合があります。光色
はホワイト、イエローの2色。

JB23用  
強化ブラケット付きブラックスキッドプレート
　
                   

￥17,600（税込）

JB23用  スキッドプレート
　
                   

￥12,100（税込）

JB23用  フロントグリル
　
                   

￥19,800（税込）

P00002 新基準対応品 ￥56,100（税込）
P00003 タイプS ￥50,600（税込）

けん引フック取り付け可能にし、さらガッチリと固定できるよう4.5mm 
厚のブラケットをフレーム内に入れボルト止めできるようにしました。タ

ニグチ製等取り付けピッ
チ57mmの牽引フックが
取付可能です。プレートの
材質はアルミの3mm厚、
ブラックアルマイト済み。

材質は3mm 厚のアルミ
製、ブラックアルマイト処理
済み。フレーム先端に穴開
けして取り付け。ステンボタ
ンボルト付き。JB33/43 
には取り付け不可。

開口部を大きくし通風量を拡大。ブラックメッ
シュネット付きFRP 製ゲルコート仕上げ。
JB23 の1～3型やJB33、JB43-2～7 型
へはボンネットの交換・加工が必要です。バッド
フェイスボンネットとの組み合わせも可能。※個
体差により干渉する場合があります。

純正同等品。ガラス製レンズ使用、光軸調整機能も付い
ています。H11バルブ付き、1個での販売です。Eマーク
を取得済み。JB23-5型以前に取り付ける場合ランプス
テー、コネクター、スイッチ等が必要です。一部社外バン
パーへの装着は切削が必要となる場合があります。

セット内容は取付ブラケットとLEDナンバー灯、ボルト
類。LEDナンバー灯は樹脂製の為錆びたりしません。ま
たLEDを使用しているので長寿命です。取り付けには穴
あけ加工が必要です。

上質な黒本革を使用し端部にはステッチ
を施しました。運転席、助手席、後部座席の4箇所に取り付け可能です。ベースのグリップはグレー、
ダークグレーの2種類、ステッチカラーはレッド、シルバーからお選びいただけます。

スイッチをONでクラッチを踏まずにエンジンが掛けられます。
OFFにすればノーマル状態に戻ります。オフロード走行や緊急
時にギアを入れたままセルを回して車を進ませたりといった使
い方ができます。また車中泊などでベッドキットを利用の際など
便利に使っていただけます。

革巻きアシストグリップ タイプ2 

本革巻きシフトノブ

革巻きアシストグリップタイプ1

革巻きドアグリップ 上質な黒本革で巻
き、端部にはステッ
チを施しました。ス
テッチカラーは
レッド、ブルー、ブ
ラック、イエロー、シルバー。左右セットで
の販売になります。受注生産。

上質な黒本革を使用。シフ
トパターン刻印済みです。 
ステッチはレッド、シル
バー、ブルー、ブラック。上
記以外の革の色や種類で
も製作可能です。ネジピッ
チM12×1.25。※ブルー、
ブラックは受注生産

ショウワガレージの本革製品は有名自動車メーカーにも純正採用される日本の工場にて制作しております。

JB23/33/43用

JB23/33/43用

JB23/33/43用

JB23-5、JB43-4型以降用

JB23-5型以降  JB43-4型以降に対応  

手にしっくりとなじむ上質な黒本革で巻き、端部と
裏側にはステッチを施しました。タイプ1に比べ下
に伸ばし掴みやすくなっております。ステッチカ
ラーはレッド、シルバー、オーダーも可能です。ベー
スのグリップのカラーはグ
レー、ダークグレーの2種類。
取り付けピッチ157mmに
合えば他車種にも取り付け
可能。受注生産品。

E00025

E00033

E00034

×

近接騒音値：87ｄB  加速騒音値：81ｄB 

メインパイプを50φに設定。
低回転時のトルクも充分にあり高回転までスムーズに吹け上がります。

注意事項
・ABS製品は生産時に発生する個体差が少な
いため、取り付け時の加工は基本的にありま
せんが、まれに必要とする場合があります。
必ず塗装の上ご使用ください。
・FRP製品は製造時に発生する誤差が多く、
取り付けには修正、加工などの調整と塗装
が必要となります。

¥3,300（税込）E00031
ナンバー取り付けステー
バンパーにナンバープレー
トを取り付けの際に必要と
なるナンバーステー、補強
ステー、ボルト、ナットのセッ
トです。ショウワガレージ製
フロントバンパー専用品。

