
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。

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

※仕様、価格は予告なく変更する場合がございます。　※表示の価格はすべて税込価格です。

https://store.shopping.yahoo.co.jp/showa-garage/
ショウワガレージ ヤフーショッピング

https://www.rakuten.co.jp/garage-showa/
ショウワガレージ 楽天市場店

〒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  毎週月曜

ファミリーマート

レカロシート正規代理店

㈱ショウワクリエイト
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M A D E  I N  S H O W A  G A R A G E

● 2インチor3インチリフトアップキット
● ドライブレコーダー  ● フロントバンパー
● スキッドプレート   ● リアバンパー
● スペアタイヤ移動キット  ● ナンバー移動キット
● アルミホイール     ● Linksマフラー   
● MT/RT/AT(235/70R16など)

フルパッケージ
パッケージ内容

プラン例

パッケージ内容

プラン例

● 2インチor3インチリフトアップキット
● ドライブレコーダー 
● アルミホイール   ●  MT/RT/AT(235/70R16など)

Sパッケージ

合計金額

新車ショウワコンプリート パッケージプラン

《アルミホイール、タイヤなどの種類はお選び頂けます》

JB74
ショウワガレージでは
新車の価格に
各種パーツでコンプリートした
パッケージをご用意しました。

新車価格にお得なパッケージ価格を
プラスした金額で
ご購入いただけます。

※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。

ショウワガレージでは
各種オリジナルパーツの販売から
コンプリートカーのご提案まで
ジムニーライフのトータルサポートを
ご提案させて頂いています。

● 3インチリフトアップキット
● ドライブレコーダー
● ABSフロントバンパー
● スキッドプレート
● ABSリアバンパー
● スペアタイヤ移動キット
● ナンバー移動キット
● Linksマフラー
● アルミホイール DR-X
● 235/70R16 RTタイヤ

ショウワガレージ デモカー／パーツ構成
《オプション設定》
 ■  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

パーツ毎に購入した場合

合計金額

2インチ

3インチ

パッケージプランなら…

《アルミホイール、タイヤなどの種類はお選び頂けます》

866,000円  →
884,000円  →

（
税
込
）

（
税
込
）

561,000円　
583,000円

（
税
込
）

（
税
込
）

パーツ毎に購入した場合

2インチ

3インチ

パッケージプランなら…

570,000円  →
587,000円  →

（
税
込
）

（
税
込
）

341,000円　
363,000円

（
税
込
）

（
税
込
）
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M A D E  I N  S H O W A  G A R A G E

● 2インチor3インチリフトアップキット
● ドライブレコーダー  ● フロントバンパー
● スキッドプレート   ● リアバンパー
● スペアタイヤ移動キット  ● ナンバー移動キット
● アルミホイール     ● Linksマフラー   
● MT/ATタイヤ(MT/RT/ATタイヤ)

● 3インチリフトアップキット

● ドライブレコーダー 

● フロントバンパー

● スキッドプレート 

● リアバンパー

● ナンバー移動キット 

● Linksマフラー

● アルミホイール X-LINE 

ショウワガレージ デモカー／パーツ構成

フルパッケージ
パッケージ内容

プラン例

パッケージ内容

プラン例

● 2インチor3インチリフトアップキット
● ドライブレコーダー 
● アルミホイール   ● MT/ATタイヤ(MT/RT/ATタイヤ)

Sパッケージ

《オプション設定》
 ■  LEDフォグランプ 
 ■  LEDウィンカーランプ　タイプ1
 ■  クリスタルサイドマーカー 
 ■  LEDテールランプ
 ■  LEDハイマウントストップランプ
 ■ スペアタイヤ移動キット(表向き)
 ■ 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

新車ショウワコンプリート パッケージプラン

《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、タイヤなどの種類はお選び頂けます》

JB64
ショウワガレージでは
新車の価格に
各種パーツでコンプリートした
パッケージをご用意しました。

新車価格にお得なパッケージ価格を
プラスした金額で
ご購入いただけます。

※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。

アウトドアはもちろん街乗りまで、
さまざまなシーンでアクティブにジムニーが
便利により安全に楽しめるお客様が考える
唯一無二のジムニーをショウワガレージが
お手伝いさせて頂きます。

パーツ毎に購入した場合

合計金額

2インチ

3インチ

パッケージプランなら…

755,000円  →
773,000円  →

（
税
込
）

（
税
込
）

495,000円　
517,000円

（
税
込
）

（
税
込
）

パーツ毎に購入した場合

合計金額

2インチ

3インチ

パッケージプランなら…

466,000円  →
484,000円  →

（
税
込
）

（
税
込
）

275,000円　
297,000円

（
税
込
）

（
税
込
）

4 5



テールランプの裏部分を
フルカバーする形状とし
た上でテールランプの配
線の取り出しを純正の上
から横に変更し、テールラ
ンプをタイヤからの雨水
や泥跳ねから
防ぎます。

テールランプを
保護する設計です！

純正テール用
裏面

アルトテール用
    裏面

JB64/74用 
専用エクステリアEXTERIOR

 

 

EXTERIOR

 

 

《純正移動》 ¥9,900（税込）
純正のスペアタイヤブラケットを斜
め上に移動するブラケット。
移動量は右方向に60mm上方向に
105mm、車検対応品。

LEDナンバー移動キット         

穴開けあり 

スペアタイヤ移動ブラケット

穴開けなし ¥16,500（税込） 　
穴開けあり ¥11,880（税込）

¥2,200（税込） 　

スキッドプレート 
ブラック ¥15,950（税込） シルバー ¥13,750（税込）              

穴開けの必要がなく完全ボルトオンで取り付け可能なスキッドプレート。
アルミ3mm厚。 カラーはブラック、シルバーの2色。

JB64の角張ったデザインを踏襲したフロントバンパー。
別売りのスキッドプレートが同時に必要です。フォグランプは純正品が取付可能です。 
ABS製とFRP製の2種類。  真ん中のダクト部分のメッシュネット付属。

