
フューエルリッドガーニッシュ
ステンレス304の 400番研磨のプレートを使用した、

給油 国のフタ用化粧プレート。回コ及び文字等 は、
エッチング (薬 品処理 )に よリプリント。付属の両面

テープにより貝占り付け。

」B23・ 33・ 43用  ¥2,600(税 込¥2,730)

J323・ 3θイ釘 サイドエクス:テグ/7

サイドステップⅡ
雪や泥などが積も

'り

にくく滑 |り にくいメッシュタイプ。ス

チール黒塗装品。ドア倶1面からはみ出さない設計なの

で、車検も構造変更もそのままOKII 装着時穴あけ

加工不要。サイドカーニッシュ付車不可。

JB23用  ¥14,000/片 側(税込¥14,700)

褥 lil‐1尚 1燒‐

サイドステップⅢ
好評のサイドステップⅡと同様に、天板にメッシュを採

用しているほか、ドア側面からはみ出さない設計のま

ま、取付高さを約50mmほ ど下げて乗降性を向上。装

着時穴あけ加工不要。サビに強いSUS304ス テンレ

ス製。
2013年 発売開始予定

クイックオーバーフェンダー10
片側の出幅約10mmの コム製オーバーフェンター。両

面テープによる取付。軽規格ジムニーの場合、標準サ

イズのホイールに225/75R16を 組合せた際に最適。
25m× 2巻入り。

汎用 ¥7,600(税 込¥7,980)

FRPオーバーフェンダー
ノーマルバンパー用のオーバーフェンター。片側の出

幅は約60mm。 取付は穴あけ不要。FRP白 ゲルコート

仕上け=サ イドガーニッシュ付及びサイドシルガード付
は要加工「装着後記載変更必要。

」B23用  ¥33,000(税込¥34,650)

FRPバンパー用オーバーフェンダー35mm/60mm
夕ニグチ製FRPバ ンパー専用に開発。プレスラインやFRPバ ンパーの形状

に、ピッタリとフィット。写真左が片側の出幅が約35mmのタイプ。写真右が

片側の出幅が約60mmのタイプ。どちらもFRP白 ゲルコートイ士上げ。サイド

カーニッシュ付及びサイドシルガード付は要カロエ。スタイリッシュバンパーヘ  35mm ¥29,000(税 込¥30,450)
の装着不可。装着後記載変更必要。」B23用。             60mm ¥34,000(税 込¥35,700)

蒻 サイドマーカー
(工藤 自動 車製 )

クリスタル風レンズカットの

サ イドマ ーカーランプ 。
」B23-1～ 5型 及びJB33、

」B43‐ 2～4型用のほか、従

来品であれば車体側のコネ
クター変 換 が必 要 だった

」B23-6～ 8型 及 び

」B43‐ 5～ 7型用もライン

アップ。レンズ色をクリアと
スモークから選択可。

」B23… 1～5型用

¥3,600(税 込¥3,780)

」B23… 6～ 8型用

¥3,600(税 込¥3`780)

・Ｌ
ヽ

:聯

〔鋳懸片

璽蟄 」B23-9型 用

LEDサイドマーカー
レンズ面に膨らみを持たせた、
ノーマルにはない存在感があ
るフェンターマーカーランプ。
光源にLEDを 17発搭載し、

歯切れのいい点減をすること
が特徴 。」B23-9型 及 び

」B43‐ 8型専用品。

¥3,800/左 右set
(税込¥3,990)

鑢

一

― ――

―

                  鋏

|                |   ~ l苺 機静_ふ:41

‐‐            ‐|||“ 串...1'′ 1'留
:''E望

キ.