《ABS製》　

《FRP製》
未塗装 ¥34,100（税込）
（ゲルコート仕上げ）

E00800 未塗装 ¥37,400（税込）
E00801 純正色 ¥53,900（税込）

E00030

JB23用  リアバンパー
　
                   
《ABS製》　

《FRP製》
未塗装 ¥31,900（税込）
（ゲルコート仕上げ）

E00810 未塗装 ¥35,200（税込）
E00811 純正色 ¥51,700（税込）

E00032

マフラー老舗メーカーである5ZIGENとの共同開発。平成22年4月以降製造の車両に課せられる新騒音基準対
応の左出しマフラー。メインパイプ50φ（タイコ部に45φの絞り有り）、テールエンド70φのダウン形状、オールス
テンレス。上記モデルからセンターパイプの消音部をなくし、リアタイコ内部の絞りを無くしてフル50φ仕様とした
タイプSもあります。ストレート形状となりますが低回転時のトルクもあり高回転までスムーズに吹け上がります。

Linksマフラー
JB23/33/43

JB23/33/43用 エクステリアパーツEXTERIOR

 

 

 

 

 

 

 

JB23/33/43用 インテリアパーツINTERIOR

 

 

 

 

 

JB23/33/43用 スープアップパーツSOUP-UP
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表示の価格は全て税込価格ですQRコードは製品動画へのリンクです。



写真は標準セット

PADOKKU製のビルシュタインショックを
ベースにJB23/33/43用にセッティング
しました。50～60mmアップ用

￥154,000（税込）

ビルシュタインショック

SGアジャストコイル60  ビルシュタインショックセット
SGアジャストコイル60、ロングブレーキホース、キャスタードリーム、ラテラルロッド★1、ビルシュタインショック

SGアジャストコイル60 AS8ショックセット

SGアジャストコイル60 AS8ショック Bセット

SGアジャストコイル60 AS8ショック BAセット

￥170,500（税込）

￥182,600（税込）標準セット

標準セット

+ 大容量バンプラバー★2

￥259,600（税込）標準セット+ 前後強化アーム★3
大容量バンプラバー★2

アクセルワークでコーナリング!!

乗り方やシチュエーションに合わせて
　　　     自由に乗り味を調整可能です。

《レース車両に装着：Mさん》
振り返しの時に素直に余計な挙動が無くなった感じで
狙ったラインに載せて行けるようになりました。

《女性ドライバー：Aさん》
鈍感な私でも体感できました。

クイックボディマウント

純正品との比較    
左：純正品　右：強化品

取り付けた方の声取り付け位置を下げる事により、リフ
トアップした車両のスタビライザーリ
ンクの角度を補正し、スタビライザー
を効率よく効かせる。材質はアルミ。
カラーはブラック。

オフロードから競技がメインの方に…

街乗りからオフロードがメインの方に…

強化ボディマウント

ボディとフレームの切り離しが
必要となりますがより効果をお
求め方はフルセットの強化ボ
ディマウントがオススメです！

S00040
¥38,500/1台分（税込）

S00031 ¥8,800/1台分（税込）

SGアジャストコイル60 JB23/33/43用  

JB23/33/43用  

S00041 ¥38,500/1台分（税込）SGアジャストコイル75 JB23/33/43用  

JB23/33/43用  

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すること無く、車
高ならびに前後左右のバランスを調整（30～60mm）することが可能なスプリ
ングです。車高のアップ量は60mm（2.5インチ）。乗り味は街乗りも十分にこな

すものの、オフロードから競技を想定し製作しています。
※JB33、JB43に取り付けの場合はフロントのアップ
　量は10～15mmぐらい低くなります。

FL
2.20
376

FR
2.20
396

RL
1.97
357

RR
2.02
387

コイルスプリング
バネレート（kg/mm）
自由長（mm）

FL
2.18
387

FR
2.18
410

RL
2.20
372

RR
2.20
397

コイルスプリング
バネレート（kg/mm）
自由長（mm）

SGアジャストコイル75 は街乗りからオフロード走行を想定し製作しており、組み合わせるア
ブソーバーの特性にもよるものの、不快な突き上げも無く柔らかく吸収しながらもロールを抑
えた乗り心地です。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はそのまま、車高の

アップ量を45～75mmの間で調整可能。前後左右のバランス調整も
可能です。車高のアップ量は75mm（スペアタイヤ、リアシート有り）。

競技を想定の上製作し各地のJSTCで数々の結果を出したサスペンションセットです。街乗りから
競技までオールマイティにご使用いただけます。弱オーバーの特性により積極的にアクセルを踏ん
でいく事で、舵角では無くスロットルコントロールによって曲がる事が可能です。上部の線間密着部分
をカットする事で車高や前後左右のバランス調整も可能。車高のアップ量は60mm（2.5インチ）。
※JB33、JB43に取り付けの場合はフロントのアップ量は10～15mmぐらい低くなります。

