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クイックオーバーフェンダー10
片側の出幅約10mmの コム製オーバーフェンター。両
面テーブによる取付。軽規格ジムニーの場合、標準サ
イズのホイールに225/75R16を 組合せた際に最適。
25m× 2巻き入り。

オーバーフェンダー
35丁ypeⅡ

出幅は片側約35mmc柔軟
性がある特殊なFRPを 使用
しているので、軽く当たった

程 度の衝 撃 では割 れにく
い。黒ゲルコート仕上げの

みの設定。」A12・ 22で純
正以外のリアバンパー装着

車にも適合。装着後記載変

更必要。

S」 30～JAll用
¥28,000(税 込¥29,400)

オーバーフェンダー30丁ypeI
出幅は片側約30mm。 ステンレスビス&シ ーリングラ
バー付属。FRP白 ゲルコート仕上げ。」A12・ 22で 純
正以外のリアバンパー装着車も適合。装着後記載変

更必要。

S」 30～JAll用  ¥25,000(税 込¥26,250)

センターピラーガーニッシュ
S」 30～ JA12の 幌車のBピラー部 (ド ア直後の柱 )に

使用しているカーニッシュを、光り輝くステンレス製に。
ボルトオン装着。

¥3,200/左 右set(税 込¥3,360)

リアホイールセンタープレート
S」30～JA22の リアホイールセンター部を隠す化粧
プレート。ドラムブレーキ固定用ボルトの穴が開いてい

るので、ボルトオンで装着可能。ステンレス製。ブレー

キドラム固定用のスチールナット&SW8イ国付属。

S」 30～JA22用 ¥4,000/左 右set(税 込¥4,200)

オーバーフェンダー60丁ypeI
出幅は片側約60mm。 ステンレスビス&シ ーリングラ
バー付属。FRP白 ゲルコート仕上げ。」A12・ 22で 純
正以外のリアバンパー装着車も適合。装着後記載変

更必要。

S」 30～JAll用  ¥30,000(税込¥31,500)

ブリスター
フ ェン ダ ー

出幅は片側約60mm。 ジム
ニー用オーバーフェンダーと

しては珍しい、フェンダー部
を自然に1彰 らませたようなデ

ザイン。FRP白 ゲルコート仕
上げのみの設定。装着後記

載変更必要。バン車に装着

時は要加工。

S」 30～JAll用
¥68,000(税 込¥71,400)

オーバーフェンダー
60丁ypeⅡ

出幅は片側約60mm。 柔軟

性がある特殊なFRPを 使用
しているので、軽く当たった

程 度 の衝 撃 では割 れにく
い。黒ゲルコート仕上 げの

みの設定。」A12・ 22で純
正以外のリアバンパー装着

車にも適合。装着後記載変

更必要。

S」30～JAll用
¥34,000(税 込¥35,700)

」A22用 NEWオ ー バ ー フェンダ ー 60丁ypeI
出幅は片側約60mmoJA12・ 22専 用設計。純正リ
アバンパーのコーナー部までを覆う。ステンレスビス&
シーリングラバー付属。FRP白 ゲルコート仕上げ。装

着後記載変更必要。

JA12・ 22用  ¥34,000(税込¥35,700)汎用 ¥7,600(税 込¥7,980)

ステンレスドアピラーパネル
S」 30～ JA22の 窓枠に貼り付けるステンレス製の化
たフレート=付 属の両面テープで貼り付けるシンプル

なドレスアンブバ~ツ c光 り物が好きな方にお勧め。

S」 30～JA22用  ¥3,900/set(税 込¥4,095)

ダミーディスクプレートJA用
好評のリアホイールのハブ音5をキレイに見せるためホ
イールセンタープレートに、ダミーのフレーキディスク風
のデザインを持たせた商品。5Hの PCD139 7に 対
応。ブレーキドラム固定用のスチールナット&SW8個
付属。

¥7,600/左 右set(税 込¥7,980)

ク リス タ ル ラ ン プ
SJ30～ 」A22用 のクリアラ
ンプ。ウインカーにはオレン

ジバルブ付属。」A12・ 22は
サイドのみの設定で、取付
には配線加工が必要。

フロント
¥5,000/左 右set

(税込¥5,250)
サイド ¥a朧

奮翻

ドアミラーステー
しA,1-3■ 以峰の車に、」All-2型 以前のミラーを装
詈丁るtつ つステー:ミ ラーは別売 (税込¥6,195～ )。

ステンンスのみの言i定

¥8,000/左 右set(税 込¥8,400)

サイドステップⅡ
雪や泥などが積も

'り

にくく滑 |り にくいメッシュタイプ。ス

チール黒塗装品。ドア側面からはみ出さない設計なの

で、車検も構造変更もそのままOK!!

