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SJ3θ～Л ププ

コンベティションリーフ「無双懸架」
街乗りが快適c高 速巡航時に片手運転でのクルージングが可能。強烈なト

ラクション性能。驚くほとのサススト回―ク。タートも本気で飛はせるc競技会

での実績多数c耐久性に優れる  という夢のようなリーフc付属のイン

ターリーフの使 い方て、乗 |り 心地や操作性 の調整可能。車高約 50～
60mmアップ。強度計算書付属。装着後構造変更必要。

ンノ ヨ不 ジ瘍”

S」 30～JAll用
¥70,000(税込¥73,500)

▲インターリーフ(板間スペーサー)を すべての間に挟むだけでなく、場

スペック表
フロント リア

ネヾレート(左 右 kgf/mm)

重ね枚数

板幅 (mm)

板厚 (左から親。2番   mm) 6.6(左 用は5)・ 5・ 5・ 5

フリーキャンバー (左 右 mm) 115 130
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減衰力表

最大長 (mm)

最小長 (mm)

縮み減衰力 (03m/s時 )

伸び減衰力 (03m/s時 )

ファイナルショック
タニグチ製リーフスプリングとのマッチンクを考え、極めて凝った減衰力設定
の低圧ガスショック。ジムニー専用複筒式ショック初の30φ ピストンを採用。

(従来品は25φ ビストン)。 ブレーキホースは50mmロ ンクを使用のこと。   sJ30～ JAll用
¥12,000ん本(税込¥12,600)

スペック表

スタヒ付用

※写真はステンレス製のものです。

スアごrじ用
‐渉 蟷́

▲フ回ントシャックルスタビなし車用
は、反転防止機能とスキッド性を考

慮し、過去に例のない丸みを帯びた

デザインを採用。

ファイナルシャックル価格表

齊
ち

ファイナルシャックル
タニグチ製 リーフの性 能 を
100%引 き出すため、ピンtoピ

ンの長さにこだわったシャック
ル。試作品は0 5mm単位で長
さの異なる物を用意。フルスト
回―クテストをひたすら繰 り返

し、最も動きが良くなる寸法を確

認し製作。ステンレスとスチー
ルメッキ仕上げ

｀
があり。価格 は

別表 を参照。S」 30～ JAll
用。強度計算書付属。装着後

構造変更必要。

シャックル長さ比較
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リア用

スタビなし用
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リア用

▲」Allなどのフレームに設けてある反転防
止用金具に対し、よレリクリアランスを稼ぐた

めにドッグボーンデザインを採用し、伸びスト
ロークを大幅に確保。

▲前後シャックルの長さを比較
した写真がこちら(写 真内右が

フ回ント用 )。 わずかな差だが、こ
の長さの違いでスト回一クが大
きく変化する。これも夕ニグチな
らではのこだわり。

スチール製 ステンレス製

税抜価格 (税込価格 ) 税抜価格 (税込価格 )

スタビ付車用フロント ¥3,800/個 (¥3,990) ¥6,600/個 (¥6,930)

スタビなし車用フロント ¥4,800/個 (¥5,040) ¥8,400/個 (¥8,820)

リア用 ¥3,600/個 (¥3,780) ¥5,800/個 (¥6,090)

※スタビ付き用フロントシャックルは、すべて反転防止ビンのない形状にな|り ます。

ファイナルリーフ
万―ルマイティなスポーツ性を追求したリーフスプリンクcリ ーズナブルな価
格言itなので入門用として最適。乗 |り 心地や車高などを考慮した設計。車
喜 1`2/ン チ(50mm)ア ップ。強度計算書付属3装着後構造変更必要。

JA71・ 11用

¥60,000(税込¥63,000)