調整式ラテラルロッド 純正加工品調整式ラテラルロッドステンレス ノーマルロッド加工品の為、耐久性に優れています。ロッド
エンドはゴムブッシュになります。色はレッド、ブラック、ガン
メタ、ブルーからお選び頂けます。

車高変化に伴い、横ズレを起こしてしまうサスペンションを補正するパーツ。
ジオメトリーを適正化することにより車体の振られなどを抑えます。

フロント用 ¥22,000（税込） S00052
リア用 ¥22,000（税込） S00053

調整式ラテラルロッド

ステンレス製で錆にくく強度があります。ロッドエ
ンドにはゴムブッシュを使用しております。

S00720 リア用S00730フロント用

S00721 リア用S00731フロント用

S00722 リア用S00732フロント用

S00723 リア用S00733フロント用

レッド
ブラック
ガンメタ
ブルー

フロント用 各¥23,100（税込） 
リア用 各¥22,000（税込） 

セット内容

写真は標準セット

※セットにより一部内容が異なります。

※セットにより一部内容が異なります。

※セットにより一部内容が異なります。

※セットにより一部内容が異なります。

SGアジャストコイル60  AS8ショックセット
SGアジャストコイル60、ロングブレーキホース、キャスタードリーム、ラテラルロッド★1、AS8ショックJB23/33/43用  

SGアジャストコイル60に減衰力調整機能のあるAS8ショックを組み合わせたセットです。お
もに街乗りメインの方にオススメです。上部の線間密着部分をカットする事で車高や前後左右
のバランス調整も可能。車高のアップ量は60mm(2.5インチ)。
※JB33、JB43 に取り付けの場合はフロントのアップ量は10～15mmぐらい低くなります。

純正ブッシュの形状を見直し剛性をアップ。ボディとフレーム間のヨレを少なくし、
車体の振られやロールの減少、回頭性の向上、さらには足回りの動きも素直に

伝達。硬度を純正同等とし不快な振動
や音ほぼノーマルと同レベルです。
車高の変動も無し。フレームの切り離しを必
要とせず短時間で作業可能な8箇所のみ交
換するセットになります。全16個の内、半数
の交換のみでも効果を体感頂けます。劣化
したマウントの車両はもちろん、新車時の交
換も有用です。ボディリフト車にも効果的。

セット内容

￥5,280（税込）

￥15,400（税込）

JB23/33/43用  

JB23/33/43用  

JB23/33/43用  

JB23/33/43用  

S00056

S00030

スタビ延長ブロックS00202

S00201

SGアジャストコイル60 ビルシュタインショックセット

SGアジャストコイル60 ビルシュタインショック Bセット

SGアジャストコイル60 ビルシュタインショック BAセット

￥250,800（税込）

￥262,900（税込）標準セット

標準セット

+ 大容量バンプラバー★2

￥339,900（税込）標準セット+ 前後強化アーム★3
大容量バンプラバー★2

S00212

S00211

S00210

S00100

S00200

写真は標準セット

※JB33/43に取り付けの場合、フロントのアップ量は10～15mmぐらい低くなります。

SGアジャストコイル75  ソルブショックセット
SGアジャストコイル75、ロングブレーキホース、
キャスタードリーム、ラテラルロッド★1、
ソルブショック、リアラテラル補正ブラケット

SGアジャストコイル75 AS8ショックセット

SGアジャストコイル75 AS8ショック Bセット

SGアジャストコイル75 AS8ショック BAセット

￥176,000（税込）

￥188,100（税込）標準セット

標準セット

+ 大容量バンプラバー★2

￥265,100（税込）標準セット+ 前後強化アーム★3
大容量バンプラバー★2

乗り心地の良い街乗り仕様

乗り方やシチュエーションに合わせて
　　　     自由に乗り味を調整可能です。

競技・スポーツ走行は
もちろん、

   街乗りメインのお客様
にも好評です。

JB23/33/43用  

街乗りからオフロード走行を想定。不快な突き上げも柔らかく吸収しながら、ロールも少なめに
抑えました。車高アップ量はスペアタイヤ、リアシート有りの状態で75mm（3インチ）。