S」30～JAll用  ¥12,000/片側(税込¥12,600)

43,:`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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オフロードリアバンパー
オフロードフ回ントバンノ`一と司7長 に、ハイリフトジャッキの

使用が可能なほど強度に優れる」スチール黒 (白は受注
生産)のみの設定 cS」 30～JA22用 ιテールランプ別売

(税 込¥3,150 片

`員

:～ :要ナンバー移動。
アルミステップなし¥22,600(税込¥23,730)
アルミステップ付¥30,000(税 込¥31,500)

S」300JA71用
」All・ JB31用

¥24,000
¥25,000

(税込¥25200,
(税 込¥26,2501

テールランプ取付ステー用ボデイリフトステー
35mm～ 50mmボディリフト車に、NEWリ アスキッドバン
パー及びNEWテールランプ取付ステーを装着する場合
に必要となる延長ステー。

スチール黒 ¥1,600/左右set(税 込¥1,680)
ステンレス ¥2,600/左右set(税 込¥2,730)

リアけん引フック
写真右はステンレスで両面研磨仕上げ。写真左はスチール赤塗装品。どち
らも肉厚は6mmあ るので強度はバツグン。ドレスアップはもちろん、本格的
なレスキュー時にも使用 OK◇ ノーマルのけん引フック装着箇所に固定。ハ

イテンションボルト付。SJ30～」A22用 。                  スチール赤 ¥2,800(税 込¥2,940)
ステンレス ¥4,800(税 込¥5,040)

強化タンクガード
本体部に6mm厚 のスチーブンを使用し

`散

底的に強度
をアップ。多少手荒に扱った程度で|よ 変形しない。ま
た、単体重量が約 1 6kgあ るので、重心を下ける効果
もあ|り。黒塗装仕上げc

JA22用 ピントルフックブラケット
ピントルフックを取付るためのフラケット。スチール黒の
みの設定。ノーマルバンパー装着車でも取付可。ピン

トルフック別売。要ナンバー移動。

」A12・ 22、 JB32用  ¥23,000(税 込¥24,150)

ラ フ ス タ イ ル タ ン ク ガ ー ド (ァ ルミ製 )

3mm厚 のアルマイト加工を施したアルミ製で強度と

耐久性に優れる。スリット入レリとス|リ ットなしの2種類あ
り。TANIG∪ CHIの オ青円回コステッカーとラフスタイル

ステッカー付。S」 30～ JA22用 。
スリットなし ¥17,000(税 込¥17,850)
スリットあり ¥18,000(税 込¥18,900)

ステンレスタンクガード
1 5mm厚のステンレス製で、燃料タンク保護、ドレス

アップにお勧め。スリット入りとスリットなしの2種 類あ
り。TANIGUCHIの 楕円回コステッカーとラフスタイル

ステッカー付。S」 30～ JA22用 。
スリットなし ¥14,500(税 込¥15,225)
スリットあり ¥15,500(税 込¥16,275)

ドレスアップタンクカバー
1 5mm厚のスチール製シルバー塗装品。リーズナブ
ルな燃料タンクのカバー。軽度な衝撃であれば、燃料
タンクの保護も可能。レーザーカットによる夕ニグチの
回コ入り。

S」 30～JA22用 ¥11,500(税込¥12,075)SJ30～JA22用 ¥18,800(税込¥19,740)

NEWリアスキッドバンパー
/NEWテールランプ取付ステー

左右テールレンズ枠と中央のパイプ部が3分害1に なって
いる組立式バンパーc中 央部は好みにより丸パイプと角
形状の2種 類を選択可。ランプ枠サイズを煮詰め、従来
品よレリもひと回り小さくイ士上げることに成功。取付ステー

にスライド機能を持たせ、標準車～35mmボ ディリフト車
まで対応。テールランプ別売。S」 30～ JA22用。
※旧型のタニクチ製リアスキッドバンパーとの互換性はあ|り ません。

NEWリアスキッドバンパー スチール黒

センター丸タイプ ¥14,800/set(税込¥15,540)

センター角タイプ ¥16,800/set(税込¥17,640)

単品パーツ価格表

NEWテールランプ取付ステー

スチール黒   ¥5,500/片 側(税込¥5,775)

ステンレス   ¥7,800/片 側(税込¥8,190)

センターパイプ スチール黒

丸パイプ     ¥4,400/set(税 込¥4,620)

角パイプ     ¥6,400/set(税 込¥6,720)

センターパイプ ステンレス

丸パイプ     ¥7,000/set(税 込¥7,350)

