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【OPEN CI丁 YR∪ NNERI】
SUSPENS10N・・・丁ANIG∪ CHI‖ SOLVE 2inch‖ SUS― Kit(50m m∪ P)

丁YRE・・・丁OYO∪SA"PROXES S/丁
‖
(255/45R20)

WHEEL・・。SUPttR SttAR‖ P∪ RE SPIRI丁 SH∪ SSAR‖ (8.0」 J× 20 1NSttT-6)

オフロードバンパー用スキツドプレート
タニグチ製のオフロードバンパー丁ypeI&TypeⅡ 用の

スキッドプレート。本体部は4mm厚 のアルミ製アルマ

イト仕上げ。別売のスキッドプレート用けん引フックを

同時装着可能。

JB23用  ¥15,000(税込¥15,750)

「J323・ 33イ釘 フロン′ハエクステグ/7

FRPバンパー用

ス キ ッ ドプ レ ー ト

タニグチ製のFRPバンパー

用 スキッドプレート。スタイ

リッシュバンパーにも使用

可。本体部は4mm厚のア
ルミ製アルマイト仕 上 げ。
左右けん引フック付モデル

とけん引フックなしがあり。

装着時はフレームに穴あけ

加工必要。」B23用 。

けん引フックなし

¥13,000(税 込¥13,650)
左右けん引フック付
¥22,800(税 込¥23,940)

FRPバンパー用

強 化 ス キ ッドプ レー ト

タニグチ製FRPバンパー用
の強化版スキッドプレート。本

体部に6mm厚のスチールを

使用し徹底的に強度をアッ
プ。多少手荒に扱った程度
では変形しない。黒塗装仕
上げ。スタビライザー装着時
は別 途 オフセットスタビス
ペーサーが必要。装着時は

フレームに穴あけ加 工 必

要。」B23用。

けん引フックなし

¥15,800(税 込¥16,590)
左右けん引フック付
¥25,600(税 込¥26,880)
プレート単品
¥9,800(税 込¥10,290)

スタイリッシュバンパー用

ス キ ッ ドプ レ ー ト 、

FRPス タイリッシュバンパー

用 に専用設計したスキッド

プレート。本体部は4mm厚
のアルミ製アルマイト仕上

げ。従来品に比べて、高さが

約60mmほ ど高くなってい

る。FRPバ ンパーとの併用

不可。装着時はフレームに

穴 あけ加 工必 要 。けん引
フック別売。

JB23用
¥18,800(税 込¥19,740)

―

オ フ ロ ー ドフ ロ ン トバ ン パ ー 丁ypeⅡ
ノーマルバンパーを外して取付。FRPフロントバンパー

と同時装着がお勧め。ステンレスバフ仕上げの他に、
スチール黒 (白 は受注生産 )も あり。専用スキッドプ

レート別売。」B23用 。
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フロントバンパーランプステー
補助灯を2灯装着できる他、ノーマルバンパーもガー

ド。ステンレスバフ仕上げ。フォグランプ及び専用ス

キッドプレート別売。

JB23用  ¥44,000(税込¥46,200)
専用スキッドプレート ¥13,000(税 込¥13,650)

FRPバンパー用

ステンレス
ス キ ッ ドプ レ ー ト

従来型のFRPバ ンパー用
スキッドプレートよ|り も表面

積を小さくすることで、フロン

トマスクのシャープさを演

出。肉厚2.Ommのステンレ

ス製で#400研 磨仕上げ。
丁ANIGUCHI口 J入 り。けん

引フック別売。装着時はフ

レームに穴あ1劫 口工が必要。

JB23用
¥12,000(税 込¥12,600)
プレート単品
¥7,000(税 込¥7,350)

FRP
フロントバンパー

(フ ォグランプなしタイプ)

ノーマルバンパーを外して取

付けるバンパー。FRP白 ゲ
ルコート仕上げ。バンパー下
のスキッドプレートは別売。

純正フォグランプ取付不可。

JB23用
¥23,000(税 込¥24,150)

FRP
フロントバンパー

(純正フォグランプ対応)