SGアジャストコイル75、ロングブレーキホース、
キャスタードリーム、ラテラルロッド★1、
ソルブショック、リアラテラル補正ブラケット

写真は標準セット

SGアジャストコイル75  AS8ショックセット

JB23/33/43用  

街乗りからオフロード走行にオススメなセット。8段調整のショックアブソーバーでお好みの乗り
味に調整可能です。車高アップ量はスペアタイヤ、リアシート有りの車両で75mm（3インチ）。

S00222

S00221

SGアジャストコイル75 ソルブショックセット

SGアジャストコイル75 ソルブショック Bセット

SGアジャストコイル75 ソルブショック BAセット

￥158,400（税込）

￥170,500（税込）標準セット

標準セット

+ 大容量バンプラバー★2

￥247,500（税込）標準セット+ 前後強化アーム★3
大容量バンプラバー★2

S00232

S00231

S00230

S00220

★1：前後ラテラルロッドはレッド、ブラック、ブルー、ガンメタ、ステンレスからお選びいただけます。
★2：バンプラバーの硬さはハード、ソフト、スーパーソフトより選択可能です。オススメはフロント：ソフト、リア：スーパーソフトです。
★3：強化アームの色はガンメタ、レッド、ブラックから選べます。

★1：前後ラテラルロッドはレッド、ブラック、ブルー、ガンメタ、ステンレスからお選びいただけます。
★2：バンプラバーの硬さはハード、ソフト、スーパーソフトより選択可能です。オススメはフロント：ソフト、リア：スーパーソフトです。
★3：強化アームの色はガンメタ、レッド、ブラックから選べます。

線
間
密
着
部
分

線
間
密
着
部
分

セット内容

セット内容

JB23/33/43
JB23/33/43用 サスペンションパーツSUSPENSION
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表示の価格は全て税込価格です
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従来品の8の字バンプラバーに
比べ中空部分を減らし、厚み1.5倍
（50mm）、高さ1.25倍（100mm）、
幅84mm、容量にして約2.4倍に
大容量化。製品自体の剛性が上
がるため反れたり、よれにくくな
り、しっかりとホーシングに当た
るようになります。取り付け部は
長穴加工済み、当たり位置の調
整が可能です。しっかり止めたい
方はハードを衝撃吸収をお考え
の方はソフトまたはスーパーソ
フトをお選び下さい。

純正に比べて大幅に容量アップするバンプラバー。全長は125mmと純正より約65mm
長くなります。カッターナイフで容易に切れ用途に合わせて調整可能。ボルトオンでの取り
付け。フロントは付属の15mmスペーサーを使用しノーマル比で約80mm長くなります。
純正バンプラバーの収まる皿部分を切断するとスペーサーを使用せずとも装着でき、生ま
れたクリアランス分（15mm）、バンプラバーの容量を犠牲（カット）とすること無く取り付け
られます。バンプ規制での使用にはハードタイプ（硬度70）、スピード競技等での衝撃吸収
を目的とする場合はソフトタイプ（硬度60）をお選びください。スーパーソフト（硬度50）は
衝撃吸収に優れ、スピード競技等ではフロント、リア共に使用可能ですが特にリアへのご使
用をおススメします。参考までに純正バンプラバーは全て硬度70です。

大容量8の字バンプラバー　

大容量バンプラバー

SJ30 JA11/12/22 JB31/32 フロント用  JB23/33/43 フロント用

JA11 JB31 JA71 SJ30  リア用  

フリーハブOリングフリーハブパッキン
汎用

JB23/33/43用  JB23/33/43用  

JB23/33/43用  JB23/33/43用  

JB23/33/43用  

JB23/33/43用  

JB23/33/43用  

JB23/33/43用  

JB23/33/43用  

JB23/33/43用  

マニュアルハブ取付キットの補修部品。つば部分の無
いハブナットです。1個での販売になります。純正のエ
アロッキングハブを使用している車両には使用できま
せん。補修部品の為、取り扱い説明書は付属しません。

¥198/枚（税込） D00016 汎用 ¥176/枚（税込） D00015 汎用 ¥319/個（税込） D00014

¥3,300/個（税込） D00032

フリーハブカバーガスケット

つば無しハブナット

JB23から採用されたエアロッキングハブをJA11等に装備されているマニュア
ルハブへ換装するキットです。エアロッキングハブは負圧漏れなどメカニカルトラ
ブルによる動作不良や目視にてロック状態の把握が難しいことから、いざというと
きに信頼性が高く確実に動作するマニュアルハブ化をおすすめします。
※別途JA11 またはJA22用のスズキ純正フリーハブおよびフリーハブを取り
付けるコーンワッシャが必要になります。