JB74用   

スキッドプレート 
ブラック¥17,600（税込）  シルバー ¥15,400（税込）              

JB64用   

穴開けの必要がなく完全ボルトオンで取り付け可能なスキッドプレート。
アルミ3mm厚。カラーはブラックとシルバー。

JB74用   

ナンバー移動ブラケット         JB64/74用   

JB64/74用   

¥7,480（税込） 　
LEDライセンスランプ 無地         
JB64/74用   

JB64/74用   

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。

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。本
体・レンズ・LED基盤のすべてが
完全国産品。ネジピッチ200mm
配線の長さは約190cm

穴開け無しで取り付け可能
なナンバー移動キット。
LEDナンバー灯と取り付け
ステーのセットです。

《表向き》  ¥18,150（税込）
スペアタイヤを表向きに取り付けで
きるようにし斜め上に移動するブラ
ケット。移動量は右方向に80mm
上方向に120mm、外径の大きな
タイヤ（225/75R16など）でもス
トレート形状のバンパーとの干渉を
防ぎ、ナンバーの取り付けスペース
を確保します。タイヤのブレを抑え
る当たりゴム付き。

※JB64に取り付ける場合は車検
　不可。構造変更が必要になります。

ABSリアバンパー
¥50,600（税込）  色付き ¥67,100（税込）      
JB64用の角張ったデザインのバンパーをベースにし、シエラ
用にワイド化。純正テールもしくは社外JB64用LEDテール
が取り付け可能。 ※ナンバー、スペアタイヤの移動が必要。

JB64用   

ABSリアバンパー
¥48,400（税込）  色付き ¥64,900（税込）
FRPリアバンパー  ¥39,600（税込）      
JB64の角張ったデザインを踏襲したリアバンパー。ABS製
とFRP製の2種類。  ※ナンバー、スペアタイヤの移動が必要。

FRPリアバンパー
¥72,600（税込） テールランプ含む     
JB64の角張ったデザインを踏襲したリアバンパー。アルトの
テールランプを使用することでバンパーを薄くスマートな
デザインに。FRP製。  ※ナンバー、スペアタイヤの移動が必要。

JB74用   ABSフロントバンパー
¥52,800（税込）  色付き ¥69,300（税込）       

JB64用   

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!!

車検対応品 近日発売
開始予定！

　　　　　¥26,40
0（税込）車検対応品 近日発売
開始予定！

　　　　　¥26,40
0（税込）

JB74用

JB64/74用 
共通エクステリア

ABSフロントバンパー
¥49,500（税込）   色付き ¥66,000（税込） 
FRPフロントバンパー  ¥38,500（税込）

アルトテール仕様

純正テール仕様

純正テール仕様

JB64用の角張ったデザインのバンパーをベースにし、シエラ用にワイド化。
別売りのスキッドプレートが同時に必要です。フォグランプは純正品がそのまま
取り付け可能。 ABS製。 真ん中のダクト部分のメッシュネット付属。

リアバンパー

リアバンパー

《JB64専用》
穴開けなしタイプ

JB64用 

表示の価格は全て税込価格です
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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。大きめのタイ
ヤ（225/75R16など）を付けた状
態で純正位置より斜め上に移動して
も干渉しないように細身の形状として
います。オプション設定のスペーサー
を使用することで後方に10mm下げ
て足の入るクリアランスを広げる事が
可能。滑り防止で滑り止めテープが
オプションより選択できます。

JB64/74用 共通エクステリアEXTERIOR

 

 

LEDフォグランプインナーブラック

落ち着いた見た目のインナーブラックプロジェクターフォグ
ランプ。5W×3LED IP68防水・防塵設計。光軸長機能付き。
視認性が良くファッション性の高いホワイト、雨や霧、雪など
悪天候で見やすいイエローの2色。

ブレーキランプはLED片側18個ウ
インカーはLED片側11個が内側か
ら外側に向けてシーケンシャル点灯
します。（切り替えスイッチはありませ
ん。）バックランプはLED片側11個
スモールはLEDレッドチューブ。
クローム、レッドレンズ、ブラックリム、
クローム/スモーク、レッド/スモーク
の5種類

オールLEDのオリジナルテールランプ。クリアレンズイン
ナーブラックとスモークレンズインナーブラックの2色。
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個ウインカーはLED片側
16個が内側から外側に向けてシーケンシャル点灯します。
（通常点灯と切り替え可能です）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。

LEDフロントウィンカーランプ タイプ1
¥7,480（税込） （リングイルミ無し）  
¥8,250（税込） （リングイルミ有り）

クリスタルレンズ、電球タイプになります。
オレンジバルブ付属。左右セット配線の
加工等なくそのまま取り付け可能です。
レンズカラーはクリア、スモークの2種類。

LEDハイマウントストップランプ タイプ1
　　　　　　  ¥5,280（税込）
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。

純正形状フォグランプ
　　　　　　 ¥3,960/ 個（税込）
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。Eマークを取得済み。 マフラーカッター                  ¥10,780（税込）

5ZIGEN製マフラーカッターのJB64
専用ショウワガレージオリジナル品。

       ￥13,860/台（税込）

新型ジムニー専用設計　
軽量アルミ製 ルーフラック

スモーク

クリア クリア

クリア

Mブロ LEDテールランプ                   ¥29,800（税込）

写真はブラックリム

JB64/74用   リアラダー
　　　　　　¥42,350（税込）JB64/74用  

ABSグリル
素地¥14,080（税込）  塗装済み ¥26,400（税込）

ARBオーニング  
2000×2500mm ¥46,200（税込） 1250×2100mm ¥36,520（税込）

JB64/74用   

JB64/74用

JB64/74用   JB64/74用   

8発LEDタイプになります。左右セット。
高輝度3030SMDチップを使用。
配線の加工等なくそのまま取り付け可能。
クリアインナークローム、クリアインナー
ブラック、スモークインナークローム、スモークインナーブラックの4種類。

JB64/74用   
クリア

JB64/74用   LEDフロントウィンカーランプ タイプ2
クリアレンズのLEDウィンカーランプです。
レンズカラーはクリア、スモークの2色。イルミネーションリング付き。
ハイフラ防止抵抗付き。

レンズカラーはクリア、スモークの2色。
イルミネーションリング付きもあり。
ハイフラ防止抵抗付き。

JB64/74用   

JB64/74用   

JB64/74用   LEDテールランプ
               ¥27,500（税込）JB64/74用   

JB64/74用   
LEDハイマウントストップランプ タイプ2
　　　　　　  ¥4,950（税込）
高輝度LEDを9個使用。レンズカラーは
スモーク。取り外し工具付き。

JB64/74用   他スズキ車にも対応!
!