角パイプ     ¥9,000/set(税 込¥9,450)
|セ ンター角タイプ ¥24,000/set(税込¥25,200)

ボ デ ィリフ ト対 応 オ フ ロ ー ドリア ス テ ー

オフロードリアバンパー及びタブルリアバンバー装着

車で、ボディリフトした際に最適なアップステー。バン
バー位置が35mmア ンプ仕様に仕上がるcス チール

製黒塗装品じ

SJ30～ 」A22用 ¥7,000/左 右set(税 込¥7,350)

ダブルリア
バ ン パ ー Ⅱ

パイプを2本重ねたデザイン。
ステンレスとスチール黒 (白 は

受注生産 )あ り。S」 30～
」All用 の他にJA12・22用
も設定。テールランプ別売

(税込¥3,150 片側～ )。

要ナンバー移動。

スチール黒
¥24,800(税 込¥26,040)
ステンレス
¥45,000(税 込¥47,250)

リアストレートバンパー
テールランプ取付枠なしのストレートバンパー。ステン
レス製のスッキリデザイン。リアゲートなどにテールラン

プを移設する場合に最適。要ナンバー移動。S」 30。

40、 」A71・ 11・ 51用 。

¥19,000(税込¥19,950)

パ イ プ 式 ピ ン トル フ ック ブ ラ ケ ッ ト

ビントルフックを取付るためのフラケント3スチ~ル黒の
みの設定。ノーマルバンパー装着車でも取付可 Eビン

トルフック別売。要ナンバー移動。

44 ※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。 ※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。



リアバンノ‐用小型テールランプ
タニクチ製のジアノ`ンパーをはじめ、アフターマーケット

て頚売されているリアバンパー用の小型テールラン |
フ:ノ ンスのみの販売も可。高さ65mm×幅215mmc l

レンズのみ ¥1,300/片 側(税込¥1,365
ランプAssy ¥3,000/片 側(税込¥3,150

″F川

純正スペアタイヤブラケットを取り外した際に、リア

ゲートに残ってしまうサービスホールを隠すための化粧

フし―卜。ステンレス製で回コ等は、エッチング(薬品処

理 )によリプリント。

S」 30～JAll用  ¥2,500(税 込¥2,625)

スコップホルダー(シ ューェィ製)

背面スペアタイヤキャリアに、スコップを装着するため

のホルター。4WDド レスアップの超定番アイテム。も

ちろん実用性にも優れる3スチール黒のみの設定。

汎用 ¥5,000(税 込¥5,250)

丸形テールランプ
リアケートなどに直接取付か可能な汎用テールラン

ブ|バ ンク、ウインカー、ブレーキの3種類あり。装着時

に穴あけ加工が必要。12V車汎用。バルフ付。72φ 。

クリア。オレンジ ¥1,900/個 (税込¥1,995)
レンド ¥2,000/個 (税込¥2,100)

ナンバー

移動キット5000
オフロード走行時に曲げて

しまうリアナンバーの取付位

置を変更するキット.リ アバ

ンバー交換時の必需品。ナ
ンバー灯 、メッキナンバー

枠、クロメット、配線、配線止

めがセット.装着時に穴あけ

加工が必要 c

旧ナンバー灯set

¥5,000(税 込¥5,250)
LEDナ ンバー灯set

¥9,800(税 込¥10,290)
メッキLEDナ ンバー灯set

¥11,000(税 込¥11,550)
旧ナンバー灯のみ
¥2,000(税 込¥2,100)

ステンレススコップ(栄光社製)

ステンレス製の貪1先 スコップ。エマージェンシー用とし

てはもちろん、背面タイヤに装着してドレスアップとして

の使用に最適。全長約80cm。

汎用 ¥6,000(税 込¥6,300)

FRPリアゲート49
加工が容易なFRP製なので、テールランプの移設を

考えている人に最適。開け閉めの使いやすさはノーマ

ルリアゲートと同等。ノーマル比で約3 4kg軽量。白ゲ

ルコート仕上げ。テールランプ及びナンバー移動キット

別売。
SJ30～」A12幌用 ¥30,000(税込¥31,500)

JA22用調 整 式 ス ペ ア タイヤ ブ ラ ケ ット

スペアタイヤを表向きに装着するためのプラケット。前

後38mm、 上下2段に位置調整可能。スペアタイヤフ

ラケット用ロックナットセット別売 (税込¥2,625)。

」A12・ 22バンタイプ車用 ¥14,000(税込¥14,700)

調整式スペアタイヤブラケット
スペアタイヤを表向きに装着するためのプラケット。前

後38mm、 上下2段 に位置調整可能。スペアタイヤブ

ラケット用ロックナットセット別売 (税込¥2,625)。

S」30～JAllバン用 ¥12,000(税込¥12,600)

