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■S」 30～ JAll用 Fス キッドバンパー』シリーズ

バンパー本体に対し曲げ

加工を一切行わず、スト

レート形状にすることで大

幅なコストダウンに成功。

また『ボディリフト対応フ

ロントスキッドステー』と

の 組 合 せ で 、35～
50mm程度のボディリフ

ト車との相性もバッチリ。

リーズナブルなバンパー

をお探しの方へ。
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■S」 30～JAll用 『オフロードバンパー』シリーズ

ボディのヨーナー部保護

のため、バンパー両端を

ほぼ
｀
90度 に曲げている

点が特徴。肉厚2.3mm
のスチール製で強度にも

優れ、ハイリフトジャッキ

の使用も可。」A12・ 22

用のNEWオフロードバン

バーやフランクリーバー

も同等の強度を誇る。

フロントスキッド
バンパー丁ypeⅡ

フロントスキッドバンパーの
両端に施された「斜め45度
かント処理」を廃し、製造コス
トを大幅ダウンしたリーズナ
ブルな1本バータイプのバン
パー。ウインカー取付枠付。
スチール黒 (白 は受注生産 )

のみ。S」 30・ 40、 JA71・
11・ 51用 。

スチール黒
¥13,800(税 込¥14,490)
ステンレス

¥28,000(税 込¥29,400)

ボ デ ィリフト対 応 オ フロー ドフロントス テ ー

オフロードフロントバンパー及びフランクリーバー装着

車で、ボディリフトした際に最適なアップステー。バン
パー位置が40mmア ップ仕様に仕上がる。スチール

製黒塗装品。S」 30～ JA22用 。

ボ デ ィリフ ト対 応 ス キ ッドフ ロ ン トス テ ー

フロントスキッドバンパー装着車で、ボディリフトする際
に最適なバンパー用アップステー。45mmアップ仕様
と85mmアップ仕様の2種類あり。スチール製黒塗装

品。S」 30～ JA22用 。

::田用子
`び

華豊:88′奎喜ヨ躍途羊量::3

オフロードフロント
バンパー丁ypeⅡ
オフロードフロントバンパー

のランプステー部をなくした

デザイン。スチール黒 (白 は

受注生産 )の みで、細かい

仕様等はオフロードフロント
バンパーと共通。

スキッドプレートなし
¥20,800(税 込¥21,840)
スキッドプレート付
¥34,300(税 込¥36,015)

フロント角
バンパーⅢ

フロントエプロンなどの併用
がなくてもフロントビューの
バランスが取れる。純正ウイ
ンカー流用可能。ウインカー

レンズの見える面積を小さく

しシャープな顔つきになる。
S」 30～ JAllの他 1 300cc

車にも対応。

スチール
¥24,000(税 込¥25,200)
ステンレス
¥30,000(税 込¥31,500)

¥7,200/左 右set(税 込¥7,560)

オフロード
フロントバンパー

オフロード仕様のバンパー

の定番商品。ボディのプ回

テクターとしてはもちろん、ハ

イリフトジャッキの使用が可
能なレベルの強度を持つ。
ウインカー取付枠付。スチー
ル黒 (白 は受注生産)の み。
S」 30。 40、 JA71・ 11・ 51用。

スキッドプレートなし
¥27,000(税 込¥28,350)
スキッドプレート付
¥40,500(税 込¥42,525)

■S」 30～ JAll用 『フロント角バンパー』シリーズ

ジープなどの無骨な車両

のフロントマスクをモチー

フにした、横幅が短く四

角いデザインの金属製バ

ンパー。タイヤの見える

面積が広く、より車高が

高く見えることも特徴の

ひとつ。さらに、35mm程

度のボディリフトであれ

ば、無力]工でそのまま対

応可能。

……………・ず
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40 ※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。  ※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。



■S」 30～ JAll用 『スキッドバー』シリーズ

バンパー本体の取付ス

テー付近2箇所に軽い曲

げ力0工を施すことで、フロ

ントグリル周辺へのフィッ

ト感をより向上させている

点が共通の特徴。3つの

商品ラインアップすべて

に、スチール製とステンレ

ス製を用意。

純正バンパー固定用の最前列クロスメンバーをカット

した際に、かントしたクロスメンバーの両端を塞ぐための

専用キャップがこちら。リーズナブルな価格になり新登

場。

SJ30～JA22用 ¥360/左右set(税 込¥378)