他スズキ車にも対応!
!

イラスト入りパターン

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。

ABS製のフロント
グリルです。ABS
素地のブラックとグ
レーメタリックに塗
装済みの2種類。

PUコートされた丈夫な生地を使用。
場所を選ばず、わずかな時間で設置可能なオーニングです。

¥3,300（税込）

¥4,730（税込）

スペアタイヤカバー 無地
JB64/74 JB23用

鮎 渓流 焚き火

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！ 
ベースキャリアを使用せずに直接屋根
に取り付ける事で低く取り付ける事が
可能。一体感のある見た目になります。

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

!

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。

クローム

レッドレンズ

クローム/スモーク

クリアレンズインナーブラック スモークレンズインナーブラックレッド/スモーク

フット付

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  
 　

¥79,200（税込）

Lワイド

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  
 　

¥61,600（税込）

Mスーパーワイド

ブラック

グレーメタリック

サイドオーニングをスマートに取付け!
クリスタルサイドマーカー　
                   ¥4,180（税込）

LEDサイドマーカー タイプ1
                   ¥3,740（税込）

スモーク

※ARB社、ブラストトレイル社の
　取り付けは確認済みです。

※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

オーニング取り付けステー ¥6,050（税込）
A-Xフット付きモデルにオーニングが取り付けられる
ステーセットです。各社オーニングメーカーに対応。
ステー2枚、取付ボルトのセット。

¥8,250（税込） 

スモーク スモーク

表示の価格は全て税込価格です
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コンビネーション
ステアリング

各¥24,200（税込）
エアバック対応。
生地は本革を使用。
ステッチカラーはレッド。

本革巻きステアリング　　　　　　
¥24,200（税込）
ステッチカラーはレッド。生地は本革です。

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）

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

LEDルームランプ

レーザーシェードは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します。また、メッシュ構造のため、日暮
れ時でも視界をさえぎることがありません。シェードの取付けや
取外しは吸盤等使用せず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。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。窓の開閉も可能です。
プロテクタ製　

シートカバー ブラック                  ¥19,800（税込）
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。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。JB64のXGには取り付け不可。

シートカバー デニム　　　　　　¥41,800（税込）  フロントのみ¥24,200（税込）
デニム生地を使用し室内をオシャレに演出。前席には背面ポケット付き。
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。JB64のXGには取り付け不可。

JB64/74用  

JB64/74用  

JB64/74用  

JB64/74用  

JB64/74用  

JB64/74用  

エアコンの吹き出し口に貼り付けるだけの簡単取り付
けでイメージが変わります！ ABS樹脂製、2個セット。

JB64/74用  JB64/74用  
エアコンメッキリング

¥1,100（税込） JB64/74用  
ドリンクホルダー　

¥2,530（税込）

リアルカーボン スマートキーケース
￥3,960（税込）

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。

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。

フロントのみの販売も
                開始しま

した!フロントのみの販売も
                開始しま

した! ブラウンウッド

ブラックウッド

ピアノブラック

カーボン

革巻きステアリング                    ¥37,400（税込）
エアバック対応。ステッチカラーはレッド。生地は本革です。
革の色やステッチのカラーの変更は受注生産にて製作可能です。

JB64/74用  

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。

高輝度3チップSMDを使用。フロント
ランプとリアラゲッジランプ用です。
リモコンは16段階の調整が可能。

リモコン付き ¥4,180（税込）
¥2,200（税込）

表示の価格は全て税込価格です

JB64/74用 インテリアパーツINTERIOR
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調整式ラテラルロッド

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。ノーマル加工タ
イプの為、耐久性に優れていま
す。色はレッド・ブルー・ブラック
・ガンメタの4色をご用意。

JB64/74用  

JB64/74用  

JB64/74用  

JB64/74用  JB64/74用  

JB64/74用  
JB64/74用  

JB64/74用  

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。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。

JB64/74用  強化ステアリングダンパー
¥20,900（税込）

大径タイヤに変更した車両に対応するノーマルより減衰力をアップ
させたステアリングダンパーです。ノーマルと同じ形状でボルトオン
取り付け。

ABS＆エアパイプ補正ステー ￥1,540（税込）

JB64のXCやJB74のJCのオート
レベリング機構が付いたグレード用で
す。長穴にしましたので正確に補正が
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。

ブレーキホースの取り付け位置を約
30mmほど下げるステーです。
（30mmロングのブレーキホースと同
様の効果）リア左用。

フロント2本、リア2本にブレーキホースダウンステーを付属。
純正ブレーキホースに比べ膨張率が低く、マスターシリンダー
からの力をより効率的にキャリパーへと伝えます。これによりダ
イレクトなブレーキタッチが可能となります。
ホースエンドはステンレス製。ホースはクリアホースで保護
されています。

¥7,700（税込） ¥11,000（税込）

ブレーキホースダウンステー 
　　　　　　¥1,848（税込）

ステンメッシュブレーキホース
                  

キャスターブッシュ2個セット

JB64/74用  ¥2,860（税込）リアショックスペーサーセット

キャスタードリーム 2個セット

10mm  ¥4,180（税込） 25mm  ¥4,950（税込）

JB64/74用  

JB64/74用  

shock
Adjustable Shock Absorber

produced by

￥18,150/本（税込）X-SHOCK《クロスショック》

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

スタビダウン
スペーサー

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。
車高の高さに合わせて
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。