ノーマルバンパーを外して取

付けるバンパー。FRP白ゲ
ルコート仕上げ。純正オプ
ションのスタンレーorシ ビエ

orVALEOのフォグランプが
取付できるのでよ0リ スマート
に決まる(取付時にフォグラ
ンプ側を要加工 )。 バンパー
下のスキッドプレートは別
売。ご注文時にフォグランプ
の種類確認必要 (P56参
照)。

」B23用
¥27,000(税 込¥28,350)

FRPスタイリッシュ
バンパー フロント

従来 品のバンパーと比較
し、上下の幅を抑えてシャー

プさを演出しつつ、ハーフス

ポイラーを装着したようなデ

ザインを才采用した、新しいデ

ザインのバンパー。FRP白
ゲルコート仕上げ。バンパー

下 のスキッドプレートは別
売。専用スキッドプレートと
の併用がお勧め。純正フォ
グランプ取付不可。

JB23用
¥24,000(税 込¥25,200)

オフロードフロントバンパー丁ypeI
ノーマルバンパーを外して取付。FRPフロントバンパー

と同時装着がお勧め。ランプステー付きで、フォクラン

プなどの補助灯を2灯 装着可。ステンレスバフ仕上

げ。フォグランプ及び専用スキッドプレート別売。

」B23用  ¥43,000(税 込¥45,150)

4 ※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。 ※このページの金属製バンパーの端部は、すべてストレートカットになります。



フロントマウントスリットプレート
社外バンパー装着時に目立ってしまうボディマウント

最前列を、覆い隠すための化粧ブレート.2mm厚 の

アルミ製で黒アルマイトイ士上け二取付は要穴あけ加
工。」B23-5型初期型不可 c

」B23…5～ 9型用 ¥1,900/片 側(税込¥1,995)

FRPスタイリッシュ
ボ ン ネ ッ ト

1/Cタ クトまで一体成形で、さ

らにノーマルより大きい開口

面積を確保。表面と裏面の
二重構 造で強度 も十 分。
フードロックフック標 準 装

備。ノーマル同様の装着 &
開閉が可能。FRP白 ゲル

コート仕上げと、カーボン仕
上げ(表面クリア塗装済み)

の2種 類あり。どちらも裏面
は黒ゲルコート仕上げ。
」B23‐ 4～ 8型用c

白ゲルコート
¥64,000(税 込¥67,200)
カーボン
¥94,000(税 込¥98,700)

フロントダクトプレート
ボディマウント最前列用化粧プレートに、エアタクト機

能を持たせた商品。2mm厚 のアルミ製で黒アルマイ

ト仕上げ。取付は要穴あけ加工。フレンシユエアの取り

回しを行なう場合、別売のアルミタクトセット(税 込
¥2,520/片側)が必要。」B23-5型初期型不可。
」B23‐5～ 9型用 ¥3,800/片 側 (税込¥3,990)

純正バンパー用ダクトプレート
」B23の純正フロントバンパー内に、エアダクトを設ける
パーツ。装着は純正バンパー内のクリップを使用。ス

チール製黒メッキ仕上げ。右用と左用あり。 フレンシユ
エアの取り回しには、別売アルミタクトセットが必要。

」B23用  ¥3,500/片 側 (税込¥3,675)

フレーム補強ステー
タニグチ製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。装着時要加工。

」B23用  ¥2,600/1回 (税込¥2,730)

LTI再

スキッドプレート用けんワ|フック
タニクチ製」B23用 スキッドプレート取付穴に共締めすることで装着。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 スチール赤

肉厚は6mmあ るので強度はバツグン。ドレスアップの他、本格的なレス    ¥2,900/個 (税込¥3,045)
キュー時にも使用OK。 回ングハイテンションボルト付。           ステンレス

¥4,900/個 (税込¥5,145)

舅m・豪1杯‐
スキッドプレート用簡易取付ステー
タニグチ製のFRPバンパー用スキッドプレートけん引
フック付を、構造変更時などにけん引フックなしの状態

にするためのステー。専用ボルト付き。

」B23用  ¥4,500/左 右set(税 込¥4,725)

FRPバンパー・スキッドプレート及び

オフロードバンパーのマッチングについて

■夕ニグチ製フロントバンパー マッチング表
(FRP製バンパー十スキッドプレートの場合)