」B23… 1～ 5型用 LEDサ イ ドマ ー カ ー /JB23… 6～8型用 コ ネ ク タ ー

レンズ面に膨らみを持たせた、ノーマルにはない存在感があるフェンター

マーカーランプ。光源にLEDを 13発 搭載し、歯切れのいい点滅をすること 」B23…1～ 5型用

冤蠍メ:蜜鍾懺TT2甥よ型磁需i織彰gf摯慧彗 」減増跳

`鉾

輩り移塗
¥a99°

」B23-9型不可。                            ¥120/左 右set(税 込¥126)

酢

ボンネットミラーステー
左側の後方をより見やすくするためのミラーステー。ク
ロカンやトライアルをする人に最適。ミラーはS」 30～
」Allの純正品を使用 (別 売 税込¥5,198～ )。 ステ
ンレス製 3

」B23・ 33・ 43用  ¥6,500(税 込¥6,825)

″F〃 ダミーディスク
プ レ ー トJB用

好評のリアホイールのハブ部
をキレイに見せるためのホイー

ルセンタープレートに、タミーの
ブレーキディスク風のデザイン
を持たせた商品。ホイールナッ
トで共締めすることで固定。肉
厚lmmのステンレス製。5H
のPCD139 7に対応。

JB23・ 33・ 43用
¥7,600/左 右set

(税込¥7,980)

※本カタログ内で表記している税込価格は、すべて消費税率5%にて計算しています。

ホイール
センタープレート

リアホイールのハブ音5をキレ

イに見せるための化 粧 プ

レート。ホイールナットで共締
めすることで固 定 。肉 厚
lmmの ステンレス製。5Hと
6Hの PCD139 7に 対応。

調 整 式 スペアタイヤブラ

ケット及びスペアタイヤ移動
キット表向き用にも使用可。

汎用
¥1,800/枚 (税込¥1,890)

7
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SUSPENS10N¨・TANIGUCHI‖ SOL∨ [2inch‖ SUS― Kit(50mm∪ P)

離 [χ♀鶏‖会〕どヽド「g)3‖ぽ彎弔1配 i'[f8:|七?きも」J× 16 NSE丁 +20

3323・ 33・43用グ/71クステグア

鰭ごf/y/5

FRPスタイリッシュ
バンパー リア

両端を後方にうっすらと盛り

上げるような形状にし、さら

に、フロントバンパーと雰囲

気を統一させるために、ハー

フスポイラーを装着したような

デザインを採用した新しいバ

ンパー。FRP白 ゲルコート仕

上げ。純正バックランプ2灯

取付可。ナンバー移動キット

及びスペアタイヤ移動キット
が必要。また、純正マフラー

の取り回しに準ずるものより

もコンペティションマフラーⅢ

との併用がお勧め。

」B23用
¥26,000(税 込¥27,300)

FRPリアバンパー
タニグチ製のFRPフ ロントバ

ンパーとデザインを統一。ス

ペアタイヤの位置を変更せ

ずに装着できる。純正バック

ランプ2灯取付可。要ナン

バー移動。FRP白 ゲルコー

ト仕上げ。コンペティションマ

フラーⅢとの併用がお勧め。

」B23用
¥25,000(税 込¥26,250)

調整式スベアタイヤブラケット
前後38mmの 位置調整ができ、ノーマル～ワイドタイヤ

毛τ謳 饉譜測臨↑徹量縣ぶ
あり。

」B23用  ¥12,000(税 込¥12,600)

一ヽ ―

スベアタイヤ移動キット(純正用)

純正フラケットを使用し、スペアタイヤを右上に移動さ

蔓詣愛■,な矢≡碑不鰺轟場合、スペアタイヤ移
動キット表向き用をお使い下さい。

」B23用  ¥13,000(税込¥13,650)

リアチューブバンパー丁ypeⅡ
夕ニグチ製FRPリアバンパーのシルエットを邪魔しない、

さりけないデザインのチュープタイプバンパー。後端音5

の形状に沿うように、本体2カ 所に軽い曲げ加工。ステ

ンレスとスチール黒 (白 は受注生産 )あ り。」B23用。

資季τ;じテ 華1る :3881雑途羊1:|♀ I:|

FRPリアバンパー
ストレートタイプ

スペアタイヤ用の「くばみ」
をなくした真っ直ぐなデザイ
ン。純正バックランプ2灯取

付可。FRP白 ゲルコート仕
上げ。ナンバー移動キット及
びスペアタイヤ移動キットが

必要。コンペティションマフ

ラーⅢとの併用がお勧め。

」B23用
¥24,000(税 込¥25,200)