マニュアルハブ取り付けキット

《ジムニー全般に対応》
フリーハブを固定する高強度ボルト、スプリングワッシャ、
コーンンワッシャ、1 台分セットです。ボルトは純正に比べ
強度が高く、締め付けトルクを上げて装着することでしっか
りとフリーハブを固定、ボルトの破損を防ぎます。

純正品に比べ大幅にオイルが漏れにくくなるリアハブ用シール
です。シャフトに接する部分はフローティングされており、シャフ
トの動きに追従するため確実にシールします。また純正品はス
チールとなっているホーシングとの接触面がゴムで覆われてお
り仮に腐食して荒れていても柔軟にシールしてくれます。

¥7,700/左右セット（税込）S00037¥6,600/左右セット（税込）S00028
大容量バンプラバー専用 リアバンプ延長ブロック大容量バンプラバー専用 リアバンプブロック

フルリバウンド時にリアプロペラシャフトの等
速ジョイント部が抜けるのを防ぎます。ご使用
のアブソーバーにもよりますが、3インチ以
上の車高アップをしてオフロードを走行する
場合には必要なアイテムです。

¥3,080（税込） D00025
フリーハブ用ボルトセット

¥1,540/個（税込） D00023
スーパーオイルシール

¥7,480（税込） S00019

JB23用 S00035

S00034
S00029

各￥7,150/左右セット（税込）

JB23/33/43 リア用 S00033 ￥9,680/左右セット（税込）

JB33/43用S00036

プロペラシャフトスペーサー10mm

スズキの品番43838-60A00。
フロント足回りのフリーハブに使
用されているO リングです。片側
で1個、1台分で2個使用されて
おります。

スズキの品番43813-60A00。
フロント足回りのフリーハブに使
用されているガスケットです。
片側で1枚、1台分で2枚使用
されております。

スズキの品番43842-80001。
フロント足回りのフリーハブに使
用されているパッキンです。片側
で1枚、1台分で2 枚使用されて
おります。

¥12,540/台（税込） 
D00031 JA11 フリーハブ用

¥7,700/台（税込） 
D00030 JA22 フリーハブ用

ハード（硬度70）
ソフト（硬度60）
スーパーソフト
（硬度50）の
3種類をご用意

各¥3,630/個（税込）

フロント 各¥4,620/個（税込）リア 各¥3,630/個（税込）

ハード（硬度70）S00015
ソフト（硬度60）S00016
スーパーソフト（硬度50）S00017

フロント用 ハードS00001 S00004
S00005
S00006

フロント用 ソフトS00002
フロント用 スーパーソフトS00003

リア用 ハード

リア用 ソフト
リア用 スーパーソフト

《JB23、JB33、JB43には別売のブラケットが必要です》

リア用の大容量バンプラバーを短縮して使用する場合の
延長ブロックと取り付けボルトセットです。バンプラバー
を短くすることでヨレや曲がりを抑え、安定したバンプ

タッチになりま
す。50mm、
25mm セット
で最大75mm 
まで3段階の
高さ調整が可
能です。

リアコイルスプリング内に大容量バンプラバーを装着す
るためのアルミブロックとボルトセットです。スプリング
がサポートの役割を果たし、どのような状況でもしっかり

とホーシングに当た
るようになります。ボ
ルトオンで取付。Wバ
ンプ仕様も可能にな
ります。
※別途大容量バンプ  
　ラバーが必要です。

大容量8の字バンプラバー専用 バンプブラケット

リアに大容量8の字バンプラバーを装着するためのブラケットです。JA22/12 のリア
にも取り付け可能。高さ25mm。従来品の8の字バンプも取付可能です。ブラケットの取