″F刷 ラウンドシャックル25
ファイナルシャックルリア用
のドッグボーン形状を継承し

た、純正比25mmロ ングの

iO‐   霧 酪 洲 蝠 正

ピンを逃がす構造のため、

取付がしやすいほか伸び倶I

スト回―ク向上にも貢献。プ

レートは6mm厚 のスチール

製メッキ仕上げ。ピンは7丁

ボルトと同等の強度を持つ

専 用 品 を使 用 。S」 30～
」All用 。強度計算書付属。装

着後構造変更必要。

SJ30・ JA71用
¥3,400/個 (税込¥3,570)
」All用
¥3,400/個 (税込¥3,570)

スペック表

SJ30専用ソルブリーフⅡ
数あるジムニー用チューニンクリーフの中でも特に珍しい、車体重量の軽い

S」 30ジムニー専用設計品が、ピボット部にベルリンアイを採用しビックリニュー

アル|! しなやかな足の動きで、オンロード～オフロードまでをバランス良くこなし

乗 |り心地にも優れる。リーズナブルな価格設定な点ももうひとつの魅力。車高  s」 30用
約2インチ(50mm)アップ。強度計算書付属。装着後構造変更必要。       ¥54,000/台 (税込¥56,700)

″ご刷 ラ ウ ン ドシャックル 50
ファイナルシャックルリア用
のドックボーン形状を継承し
た、純正比50mmロ ングの

シャックル。」Allなどのリア

サスに設けている反転防止

ピンを逃がす構造のため、

取付がしやすいほか伸び側
ストローク向上にも貢献。プ
レートは6mm厚 のスチール

製メッキ仕上げ。ピンは7丁

ボルトと同等の強度を持つ

専 用 品 を使 用 。S」 30～
」All用 。強度計算書付属。装

着後構造変更必要。

SJ30・ 」A71用
¥3,500/個 (税込¥3,675)
」All用

.鶉 __轟 |ゞ     三‐ ・中

魏

‐‐‐

″
         ¥3,500/個 (税込¥3,675)

52 ※「無双懸架」及び「ファイナルリーフ」をJAll以外のジムニーに取付する場合、JAll用リアシャックルが必要になります。 ※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。
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無 双 懸 架 E―spec
よレリたくさんの方に無双懸

架リーフの性能を手軽に楽
しんで頂けるように、リーズ

ナブルなパーツにてフルキッ
トを構成。リーフ本体、ファイ
ナルシャックル、ファイナル
ショック、ブレーキホースと
いった要となるアイテムの
イ也に、フロント用キャスター
ウエッジ2度 ×2枚、カーボン
ブッシュ75度 1台 分をパッ
ケージ。価格は別表を参
照。車高約 50～ 60mm
アップ。強度計算書付属。
装着後構造変更必要。

【写真はスタビなしステンレス
シャックルセット】
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無双懸架S‐spec
無 双懸 架 リーフの性 能 を
100%発 揮させるため、選り

すぐりのパーツをコンプリー
ト。リーフ本体、ファイナル
シャックル、ファイナルショッ
ク、ブレーキホースといった
要となるアイテムの他に、フ
ロント用キャスターウエッジ2
度×2枚、リア用キャスター
ウエッジ4度×2枚、リア用口
ングUボルト4本、ウレタン
ブッシュ1台 分をパッケージ。
価格は別表を参照。車高約
50～60mmアップ。強度計
算書付属。装着後構造変
更必要。

