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カーボンシートfor A/丁
住友3M製 の「タイノックフィルム」のカーボン調を使
用した、A丁シフトゲートパネルをカーボン調に仕上ける
アイテム。」B23‐ 5～9型及びJB43‐ 4～8型のAT車
に適合。

LEDラ ゲ ッジ ラ ン プ (ェ藤 自動 車 製 )

XCク レードに標準装備されている、セカンドシート左頭

上にあるルームランフ用 LEDバ ルブこ夜間の荷物の

積み降ろし日寺などに便利っ

」B23-XCク レード用 ¥2,200(税 込¥2,310)
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エア ロッキングハ ブコント回―ル スイッチ
エアロッキンクハプをワンタッチでON OFFできるスイッ
チこトランスファーを4駆 に切り替えた状態でハプのみ
OFFにできるので、Loレンジで2馬区が使えるようになる。

」B23・ 33043用  ¥4,500(税 込¥4,725)

LEDルームランプ
ジムニー専用言支計のLEDル ームランフ.ルームランプ

のバルフを取り外し、差し替えるたけの親切設計。光

源には、LttD業 界最大手「日亜化学工業」のLttDを

使用した純国産品[

」B23… 1～ 3型用 ¥4,600(税 込¥4,830)
」B23-4～ 9型用 ¥4,600(税 込¥4,830)

デュアルゲージDSB(PⅣoT製 )

アナ回ク計にブースト圧、デジタル計に電圧 (別 売セ

ンサーの追加で温度計にも変更可能)を表示するメー

ター。追加センサーを装着する従来型メーターなので

サブコンとの併用可。60φ サイズ。

12V車 汎用 ¥26,000(税込¥27,300)
男」売温度センサー ¥3,800(税 込¥3,990)

ロールバー用システムステー

ロールノ‐ 用 ア シ ス トグ リップ ホ ル ダ ー

ロールバーにアシストクリップを取付することが可能に

なる便利な金具。ロールバー本体の大さが40～427
φ用と486φ用の2種類あり。
※アシストクリップは付属しません。
40～427φ用 ¥3,600/2個 set(税 込¥3,780)

486φ用 ¥3,800/2個 set(税 込¥3,990)

様々なアイテムが

固定できるベース

ステーとロール
バー用ホルター金

具のセット。ロール
バー径に合わせて
2種類を用意。
夕(ス コップ及 びス
コノブホルターは付
属しません。

40～427φ 用

¥5,000/set
(税込¥5,250)

486φ 用
¥5,200/set
(税込¥5,460)

システムステー単品
¥1,400

(税 込¥1,470)

カーボンシートfor P/W
住友3M製 の「タイノックフィルム」のカーボン調を使
用した、バワーウインドースイッチ周辺をカーボン調に

仕上げるアイテム。」B23。 33・ 43のパワーウインドー

車全車に適合。

¥940/左右set(税 込¥987)

ハザードスイッチ
コラム部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。

JB23… 1～2型用 ¥6,500(税 込¥6,825)

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 のロー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c

¥2,400/set(税込¥2,520)
メーターステー単品 ¥800/個 (税 込¥840)
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4点 ロールバー
Bピラー音5～ Cピラー音5までを保護する国一ルバー。ス

チール黒 (白 は受注生産 )。 メインパイプ径427φ肉

厚2 3mm。 オフロード走行での万が一の転任1に 備え

てぜひ装着を。

」B23用  ¥47,000(税込¥49,350)

カーボンシートfor V/L
住友3M製 の「タイノックフィルム」のカーボン調を使
用した、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。」B23-5～ 9型とJB43-4～8
型に適合。

¥940/2枚 set(税 込¥987)

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

Del Racer Gauge(日 本精機製)

完全独立作動でコントロールユニソトが不要な後付けメーター。ワーニンク、
ピーク、メモリーなどの機能か搭載されておらずリーズナブル。イクニション

OFF時は文字盤の見えないフラックフェイスモデル。文字盤は字光式でホ
ワイト、レンド、ブルーから選択可[52φ と60φあり。

:1画 像は試作品のため、実際の商品とは異なる可能性があ|ります

オートABSキャンセラー
トランスファーを4Lに切り替えた際のみ、ABSを全く作
重力させないようにする装置。未舗装道路などでブレー

キか効かなくなるトラブルを回避できる。保安基準適

合墨 」B23-4～ 9型及びJB43-3～ 8型用。

カーボンシートfor A/C
住友3M製 の「タイノックフィルム」のカーボン調を使
用した、エアコンのスイッチパネル及びハザードスイッ
チをカーボン調に仕上げるアイテム。」B23-5～ 9型と
」B43‐ 4～8型に適合。

¥940(税込¥987)

18 ※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5%にて計算しています。



ミッション強化マウント
フニャフニャのシフトフィー|リ ンクを改善するための、強

化コム製ミンシヨンマウント[ノーマルと同じ形状でボル

トオン装着.異 音の発生も少ない。マニュアルミッショ
ン車専用こ

」B23-1～ 4型用 ¥41800(税 込¥5,040)

カーエアコン用キヤビンフィルター
純正カーエアコンの活性炭入り(定価¥3,150 オプ
ション品)と同格の商品。新素材「£同セルガイア」を採
用し、防塵、防臭、抗菌作用を持つ。

」B23・ 33・ 43用  ¥2,500(税 込¥2,625)

