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SUSP[NS10N“ 。丁ANIG∪ CHI‖ SOLV圧 3inch‖ SUS― Kit(75mm∪ P)

丁YRE“ 。BFG"Mud― 丁errain T/A KM‖ (225/75R16)
WHEEL・・・丁ANIG∪ CHI‖ REVORV[R丁 55‖ Platinum Gold(5.5」 J× 16 1NSE丁+20)
WH[[L SPAC[R・・。PRO― SttAFF・ 30mmV酬 DE"

K&Nスーパーエアクリーナー
純正交換タイプの湿式エアクリーナー。ずば抜けた通

気抵抗の低さで、確実なパフォーマンスアップを実現。

集塵能力はBA」 Aを はじめとする国内外のオフロード
レースで実証済みこ

」B33・ 43用  ¥5,900(税 込¥6∫ 195)
」B23用  ¥6,800(税 込¥7,140)

サクションパイプ
タニグチ製K&Nパワーエアクリーナー専用設計品。工

アエレメントとタービン間のコムホースと交換すること
で、吸入吸気がスムーズになリパワーアップする。

JB23‐ 1～3型用 ¥28,000(税込¥29,400)
」B23-4～ 9型用 ¥28,000(税込¥29,400)

ソルブエアフィルター
純正交換タイプの乾式エアフィルター3フィルター面
積を純正よ|り も広くする処理を施すことで、集塵能力
はノーマルと同等ながら通気抵抗を抑えているc

」B23用  ¥4.500(税 込¥4725)

ファンネル
ス回ットルチャンバー

(ト ライフォースカンパニー製)

ス回ットルボディ直前に、工
アファンネルと「空気溜め」
のタンクを設けることで、特
に低中速域のトルクやアク
セルレスポンスを向上させる
注目のアイテム。アルミ製バ
フ仕上げで、エンジンルーム
のアクセントにも最適。

」B23‐ 1～3型用
¥28,000(税 込¥29,400)
」B23… 4～ 9型用
¥28,000(税 込¥29,400)

ビッグス回ットル
ス回ットルの開 口面積 を、
ノーマル比で約 15%ほど大
国 径 化 したス回ットル ボ

ディ。吸入空気量がノーマ
ル時より増え、全域で10%
前後のトルクアップをする。
どういったシチュエーションで
も効果大。ミッションの種類
に関係なく装着可。純正中
古加工品のため要ノーマル

下取り。」B23用 。
1型用
¥48,000(税 込¥50,400)
2～ 3型用
¥48,000(税 込¥50,400)
4～ 6型用
¥48,000(税 込¥50,400)
7～ 9型用
¥48,000(税 込¥50,400)

K&Nメンテナンスキット
洗浄剤とオイルがセットになった、K&N製エアクリー

ナー専用のメンテナンスキット。メンテナンス後は、新
品日寺と同等のパフォーマンスに復活する。

汎用 ¥2,500(税 込¥2,625)

K&Nパワー
エ ア ク リー ナ ー

むき出しキノコタイプで、高

密度4層コットンフィルター+
特殊オイルの湿式エアフィ
ルター。専用取付ステー付

属 。ウォータープルーフカ
バー別売 (税込¥4,725)。

」B23‐ 1～3型用
¥25,000(税 込¥26,250)
」B23¨4～ 9型用
¥25,000(税 込¥26,250)

″F川 ス回ットル
パ イ ピ ン グ キ ッ ト

インタークーラー～ス回ット
ルボディ間の吸気ホースを、
膨らまないステンレスパイプ
に変更することで、過給の

l■・ 卜かるタイミンクを早めるほ
か、スムーズな吸気が可能
とな。り、レッドゾーンまで一気
に吹け上がる素直な特性の
エンジンに仕上がる。

」B23‐ 4～ 9型用
¥9,800/set(税 ¥10,290)

フローオフバルフVD
(BLl丁 Z)

BLI丁 Z製ブローオフバルフ

をボルトオン装着できるよう
に、パイピンクやステーなど

をセットにした商品。ブースト
アップ車の吸気漏れ防止の

他、開放音を楽しみたい方
に最適。

」B23-1～ 3型用
¥36,000(税 込¥37,800)

鮨ご期 JB23-4～ 9型用

ブローオフノツレブVD
(BLITZ)

BLI丁 ZttVDシ リーズブロー
オフバルプをボルトオン装着
できるように、パイピングやス
テーなどをセットにした商品。
ブーストアップ車の吸気漏れ
防止の他、開放音を楽しみ
たい方に最適。また、タービ
ン～インタークーラー間の酉己
管を純正コムホースから金
属パイプに変更するので、
ブーストの掛かり始めるレス
ポンスが大幅に向上する。