￥4,620（税込）
ショートスタビリンク

調整式ラテラルロッド ステンレス

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

ロングブレーキホース　　

JB64/74用  

車高センサー補正ステー ￥1,430（税込）

￥5,500（税込）

リアショック
延長ブラケット

短いショックに取り付けして延長する
ブラケットです。35mm延長。

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。

リフトアップ時に突っ張ってしまう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。

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。

フロント用 ¥23,100（税込）
リア用 ¥22,000（税込）

1インチUP用 2インチUP用 3インチUP用

フロント用 ¥23,760（税込）
リア用¥22,000（税込）

1インチリフトアップコイル

リフトアップ量はJB64に装着で1インチ（25～
30mm）です。ノーマルコイルをベースに全体的
にバネレートを上げており、乗り心地はノーマル
よりしっかり踏ん張りの効いた乗り味になります。

￥35,200（税込）

￥38,500（税込）SGアジャストコイル50
車高アップ量は50mm(2インチ)。
街乗りをメインに開発。オフロードも走
行可能な万能タイプ。線間密着部分を
カットして高さ調整も可能。

SGアジャストコイル75

 JB64/74用    

 JB64/74用    

 JB64/74用    

 JB64/74用    

￥39,600（税込）
車高アップ量75mm(3
インチ)。街乗りをメイン
に開発。オフロードも走
行可能な万能タイプ。線
間密着部分をカットして
高さ調整も可能。

フロント

リア

自由長
391
368
372
358

右
左
右
左

バネレート kgf/mm
2.3
2.2
1.9
1.9

フロント

リア

自由長
409
399
391
375

右
左
右
左

バネレート kgf/mm
2.5
2.5
2.6
2.6

ノーマルより30mm短いスタビライザーリンクです。
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ます。効き始めも早くなり、短くなる
ことで地面とのクリアランスが広くなります。1～3インチ
アップに対応。20mm～1インチアップはそのままの取り
付け。2インチアップはそのままか、10mmのスタビダウン
スペーサーと併用。3インチアップはスタビダウンスペー
サー（20～30mm）と併用して下さい。

¥31,350（税込）
2インチ（50mm）/3インチ（75mm）アップ用JB64/74用  

汎用タイプ ¥1,650（税込）
汎用タイプ ¥11,000（税込）

ブッシュ圧入用
ピッチゲージ 簡易タイプ

ブッシュ圧入治具セット

偏心ブッシュを純正のピッチに合わ
せて圧入する為の簡易なピッチ
ゲージです。フロント用のみです。

ブッシュの抜き取り、圧入が容易になるプレス用治
具と純正のピッチに合わせて圧入する為のピッチ
ゲージ(フロント、リア)のセットです。

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インチアップ用、2インチアップ用、3インチアップ用の3種類を
用意。調整幅を多くとりオンロード、オフロードを問わず様々な仕様に合わせて調整可能。また、
スタビライザーを取り外しした仕様にも対応。（ ※ノーマル同等の位置は4段目ぐらいになります）
1インチアップ用はノーマル車高にも対応。フロントプロペラシャフトとクロスメンバーが
干渉しないため、取り外しまたは交換の必要があ
りませんが、左リアのブレーキホースの交換が必
要です。2インチ、3インチアップ用はロングブ
レーキホースの交換が必要です。フロントプロペ
ラシャフトとクロスメンバー干渉するため対策ま
たは交換が必要になります。

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アブソーバー（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アブソーバー（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を30mm延長する効果とリアコイルスプリングの交換を容易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。

2～3.5用

0.5～1.5用

SUSPENSION

 

 

 

JB64/74用 サスペンションパーツ

表示の価格は全て税込価格です
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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。

・ リフトアップにより直前直左の視界確認ができなくなりますのでカメラやドライブレコーダー等で直前直左の視界確保が必要になります。
・ 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※になりますので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

JB64/74用 サスペンションセットSUSPENSION SET

 

 

 

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。
キット内容はアルミコイルスペーサー、ロングブレーキホース、不快なショックの伸び切りを防ぐ
ショック延長ブラケットのセットです。

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

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

￥112,200（税込）

￥156,200（税込）

ノーマルコイルをベースに全体的にバネレートを上げており、乗り心地は
ノーマルよりロールを抑えしっかり踏ん張りの効いた乗り味になります。
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す。

車高のアップ量は75mm(3インチ)オンロードからオフロード
まで快適に走ることが可能なセットになります。推奨タイヤ
サイズは225/75R16、6.50R16

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

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

セット内容

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

1インチアップキット X-SHOCKセット

 JB64/74用  

 JB64/74用  

 JB64/74用  

SG アジャストコイル50 X-SHOCK セット

￥204,600（税込）標準セット

SG アジャストコイル50 X-SHOCK Bセット

￥216,700（税込）標準セット + 大容量バンプラバー

SG アジャストコイル50 X-SHOCK BAセット

￥299,200（税込）標準セット +
大容量バンプラバー

前後強化アーム

SG アジャストコイル75 X-SHOCK セット

SG アジャストコイル75 X-SHOCK Bセット

￥222,200（税込）標準セット

￥234,300（税込）標準セット + 大容量バンプラバー

SG アジャストコイル75 X-SHOCK BAセット

￥316,800（税込）標準セット +
大容量バンプラバー

前後強化アーム

車高のアップ量は50mm(2インチ)オンロードからオフロード
まで快適に走ることが可能なセットになります。
推奨タイヤサイズは185/85R16、195R16

オフロードを走破性高く走ることができる足回りは街乗りでも快適に走ることができる
のが前提と言う開発者の考えのもと、オンロードの様々な条件で適正なバネレートや
減衰力を試行錯誤テストし、納得のいく状態になってから最後にオフロードで最終
調整をして完成させております。
街乗りでは低速、高速ともに乗り心地が良く、不要なロールを抑え自然なハンドリング
でコーナーを曲がることができ、オフロードでは路面への追従性が良く、バランスを
崩しそうな体勢でも安定感が高く安心して走ることが可能です。本格的に走る方は
フロントのスタビライザーを外せば走破性は格段に上がります。

SGアジャストコイル50、X-SHOCK、ロングブレーキホース、
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

セット内容

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、
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