左ページにて紹介しているJB23用 のFRP製 フロントバンパー、スキッドプレート、オフロードバンパー

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「○」、注意点等がある場合は「△」、組合せ不可の場合は

「×」で表しています。

蝙

ボンネットダンパー
ボンネット開口時に、フードステーを使用しなくても開
いたままにできる便利なダンパー。左右に1本ずつタ
ンパーを用いるタイプ。」B23-1～ 8型 の他、JB33、
」B43-2～ 7型に適合。

¥12,000/左右set(税 込¥12,600)

′111111J

ス タ イ ル プ ラ ス グ ラ フ ァ イ トワ イ パ ー

ドレスアップ的要素が高いエアロタイプワイパー。ラ
バー部に炭素粒子のコーティングが施してあり、拭き

上げ時の抵抗が少なくなるほかビビリが出にくい。
」B23・ 33・ 43用。

酬撃辱用1::隅:革1388雛強羊子遇38
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アルミダクトセット
タクトプレートと組合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ソシュエアを引き込むこ

とが可能になる。取付は要穴あけ加工。伸縮自在の

アルミタクトの他、固定用のタクトバンド等が付属。

」B23用  ¥2,400/片 側(税込¥2,520)

臥    品 FRPバンパー用
ステンレススキッドプレート

FRPバンパー用

強化スキッドプレート

FRPバンパー用
スキッドプレート

スタイリッシュバンパー用
スキッドプレート

FRPフ ロントバンパー ○ ○ ○ ×
バンパーとスキッドプレート
が干渉するため組合せ不
可です。

FRPフロントバンパー(フォグ付) ○ ○ ○ ×
バンパーとスキッドプレート
が干渉するため組合せ不
可です。

スタイリッシュバンパー フロント △
バンパー下辺とスキッドプ
レート上辺の隙間が大きくな
ります。

△
バンパー下辺とスキッドプ
レート上辺の隙間が大きくな
ります。

△
上下逆に装着でバンパー下
の隙間が減レリますが、スタビ

ライザーが隠れません。
○

■夕ニグチ製オフロードフロントバンパー マッチング表 (ォフロードフロントバンパーは専用スキッドプレート以外組合せ不可です)

臥    品
FRPフ ロントバンパー

FRPフ ロントバンパー

純正フォグ対応

スタイリッシュバンパー

フロント

オフロードFバンパーI

+オフロード用スキッドプレート ○ ×
フォグランプの光を遮るた

め、この組合せはお勧めして
いません。

○

オフロードFバンパーⅡ
+オフロード用スキッドプレート ○ ×

フォグランプの光を遮るた

め、この組合せはお勧めして
いません。

○

※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価格は、すべて消費税率50/0にて計算しています。
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【SOL∨ E JIMNY】
SUSP[NS10N¨・丁ANIGUCHI‖ SOLV[3inch‖ S∪ S―Kit(75mmUP)
丁YRE・ B̈FG‖ Mud―丁errain丁 /A KM‖ (225/75R16)
tlVH E[L¨ 。丁ANIGUCHI‖ RttVOR∨ 圧R丁 55‖ Platinum Gold(5.5」 J× 16 1NSE丁 +20)
WHEEL SPACER。 ・・PRO‐ SttAFF‖30mmWIDE‖

お 23θθ・イ3用フロン′ハエクステグ/7

FRPアイライン
ヘッドライトの上部に貼り付ける、FRP白 ゲルコートイ士
上げのカバー。フ回ントマスクのイメージチェンジに最
適。両面テープにて貼付け。

ヒ
」B23033043用 ¥a∞ ν 左右釧 織 込卸 0リ

アイラインステッカー
フ回ントの印象を大きく変えるお手軽ドレスアップアイ
テム。ヘッドライトの上下に貼るステッカー。ボディカ

ラーに合わせ、自、黒、銀、青の4色あり。

」B23。 33・ 43用  ¥3,500/左 右set(税 込¥3,675)

tNE刷

アンダーアイライン
ヘッドライト下部に貼るドレスアップ用ステッカー。色
はウインカー色と同等 のオレンジの他 、コバルトフ
ルーの2色 あり。ミニバン系のフェイスに仕上げたい
方にお勧め。