【写真はスタビなしステンレス
シャックルセット】

無双懸架 S‐spec内容表
スチールシャックル ステンレスシャックル

パーツ名称 スタビ装着 スタビなし用 スタビ装着 スタビなし用

無双懸架リーフ本体 ○ ○ ○ ○

フロント用 ロングUボルト4本 ○ ○ ○ ○

リア用 ロングUボルト4本 ○ ○ ○ ○

ファイナルショック ○ ○ ○ ○

ロングブレーキホース ○ ○ ○ ○

スタビ延長スペーサー4枚 セット ○ ○

ファイナルシャックル スタビ付車用 ○ ○

ファイナルシャックル スタビなし車用 ○ ○

」All用 カーボンブッシュ75セット

ウレタンブッシュ無双懸架セット ○ ○ ○ ○

キャスターウエッジ2度 ○ ○ ○ ○

キャスターウエッジ4度 ○ ○ ○ ○

セット税抜価格 ¥173,200 ¥172,800 ¥182,800 ¥184,000

セット税込価格 ¥182,860 ¥181,440 ¥191,940 ¥193,200

無双懸架 E―spec内 容表
スチールシャックル ステンレスシャックル

スタビ装着  | スタビなし用 スタビ装着 スタビなし用

¥149,400

¥157,290 ¥167,370
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ファイナルリーフ
キ ッ ト

オールマイティなスポーツ性
を追求したファイナルリーフ
スプリンクのフルキット。リー
フ、ショック、ブレーキホース
の3点 セットのほか、車高
65mmア ップに仕上がる
25mmロ ングシャックリレset、
車高3インチ(75mm)ア ッ
プに仕 上 がる3段 調 整
シャックルセット、より走りが
)牙 え渡るファイナルシャック
リレセットなどをラインアップ。
」A71・ 11用 。強度計算書
付属。装着後構造変更必
要。

【写真はファイナル
シャックリレセット】

ミ

ファイナルリーフキット内容表
パーツ名称 モンローショックset ファイナルショックset

ファイナルリーフ本体 ○ ○

ファイナルショック ○

モンローショック ○

ロングブレーキホース ○ ○

セット税抜価格 ¥96,600 ¥114,600

セット税込価格 ¥101,430 ¥120,330

ファイナルリーフフルキット内容表
ラウンドシャックリレset ファイナルシャックリレset

ラウンドシャックリレ25 ラウンドシャックル50 スタビ付スチール スタビなしスチール スタビ付ステンレス スタビなしステンレス

¥155,610

パーツ名称

ファイナルリーフ本体

ファイナルショック

ロンクフレーキホース

スタビ延長スペーサー4枚セット

ファイナルシャックル スタビ付車用 スチール

ファイナルシャックル スタビなし車用 スチール

ファイナルシャックル スタビ付車用 ステンレス

ファイナルシャックル スタビなし車用 ステンレス

ラウンドシャックル25

ラウンドシャックリレ50

ウレタン&カーボンブッシュ (硬度60度 or硬 度75度 )

キャスターウエッジ2度

キャスターウエッジ6度

セット税抜価格

セット税込価格

SJ30専用
ソルブリーフⅡキット
SJ30専用設計のソルブ
リーフⅡのほか、国ングショッ
クと50mmロ ングのブレーキ
ホースの3点をパッケージン
グしたセット。30φピストンを
才采用したファイナルショック
セットは、走るフィールドを選
ばないオールマイティなセッ
ティング。モンローショック
セットはリーズナブルに車高
を上げたい人向け。車高約
50mmアップ。強度計算書
付属。装着後構造変更必
要。
※車体番号及びフロントブ
レーキの種類 (ディスクorド

ラム)の確認が必要です。盪=

SJ30専用ソルブリーフⅡキット内容表
パーツ名称 モンローショックset ファイナルショックset

S」30専用ソルブリーフ本体 ○ ○

ファイナルショック ○

モンローショック ○

ロングブレーキホース ○ ○

セット税抜価格 ¥90,600 ¥108,600

セット税込価格 ¥95,130 ¥114,030

|(本カタロク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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ステアリングスタビライザー
ステアリングのブレを防ぎ、落ち着いたハンドリングを実

現。取付は専用ステーにてボルトオン装着。S」 30-2
型～」A22用 。

¥14,000(税込¥14,700)
男」売ラバーブーツ ¥1,800(税 込¥1,890)