JB23‐ 4～ 9型用
¥40,000(税 込¥42,000)

VD用

ブローオフリターンキット

(ト ライフォースカンパニー製)

大 気 解 放 になっている
BLI丁 Z製 ブ 回 一 オ フ バ ル ブ

(VDシ リーズ)が、ノーマルと

同 じようにエアエレメント

ケースに循環させる配管に

なる。車検対応品。

汎 用
¥4,500(税 込¥4,725)

12 ※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。  ※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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イリジウムプラグMAX(NGK製 )

電極部に大さ0 6mmのイリジウム合金を使用したス

パークブラク=従 来品のプラクと比較し、点火火花が 1

点に集中して飛ぶことと、通常のイリジウムプラクよクリさ

らに長寿命なことが最大の魅力。熱価7番のみ。

据冤りI壇用コ遇8彫奈雛途ヨ遇38

バッテリー固定ステー
サピていることが多いバッテリー固定ステーを、一新す

るためのアルミ製固定ステー。肉厚3mm。 リーズナフ
ルなアルミ色のほか、赤アルマイトと青アルマイトの3
種類を用意こジムニー汎用。

アルミ色 ¥2,600(税 込¥2,730)
カラー ¥3,200(税 込¥3,360)

クランク
デ コ ン プ バ ル ブ

ブローバイガスの流れを、カ

ムカバー→サクションノ`イプ

の完全な一方通行にするこ

とで、クランクケース内の圧

力を常に大気圧 ～負圧の

状態にし、エンジンのレスボ

ンスを向上させるアイテム c

手軽にパワーアップが体感
できる.

」B23・ 33用

¥28,100(税 込¥29,505)
」B43用
¥30,800(税 込¥32,340)

スーパーファィャーレーシングMシリーズ (HKS製 )

」B23-7～ 9型に適合する、回ンクリーチ形状の高熱価
プラグ。フーストアップチューンやハイフ回一タービン交

換時の必需品。NGKプラクの熱価表記で8番に相当。

品番M40XL ¥2,500/本 (税込¥2,625)

: 颯
|二:≒
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オ イル キ ャッチ タ ン ク (ゥィンズワークス製 )

ブローバイガスに含まれる気化した油分を除去し溜め

るためのタンク。吸気系の汚れを防ぐのに効果的。専

用ステー及びホース付属。」B23-8・ 9型 は穴あけ加
工が必要。

JB23用  ¥18,000(税込¥18,900)

ドレ ス ア ップ プ ラ グ カ バ ー プ レ ー ト

ステンレス304の 400番研磨のプレートを使用した、
エンジンのプラグカバーに取り付ける化粧プレート。回

コ及び文字等はエッチング (薬 品処理 )に よリプリン

ト。取付時はプラグカバー側に穴あけ加工が必要。

」B23用  ¥2,800(税 込¥2,940)

オイルフィラーキャップ
外周に綾目の回一レント加工を施し、開閉時のグリップ

感を確保している。デザインは、ジムニーウイルスとオイ

ル警告灯マークの2種類を用意。本体色はアルミ色

のほか、赤アルマイトと青アルマイトあり。ジムニー用。ア劣〕皇羊a688灘途羊38る円

イリシリーズプラグ(NGK製 )

NGK製 プラグ。標準プラグと比較し、熱価 1～ 2番アッ

プ。燃調によるパワーアップを行なう場合の必需品。

」B33・43用 IRIWAY7
¥2,300/本 (税込¥2,415)

」B23… 1～6型用 IRIMAC8
¥2,300/本 (税込¥2,415)