旧ボディジムニー用 バンパー変更時 全長早見表 2013年 5月 1日現在

」A12022ジ ムニー全長表
リア (表内の数値は、すべて単位はmm)

純正バンパー リアスキッド オフリアSな しオフリアS付き ダブルリア

ンヾパー名 アップステーの有無突き出し量 120

純正バンパー 3295 3310 3330 3355 3325

スキッドバー 丁ypeA

3285 3300 3320 3345 3315

+45mmUPス テー 3310 3325 3345 3370

+85mm∪ Pス テー 105 3330 3345 3365 3390 3360

フランクリーバー 140 3365 3380 3400 3425 3395

NEWオフロードフロントバンパー 180 3420 3465 3435

※上記表内の突き出し量は、フロントは『フロントグリル最先端部』、リアは『リアゲート部』よ。り測定しています。

※」All及 びJA12・ 22の 場合、軽規格に収まる全長寸法は3300mmま でとな。ります(車検時は3300mmを 超えていても

問題あ|りませんが、構造変更時は3300mm以下に仕上げる必要があります)。

※表内の青い数値は構造変更OK、 黄色の数値は誤差の範囲でOKの可能性あ|りという意味です。

※上記表内に書かれた数値は、あくまで夕ニグチにて調査した実測値です。車両の個体差や各バンパーの取付方法等によ

り、+20mm程 度の誤差が出ます。また、装着後の仕上がり寸法を保証するものではあ|りません。

※550cc車 の場合、軽規格の寸法が3200mmま でなので、夕ニグチ製バンパーを装着しての構造変更は不可です。

45

純正テールガーニッシュ(三角)

S」 30～ JA22の純正テールレンズを小さく見せるため

のカバー。ウインカーが三角、他のレンズが四角のデ

ザイン.保安基準に謳われている最小面積よ。りも開口

面積が大きいので車検もOK。 スチール製黒塗装品。

¥5ぅ 500/左右set(税 込¥5,775)

純正テールガーニッシュ(丸 )

S」 30～ JA22の純正テールレンズを小さく見せるため

のカバー。バック以外のレンズが丸いデザイン。保安

基準に謳われている最小面積よクリも開口面積が大き

いので車検もOK。 スチール製黒塗装品。

¥5,500/左 右set(税 込¥5,775)

″F川田 LEDライセ ンスランプ

ランプ本体及びレンズ部が

樹脂製のLEDナ ンバー灯。

本体・レンズ。LED基盤のす
べてが完全国産品。水やホ

コリが内部に侵入しないよう

密封構造を採用 (LEDの交

換不可 )。 LEDは、自色の高

光度LEDをフル発光させな

いように電流量を制御し、長

寿命化する電気配線 のも

のを6灯使用。従来型のタ
ニグチ製ナンバー灯のネジ

ピッチに合わせているので

互換 1生 あり。

12V車 汎用 黒

柁v酬0野J0
¥8,000(税 込8,400)

スベアタイヤプレート ホイールセンタープレート
スペアタイヤのホイールセンター部をキレイに見せるた

めの化粧プレート。ホイールナットで共締めすることで

固 定 。肉 厚 lmmの ステンレス製 。5Hと 6Hの
PCD139 7に対応。

汎用 ¥1,800/枚 (税込¥1,890)

JAllジムニー全長表
リア (表内の数値は、すべて単位はmm)

純正バンパー リアスキット オフロードリア ダブルリア リアストレート

ンヾパー名 アップステーの有無突き出し量

純正バンパー 95 3295 3310 3330 3325 3275

フロント角バンパーⅢ 105 3305 3320 3340 3335 3285

スキッドバンパー丁ypeⅡ
45 3245 3260 3280 3275 3225

+45mmUPス テー 3275 3290 3310 3305 3255

スキッドバー

Type― A

3260 3275 3295 3290 3240

+45mm∪ Pス テー 3285 3320 3315 3265

+85mm∪ Pス テー 105 3305 3320 3340 3335 3285

105 3320 3340 3335 3285

丁ype‐C
3275 3290 3310 3305 3255

+45mm∪ Pス テー 3295 3310 3330 3325 3275

オフロードF 丁ype―I 170 3370 3405 3400

丁ype―Ⅱ 3295 3310 3330 3325 3275

フューエルホースプロテクター
ォフコード走行などで、タイヤと接角虫しやすい給 ,由 口裏
のプロテクターを、当たりにくい形状にするアイテム。
ステンレス製.50mmま でのボディリフト車にも対応。

S」 30～JA22用  ¥8,400(税 込¥8,820)

■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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