【FINAL BASIC」 IMNY】

SUSPENS10N・ ・・丁ANIGUCHI‖ MUSO‐ K[NKA‖ S‐ spec(60mmUP)
TYRE。・。YOKOHAMA"GEOLANDAR M/丁 ‖

(185/85R16)
WHEEL。・・TANIGUCHI"R[VORVER丁 55・ Mug Black(5.5」 J× 16 1NS[丁±0)
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スタビ延長スベーサー
1枚 の厚さは10mm。 スペーサー単品税込¥609/
枚。別売ボルトは税込¥105/本 。セットはボルト4本

付属。

無双懸架用4枚set ¥2,500(税 込¥2,625)
2インチアップ用6枚set ¥3,500(税 込¥3,675)
3インチアップ用8枚 set ¥4,660(税 込¥4,893)

ウ レ タ ン ブ ッ シ ュ

硬度90の ウレタンブッシュ。
ノーマルのコムブッシュや
カーボンブッシュよクリも硬度
が硬いので、足まわりの岡1

性感を高めるのに最適。ま

た、シャックルピンとの摩擦
が起きにくいので、比較的

寿命が長くサススト回一クが
スムーズになるという特徴も

ある。価格、適合車種、適合
シャックルは下記を参照。
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8の字バンプラバー
フルバンプの突き上げ感を軽減する。S」30～ JA22
フロント用とS」 30～ JAllリ ア用あり。フロント用には

装着を簡単にする穴あきスペーサー付属。

フロント用 ¥3,000/個 (税込¥3,150)
リア用 ¥3,150/個 (税込¥3,308)
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バンプラバースベーサー
フロントバンプラバーの取付高さを調整する際に使

用。5mm厚のアルミ製。中央に24φ の穴があり、8の

字バンプラバー装着が容易になる。

S」 30～JA22用  ¥500/枚 (税込¥525)
専用ボルト ¥100/本 (税込¥105)

ボルト付8枚セット ¥4,000(税 込¥4,200)
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ノーマルコムブッシュよクリも若干硬い硬度75の カーボンブッシュ。純正ゴム

ブッシュと同等程度のイ面格なので非常にリーズナブル。リーフやシャックル交

換時はもちろん、寿命を迎えたノーマルコムブッシュの代わ。りとしての使用にも

最適 c

カーボンブッシュ75価格表
商品名 税抜価格 (税込価格 )

シャックル用 ¥350/籠](¥368)
単
品 」Allリアシャックリレ用 ¥500/個 (¥525)

ピボット用 ¥500/個 (¥525)

旧S」 30ソルフリーフ用 ¥7,600/set(¥7,980)

1300cc車 用 : ¥7,600/set(¥7,980)

」All用 : ¥8,200/set(¥8,610)

S」 30・ JA71用 ¥9,600/set(¥10,080)

鍮 .゙

ウレタン&カーボン
ブッシュセット

ウレタンブッシュの同1性 感と
カーボンブッシュのしなやかさ
を活かすため、フレーム側に
ウレタンブッシュ、リーフ側に
カーボンブッシュを使用する
ようにパッケージ。オンロード
での操作性と乗|り心地、オフ
ロードでのねじれスト回一クを
両立。

ウレタン&カーボンブッシュ価格表
適応車種 商品名 税抜価格 (税込価格 )

旧SJ30ソルブリーフ用

ノーマルシャックル用 li:2 ¥12,000/set(¥12,600)

旧25mmロ ング&3段 シャックル用 ¥12,800/set(¥13,440

1300cc車 用 ::

ノーマルシャックル用li:2 ¥12,000/set(¥12,600

旧25mmロ ング&3段シャックル用 ¥12,800/set(¥13,440)

」All用 十
ノーマルシャックル用 |: ¥12,600/set(¥13,230)

旧25mmロ ング&3段 シャックリレ用 ¥13,400/set ¥14,070)

i    S」 30用

ノーマルシャックル用 :`2 ¥14,000/set(¥14,700)

旧25mmロ ング&3段 シャックル用 ¥14,800/set(¥15,540)