クランクデコンプバルブはなぜ効くのか? |

エンジン内のビストンが上下動をする際、気密性が追いつかずにビスト

ンより下側 (クランクケース)に溢れ出てしまったガスを『ブローバイガス』と

言うが、ノーマルエンジンの配管の場合、カムカバーから伸びたホースが

サクションパイプ付近に接続され、吸気と一緒にエンジンに取り込まれるよ

うになっている。このような配管にすることで、ブローバイガスに含まれる油

分や有害なガスが大気に放出されることなく処理されている。

一定速度でエンジンが運転している時には、ブローバイガスは効率よく

吸気に吸われるのだが、アクセルを踏み返したり、エンジンブレーキを掛け

た瞬間などは、吸気の流れが突然止まるため、ブローバイガスが逆流して

しまい、結果、ビストン下側に強い圧力を器トナる結果となり、エンジン回転に

抵抗が発生してしまうのだ。

この逆流をワンウェイバルブで防ぎ、常にクランクケース内を負圧～大

気圧の状態を保つことで、エンジンがスムーズに運転できるようになり、加

速力のアップや燃費が向上するアイテムがクランクデコンプバルブやデコ

ンプセパレータータンクだったのだ。

なお、クランクケース内を換気する機能を殺す関係からエンジンオイル

ヘの攻撃性が若千高まるので、オイル交換の周期を5000km以 内に行な

うことと、リードバルブに付着した水分が凍る可能性がある『常時氷点下

での使用』を控えて頂きたい点が、使用時の注意点となる。
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幽 霞 デコンプ
セ パ レー ター タ ンク
クランクデコンプバルプの
「ブローバイガスの流れを完
全な一方通行にする」という
育ヒカと、オイルセパレータータ
ンクの「極端な縦長の形状
にすることで、液体を貯めら
れる量を大幅に稼げるほか、
斜めに傾けた際にこばれにく
くする」という育ヒカをいいとこ

取 |り にした商品。ドレン作業
がしやすいコック採用。本体
はアルミ製シルバー塗装仕
上げ。

」B23用
¥42,000(税 込¥44,100)

デコンプキャンセラーパイプ
常時氷点下になる状況の際に リードバルフ部とこの
パイプを交換することて、ノーマル配管に戻すバーツ。
パワーアップや燃費向上 |ま 望めないが、|ブ ードバルブ

が凍ることで起きるトラフルを回とできるこアルミ製。

¥800(税込¥840)

レギュラーセパレータータンク
デコンプセパレータータンクからリードバルプをなくした
‖
Iい 。クランクデコンプバルフ使用中の方が部品の組替
えでデコンプセバレータータンクにすることが可育ヒなセッ
トが"I‖ 。構造等はデコンプセパレータータンクに準ずる。
」B23用  レギュラーI ¥24,800(税 込¥26,040)
」B23用  レギュラーⅡ ¥21,000(税 込¥22,050)

JVE〃

オイルセパレータータンク
オフロードでの使用とクランクデコンプバルブとの併用を

考慮し、極端な縦長の形状にすることで、液体の貯めら

れる量を大幅に稼いでいるほか、傾けた際にこばれにくく

している。アルミ製シルバー塗装仕上げ。

」B23用  ¥19,000(税込¥19,950)

・を
ま
メ
　
蟻
薔

エンジンアンダーカバー
ラジエター下部～クランクブーリー下部周辺に装着す

るエンジン用の泥よけ。ルーバー加工を数力所に設け

熱を逃がすことも配慮。アルミ製。付属のステンレス製

専用ステーを使用しボルトオン装着可能。
JB23M/T車用 ¥12,000(税込¥12,600)
」B23A/丁車用 ¥12,000(税込¥12,600)

r■|■ノ

1

GReddyネ オ ジ ウム マ グ ドレン (トラスト製 )

エンジンオイル内に紛れた鉄粉を、5000ガ ウスのネオ

ジウム磁石が収集。機関内の傷付きを軽減させる。ネ

ジ部はアルミ製で黒アルマイト仕上げ。M14× P15。

スズキ車汎用 ¥1,400(税 込¥1,470)



GReddy
インタークーラーキット改
トラスト製のインタークーラー

キットに、RA― NOiS製 エアB
プレートをボルトオン装着で

きるように加工を施した、タ
ニグチオリジナル製品。吸

入空気温度を5～ 10度程

度下げる効果あり。

」B23‐4～ 9型用
¥53,000(税 込¥55,650)

ステンレスフロントパイプ
触媒直後から中間パイプまでの間の排気効率を高め
るアイテム。パイプ外径45φ 、肉厚 1 5mmの ステンレ
ス製。コンペティションマフラーシリーズとの組合せで
」ASMA認定品。

JB23… 2～ 7型用 ¥16,000(税込¥16,800)

お 23・ 33・イ3■スープアップアイテム

イ ン タ ー ク ー ラ ー ア ン ダ ー プ レ ー ト

エンジンの熱を直才姜インタークーラーに当てないように

するためのアルミ製遮熱板。アルミ色の他、赤アルマ

イトと青アルマイトの3色を用意。GReddyイ ンタークー

ラーキット改との組合せも可。

」B23¨4～ 9型用 ¥6,600(税 込¥6,930)

スポーツ
キ ャタラ イザ ー

(ト ライフォースカンパニー製)

2000ccクラスのエンジンに文寸
応している触媒本体を使用し、
全回転域でのパワーアップを
実現。排気ガス試験成績書
別売(税 込¥5,250)。 D―」Cと
の同時装着不可。」B23-3～
4型用、5～6型用、7型用。