スキッドバー

丁ypeA
ウインカー取付枠がない 1

本バータイプ。ボディライン

にフィットするように、本体部
2カ 所に軽い曲げ加工をし

たバンパー。SJ30～ 」All
用。

スチール黒
¥13,000(税 込¥13,650)
ステンレス

¥25,000(税 込¥26,250)

スキッドバー
丁ypeC

取付ステーの肉厚を6mmに
し、そこに40φの穴を設け、け
ん引フック機能を持たせたバ

ンパー。ステンレスとスチール

黒 (白 は受注生産 )あ り。ウイ

ンカー取付枠付。S」 30040、

」A71011・ 51・JB31用。

スチール黒
¥18,800(税 込¥19,740)
ステンレス

¥34,800(税 込¥36,540)

クロスメンバー用ジョイントパイプ
切ったクロスメンバーを元の状態に戻し、ノーマルバン

パーを装着するためのパイプ。カットした純正クロスメ

ンバーがある場合のみ使用可。装着は要加工。固定

用のビス付属。

SJ30～ 」A22用 ¥1,300/左 右set(税 込¥1,365)

スキッドバー

丁ypeB
中央のパイプが2本重なっ
たデザイン。」Allに 装着

時、純正バンパーとほぼ同
じ出幅。ウインカー取付枠

付。ステンレスとスチール黒

(白 は受 注 生 産 )あ り。
S」 30040、 JA71・ 11・ 51、

」B31用 。

スチール黒
¥24,000(税 込¥25,200)
ステンス
¥47,000(税 込¥49,350)

■」A12022専用 フロントバンパーシリーズ

フロントグリル内にウイン

カーランプやポジションラ

ンプが設けてある」A12・

22に 合わせ、ウインカー

取付枠をなくしているほ

か、フロントグリルのデザ

インに合わせて前方への

突き出し量を」All系 バ

ンパーよりも多めにして

いる点が特徴。

フランクリーバー
1本 バータイプのバンパー

で、ランプステー機 能も兼
ねている。スチール黒 (白

は受注生産)のみ。」A12・

22用 。

スキッドプレートなし
¥20,000(税 込¥21,000)
スキッドプレート付
¥33,500(税 込¥35,175)

フランクリーバー用

純正フォうわンプステー
タニグチ製の」A12・ 22専
用バンパー「フランクリー
バー」に、純正のフォグラン
プを装着するのに便利なア
タッチメント。スチール製黒
塗装品。保安基準適合品。

」A12・ 22用
¥a鯉

奮認
41

スキッドバー

丁ypeA
ウインカー取付枠がない 1

本バータイプ。ボディライン

にフィットするように、本体部
2カ 所に軽い曲げ加工をし

たバンパー。」A12・ 22用。

スチール黒
¥13,000(税 込¥13,650)
ステンレス

¥25,000(税 込¥26,250)

NEWオフロード
フロントバンパー

強度に優れ、ジムニー用バ

ンパーの定番デザインとい

える、オフ回―ドフロントバン
パーの」A12・ 22専用品。
補助灯を2灯取付できる。ス
チール黒 (白 は受注生産 )

のみ。

スキッドプレートなし
¥26,000(税 込¥27,300)
スキッドプレート付
¥39,500(税 込¥41,475)

※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。
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」All改エンブレム
」All-2型 以降の純正フロントグリル中央にある、ス
ズキマークの土台にビッタリとフィットするステンレス製
エンフレム。ベースマウントはスチール製。装着は要穴
あけ加工。

」All-2～ 5型用 ¥3,000(税 込¥3,150)

ワイパーマウント ガンコ君
錆などで弱っているワイパーマウントピボット部を、手軽
に補強するためのアイテム。装着には穴あけ加工及
びリベット止めが必要。ステンレス製。

S」30～JAll用  ¥1,400/枚 (税込¥1,470)

J

FRPフロントグリル
フロントマスクのイメージチェンジに最適。穴開け加工
一切 なしの簡単装着。写真のエンブレムは別売。
FRP白 ゲルコートイ士上げ。

JAll・ J B31用 ¥25,000(税込¥26,250)

パ ワ ー ワ イ パ ー マ ウ ン ト(ゥィッッ製 )

サビでフロントウインドーの窓枠が弱っている車両に最
適な、ワイパーのピボット部を補強するステンレス製プ
レート。両面テープとワイパーピボットのナットで固定。

SJ30～ 」A71…3型用 ¥6,800(税 込¥7,140)
」A71¨4型～JAll用  ¥6,800(税 込¥7,140)