SG アジャストコイル75 
X-SHOCKセット

 JB64/74用    

 JB64/74用    

クロスショック

クロスショック

SG アジャストコイル50
X-SHOCKセット
クロスショックショウワガレージ

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

フロント

リア

自由長
391
368
372
358

右
左
右
左

バネレート kgf/mm
2.3
2.2
1.9
1.9

フロント

リア

自由長
409
399
391
375

右
左
右
左

バネレート kgf/mm
2.5
2.5
2.6
2.6

1インチリフトアップキット

1インチリフトアップキット ラテセット

リフトアップ量はJB64に装着で1インチ（25～30mm）です。ノーマルコイルをベースに全体的に
バネレートを上げており、乗り心地は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。

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

￥90,200（税込）

￥38,500（税込）

表示の価格は全て税込価格です

14 15



Vehicle Stability Control Canceller（VSCC）
　　　　　　¥43,890（税込）JB64/74用   

レスポンスブースター          　　　¥28,270（税込）JB64/74用   

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。純正ではカットスイッチ（操作）で行っても制御が残りますが、この装置ではボ
タン一つで解除することが可能です。状態記憶も行い使用中エンジンをOFFにしても再
びエンジンONで以前の状態に復帰します。気になる純正制御を解除するため車本来の
動きを楽しめる事が出来ます。
タイヤを空転させながら登らない
といけないような急なヒルクライ
ムではアクセルを踏み込んでもタ
イヤの空転を感知して空転を抑え
る制御でスロットルを閉じてしまい
本来登れるような所でも登れな
かったりします。本格的なオフロー
ド走行には必須アイテムです。

JB64,JB74はスロットルの開閉を従来のワイヤーではなく、ECUからの信号により
モーターを駆動させることによって行っています。この電子スロットル制御は補器類の省略
や、燃費性能の向上等を実現しましたが、一方でアクセルレスポンスの鈍化、低速トルクの不
足といったエンジン本来のポテンシャルを十分に発揮出来ないというデメリットも抱えるこ
とになりました。 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。圧倒的な加速フィーリングをお楽しみいただけます。

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
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gain

DYNAPACK™ 32 4WD with PSDAQ SMART CONTROL SOFTWARE © V1.100G2 - ZEAL by TS-SUMIYAMA
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7.25
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6.50
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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
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Run ID
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10.940:1

1.000
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52.91
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DYNAPACK™ 32 4WD with PSDAQ SMART CONTROL SOFTWARE © V1.100G2 - ZEAL by TS-SUMIYAMA
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ミニコンモード R2

ミニコンモード R1

ノーマル

JB64/74用 マフラーMUFFLER

 

 

JB64/74用 スープアップパーツSOUP-UP

 

 

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

￥23,320（税込）

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!!

ノーマルと比較して 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ます。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大丈夫です。

更に更に

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箇所や4000
回転で同じ箇所がありますが他の回転域はトルクアップしており、ノーマルと比較し

JB64用 

マフラー老舗メーカーである5ZIGENとの共同
開発。平成22年以降に課せられる新騒音基準対
応スポーツマフラー。メインパイプ50φ、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。低速回転時のトルクも充分にあり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。社外バンパー用ですが、ノーマルバン
パーでもカット加工して取り付け可能。

マフラー老舗メーカーである5ZIGENとの共同開発。平成22年以降に課せられる新騒
音基準対応スポーツマフラー。メインパイプ50φ、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。通常タイプに比べ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。社外バンパー用ですが、ノーマルバンパーでもカット加工して取り付け可能。

リンクスマフラー

64用JB

¥71,500（税込）
《静音タイプ》

マフラー老舗メーカーである5ZIGENとの共同開発。平成22年以降に課せられる新騒
音基準対応スポーツマフラー。メインパイプ50φ、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。低速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。社外バンパー用ですがノーマルバンパーでもカット加工して取り付け可能。

リンクスマフラー

64用JB

¥63,800（税込）

近接騒音値：79ｄB 加速騒音値：75ｄB

近接騒音値：87ｄB 加速騒音値：75ｄB

 
トルクは
パワーは          

1.5kgm
6.2PS

近接騒音値：86ｄB 加速騒音値：76ｄB

JB64W

JB64 SHOWA LINKS
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アップ
します!!

トルクは
パワーは          

0.3kgm
4.6PS

アップ
します!!

リンクスマフラー

リンクスマフラー

74用JB

¥71,500（税込）

Links JB64用 静音タイプ
ノーマル

Links JB64用 静音タイプ
ノーマル

Links JB64用
ノーマル

Links JB64用
ノーマル

16 17

表示の価格は全て税込価格です



X-Line

各¥36,300（税込）
RAYS Gram Lights 57JV

RAYS DAYTONA M9  

ショウワガレージデザインのアルミホイールです。リバースリムにする
ことで深いリム形状を実現。スポークの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！

各￥22,000（税込）

スタイリッシュなスポークホイー
ルにオリジナルカラーのハイパー
ブロンズ。見る角度によって色味
が変わる深みのある色です。
ホワイト色も追加しました。  
16×5.5  インセット20

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のマットブラック/リムダイヤモンドカット。
マットブラックをベースにリムをダイヤモンドカットし、ビ－ドロックをイメージさせるデザインに！  
16×5.5 インセット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のマット
ブラックカットリム。5.5J×16 インセット20

マットブラック

ホワイトハイパーブロンズ

16×5.5  インセット20  5H-139.7   カラー：ガンメタ・マットブラック

ガンメタ

JB64/74 JB23用  ホイールWHEEL

 

57JXの後継モデルとして、
57DRをベースにジムニー
用に開発。オリジナルカラー
のハイパーブロンズ。 見る角
度によって色味が変わる深み
のある色です。
16×5.5 インセット20、0

JB64 JB23用

JB64 JB23用

クロスライン

JB64 JB23用 ¥38,500（税込）

CRAG T-GRABIC Ⅱ　 
 JB64用 ¥38,500（税込）

JB64/74 JB23用
¥38,500（税込）

RAYS Gram Lights 57DR-X

表示の価格は全て税込価格です
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JA12、JA22、JB32にはリアのみ取り付け可能です。

大容量バンプラバー

バンプラバーを大容量化する必要性について
大容量化することにより衝撃吸収力が大幅にアップしますが、それ以外にも長くなることに
より積極的にバンプタッチさせてタイヤがボディに接触するのを防いだり、車体の揺れを防
いで安定させる事ができます。またバネレートの高い第2のバネと考えてオフロードだけで
はなく、オンロードにおいてもコーナリング時などに安定感を出す事も可能となります。