LEDライセ ンスランプ

ランプ本体及びレンズ部が

樹脂製のLEDナ ンバー灯。

本体。レンズ。LttD基 盤のす
べてが完全国産品。水やホ

コ|プ が内音5に侵入しないよう

密封構造を採用 (LEDの交

換不可 )。 LEDは、白色の高

光度LEDをフル発光させな

ぃように電流量を制作「し、長

寿命化する電気配線のも

のを6灯使用。従来型のタ
ニクチ製ナンバー灯のネジ

ピッチに合わせているので

互換性あり。

12V車 汎用 黒

柁v酬0野J0
¥8,000(税 込8,400)

リアチューブバンパー丁ypeI
オフ回一ドでも有効なチューブタイプバンパー。バックラ

ンプ2灯付属。ノーマルバンパーを外して装着。ステンレ

スとスチール黒 (白 は受注生産 )あ り。要ナンバー移動。

FRPリ アコーナーカバーとのイ丼用がお勧め。」B23用。

資季:;tテ  華:る ::881雑途尊:3::3:|

スペ アタイヤ移 動用 ナ ン バ ー 移 動 キ ッ ト

スペアタイヤ移動キット用として開発。取付時に穴あけ

不要。ナンバープレートとナンバー灯がリアゲート内に

収まレリ、リアゲートの開閉も楽々|! 」B23・ 33・ 43用 。

メンキ[::'多 ヨ [:]ヨ :lll鷺 lヨ ::::

ナ ン バ ー 移 動 キ ッ ト(穴あけ加 エ タイプ )

ナンバー移動キットの廉価版モデル。スペアタイヤを

取り外すか、夕ニグチ製スペアタイヤ移動キットと併用

することで装着可能。」B23・ 33・ 43用 。

旧ナンバー灯set  ¥6,600(税込¥6,930)

メン北[B葬努江燈まヨ生

`88離

強ヨと3こ8

ス ペ ア タイヤ 移 動 キ ット(表向き用 )

スペアタイヤを右上に移動し、さらにホイールデザイン

が見えるように表向きに取付可能。「スペアタイヤ移

動用ナンバー移動キット」との同時装着で、さらにカッ

コよく決まる。

」B23・ 33・ 43用  ¥15,000(税 込¥15,750キ

テールレンズカバー
タテ長のテールラ
ンプを、コンパクト
に見せるためのア
イテム。FRP白 ゲ
ルコート仕上げ。
両面テープにて貼
付け。

JB23・ 33043用
¥11,800/左 右set

(税込¥12,390)

Ｆ

ト

ト

」

タニクチ製リアバンパー専用のナンバー移動キット。

取付は穴あけ不要でスペアタイヤもそのままの位置で

FRPリアコーナーカバー
純正リアバンパーを外した際に使用するリアコーナー

語銘分F種
=L塚

在ゴ蟹ン赳
」B23用  ¥19,800/左 右set

(税 込¥20,790)

※夕ニグチ製のステンレス製品はすべて「SUS304」 を使用しています。 ※2009年 7月より、スチール製バンパーの黒塗装を「ポリエステル系粉体塗装」で仕上げています。



汎用 ¥5,000(税 込¥5,250)

リア ゲ ー トハ ン ドル ガ ー ニ ッ シ ュ

リアゲートのアウターハンドル部に装着するステンレス
製化粧プレート。400番 研磨で光沢のある仕上がり。
本体裏側にビスが溶接してあリナットで固定。取付は
要穴あけ加工。

JB23・ 33・ 43用  ¥1,800(税 込¥1,890)

レシーバーピン5/8″

¥1,200(税 込¥1,260)

｀
b・
‐‐

..

黎

r■T
r■7

′~フ ~―アイテム ～

※ピン|

すベ
トルフッ

`てRV4ζ
用ボル

フイルド:卜

以外

グ_ス製    
シー

¥ 
トレ

~ヾヒツチ

112,00`~ト
タ̀

)(税 込¥lfプ2,600)

ピントルフック用ボルト
¥1,200/4本 set(税 込¥1,260)

1寺魔■
FRPバンパー用

ヒッチブラケット
FRPバンパー装着車にマッ
チ するよう、レシーバ ー
チュープの位置を高くしたデ
ザイン。取付 は穴あけ加工
等―切なしのボルトオン設
計。夕ニグチ製 コンペティ
ションマフラー以外のマフ
ラーとの組合せ不可。