JB23・ 33・ 43用  ¥1,400/左 右set(税 込¥1,470)

SOLVEエンブレム
サイズ2 0cm× 9 0cm。 ステンレス製。

汎用 ¥1,600(税 込¥1,680)

Jimnyエ ンブレム
サイズ2 8cm× 9 6cm。 ステンレス製。

汎用 ¥1,800(税 込¥1,890)
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JA22改エンブレム
サイズ2 2cm× 8 8cm。 ステンレス製。

汎用 ¥2,000(税 込¥2,100)

JB43改エンブレム
サイズ2 2cm× 8 9cm。 ステンレス製。

汎用 ¥2,200(税 込¥2,310)

:i    瘍‐

SOLVE SPOR丁エンブレム
サイズ2 6cm× 8 0cm。 ステンレス製。

汎用 ¥2,000(税 込¥2,100)

FINALエ ンブレム
サイズ2 3cm× 8 7cm。 ステンレス製。

汎用 ¥1,600(税 込¥1,680)

FINAL LSD SPEC‐ Xエンブレム
サイズ3 0cm× 13 4cm。 ステンレス製。

汎用 ¥2,500(税 込¥2,625)

募|1機11.撼.:■ |‐‐・ニ
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FINAL LSDエ ンブレム
サイズ2 2cm× 13 5cm。 ステンレス製。

汎用 ¥1,800(税 込¥1,890)

丁ANIGUCHlエ ンブレム
サイズ2 3cm× 15 5cm。 ステンレス製。

汎用 ¥1,800(税 込¥1,890)
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FRPスタイリッシュ
フ ロ ン トグ リル

タニグチ製「スタイリッシュバ
ンパー」のデザインに合うよ
うに、シャープなラインを基調
に造形。今までにない、新し
い印象のフロントグリル。工
ンブレム別売。
※写真は撮影用に塗り分け塗

装をしています。なお、塗り分け

塗装の価格はP56を ご確認下

さい。

」B23¨4～ 9型用
¥20,000(税 込¥21,000)

FRPヘッドライトカバー
ヘッドライトの上から被せるタイプのカバーc丸ロライト

風に仕上がり、フ回ントのイメージが大きく変身。FRP
白ゲルコート仕上げ。両面テープにて貼付け。

」B23・ 33・ 43用 ¥9,800/左右set(税込¥10,290)

4～9型用

FRPフ ロ ン トグ リル

スポーティでスタイリッシュな
FRPフロントグリル。FRP白
ゲルコート仕上げ。ネット部
は黒のビニールコーティング

済。ボルトオン装着。」B23
の表情を一新。
※写真のグリル内のメッシュは、

実際のものとは異な|り ます。

JB23-4～ 9型用
¥19,000(税 込¥19,950)

1～ 3型用

FRPフ ロ ン トグ リル

フロントのイメージを一新す
るアイテム。FRP白ゲルコー

ト仕上げ。ネット部は黒のビ
ニールコーティング

'斉

。ボル

トオン装着 OK。 」B23‐ 1～ 3
型の他、」B33及 びJB43-2
～7型にも使用可。

」B23…1～3型用
¥18,000(税 込¥18,900)

Sコ■踊■

"S   EM～ス テ ン レ ス エ ン ブ レ ム ～

どのモデルも程よい大きさに仕上げてある
ので、フロントグリルなどへの装着に最適。

また、裏側にビスが溶接してあるので、装

着もカンタン。

二:導=ゝ

JAll改エンブレム
サイズ2 2cm× 8 7cmcステンレス製。

汎用 ¥1,800(税 込¥1,890)

レ ィ|― ■二 ―■ギー「 __、 r`1、

」B23改エンブレム
サイズ2 2cm× 8 7cm。 ステンレス製。

汎用 ¥2,200(税 込¥2,310)

屏蜀 ルクサーワン

LEDウ エ ッン バ ル ブ
ヘッドライト内のポジションラ
ンプ用LEDバルブ。LED4寺
有の極性がないので、手軽
に装着が可能。高輝度で照

射角度が広い点が特徴。信
頼の日亜化学工業製LED
使用。丁10ウ エッジバルブ

規格。

¥2,980/2イ固set
(税 込¥3,129)

※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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