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ロールバー用メーター取付ステー
ロールバー用ホルター金具とメーターステーのセット。40
～427φの回―ルバーに後付メーターが装着できる。
※メーターは付属しません。

¥2,400/set(税込¥2,520)
メーターステー単品 ¥800/個 (税込¥840)

4点ロールバー
メインパイプ径486φ、肉厚23mm。 スチール黒 (白 は

受注生産 )の みの設定。当て板付属。S」30～JA22
用。なお」A12Wと 22Wは装着時にトリム加工が必要。

幌用 ¥32,500(税 込¥34,125)
バン用 ¥34,500(税 込¥36,225)
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LEDルームランプ
ジムニー専用設計のLEDルームランプ。ルームランプの

バルプを取り外し、差し替えるだけの親切設計。光源に

は、LED業 界最大手「日亜化学工業」のLEDを 使用し
た純国産品。
※」A12・ 22に 装着する場合は要加工。

SJ30… 2型～JA22用  ¥4,600(税 込¥4,830)

ハザードスイッチ
ステアリングコラムの上側にあるため操作がしにくいハ

ザードスイッチを、未使用のスイッチパネル部に、新たに

スイッチを設けることで、操作性を向上させるアイテム。

SJ30～」A22用  ¥6,500(税 込¥6,825)
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カーボン調
¥1,200(税 込¥1,260)

″F川 カーボンシート

for JAll M/P&V/L

住友3M製の「ダイノックフィ
ルム」のカーボン調を使用し
た、メーターパネル外側とベ

ントルーバー (エ アコンの送

風 口 )を カーボン調に仕上

げ
｀
るアイテム。」A71-3型 ～

」Allと JB31に適合。

¥1,400/set(税 込¥1,470)

メーター価格表
種 類 税抜価格 税込価格

温度計

ターボ計

圧力計

Dei Racer Gauge(日 本精機製)

完全独立作動でコント回―ルユニットが不要な後付けメーター。ワーニング、
ピーク、メモリーなどの機能が搭載されておらずリーズナブル。イグニションOFF
時は文字盤の見えないブラックフェイスモデル。文字盤は字光式でレンド、ホ

ワイト、ブルーから選択可。52φと60φあり。

ロールバー用システムステー
様々なアイテムが

固定できるベース

ステーとロール

バー用ホルダー金

具のセット。国―ル
バー径に合わせて

2種類を用意。
※スコップ及びス
コップホルダーは付
属しません。

40～42,7φ 用

¥5,000/set
(税 込¥5,250)

48.6φ 用
¥5,200/set

シ霧 19全量望
¥1,400

(税込¥1,470)

6点ロールバー
メインバイブ径486φ 、前部は427φ 、肉厚2 3mm。
スチール黒 1白 |ま 受注生産 )の み。当て板 付属 。
S」 30～JAll用 でバン用と幌用あり。

幌用 ¥70,000(税 込¥73,500)
バン用 ¥72,000(税 込¥75,600)

tヽ ロールバー用

アシスト
グ リップ ホ ル ダ ー

ロールバーにアシストグリッ
プを取付することが可能に

なる便利な金具。ロールバー

本体の太さが40～ 427φ
用と486φ用の2種類あり。
※アシストグリップは付属しま

和～雀剥膚00/2個sd
(税込¥3,780)

486φ
畢 3,800/2個 set

(税 込¥3,990)

アシスタントグリップ用ドリンクホルダー
」A71-3型～JAll用 c助手席前方にあるアシストグリップに装着可能なドリ
ンクホルター。350mlサ イズの缶及びペットボトルに合わせた設計。コンパクト 1個用  ¥2,500(税 込¥2,625)
な1個用、2イ固&タバコホルタータイプ、マルチスペース付きの3種類あり。固定 1個 +マルチ
|ま ボルトオン。ステンレス製。                               ¥4,600(税 込¥4,830)

2個用  ¥4,800(税 込¥5,040)

48 1:12009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。



ヘビーウエイトシフトノブ
豪三 二確なシフトチェンジがしやすくなる重いシフトノ
ア ア/´

「
シア 等ヽ装着車は特に最適。ステンレス製

1'二 :́シ フヽ パターンの刻印入りで車検攻寸応品。MT
/ ―≡[重 量約400g。

St30～ 」A22MT車用 ¥6,000(税 込¥6,300

ステアリングボス
社外品のステアリンクを装着する際に必ず必要にな
るアイテム。MOMO NARD等 に対応。各ジムニー

用あり。

SJ10～」All用  ¥5,000(税 込¥5,250)
」A12・ 22用  ¥5,000(税 込¥5,250)

Ⅳ層刷

埒・

コラムカバー(スズキ純正)