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。

前後の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。
10mm、15mm、20mmの3種類あります。

車高調整用の5mm厚のス
ペーサーです。2枚重ねて
10mmのスペーサーとしても
使用可能です。2枚セット

10ｍｍ 
¥4,840/枚（税込）　
15ｍｍ 20ｍｍ 
¥5,280/枚（税込）

¥2,750（税込）

¥7,480（税込）

コイルスペーサー

従来より販売されている8の字バンプラバーに比べ横幅は1.5倍、容量にして約2.4倍にな
ります。幅、容量が増える事により反れたり、よれたりしにくくなり、しっかりとホーシングに当た
るようになります。取り付け部は長穴にしてあるので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。

大容量8の字バンプラバー
￥3,630/個（税込）

大容量8の字バンプラバー専用　バンプブラケット

¥11,000/左右セット（税込）

フロント￥4,620/個（税込）
リア￥3,630/個（税込）

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

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

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

純正に比べて大幅に容量がアップするバンプラバーです。全長は125mm純正のバンプ
ラバーより約65mm長くなります。フロントはスペーサーを使用すると80mm長くなりま
す。使用用途に合わせて切って調整する事ができますカッターナイフで簡単に切る事が可
能です。基本的にはボルトオンで取り付け可能ですが純正バンプラバーの収まる皿部分を
切り取って取り付けるとバンプラバーを切らずにクリアランスを増やす事ができます。その
場合の短いボルトに変更も可能です。バンプ規制での使用にはハードタイプ（硬度70）を
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。参考までに純正のバンプラバーは硬度70です。ソフトより柔らかい物が欲しいと
の声からスーパーソフトも発売になりました。（硬度50）衝撃吸収に優れスピード競技等
ではフロント、リアどちらでも使用可能ですが特にリア用におススメします。

JB23、JB33、JB43、JB64,JB74には
取り付けブラケットを使用すれば取り付け可能です。

オフロード走行の必
須アイテム!!

オフロード走行の必
須アイテム!!

SJ30用
　発売開始しました

！!SJ30用
　発売開始しました

！!

JB64/74 JB23サスペンションパーツ

JB64/74 JB23その他パーツ

SUSPENSION

 

OTHERS

 

一般的な8の字バンプも取付可能です。溶接での取り付けとなります。バンプラバーと
ブラケットの取り付けボルトには、フルにバンプしてバンプとボルトが接触した時に切
れないようにボタンボルトを付属しています。W大容量バンプ仕様も可能になります。

JB23のリアに大容量8の字バンプラバーが付けられるようになるブラケットです。 左右
セット。JA22やJA12のリアにも取り付け可能です。一般的な8の字バンプも取付可能
です。バンプラバーとブラケットの取り付けボルトには、フルにバンプしてバンプとボルト
が接触した時に切れないようにボタンボルトを付属しています。 

JA11のリアに大容量8の字バンプラバーが付けられるようになるブラケットです。左右
セット。一般的な8の字バンプも取付可能です。バンプラバーとブラケットの取り付けボルト
には、フルにバンプしてバンプとボルトが接触した時に切れないようにボタンボルトを付属
しています。 高さ約20mm、Uボルトと共締めして固定。

オフロード走行で足が伸び切った時にリアプロ
ペラシャフトの等速ジョイント部分が抜けるの
を防ぎます。JB23-5型、JB43-4型以降の
車両で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特におススメします。

プロペラシャフトスペーサー
10mm

純正品のオイルシールに比べ大幅に
オイルが漏れにくくなるリアハブ用の
オイルシールです。純正で使用されて
いるオイルシールと違ってゴムで覆わ
れていますので外側（ホーシング側）
が錆びて腐食して荒れていても柔軟
にシールしてくれます。

スーパーオイルシールマニュアルハブ取り付けキット
ハブが確実にロックになっているか見た目に分からず、バキュームホースの切れやグリス
のつまりなどのトラブルがあれば切り替え不能になってしまうJB23に採用されているエ
アロッキングハブから、状態がはっきりと分かり確実な作動のJA11およびJA22に採
用されているマニュアルハブの取り付けが可能になるキットです。※別途JA11または
JA22用のフリーハブ、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。強化リーディングアーム 強化トレーリングアーム

￥52,800/左右セット（税込） ￥49,500/左右セット（税込）

リアに取り付けた大容量バンプラバーを短くして
使用する場合の延長ブロックと取り付けボルトの
セットです。左右セット。大容量バンプラバーを短
く使用することでヨレや曲がりを無くし、安定した
バンプタッチになります。50mmと25mmの
セットで25mm、50mm、75mmの3段階の高
さ調整が可能です。

リアコイルスプリングの中に大容量バンプラバー
を取り付けるアルミブロックと取り付けボルトの
セットです。ボルトオンで取付可能でWバンプ仕様
が可能になります。
※別途大容量バンプラバーが必要です。

大容量バンプラバー専用　リアバンプブロック

JB64/74  JB23/33/43用
JA12/22  JB32 用  

コイルスペーサー 5mm

JA11フリーハブ用 ￥12,540（税込） JA22フリーハブ用 
　　　　　　￥7,700（税込）　

ジムニー全般用  

¥7,150/左右セット（税込）

¥9,680/左右セット（税込）

JB64/74  JB23/33/43用

SJ30  JA11/12/22  
JB31/32  フロント用

JB64/74  JB23/33/43用

JB64/74  JB23/33/43用

JB64/74  JB23/33/43用

JB64/74  JB23/33/43用

JB64/74  JB23/33/43用

フロント用。曲がったり折れたりし
やすい純正アームに比べかなり
の強度を誇ります。ブッシュ圧入
済みリフトアップ用にキャスター
角、長さ補正済みです。
（2インチ用、3インチ用
あり）またホイールベー
スを補正するロングタ
イプもあります。
色はガンメタ・レッド。