り付け穴は長穴加
工済みで前後位置
調整が可能です。バ
ンプの取り付けはフ
ルバンプ時に損傷
を与えないようにボ
タンボルトを使用。

JA11などのリア用のブラケットです。大容量8の字バンプラバーの他にJA11の純
正のフロント用及び従来の8の字バンプラバーも装着可能です。高さ約20mm、Uボ

ルトと共締めにて
固定。バンプの取り
付けはフルバンプ
時に損傷を与えな
いようにボタンボ
ルトを使用。

フロントに大容量8の字バンプラバーを装着するブラケット。溶接での取り付けとなりま
す。従来の8の字バンプも取付可能。バンプの取り付けはフルバンプ時に損傷を与えな

いようにボタンボ
ルトを使用。円筒形
の大容量バンプラ
バーと併用しW大
容量バンプ仕様も
可能になります。

前後バランスなどの車高調整用アルミ製コイル
スペーサーです。

車高調整用の5mm
のスペーサーです。
重ねて10mmとし
ても使用可能。2枚
セット、回り止め付き。

10mm
S00063

15mmS00064 20mmS00065

フロント用S00066
リア用S00067

各¥5,280/枚（税込） 
¥4,840/枚（税込） 

各¥2,750（税込） 

コイルスペーサー コイルスペーサー5mm

従来より販売されている8の字バンプラバー
との比較。容量は約2.4倍になります。

バンプラバー大容量化の必要性について
まずは衝撃吸収力の大幅アップ。また全長が伸びることにより積極的にバンプタッチさせタイヤ
とボディの接触を防いだり、車体の揺れを抑える事ができます。さらにはバネレートの高い「第2の
バネ」と捉え、オフはもちろんオンロードのコーナリング時などにも安定感を出す事が可能です。

強化アーム
JB23/33/43用  

JB23/33/43用  

材質はSTKM13Aを使用し肉厚は5mm。曲がり折れやすい純正アームに比べかなりの強度を誇ります。
ホイールベース、キャスター角、ホーシング角等補正済み。インチアップすることにより生じる足回りのズレを補正し、
サスペンション本来の性能を確保します。ブッシュ圧入済み。色はガンメタとレッド、ブラック。強度検討書付き。

フロント用。+6mm(2インチ用)、+10mm（3イ
ンチ用）伸ばしホイールベースを補正。タイヤと
フェンダーの干渉を抑えます。キャスター角も
5.2°(2 インチ用)、7.9°（3インチ用）へ補正済み

強化リーディングアーム
フロント用  各¥57,200左右セット（税込）

2インチ
ブラック
S00101

3インチS00102
2インチ

レッド
S00090

3インチS00091

2インチガンメタ S00022
3インチS00024

ブラックS00103レッドS00092ガンメタS00026

リア用。ホーシング部分の板厚は22mm。ロード
クリアランスを確保する形状。リフトアップ用に
ホーシング角度補正済み（2.1°）です。

強化トレーリングアーム
リア用  各¥52,800左右セット（税込）

JA11 JB31用 ￥11,000/左右セット（税込）
JA71 SJ30用 ￥11,000/左右セット（税込）

JB23/33/43用 サスペンションパーツSUSPENSION

 

 

 

 

 

JB23/33/43用 その他パーツOTHERS

 

 

 

 

 

JB23/33/43OTHERS
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表示の価格は全て税込価格です



汎用

3本組 E20111 ￥8,800（税込）
2本組 E20110 ￥6,050（税込）

ルーフラックスタンダード用E20037
￥4,950（税込）

ルーフラックフット付き用 E20033
￥2,310（税込）

A-x ルーフラックフット付きモデル用  
オーニング取付ステー

オーニング 汎用  E20120
2000×2500mm ¥36,300（税込）エー・クロス

軽量アルミ製ルーフラック 汎用  エー・クロス

同一ブランドならではの統一されたデザインは、A-xルーフラックと合わせる事でより印象的に。オーニングの設営・撤収は簡単。気軽に手早く余裕をもっ
て準備ができます。後片付けも手間いらずで、収納後はルーフラック側面へコンパクトに収まり、荷台部分にも全く影響なく積載量が減少することはありま
せん。キャンバスは420Dオックスフォードを使用しており耐水性は3000mmと十分なスペック。伸縮式アルミポールは高さ調整が容易で、天候や日差し
に応じてフレキシブルにご使用いただけます。オーニングを格納するカバーもソフトケースながら丈夫な素材、造りとなっており安心してご使用いただけます。

サイズが適合すれば他社製ルーフラック等にも取付可能です。
ペグ、ガイロープ付属。2.0m（W）x2.5m（L）約8kg

ステンレス製、ラックへの取付ボルト類付き。
各社オーニングメーカーにも適合します。取り
付けピッチ40～50mm、M6、M8に対応。
ARB社、ブラストトレイル社は確認済み。オー
ニング取付け用ネジ類は付属しておりません。

