
掲載パーツはジムニーショップ及び4駆ショップにてご購入いただけます。
またインターネットからもご購入可能です。

ショウワガレージ ヤフーショッピング

ショウワガレージオンラインショップ

〒486-0813 愛知県春日井市金ヶ口町3-9  
営業時間 9:30～18:30  定休日  月曜日、第1・第3火曜日

商品の価格は全て税込価格です

▶▶代表番号／車両販売・車検・整備・カスタム・コンプリートカーについてもこちらまで

TEL.0568-56-2311 FAX.0568-56-2312

● 製品の価格及び仕様などは予告無く変更する場合がございますのでご了承ください。  

㈱ショウワクリエイト

▶▶ 各種モール・SNS情報発信中! 

《オフィシャルショッピングサイト》

▶▶ ホームページ是非、ご覧ください!

http://www.showa-garage.shop/

https://store.shopping.yahoo.co.jp/showa-garage/

ショウワガレージ

ショウワガレージ 楽天市場店
https://www.rakuten.co.jp/garage-showa/

2023.5.2000

TEL.0568-29-8711 FAX.0568-29-8715
直通／通信販売・業務販売・パーツに関するお問い合わせはこちらまで

ファミマトヨタ 旧国道19号

春日井市消防署
移転予定地

O R I G I N A L  P A R T S  C A T A L O G
2023S H O W A G A R A G E

JIMNY JB64/74/23/33/43 and Other Models



アメジストメタリックに塗られたJB74シエラ。
コンペティションシーンを強く意識したそのた
たずまいは、ボディ・シャーシ・エンジン・ドラ
イブトレインの全てにおいて一切の妥協なし
に仕上げられました。日常の快適性を損なわ
ずにダートを本気で攻める要望にも十分に応
える仕様となっております。JB74
EXTERIOR
● ABSフロントバンパー
● スキッドプレート ブラック
● ABSフロントグリル
● ABSリアバンパー
● カーボンボンネット
● FRPリアウィング
● ナンバー移動キット
● LEDフォグランプ インナーブラック/ホワイト
● LEDウィンカーランプ タイプ2 スモーク
● LEDサイドマーカー タイプ1 スモーク/クローム
● LEDテールランプ スモークレンズレッドバー
● LEDハイマウントストップランプ スモーク
● ポリカーボネート製ウィンドウ

INTERIOR
● サイトウロールケージ　6点式ロールケージ+α
● RECARO RMS ● RECARO RCS
●デジタルクリノメーター
● Defi 油温計、ブースト計、水温計

ENGINE/POWER TRAIN
● トラスト ターボキット キャタライザー付き
● リンクスマフラー車検対応品
● VSCC　● クスコ共同開発中 LSD

SUSPENSION
SGアジャストコイル50
X-SHOCK（クロスショック）BAセット
● SGアジャストコイル50 ● X-SHOCK（クロスショック）
● ステンメッシュブレーキホース※1
● ブレーキホースダウンステー
● ABS延長ステー   ● ショートスタビリンク
● スタビダウンスペーサー  ● 前後ラテラルロッド 
● エスケープメンバー   ● 大容量バンプラバー
● 強化リーディングアーム  ● 強化トレーリングアーム
※1:オプション品

TYRE/WHEEL
● TOYO OPEN COUNTRY R/T 235/70/R16
● TYPE-M（タイプM） 16×6.0J ±0

カスタムのご相談、各種メンテナンスサービスはもちろん、
オリジナルパーツの販売、コンプリートカーのご提案まで、
最高のコンディションで安心のカーライフを
トータルにサポートいたします。

特別なジムニーを
ショウワガレージから

Competition
スペアタイヤレス仕様のレーシーなスタイル。
カーボンボンネットを始め軽量化による高い運動性能。
パワートレインのスープアップなどもお任せください。

JB74 ショウワガレージ 
デモカー／パーツ構成MANUFACTURED by SHOWA GARAGE
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ショウワガレージコンプリートカーパッケージの内容を基