リア用。曲がったり折れたりしやすい
純正アームに比べかなりの強度を誇
りロードクリアランスを確保する形状
です。ブッシュ圧入済みリフトアップ用
にホーシング角度
補正済みです。
色は
ガンメタ・
レッド

￥1,540/個（税込）　

JB23/33/43  フロント用

JB64/74  JB23/33/43  リア用

JA11、JB31、JA71、SJ30用
※他車種取付設定あり。お問い合わせください。

表示の価格は全て税込価格です
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スタイリッシュなフロントバンパー。 
FRPゲルコート仕上げ。スキッドプ
レートは弊社の物かオフロードサー
ビスタニグチ製も取付可能です。
フォグランプはJB23-5型以降の
物であれば取付可能です。

¥31,900（税込）
FRPフロントバンパー

スタイリッシュなリアバンパー。
FRPゲルコート仕上げ。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スペアタ
イヤ移動ブラケットが必要です。

プロジェクター タイプの5700KのLEDを片側8発、両側
計16発使用。クールなインナーブラック仕様でクリアレンズ
とスモークレンズの2色

¥29,700（税込）
FRPリアバンパー

スキッドプレート ¥11,000（税込）

¥4,290（税込）

ナンバー
取り付けステー

¥19,800（税込）
スペアタイヤ移動ブラケット

¥11,880（税込）
LEDナンバー移動キット

開口部を大きくし空気を取り入れるように設計、
ブラックメッシュネット付き FRP製　

¥18,700（税込）フロントグリル

材質は3mm厚の
アルミ製、ブラック
アルマイトを施し
ております。フレー
ム先端に穴開けし
て取り付け。

強化ブラケット付きブラックスキッドプレート
¥19,800（税込）

けん引フック取り付け可能
にし、さらにフレームにしっ
かりと固定できるように
4.5mm厚のブラケットを
フレーム内に入れて左右か
らボルト止めできるように
しました。タニグチ製の牽引
フックが取付可能です。

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。

¥13,860/台（税込）
￥3,960/個（税込）

純正形状フォグランプLEDフォグランプインナーブラック

Linksマフラー 新基準対応品 ￥51,700（税込）  
タイプS ￥47,300（税込）

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。

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。

INTERIOR

 

革巻きアシストグリップ2 

本皮巻きシフトノブ 革巻きアシストグリップ

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とシルバー、左右
セットでの販売になります。

上質な黒本革を使用。シフトパターン刻印済みです。 
ステッチカラー レッド、ブルー、ブラック、シルバー

左右セット￥16,500（税込）

¥5,830/個（税込）

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。

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
ドとシルバー、ベース
のグリップのカラーが
グレー、ダークグレー
の2種類からお選び
いただけます。

スイッチをONでクラッチを踏まず
にエンジンが掛けれます。OFFに
すればノーマル状態に戻ります。

JB23のバックドアを中から
開ける事ができる画期的な
パーツ、車中泊などでとても
重宝します。ドアロックに付け
るステー、ボルト、スプリング、
つまみのセットです。

※走行時は安全の為、蓋をし
て下さい。蓋の取り外しが
し易いように蓋に付けるつ
まみ付きです。

¥4,950（税込）
¥6,930（税込）

クラッチスタートキャンセルスイッチ バックドアオープナー

JB23用 エクステリアEXTERIOR

 

 

JB23用 インテリアパーツ

JB23用 スープアップパーツSOUP-UP 

スペアタイヤを斜め上に移動するブラケットです。移動量
は右方向に120mm上方向に130mm,振動でのリア
ゲートの割れを防ぐ為のブレ止めステー付き

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

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。

JB23用

JB23用

JB23用

JB23/43用

JB23/43用

JB23/43用

JB23/33/43用

JB23/33/43用

JB23/33/43用 JB23/33/43用

¥6,050/個（税込）JB23/33/43用

JB23/33/43用

JB23-5、JB43-4型以降用

JB23用

JB23用

JB23用

MT車用 
￥11,000（税込）

JB23の全型式、平成22年3月以前のJB43/JB33に対応 
近接騒音値：87ｄB  加速騒音値：81ｄB 

JB23-5型以降  B43-4型以降に対応  

JB64・74用 にも対応
!!

JB64・74用 にも対応
!!

各¥27,500（税込）LEDテールランプ

JB23/43用 各¥6,600（税込）
LEDバックランプ

スモークブラック

表面はフラットなクリア
レンズで中がブラックの
タイプと表面がスモーク
レンズになったタイプの
3種類。スモール点灯で
LEDチューブ9本（片
側）が点灯。ブレーキで
12個（片側）のLEDが
点灯。ウインカーで8個
（片側）のLEDが点滅、
流れるウィンカーに切り
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。
 

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部分はヒートシン
ク付きアルミハウジン
グ、レンズと本体の材
質はPC（ポリカーボ
ネート）2個セットでの
販売になります。

純正アシストグリップを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に比べ取っ
手を下に伸ばした感じになりますので掴みやすく外からも見え
ます。ステッチカラーはレッド。ベースとなるグリップのカラーが
グレー、ダークグレーの2種類からお選びいただけます。 取り
付けピッチ157mmに合えば他車種にも取り付け可能。 

クリアレンズ スモークレンズ
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表示の価格は全て税込価格です



街乗りからオフロードがメインの方に…

SGアジャストコイル60 ビルシュタインショックセット

写真は標準セット

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

SGアジャストコイル60 AS8ショックセット

写真は標準セット

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

写真は標準セット

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

《ショックをAS8に変更の場合 定価￥176,000（税込）》

《ショックをAS8に変更の場合 定価￥188,100（税込）》

《ショックをAS8に変更の場合 定価￥265,100（税込）》

SGアジャストコイル60

￥38,500/1台分（税込）

￥38,500/1台分（税込）

SGアジャストコイル60  AS8ショックセット

PADOKKU製のビルシュタインショックをベース
にJB23、JB33,JB43用にセッティングしました。 
2インチアップ用

￥154,000（税込）
ビルシュタインショック

SGアジャストコイル75

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、ビルシュタインショック

  JB23/33/43用  

JB23/33/43用  

JB23、JB33、JB43用  

￥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

￥339,900（税込）標準セット+ 前後強化アーム
大容量バンプラバー

各地のJSTCで好成績を収め、競技を想定し製作していますが街乗りから
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少ないハンドル操作でコーナーを曲
がることが可能です。上部の線間密着部分をカットする事で車高の高さ
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。