汎用

6枚E20034 ￥1,320（税込）
4枚 E20032 ￥880（税込）

フック用 ベースシート 
IN103

キャリア装着によるルーフのキズ防止用保護
シートです。曲面にも
確実に貼れ、糊を残さ
ずキレイにはがせま
す。特殊透明シートな
ので目立ちません。

汎用
ユニファス iGuard 
盗難防止ボルト/ナット

高度の防犯性を備えた革新的なネジキットで
す。専用工具を用いての脱着が容易で、ステン
レス鋼を採用することにより錆に強く、見た目に
も美しく車を守ります。

スタンダードタイプ

フット付タイプ ベースキャリア不要で取り付け可能で一体感があります。

ベースキャリアを使用して取り付けします。

 Mサイズ ワイド    

 Mサイズ    

サイズ 重量（kg）フット数（本） 寸法（外寸） 寸法（内寸） 価格（税込）

M
M スーパーワイド
MLスーパーワイド
L ワイド

L スーパーワイド
LL

10.5
11.4
13.0
14.2
15.4
17.8

4
4
4
6
6
8

 長さ140cm 幅105cm 高さ13cm
長さ140cm 幅125cm 高さ13cm

長さ150cm 幅140cm 高さ13cm

長さ170cm 幅125cm 高さ13cm

長さ170cm 幅140cm 高さ13cm

長さ200cm 幅125cm 高さ13cm

110cm×97cm

110cm×117cm

120cm×132cm

140cm×117cm

140cm×132cm

169cm×117cm

¥56,100（税込）
¥61,600（税込）
¥75,900（税込）
¥79,200（税込）
¥85,800（税込）
¥89,650（税込）

E20050
E20008
E20054
E20051
E20052
E20053

サイズ 重量（kg） フット数（本） 寸法（外寸） 寸法（内寸） 価格（税込）

M スーパーワイド
Lワイド
LL

11.4
14.2
17.8

4
6
8

 長さ140cm 幅125cm 高さ13cm
長さ170cm 幅125cm 高さ13cm

長さ200cm 幅125cm 高さ13cm

110cm×117cm

140cm×117cm

169cm×117cm

¥63,800（税込）
¥82,500（税込）
¥94,050（税込）

E20070
E20071
E20073

塗装方法により、材質はアルミ製ながらスチールのような重厚感
を表すことに成功、スチールのような錆は発生しません。また独自
設計の風防により空気抵抗の低減を図り、風切音を軽減！さまざま
な車種への取り付けが可能な、重厚感溢れるルーフラックです。

アルミの軽量さとスチールのような  重厚感が融合したルーフラックです。

サイズ 重量（kg） 寸法（外寸） 寸法（内寸） 価格（税込）

S
M

M ワイド
M スーパーワイド

L
L ワイド
L L

6.5
8
 8.6
9
9.4
10.4
11.4

 長さ110cm 幅90cm 高さ13cm
長さ140cm 幅102cm 高さ13cm

長さ140cm 幅115cm 高さ13cm

長さ140cm 幅125cm 高さ13cm

長さ170cm 幅110cm 高さ14cm

長さ170cm 幅125cm 高さ13cm

長さ200cm 幅120cm 高さ15cm

80cm×82cm

110cm×94cm

110cm×107cm

110cm×117cm

140cm×102cm

140cm×117cm

169cm×112cm

¥35,200（税込）
¥39,600（税込）
¥45,100（税込）
¥49,500（税込）
¥56,100（税込）
¥59,400（税込）
¥63,800（税込）

さまざまな車種への
           取り付けが可

能です。

E20003
E20001
E20007
E20009
E20005
E20010
E20006

独自の

防風設計に
より、

空気抵抗の
低減を図り

風切り音も
軽減します

!

 Mサイズ　スーパーワイド    

 L スーパーワイド/フット付 

 M スーパーワイド/フット付 

 M /フット付    

共振音※を
防止する為

の

センターバ
ー

を追加！

質感、機能にこだわったアウトドアギア

ハイスタイルチェアーロールアップウッドテーブ
ル

※共振音とは一定の速度で出ることがあるルーフ
　ラック本体が振動して発生する異音

ラングラーにジャストフィット!

重量：13.0kg　フット数：4本
寸法（外寸）：長さ150cm 幅140cm 高さ13cm  
寸法（内寸）：120cm ×132cm

MLスーパーワイド
E20054

キャンプギア好評発売中！

¥37,400（税込）
重量：6.9kg   寸法（外寸）：長さ150cm 幅62cm 高さ13cm  
寸法（内寸）：120cm ×55cm

スタンダードタイプに
ハーフサイズ追加！
ハーフサイズだから使い方は工夫次第で自由自在。
ルーフボックスやサイクル・ウインターキャリア等、
各種アタッチメントの併用にも対応します。

Jeepカスタムでおなじみ老舗四輪駆動
車専門店タイガーオートの協力のもと開
発したルーフラックが誕生。

MLハーフ
E20011

ハイルーフ対応タイプ
ハイルーフ車に対応
した足長ステー付き
モデル。レインガー
ターからルーフの高
さが20cm以内の車
両に対応します。高さ
調整も可能。

¥75,900（税込）

LL/フット付

ショウワガレージではジムニー以外もカーライフの 可能性を拡げる各種アイテムをご用意しています。
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表示の価格は全て税込価格ですQRコードは製品動画へのリンクです。
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ロール角度 電 圧