JB23・ 33・ 43用
¥48,000(税 込¥50,400)

ソケット取付ブラケット
¥600(税込¥630)

※FRPバンパー用ヒッチブラケットには、

同様の製品が付属されています。

ボールマウント
2インチドロップ

¥3,500(税 込¥3,675)

7極トレーラーソケット
¥2,200(税 込¥2,310)

蒙…Ⅲ ,

・
=II■

'

2インチヒッチボール

(ボルト径 1インチ)

¥1,800(税込¥1,890)

7芯ケーブル
¥500/m(税 込¥525)

仄ヽ

中プ

夕ニグチ製リアバンパーと

ナンバー移動キット等のマッチングについて

■夕ニグチ製リアバンパー マッチング表
(FRP製バンパーのみの場合)

左のページにて紹介しているJB23用 のFRP製リアバンパー、リアチューブバンパー、ナンバー移動キッ
ト等の組合せ例が下記の表になります。

左側縦列のバンパーを購入希望商品として、最上段横列の商品と組合せが可能かを確認してください。
特に問題なく組合せが可能な場合は「○」、注意点がある場合は「△」、組合せ不可の場合は「×」で

表しています。

ステンレススコップ(栄光社製)

ステンレス製の剣先スコップ。ェマージェンシー用とし
てはもちろん、背面タイヤに装着してドレスアップとして
の使用に最適。全長約80cm。

汎用 ¥6,000(税 込¥6,300)

スコップホルダー(シューェィ製)

背百スなアタ/ヤキャリアに、スコップを装着するため
の不′ンタ~二 4WDド レスアップの超定番アイテム。も
ちろん蔓≡

‐

=`こ
も優れる。スチール黒。

●

蜀

スベアタイヤプレート
純正スペアタイヤブラケットを取り外した際に、リア
ゲートに残ってしまうサービスホールを隠すための化粧
プレート。ステンレス製で回コ等は、エッチング(薬品処
理 )によリプリント。ボタンボルト3本付属。

」B23・ 33・ 43用  ¥2,500(税 込¥2,625)

吻‐
熙

罐

I NEWリ アけんヲ|フ ック
1 純正タイタウンを切り落とさずに装着可能なリアけん引フック。スチール赤と
| ステンレスあり。タニクチ製リアチューフバンバーとの併用可。ノーマルバン  スチ_ル赤

| 
パー車への装着不可 3」 B23・ 33・ 43用 . ¥3,800/個 (税込¥3,990)

ステンレス

|

¥6,500/個 (税込¥6,825)

購入希        
商品 スペアタイヤ移 動キット(表向き用・純正用)

+
スペアタイヤ移動用ナンバー移動キット(穴あけタイプ含む)

調整式スペアタイヤブラケット

スペアタイヤ純正位置用ナンバー移動キット

FRPリアバンパー △
リアバンパーに用意された「スペアタイヤの逃げ」が目立つように
なるので、お勧めの組合せではあクリません。 ○ ナンバー移動キットのみの装着も可。

FRPリアバンパーストレートOr

スタイリッシュバンパー リア ○ も可能各書
を装着しなし場 合、ナンバー移動キットのみの装着

× スペアタイヤとリアバンパーが干渉するため装着できません。

FRPリアコーナーカバー △ 耗轟 ＼≧多逸事FeIと
錮合せ時隊ベアタイヤの逃げ」

○ リアチューブバンパー丁ypeIとの組合せての使用をお勧めします。

■夕ニグチ製リアチューブバンパー マッチング表
(ナンバー移動&スベアタイヤ移動は、FRP製バンパーの種類に準ずる)

ピ
青入希望商品

｀｀｀要増:せ

商品
FRPリアバンパー FRPリアバンパー

ストレート
FRPスタイリッシュバンパー

リア
FRPリア

コーナーカバー

リアチューブバンパー丁ypeI ×
組合せることが前提の設計
になっていません。 ×

組合せることが前提の設計
になってぃません。 ×

組合せることが前提の設計
になっていません。 ○

リアチューブバンパー丁ypeⅡ ○ ○ ○ ○

※本カタログ内で表記している税込価格は、すべて消費税率5%にて計算しています。



【Stylish JIMNY】

丁YR圧 ・̈YOKOHAMA‖ GEOLANDAR M/T十 ・(650R16)
WHttEL・ "WORK"CRAC S丁 7‖ WBC(55」 J× 1 6 1NSET+20)