」A71用

ノーマルシャックル用 :‐ 2 ¥14,000/set(¥14,700)

旧25mmロ ング&3段シャックル用 ¥14,800/set(¥15,540)

ウレタンブッシュ価格表
適応車種                商品名 税抜価格 (税込価格 )

単

品

―

            ノーマルシャックル用Ⅲ2 ¥900/個 (¥945)

―
     1    旧25mmロ ング&3段 シャックル用 ¥1,000/個 (¥1,050)

」Allリ アシャックル下側用 ¥1,100/個 (¥1,155)

ピボット用 ¥1,100/個 (¥1,155)

ノーマルシャックル用 :2 ¥16,500/set ¥17,325)

旧25mmロ ング&3段 シャックリレ用 ¥18,000/set ¥18,900)

1300cc車用 :

ノーマルシャックル用 :2 ¥16:500/set ¥17,325)

旧25mmロ ング&3段 シャックル用 ¥18,000/set ¥18,900)

」All用 :

ノーマルシャックル用 :2

旧25mmロ ング&3段 シャックル用

¥19,000/set ¥19,950)

¥20,000/set ¥21,000)

ノーマルシャックル用 :2 ¥20,000/set ¥21,000)

旧25mmロ ング&3段 シャックル用 ¥21,000/set ¥22,050)

無双懸架用
¥21,000/set ¥22,050)

¥22,000/set ¥23,100)

一
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35mmボディリフトキット

ボディブロックや延長ボルト、
シリコンパッドといった必要

最低 限の部品だけでなく、
M丁 レバ ーカバ ー移 動 ス

テー、サイドブレーキワイヤー

ステー延長、フューエルホー

スプロテクター延長、ブレー

キライン取付延長 など、ボ

ディリフト時にあると便利な
アイテムをすべてパッケー

ジっ重心を極端に高めないで

車高を上げられるので、ドレ

スアップの他、本格ク回カン

車にも最適。ブロック本体は

アルミ製黒アルマイト仕上

げ。SJ30装着時は要加工。

SJ30～ JA22用
¥38,000(税込¥39,900)

t'鴇
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ボディリフト用
コンビニ エンスキット

タニクチ製ボディリフトキット
の、プ回ック、ボルト、ウレタン
パッドを抜いたパーツセット.

35mmの ボディリフト時に、
あると便利なアイテムをバッ
ケージ。イ画格もリーズナブル
に設定。

鉤

◎ SJ30～」A22用
¥5,000(税 込¥5,250)

54 ※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。 三(1:本 ベージ内のブッシュセットは、現行のフアイナルリーフ及び無双懸架に組み合わせる場合、リアリーフのピボット用ブッシユは含みません。



リーフのヘタリなどで発生する車体の傾きを調整する
スヘーサーこ車高を下げたい側のリーフとホーシングに

挟んで使用E幅 50mm、 厚さ5mm、 長さ100mmの バ

ネ1局 オオc回ンクセンターボルト男」売。
リーフジムニー全車用 ¥500/枚 (税込¥525)

センターボルト(ナ ット付)¥400/本 (税込¥420)

1 1 7‐ ■
11っ デ っ |‐|
|■
|||‐ ィヽfff
リーフ用インターリーフ
リーフスプリンク用補修パーツ。50mm幅 のリーフ全

般に使用可。2番 手以降のリーフの間に挟むことで、
リーフ同士の干渉を防ぐ他、複数枚を重ねて使用する
ことで、リーフの「効く」タイミングを変えることも可育ヒ。

リーフジムニー全車用 ¥240/枚 (税込¥252)

リーフ用サイレンサーパッド
リーフスプリング用補修パーツ。50mm幅のリーフ全般
に使用可。2番以降のリーフの端に使用している、リー

フ同士の接角虫をなくすための部品。

リーフジムニー全車用 ¥100/枚 (税込¥105)¥1,100/本 (税込¥1,155

調 整 式 ラ テ ラ ル ロ ッド (ノーマルカロエ 品 )