経年劣化で自くなってしまうコラムカバーをリフレッ
シュ。インテリアのドレスアップにどうぞ。

」A71‐ 3型～JAll… 2型用 ¥2,350(税 込¥2,468)
」All… 3型～JAll… 5型用 ¥2,650(税 込¥2,783)

サイドブレーキグリップⅡ
表面に本革を使用しているほか、グリップ内部に芯も採

用してある構造のサイドブレーキグリップ。見た目だけで

なく角虫れた感じも高級感がある。革の色は黒のみで、ス

テッチ色は赤と青の2色あり。

JAll～ JA22用  ¥12,500(税込¥13,125)

スーパーシートレール
タニグチVer.
(BRIDE与 讐)

BRIDE製『スーパーシート
レール]を ベースに、スライド
用レバーを短く切り詰めた商
品。BRID巨製の同製品と異
なり、スライド用レバーがふく
らはぎに角虫れにくく座りやす
い点が特徴。それぞれの型
式に合わせ運転席用及び
助手席用あり。

」All用
¥18,000/脚

(税込¥18,900)
」A12・ 22用

¥15,500/朕 I

(税込¥16,275)

アルミフットレスト
(スージースポーツ製 )

滑り止め加工が施してある
大型フットレスト。長距離ドラ
イブや、オフロード走行日寺に
活躍。フロアに穴あけ加工
後、タッピングビスにて固
定。赤。青。銀の3色あり。

SJ30～」A12C・V用
シルバー

¥4,000(税 込¥4,200)
レッド/ブリレー

¥4,200(税 込¥4,410)
」A12W・ 22W用
シルバー

¥4,200(税 込¥4,410)
レッド/ブ ルー

¥4,500(税 込¥4,725)

フューエルキャップキーの適合について

令

このページにて掲載している、タニグチ製

『フューエルキャップキー』は、フューエルキャッ

プの種類により適合 or不適合があるので、ご

購入前に下記内容をご確認頂きたい。

フューエルキャップの中央にある鍵穴を覗

いてみて、写真上のようなクランク形状の鍵穴

ではなく、写真下のようにキレイな長方形の鍵

穴の場合のみ適合となる。
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ソルブ
ア ク セ ル ベ ダ ル

ヒール&ト ゥの操作がしやす

くなるように、アクセルペダ
ル面の高さ及びブレーキペ

ダルとの距離が、程よくなる

ように調整が可能になるべ

ダルキット。装着時 は純正
ベタルに穴 あけ加 工が必

要。白色すべり止めテープ

付属。ステンレス製。
※写真は試作品のため、すべり
止めテープの色が異な

'り

ます。

S」30～JA22用
¥3,600(税 込¥3,780)

ソルブベダル
for M/丁

一般的なペタルの操作性
向上はもちろん、競技などで

有効なドラテクの「ヒール&
トゥ」をしやすくするためのア
ルミ製ペタル。各ペダル間
の距離を程よく言吉めるように
面積を拡大。色はアルミ色
のほか、赤アルマイトと青ア
ルマイトを用意。

MT車用
ブレーキ クラッチベダル
アルミ色
¥2,000月腱(税込¥2,100)
カラー

¥2,600/枚 (税込¥2,730)

フューエルキャップキー
1日 ボディジムニーのフューエ
ルキャップは、施錠をエンジ
ンキーで行なうとカギ本体が
ねじれてしまうことが多々あ
るが、そういったトラフルを未
然に防ぐためのアイテムが
これ。3mm厚 のステンレス
製。少々渋いロックでも安
心 して回すことが可能。
」All。 12・ 22用 。

キャップ型
¥1,500(税 込¥1,575)

ウイルス型
¥1,700(税 込¥1,785)
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シフトリベアキット(ァーネスト製)

純正部品では入手できない、シフトリベアに必要な部品
のフルセット。シフトフィーリング改善に効果的。

S」 30～JA71… 163893用  ¥2,000(税込¥2,100)
」All～22用  ¥2,000(税 込¥2,100)

(税込¥6,720)
(税込¥7,350)

構ン鋼 ソル フベ ダル for A/丁

左足ブレーキの操作性に主

眼を置 いて製作 。純 正 比
130%以 上の面積に仕上

げただけでなく、広げた面積
のほとんどを左侵1に広げた
ブレーキペタル。そして左足
の乗せやすさを追求したフッ
トレストの2点を用意。

AT車用ブレーキベダル
アルミ色
¥3,000(税 込¥3,150)

カラー

¥3,700(税 込¥3,885)
A丁車用フットレスト
アルミ色
¥3,000(税 込¥3,150)

カラー

¥3,700(税 込¥3,885)

■本カタロク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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