トランスファー補強ステー
軽い衝撃で簡単に折れてしまう純正トランスファース

テーを補強するアイテム。少しでもオフロード走行を考
えているなら必需品。スチール製赤塗装品。

」B23・ 33・ 43用  ¥9,800(税 込¥10,290)

サイドシルガード
(ア イバ ワークス製 )

オフロード走行でヒットしや

すいサイドシルを鉄壁ガー

ド。材質は―般構造用鋼材
の約 2倍 の 強 度 を誇 る、
3mm厚 の超高張力鋼板を

使用。取付 はフレーム数カ

所への穴 開 けが必 要 。ボ

ディリフト車及びサイドガー
ニッシュ付は装着不可。

JB23用
¥44,600/左右set

(税込¥46,830)

リアショックガード
(強化 タイプ )

リアショックの付け根が障害

物にぶつかり外れてしまうの

を防ぐ。スチール赤とステン

レスの2種 類あり。どのモデ
ルも4mm厚。ショック延長
ブラケット併用可。」B23・
33・ 43用 。

スチール赤
¥3,200/片 側
(税込¥3,360)

ステンレス

稀聟g鮮劇

J323・ 33・イ    ニ

ステンレス
サ イ ドシ ル カ バ ー

2mm厚 のステンレス304
スキンパス(2B)を 使用した

サイドシル用カバー。サビに

強く、多少のヒットであれば

ボディの保護が可能。取付
はボディヘの穴 開 け加 工

(片 側 につき3箇 所 )が 必

要。ボディリフト車にも装着

可。サイドガーニッシュ付は

装着不可。

JB23用
¥30,000/左右sё t

(税込¥31,500)

アームガード
スチール

リーディングアーム及びト
レーリングアームの、ピボット
部を保護するガード。スキッ
ドプレートとしての役 目も果
たす。3.2mm厚 のスチール

黒塗装品。リーディングアー
ムダウンブラケットとの併用
不可。リア用取付時は穴あ
け加工が必要。」B23・ 33・

43用 。

フロント用
¥12,000/左右set

(税 込¥12,600)
リア用

¥12,000/左右set

(税 込¥12,600)

アームガード

ステンレス
リーディングアーム及びト
レーリングアームの、ピボット
部を保護するガード。スキッ
ドプレートとしての役 目も果
たす。3mm厚 のステンレス

製。リーディングアームダウ
ンブラケットとの併用不可。
リア用取付時は穴あけ加工
が必要。」B23・ 33・ 43用。

フロント用

¥16,800/左右set

(税込¥17,640)
リア用

¥16,800/左右set

(税込¥17,640)

ドレスアップタンクカバー
1 5mm厚 のス

チール製赤塗装

品。リーズナブル

な燃料 タンクの
カバー。軽 度 な

衝 撃 であれば、

燃料タンクの保
護 も可 能 。レー

ザーカットによる
夕ニグチの回コ
入り。

」B23033043用
¥11,000

(税込¥11,550)

ア/ トランスファー
ア ン ダ ー カ バ ー

トランスファーを軽度の衝撃
から保護するためのカバー。
45mm厚 のスチール製メッ
キ仕上げ。トランスファーマ

ウントのコム部に一切負担
を掛けない設計。保護面積
の最 小化 と折 り加 工 によ

り、リーズナブルな価格設定
を実現。取付に3箇所穴あ

け加工必要。

JB23・ 33・ 43用
¥12,600(税込¥13,230)

タンクガード
タンクをできるだけ広く保護

する設計。障害物にヒットし

た際に滑りやすい2mm厚
の ステンレス製 。重 さは

4mm厚のアルミと同等。

JB23033・ 43用

¥16,000(税 込¥16,800)

10 ※夕ニグチ製のステンレス製品はすべて「S∪ S304」 を使用しています。 ※本カタログ内で表記している税込イ面格は、すべて消費税率5%にて計算しています。
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