本とし製作されたデモカーです。エクステリアから足回り

まで一通りカスタムされており、オンロード・オフロードと

も十分に満足いただける仕様となっております。またこれ

をベースにさらに快適性をプラス、もっと走行性能を上げ

たいなどのご要望にもお応えいたします。

JB64

目的、用途に合わせどのようなシーンでも
快適に使いやすくスマートに。
走りも心地よくあなただけのオリジナルなマシンを
ショウワガレージで。

アクティブに、スタイリッシュに
シーンに合わせた
ジムニーを体感ください

Adventure
林道ツーリング、キャンプなどアウトドアシーンにぴったりのスタイル。
街中でも注目を浴びる存在感のあるエクステリア。
普段遣いもしなやかにこなすオールラウンドモデルです。

JB64 ショウワガレージ 
デモカー／パーツ構成

MANUFACTURED by SHOWA GARAGE

EXTERIOR
● ABSフロントバンパー
● スキッドプレート ブラック
● ABSフロントグリル
● ABSリアバンパー アルトテール仕様
● AES 9mm ワイドフェンダー JB64用
● 車検対応 スペアタイヤ移動ブラケット 表向き JB64用
● ナンバー移動キット 穴開けタイプ
● リアラダー
● LEDフォグランプ インナーブラック/ホワイト
● LEDウィンカーランプ タイプ2 スモーク
● LEDサイドマーカー タイプ1 スモーク/クローム
● LEDテールランプ Mブロ HA36用 スモーク/レッド
● LEDハイマウントストップランプ タイプ2 スモーク
● A-x（エー･クロス）Lサイズワイドフット付
● A-x（エー･クロス）オーニング/オーニングステー

INTERIOR
● デジタルクリノメーター
● シートカバー デニム

ENGINE/POWER TRAIN
● リンクスマフラー車検対応品

SUSPENSION
SGアジャストコイル75
X-SHOCK（クロスショック）BAセット
● SGアジャストコイル75   ● X-SHOCK（クロスショック）
● ロングブレーキホース   ● リアショックスペーサーセット
● ブレーキホースダウンステー  ● ABS延長ステー 
● ショートスタビリンク   ● ラテ補正ブラケット
● スタビダウンスペーサー   ● 前後ラテラルロッド
● プロペラシャフトスペーサー  ● エスケープメンバー
● 大容量バンプラバー   ● 強化リーディングアーム
● 強化トレーリングアーム

TYRE/WHEEL
●TOYO OPEN COUNTRY M/T 225/75/R16
● X-Line(クロスライン)16×5.5J +20
● TYPE-M（タイプM） 16×5.5J +20

パーツ紹介動画パーツ紹介動画

イメージ動画イメージ動画

お得な新車コンプリートカー
パッケージを各種ご用意しています。

ショウワガレージでは新車をベースに各種カスタムパーツを
一通り装備した、コンプリートカーパッケージをご用意してお
ります。エクステリア、インテリア、足回りなどプロのメカニッ
クによりアッセンブルされた車両をお得なパッケージ価格に
てお求めいただけます。車検も3年、メーカー保証も付帯して
おりカスタムカーは初めての方も安心してお乗りいただけま
す。詳しくは別冊のコンプリートカーカタログをご覧ください。

QRコードは製品動画へのリンクです。

4 5



ABS製フロントバンパー装着モデル

ABS製リアバンパー装着モデル

JB23

I N D E X

エクステリア  8
インテリア 17
サスペンション 22
サスペンションその他 27
マフラー 28
スープアップ 29

ホイール 30

エクステリア 36
スープアップ 37
インテリア 37
サスペンション 38
サスペンションその他 41

アルミルーフラック 42
キャンプギア 44

LEDランプ 45

ハイエース用 サスペンション 46

デジタルクリノメーター 47
ステッカー 47

JB64/74

JB23/33/43

series

汎用品

JB64/74/23/33/43

最新のJB64/74はもちろん、今なお絶大な人気を誇るJB23/33/43などの
歴代モデルもショウワガレージにおまかせください。

ジムニーと共にいつまでも

Competition

EXTERIOR
● FRPフロントバンパー
● FRPリアバンパー
● 強化ブラケット付きブラックスキッドプレート
● LEDナンバー移動キット
● LEDフォグランプ インナーブラック

ENGINE/POWER TRAIN
● Linksマフラー

SUSPENSION
SGアジャストコイル60 
ビルシュタインショック BAセット
● SGアジャストコイル60
● ビルシュタインショック
● ロングブレーキホース
● ラテラルロッド
● 大容量バンプラバー
● 強化リーディングアーム
● 強化トレーリングアーム