キャタライザーのみ
¥89,000

(税 込¥93,450)
専用ターボアウトレット付

¥112,000
(税込¥117,600)

コンベティション
マフラーⅢ

～クワイエット～
HKSとのコラボレーション商
品第 1弾。平成 22年 4月 1

日製造の車両から課せられ
た、新騒音規制に適合した
スポーツマフラー。夕ニグチ

製及びそれに準ずるリアバ
ンパーに合わせた右出し砲
弾タイプ。近接排気騒音は
4875rpm時 83dB(標 準車
は82dB)、 カロ速騒音80dB
(標準車は 75dB)。 メインパ
イプ径45φ 、マフラーカッ
ター径65φ。ステンレス製。

」B23・ 33。 43用

¥53,000(税 込¥55,650)

グラフ内の青線が純正マフラー時、
赤線がマフラー交換時の出力を示
したもの。出力測定が可能な最低
回転 数 である約 2000rpmか ら
3500rpmの間は、所々でマフラー

交換後の出力が上回っているが、
実際に乗った際のフィーリングで
は、グラフ以上に低回転時のトルク

感が太い。さらに、3500rpm以 降
は純正マフラーの出力のグラフと

交わることなく約7000rpmま で吹
ける。グラフが示す通り、プーストが

7500 掛かった後は気持ちよくパワー感
が得られることが大きな特徴だ。

″F川

マフラーマウンチングストッパー
マフラー出口付近の横方向の振れを大幅に軽減する
アイテム。マフラー本体ではなく、ハンガーコムの取付に

規制を推卜ける構造なので、振動や騒音の発生が起きな
い。純正バンパーホールプレートセットに標準装備。

JB23・ 33・ 43用  ¥800(税込¥840)

インタークーラー用ウオータースプレー
インタークーラーに水を噴霧し吸気温度を下けることで、吸入空気の密度
が高まり、パワーアップする。利用頻度の少ないリアワイバー用ウオッシャー
モーターを使用。メインになるコントローラーはPIVO丁 製で、噴射時間と噴射
間隔を任意で設定できる。なお、リアワイバー未装着の車用に、リアウォッ
シャーポンプ付タンク(税 込¥5,565)も 別売で用意Э           」B23用 ¥21,000(税込¥22,050)

轟 球,1離灯珀

エアBプレート鰊A―NOS製 )

ノーマルの場合、ボンネットエアダクト形状の影響で、
インタークーラーの後側に走行風が当たりやすいが、
前側にも走行風を当てやすくすることで、冷却効率を

高めるのがこの商品。クッションテープ付属。

」B23…4～ 9型用 ¥6,600(税 込¥6,930)

ターボアウトレット(トライフォースカンノL―製)

タービン直後 の

排気カスの流れ

を整えることで、

特に中高速域で
のパワーアップ
が狙える。純正
触媒使用可能タ
イプ。

」B23-1型用
¥26,000

(税込¥27,300)
JB23-2～ 4型用

ショート
¥26,000

(税込¥27,300)

クヮィェッ明純正バンパー
ホールプレートセット

」B23の純 正 バンパー車
に、コンペティションマフラー

Ⅲクワイエットを装着できるよ

うにするアイテム。純正バン
パーにマフラーの〃F気 口音6

をくぐらせる穴を開け、その

穴 の表 裏 をカバーする構
造。取付は穴開け加工が必

要。ステンレス製。」B33及
び43不可。

」B23用
¥5,000(税 込¥5,250)

″F川

1 壌罐筆 ‐‐・ ‐‐

輔 滲||

■‐|■_■‐|■|

純正バンパー用コン シ ー ル フォロ ー プ レー ト

」B23の 純正バンパー車で、マフラーの取り回しを変

更した際に目立ってしまう、マフラー出口付近のくばみ

を隠すための化粧プレート。取付は穴開け加工が必

要。ステンレス製。

JB23用  ¥2,600(税 込¥2,730)

14 ※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。



GReddy
e―manage

(トラスト製 )

エンジンパーツ交換を行なっ
た際に崩れてしまう燃料調

整のバランスを、適正な状

態に調整するためのサブコ

ンピューター。本体に設けら

れたタイヤルにより、5つ の

回転数に合わせての簡易

調 整 の ほ か 、パ ソ コン

(Windows)に 接続しての

本格的調整も可能。
※本製品にはセッティンクデータ

等は一切入ってお
'り

ません3調

整は自己責任でお願いします.