室内温度

方 位 ピッチ角度 時 計

標 高

凸凹のひどい悪路や路面の起伏、段差など、足回り収縮時に起こるバンプタッチの衝撃を大きく緩和。純
正のバンプラバーに比べて硬度を落とし、大幅に大容量化する事により、衝撃をしっかりと吸収し驚くほ
ど乗り心地が良くなります。室内架装したキャンピングカーから福祉車両、ローダウン車両、バイク・マリン
スポーツなどのトランスポーター、配達車両などなど、重量物や積載する荷物の多い方にオススメします。

大容量ソフトバンプラバー 200系ハイエース用

デジタルクリノメーター 汎用  

レッド 
ブルー 

9cm ¥550（税込）   

25cm ¥1,650（税込）   O00112
12cm ¥660（税込）   O00110

14cm ¥770（税込）    O00151
O00150

ホワイトO00111
ブラックO00121  イエロー O00100

O00143
O00142

◆ 大容量バンプラバーメタルステッカー （切り抜き／20cm） 各¥1,650（税込） 

¥9,790左右セット（税込）S20001

O00016

純正と
比べ柔らかく

約2.5倍の
容量アップ!!

ノーマル車高 3 インチダウンした車両2 インチダウンした車両
架装や重い荷物を載せた車両

《注意事項》 経年劣化による割れ、千切れのなどの可能性があるため、定期的に点検して下さい。ノーマル車高で無積載状態では効果を体感頂けない場合があります。

▶▶ 工具を多量に積んだツールセールスバン
踏切など段差のあるような所では工具が飛び散っていた
のが、この商品を取り付けたらそれがなくなり運転に気を
使わなくてよくなった。

▶▶ 3インチダウンした車両
かなりソフトな感じでしなやかです。何時もリ
ヤが暴れる感じの道でも、バネの車のように
しなやかに通過出来るようになりました。

ロール角度、ピッチ角度、室内温度な
どをディスプレイに表示！ ！ロール角度、ピッチ角度、室内温度な
どをディスプレイに表示！ ！大径タイヤでも誤差気にならない！ 使え

るGPS速度計！！
大径タイヤでも誤差気にならない！ 使え

るGPS速度計！！

12V・24V車用  
¥13,970（税込） ロール（左右傾斜）角度、ピッチ（前後傾

斜）角度、室内温度、時計、電圧、速度、方
位（8方向）、標高がディスプレイ上に表
示されます。オートディマー機能付きで
す。（外の明るさに応じて自動的に表示
輝度を調整します）
取り付けは本体とGPSアンテナを設置
し、電源プラグをシガーソケットに挿す
だけで使用可能です。12V車や24V車
に対応します。1年保証付き　
寸法：幅15.5cm×奥行き6cm×高さ4cm

ハイエースの
　乗り心地を大幅に改

善 ！ハイエースの
　乗り心地を大幅に改

善 ！

取り付けた方の声

オリジナル
ステッカー

◆ ショウワガレージロゴステッカー ホワイト （切り抜き） 

◆ A-x ロゴステッカー ホワイト （切り抜き）

O00101 グレー

O00130 18cm ¥1,650（税込） 

◆ ショウワガレージロゴステッカー  （オーバル／15cm） 各¥550（税込） 
◆ ショウワガレージロゴステッカー 
   （切り抜き／18cm） 各¥880（税込） 

◆ ショウワガレージロゴステッカー メタル×ホワイト （切り抜き）    

各車高の高さによる取り付け例

◆ 大容量バンプラバーステッカー （切り抜き／20cm） 各¥880（税込） 
ホワイト
ブラック

O00140
O00141

ローダウンカスタムも、
キャンピングカーも、
福祉車両も、
もっとコンフォートに、
よりラグジュアリーに。
ハイエースの乗り心地を大幅に改善

純正と取り替えるだけのボルトオン設計で
取り付けは簡単です。
リア用左右セットでの販売。

◆ 調整可能! カッターナイフで簡単に切れます!
架装量やローダウンによりフレームとホーシングの隙間が少
ない場合もカット調整して取り付けできます。
※カットするほど容量が減ってしまうので衝撃吸収力が減ります。

ショウワガレージではジムニー以外もカーライフの 可能性を拡げる各種アイテムをご用意しています。

Original Sticker

38 39

表示の価格は全て税込価格です