フレーム補強ステーⅡ
けん引フックやバンパーを装着するフレーム前方部に

埋め込むことで、取付部の強度を大幅にアップ。製造
コスト低減により低価格を実現。スチール黒塗装品。
」B31・ 32不可。

S」 30～JA22用  ¥2,800/個 (税込¥2,940)

FRPスタイリッシュボンネット
ホンネットピンー切不要。ヒンジやランチ付で、ノーマル

ホンネットと同様に開閉可能。インタークーラー用エア
/ン テークー体成形。ノーマル比で約5kg軽 量」FRP
ヨァルコート仕上げ。高級感溢れる二重構造で強度

ンクン
」A71-3型 ～JAll用  ¥50,000(税 込¥52,500)

ボ ンネ ットリフ トブ ラ ケ ット(マスターピース製 )

ボンネットの後端を数cmほ ど浮かせ、エンジンルーム

内の熱を逃がすアイテム。ステンレス製。

S」 30～JA22用  ¥3,000/左 右set(税込¥3,150)

:″Ξ〃ノ

アップナンバーステーⅡ
フ回ントナンバーブレートを、取付高さ約55mm、 前傾
角度約 15度移設するステー。ステンレス製2Bイ士上
げ。リーズナブルな価格になり新登場 3

汎用 ¥1,800(税 込¥1,890)

丸型2灯 マルチ
リフレクターヘッドランプ

(レ イブリック製 )

リフレクター(反 射板)の設計
によ|り 理想的な配光特性を持
つヘッドランプ。バルブに「レ
イブリックレーシングハイパー
ハロゲン」を採用したことで、
60W 55Wの 消費電力で
130W 125W相当の明る
さを発揮。保安基準適合品。

12Vク リア

12Vフ ルー

24Vクリア

24Vブ
｀
ルー

¥8,000/個
(税込¥8,400)
¥8,500/個

(税込¥8,925)
¥10,800/個

(税込¥11,340)
¥11,300/個

(税込¥11,865)
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フロントエプロン
ウインカーランプやナンバープレートが装着可能なフ
回ントパネル。ラジエターの保護に最適。ナンバープ
レート取付位置は任意の位置に無加工で装着可。ス
テンレス製。S」 30。 40、 JA71・ 11・ 51用 。

¥13,000(税込¥13,650)

|

ラジエターガードパネル
オフロードバンパーやスキッドバンパー装着時に、丸見
えになってしまうラジエター下音5を、キレイに隠すため
のパネル。ラジエターの保護に最適。ステンレス製。
S」 30。 40、 JA71・ 11・ 51用 。

¥9,000(税 込¥9,450)

ウインカー取付ステー
フロントバンパーがない状態でも、ヘ ノトライト下にウイ
ンカーが装着できるようになるステーこ本体及ひ付属
のビスともステンレス製。装着時に穴あけ加工が必
要。S」 30040、 JA71・ 11・ 51月 :

¥4,600/左右seti税 込¥4,830)

NEWラジエターガードパネルⅡ
フロント角バンパーなどを装着した際に、丸見えになっ
てしまうラジエター下部をキレイに隠すためのパネル。
ラジエターの保護に最適。」A12・ 22専用設計で、ボ

ディラインにフィットする形状。ステンレス製。

¥11,000(税込¥11,550)

純正グリル用ダクトプレート
純正フ回ントクリル内に、エアタクト機能を持たせるた
めの商品。lmm厚 のスチール黒塗装品。エンジン
ルーム内にフレッシュエアの取り回しを行なう場合、別
売のアルミダクトセット1税 込¥1,890/1 set)が必要。
右用と左用あり。

JAll専用 ¥3,500/片 側(税込¥3,675)

/JVF川

」All用 アルミダクトセット
フロントエアタクトプレートと組み合わせて使用するこ

とで、エンジンルーム内の任意の場所にフレッシュエア

を引き込むことが可能になる。

¥1,800/片側(税込¥1890)

フロントけん引フック
写真左はスチール赤塗装品。写真右はステンレスで両面研磨仕上げ。どち
らも肉厚は6mmあ るので強度はバツグン。ドレスアップはもちろん、本格的  スチール赤
なレスキューにも使用できる。上下を返すことでほとんどのバンパーに対応。     ¥2,800/個 (税込¥2,940)
ハイテンションボルト付。S」 30～ JA22用 。                ステンレス

¥4,800/個 (税込¥5,040)

42 ※2009年 7月より、スチール製品の黒塗装は「ポリエステル系粉体塗装」で仕上げています。 ※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。
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