汎用

¥35,000(税 込¥36,750)

GReddy
e‐manage Ultimate

(トラスト製 )

クランク角信号及びカム角

信号を取り込むことで、点火

時期調整をより正確に行え

る。速度リミッターや回転リ

ミッターの解除も可能。通常
のe―manageで は詰め切れ

ない、NAエンジンでより尖っ

た調整を行なう場合や、ハイ

フロータービン交換時などに

威力を発揮。
※本製品にはセッティンクデータ

等は―切入ってお|り ません。調
整は自己責任でお願いします。

汎用

¥62,000(税 込¥65,100)

230ccイ ンジェクター(スズキ純正)

」B23‐ 5～6型純正インジェクター.JB23-7～9型で、

より安定した状態で高フーストを掛けたい場合に最

適。交換後はサフコン等で燃料調整が必要。

¥11,700/本 (税込¥12,285)

最大で1370度 にまで耐えるサーモバンテージc使用

用途 に合わせ、25mm幅と50mm幅の2種類を用

意こ長さはどちらも15m巻き。

25mm幅   ¥7,000(税込¥7,350)
50mm幅  ¥10,000(税 込¥10,500)

風量の多いタービンに基

本プログラムをプリイン

ス トール した e… manage
を組み合わせることで、

日標出力 90PS程 度を狙

う予定。写真はタービン
｀

開発中の様子。

P16でもご紹介のとおり「RA― NOiS流 ブーストアップ」の関西エリア

の窓口になったオフロードサービスタニグチ。2012年 12月 に行なった

第1期 、2013年 5月 に行なった第2期 の募集とも、募集開始とほぼ同時

に予約数の上限に達しただけでなく、連日のようにエンジンチューンに

関する問い合わせを頂いているほか、エンジンチューンをネタにした際

のブログ発表後のリアクションなど、とにかく想像を邊かに上回るほど

輻

∪聞mate用 ハーネスキット(ト ラスト製)

エンジンコンピューターがエンジンルームにある」B23・
33・ 43に 、e‐manage∪ ltimateを接続する際に必要
となる国ングハーネスキット。

25m ¥12,800(税 込¥13,440)

輻

Uttmae用 点 火 信 号 ア ダ プ ター 2(トラスト製 )

K6Aエンジン搭載車にe― manage Ultimateを 装着し

た際に起きる、車両側チェック機能で燃料供給が止ま

るのを防止するためのパーツ。

¥1,300(税 込¥1,365)

の大盛況ぶりで、ジムニストの「モアパワー」の声の多さを非常に痛感

している。

そこで、その熱い要望にお応えするべく、新たな商品開発に入った事

を発表したい。それは「ハイフロータービン+サブコンピューター+その他

必要パーツ」をパッケージングした、ボルトオンタービンキットだ。

ハイフロータービンは、660ccエ ンジンに組合せた際にMAX120PS

程度が狙える風量のものを新たに開発。そのタービンの風量に合わせ、

燃料ポンプ、大容量インジェクター、その他必要となる補正アイテムに加

え、RA― NOiSの浦野アニキ直伝の基礎プログラムをプリインストールし

た状態のe… manageまでをパッケージングし、フルキットのポン付け状態

で約90PS、 そこからRA‐ NOiS流 リセッテイングを組合せた際には

120PSを狙える仕上がりを目指す予定。

このカタログを準備している2013年 5月 1日 現在、まだ計画段階のた

め詳細なキット内容や価格、発売時期等は明記できないが、過去にな

かったほど本気のジムニー用ポン付けターボキットのプロジェクトが始動

したのだH 乞うご期待H
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285ccイ ンジェクター
」B23-5～ 9型 にポン付け可能な大容量285ccイ ン

ジェクター。ハイフロータービン交換時の必需品。交

換後はサフコン等で燃料調整が必要。

¥11,700/本 (税込¥12,285)

′鳳 劇

大 容 量 フ ュー エ ル ポ ン プ 鰺ARD製 )

吐出量130L/分の汎用燃料ポンプ。専用の燃料フィ
ルター付属。」B23・ 33・ 43でサブコンを使用した燃調
を行なう際に、是非とも交換しておきたいアイテム。

¥20,000(税込¥21,000)

″F″ イグニション
ブ ー ス タ ー

イグニションコイルの一次側

電圧を12V→ 16Vに昇圧さ
せることで、スパークエネル

ギーと安 定性 を大 幅 に向

上。特に、始動性の向上に

最適。専用取付ステー及び

延長配線付属 c

」B23・ 33・ 43用
¥25,400(税 込¥26,670)

サーモバンテージ