シフトレバーブ
｀
一ツ

表面に本革を使用した、高

級感のあるシフトレバーブー

ツ[」 B23・ 33・ 43の MT車
全車に適合3革の色は黒の

みでステシヽチ色は赤と青の2
色ありこ

JB23・ 33・ 43MT車用
¥12,000(税 込¥12,600)

サイドブレーキグリップⅡ
表面に本革を使用し、クリップ内部に芯も採用して

ある構造のサイドブレーキクリップ。」B23・ 33・ 43
全車に適合。革の色は黒のみでステッチ色 は赤と

青の2色 あり。

JB23・ 33・ 43用  ¥12,500(税 込¥13,125)

″F川 ″F川

アルミシフトノブ
ピストン形状をモチーフにしたアルミ製シフトノブ。アルミ色のほか、赤。青・黒
アルマイトも用意。ジムニーM丁全車用と、」B23及 びJB43の ゲート式A丁

用の2種類あり。
※写真右のシフトパターンが記載されたモデルがMTtt。 写真左の
「JB口 J」 が記載されたモデルがAT用とな。ります。

素早く正確なシフトチェンジがしやすくなる重いシフトノ

ブ。クイックシフト等装着車は特に最適。ステンレス製削
り出し。シフトパターンの刻印入 |りで車検対応品。M丁レ
バー用。重量約400g。

」B23・ 33・ 43M丁車用 ¥6,000(税 込¥6,300)

アルミ色 ¥6,400(税 込¥6,720)
カラー ¥7,000(税 込¥7,350)

シートベルトサポーターらくらく君
運転席倶1の 純正シートベルトのショルダー部を、前方
に出すことで装着を楽にするほか、ベルトと首が擦れ

てしまうことを防ぐアイデア商品。」B23‐ 9型は製品側
を削る加工必要。

」B23・ 33・ 43用  ¥3,200(税 込¥3,360)

オ ー ル レザ ー ス テ ア リング lIヌズステージ製 )

社外品ステアリングボスを用意しなくても装着が可能

で、さらに純正エアバッグの移植もできる本革巻きステ

アリング。直径360φ 。保安基準適合品。」B23-5～
9型のほか、」B43‐ 4～8型にも適合。

¥33,000(税込¥34,650)
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AT車用ソル フ ベ ダ ル

左下倶1の 面積を大きくした
アクセルペタル。純正よレリも

大幅に左側に広げたブレー
キペタル。左足の乗せやす
さを追求したフットレストの3
点を用意。」B23・ 33・ 43用 。
取付時穴開け加工必要。
アルミ色 アクセル

¥3,200(税 込¥3,360)
アルミ色 ブレーキ
¥3,000(税 込¥3,150)

アルミ色 フットレスト
¥3,000(税 込¥3,150)

カラー アクセル

¥3,700(税 込¥3,885)
カラー ブレーキ
¥3,700(税 込¥3,885)

カラー フットレスト
¥3,700(税 込¥3,885)

BHレ イン フォー ス プ レー ト(RA‐ NOiS製 )

ブレーキペタル周辺のパルクヘット部を強化すること
で、初期制動時のプアなフィーリンクを改善するため
のプレート。2mm厚のステンレス製。

JB23・ 33・ 43用  ¥5,200(税 込¥5,460)

MT車用ソルフベダル
左下側の面積を大きくしたア

クセルペダル。各ペタル間の

距離を程よく言吉めたブレーキ

&クラッチベダル。左足の乗
せやすさを追求したフットレスト

の4点を用意。」B23・ 33・

43用 。取付時は要加工。
アルミ色 アクセル
¥3,200(税 込¥3,360)

アルミ色 ブレーキ/クラッチ
¥2,000/枚 (税込¥2,100)
アルミ色 フットレスト
¥4,600(税 込¥4,830)

カラー アクセル
¥3,700(税 込¥3,885)

カラー ブレーキ/クラッチ
¥2,600/枚 (税込¥2,730)
カラー フットレスト
¥5,300(税 込¥5,565)

アルミドアロックノブ
ピストン形】犬をモチーフにしたアルミ製ドアロック用ノ

ブ。運転席&助手席ドアのほか、リアゲートにも使用可

能。アルミ色のほか、赤。青。黒アルマイトも用意。

」B23・ 33・ 43用  ¥1,000/1本 (税込¥1,050)

ステアリングボス
社外品のステアリングを装着する際に必ず必要にな
るアイテム。MOMO NARDI等に対応。エアバック
装着車用とエアバックなし車用の2種類あり。」B23・
33・ 43月 ]。

エアバックなし用   ¥5,000(税 込¥5,250)
エアバック車用 ¥10,000(税込¥10,500)

シフトレバーガーニッシュ
シフトレバーフーツ周辺のセンターコンソールに装着す
るアイテム。1 0mm厚 のステンレスヘアライン仕上

げ。丁ANIG∪ CHI回 コ入り。シフトパターンプレート付

属。」B23・ 33・ 43の M丁車用。取り付け時に穴開け加
工必要。

¥2,600(税 込¥2,730)

シフトマウントブッシュカラー
(ハィブリッジファースト製)

車体からシフトマウントを外すことなく、カチッとした気

持ちいいシフトフィーリングに変えるアイデア商品。装

着後のビビリ音の発生もない。

」B23‐ 5～ 9型用 ¥9,400(税 込¥9,870)
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