三喜変 /ヒ
,こイ半い、横ズレを起こしてしまうサスベンショ

ンそ■三するバーツ3スズキ純正バーツ加工品。色を
青こ黒から選択可 3」 A12・ 22用 cJB32不 可。

フロント用 ¥19,500/本 (税込¥20,475)
リア用 ¥19,500/本 (税込¥20,475)

キ ャス タ ー ウ エ ッジ

車高アップ時に変化するキャ
スター角の補正や、プロベラ
シャフト角度の補正に使用。 |
センターボルト付属。リーフジ
ムニー全車用。

蜘
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Л ブ2・2簿罵ブヌベンション

強 化 ラ テ ラ ル ロ ッド

」B23用 純正リアラテラル

回ッドをベースに、内部に金

属製スリープを打ち込むこと
で強化を図った、極めて曲
が |り にくいラテラル回ッド。フ
ロント&リ アともに使 用 可
能。黒のみの設定。」B32
不可。

」A12・ 22用

¥24,000/本
(税込¥25,200)

キャスタードリーム(プロスタッフ製)

コイルサスのジムニーを足まわりで車高アップした際、
狂ってしまうキャスター角を補正するための偏芯ウレタン

フッシュ。直進安定性を確保するための必需品。補正角
は約5度 。
」A12・ 22、 JB32用

¥10,000/2個 set(税 込¥10,500)

キャスターウエッジの使い方 t

キャスターウエッジは、フロントに使用する場合とリアに使用する場合で考

え方が異なる。フロントに使用する場合、P26で説明しているキャスター角補

正用として用いるのが一般的で、2度を「肉厚な側を前向きに」組む。反対

に、4WD走行時の異音止めとして使用する場合は、同じく2度を「肉厚な側

を後向きに」組む。ただしこの場合、直進安定性が犠牲になるので注意。

リアに使用する場合は、プロペラシャフトの保護に使用するのが一般的

で、4～ 6度を「肉厚な側を前向きに」組む。異音防止だけなく燃費向上や走

行性能が向上するのでオススメだ。

キ ャ ス タ ー フ ッン ユ (4WDプ ロジェクト製 )

コイルサスのジムニーを足まわりで車高アップした際、
狂ってしまうキャスター角を補正するための偏芯コムブッ
シュ。直進安定性を確保するための必需品。補正角は約
1度30分。

」A12・ 22、 JB32用  ¥3,500/個 (税込¥3,675)

ロング∪ボルト リーフスベーサー

スペック表

バネレート(kgf/mm)

バネ巻数

バネ線径(mm)

自由長 (mm) 左320/右320 左305/右330

JA22用ソルブ30mmアップコイル
ノーマルショックのまま手軽に車高アップができる、オン&オフ両用の約
30mmア ップコイル。車体のふらつきを抑える強化タイプのショックアッパー

ブッシュを付属。コイル色は自のみ。

JA12・ 22用

¥35,000/台 (税込¥36,750)

スタビライザー
;菫化ブッシュキット
スタビライザーを固定するた

めのコムを、ノーマル以上に

硬いものに変更することで、

走行時のふらつきを大幅に

軽減。ブラケット部の色を赤
と黒から選択可。

JA12・ 22。 32用

¥10,800/set
(税込¥11,340)

キャスターブッシュ2.5
ブッシュ部の材質はウレタン。キャスタードリームとの併用
によ|り 、60～ 75mmア ップ時のキャスター角補正量が程
よくなる。単品使用時の補正角は約2度 50分。

」A12・ 22、 JB32用
¥11,000/2個 set(税 込¥11,550)

5512夕ニクチ製シャックルの「フアイナルシャックル」及び「ラウンドシヤックル25 or 50」 に合わせるブッシュはノーマルシャックル用となります|!