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。上部の線間密着部分をカットする事で車高の高さや
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。

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、AS8ショック

JB23/33/43用    

￥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

￥259,600（税込）標準セット+ 前後強化アーム
大容量バンプラバー

JB23、JB33、JB43用  

￥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

￥247,500（税込）標準セット+ 前後強化アーム
大容量バンプラバー

街乗りからオフロード走行想定し製作しており、不快な突き上げも
無く柔らかく吸収しながらもロールも少なめに抑えました。
車高のアップ量は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、ソルブショック、
リアラテラル補正ブラケット

セット内容

セット内容

セット内容

上部の線間密着部分をカットすることにより、車高のアップ量を30～60mmの間で調整可能なスプリングです。
前後左右のバランス調整も可能です。車高のアップ量は60mm(2.5インチ)バネレートはF:2.2kg/mm R：2.0kg/mm
SGアジャストコイル75が街乗りからオフロード走行を想定して製作されているのに対し、SGアジャストコイル60は
オフロードから競技を想定し製作しています。と言っても街乗りも十分にこなします。
※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。
                              　　　　　   

SGアジャストコイル60がオフロードから競技を想定し製作されている
のに対し、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によって変わりますが不快な
突き上げも無く柔らかく吸収しながらもロールも少なめに抑えました。
車高のアップ量は75mm(スペアタイヤ、リアシート有りの車両で)バネ
レートはF:2.2kg/mm R：2.2kg/mmまた上部の線間密着部分をカット
することにより、車高のアップ量を45～75mmの間で調整可能なスプリ
ングです。前後左右のバランス調整も可能です。

アクセルワークでコーナリング!!

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。

※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。

《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
 1台分 ￥8,800（税込）

純正品との比較    
左：純正品　
右：強化品

取り付けた方の声

取付カンタン!! 取付カンタン!!  街乗りメインの
 お客様にも好評です

！

 街乗りメインの お
客様にも好評です！

交換する事によりボディとフレームとの間のヨレを少なくし、ボディとフレームの一体感を増します。ボディの余計な挙動
が無くなる事により車体の振られやロールが減り、ハンドリングもクイックになり回頭性も良くなります。足回りの動きも
ダイレクトに伝わるようになります。ボディーとフレームの切り離しが不要で短時間で交換可能な押さえる側半分だけ交換
するセットになります。純正ブッシュの形状を見直し剛性をアップを図りました。硬度は純正マウントと同硬度とした事により
フレームからの振動の伝わりはほぼ純正同等です。交換により車高の高さは変わりません。年式が古くくたびれたボディ
マウントの車両から新車まで交換による効果を体感頂けます。ボディリフト車にも効果的です。

JB23/33/43用  

JB23/33/43用  

JB23/33/43用  

JB23/33/43用  

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。

¥5,280（税込）

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。ノーマル加工
タイプの為、耐久性に優れています。
色はレッド・ブルー・ブラック・ガンメタの4色
をご用意。

調整式ラテラルロッド スタビ延長ブロック

フロント用 
¥23,100（税込）
リア用 
¥22,000（税込）

オフロードから競技がメインの方に…

JB23/33/43用    

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！

1台分 
￥15,400（税込）

《競技する人にももちろんオススメですが街乗りメインの方や街乗りオンリーの方にも特にオススメできる商品です》

JB23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



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。
汎用タイプ
 
汎用タイプ
 

￥13,970（税込）デジタルクリノメーター 12V・24V車用汎用タイプ
 
汎用タイプ
 

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

!

共振音※を
防止する為

の

センターバ
ー

を追加！

《注意事項》 ゴム製品ですので年数経つと経年劣化で割れたり千切れたりする可能性がありますので定
期的に割れやヒビ等が無いか点検して下さい。ノーマル車高で荷物が載ってない状態では効果を体感
頂けない場合があります。

￥9,790/左右セット（税込）

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
より凸凹した道路や段差を乗り越えた時など足回りが縮んだ時に起こ
るバンプタッチの衝撃を大幅に緩和します。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。

キャンピングカー 介護車両 ローダウン

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

架装の量やローダウンのダウン量によりフレーム
とホーシングの隙間が少なくそのまま取り付けが
できない場合はカットして取り付けできます。

各車高の高さによる取り付け例

カッターナイフで簡単に切れます！

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 ！

大容量ソフトバンプラバー
 

200系ハイエース用
 
200系ハイエース用
 

荷室を架装したキャンピングカーや介護車両、ローダウンした車両、
バイクなどを積んだトランスポーター、普段から荷物を多く積んだ車両
などにオススメです。不快なバンプタッチの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！

※但し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。

ロール角度 電 圧

室内温度

方 位 ピッチ角度 時 計

標 高

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。

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！ ！

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

エー・クロス
エー・クロスXA SeriesXXXAAA SeriesSeriesSeries 軽量アルミ製 A-X ルーフラック

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
L ワイド

L スーパーワイド

10.5
11.4
14.2
15.4

4
4
6
6

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

長さ170cm 幅125cm 高さ13cm

長さ170cm 幅140cm 高さ13cm

110cm×97cm

110cm×117cm

140cm×117cm

140cm×132cm

¥56,100（税込）
¥61,600（税込）
¥79,200（税込）
¥85,800（税込）

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 L

6.5
8
 8.6
9
9.4
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200cm 幅120cm 高さ15cm

80cm×82cm

110cm×95cm

110cm×107cm

110cm×117cm

140cm×100cm

169cm×110cm

¥35,200（税込）
¥39,600（税込）
¥45,100（税込）
¥49,500（税込）
¥50,600（税込）
¥63,800（税込）

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。

※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

さまざまな車種への
         取り付けが可能

です。

 L スーパーワイド/フット付 

 M スーパーワイド/フット付    

 L ワイド/フット付    

 Mサイズ　スーパーワイド    

 Mサイズ    

 S サイズ    

 M /フット付    
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表示の価格は全て税込価格です