TYRE/WHEEL
● YOKOHAMA GEOLANDAR M/T 195/R16
● RAYS Gram Lights 57JV 16×5.5J +20

MANUFACTURED by SHOWA GARAGE

20年もの販売期間を誇り、
今もなお根強いファンを持つJB23/33/43。
JB23のカスタムなら
2021、2022年TDAシリーズ連覇など数々の実績を残す、 
23を知り尽くしたショウワガレージにおまかせください。
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ABS樹脂のブタジエンゴムを光・熱に強いエチレンプロピレンゴムに置き換えた、耐候
性、耐衝撃性に優れた樹脂です。AES樹脂はABS樹脂の持つ優れた諸性能に加え、耐
候性に抜群の性能を発揮することから無塗装での屋外使用に適しております。また副産
物として塗装コストを削減できるため環境保全にも役立ち、現在では建材・自動車外装部
品をはじめ各種分野で幅広く使用されています。ちなみに、ABS樹脂を無塗装の状態で
屋外使用した場合、1年を経たずして白く劣化する物もありますが、AES樹脂は比較的
長期間屋外にてご使用いただけます。※耐久性に関してはご利用環境にもよります。

AES樹脂について

L-RTM工法とは

カーボンボンネット 
　　　　　　　　　※クリア塗装済み

FRPボンネット 
　　　　　　　　※未塗装ゲルコート仕上げJB64/74用  
  ¥79,200（税込）

JB64/74用  
  ¥132,000（税込）

AESサイドガーニッシュ JB64用  
  ¥38,500（税込）E00206

E00170
左右セット ¥62,700（税込）
E00171
左側 ¥31,900（税込）
E00172
右側 ¥31,900（税込）

タイプ1
E00173
左右セット ¥115,500（税込）
E00174
左側 ¥58,300（税込）
E00175
右側 ¥58,300（税込）

タイプ2

9mmワイドフェンダー JB64用  
  

L-RTM工法によるカーボンボンネットです。
カーボンモデルの重量は純正比較約-4.8kgの
約6.7kgを達成。ボンネット裏面は強度も十分
に考慮された純正同様のリブ構造。各キャッチ
部、取付部の精度も高くまとめられています。製
品は美しくクリア塗装が施されており耐久性も
確保。そのままの状態で装着可能です。L-RTM
工法は平滑な仕上げが可能であり、クリア塗装と相まってより鏡面に近いアピア
ランスです。製品のコーナー部分も織りが乱れず均一。カーボン目は見た目が綺
麗とされる綾織りを採用。一般的に車の重心から重量物が離れれば離れるほど運
動性に与える影響が大きくなるといわれます。ボンネットはその位置からも軽量化
に対する効果が高く、ハンドリングなどに大きな影響を与えます。ただでさえ軽くな
いジムニーにとって軽量化は動力性能においても大きなチューンアップです。

JB64/74をよりスポーティーに演出するFRP製のリアスポイラー。小ぶりなサイズですがテールに
ちょっとしたアクセントを加えます。絶妙なサイズ感やデザインなどまるで純正オプションのような違和感
のない仕上がりです。ゲートの開閉やハイマウントランプの視認性などへの影響も全くなくノーマル同様
の使い勝手です。取り付けはボディ側への穴開けなどを含む加工など一切必要なく、付属の両面テープと
金属製クランプ（左右計4個）にてしっかりと固定できます。
※未塗装ゲルコート仕上げ。 ※弊社製リアラダーとの併用不可。

FRPリアウィング
JB64/74用  
  ¥38,500（税込）E00710

耐候性の高いAES素材で仕上げ
たJB64用サイドシルカバー。ドレ
スアップと同時に飛び石や乗降時
につく傷などからボディを守りま
す。ボディ下部をブラックアウトす
ることにより、車高が上がって見え
る視覚効果も期待できます。9ｍｍ
ワイドフェンダーとあわせて装着す
ると、より整ったスタイルに。

スチール製の屈強なJB64用サイドステップ。あえてパイプのみでシンプルに構成することにより別売のA-xルーフラック、
リアラダーとの相性も抜群です。焼き付けのシボ塗装を施し質感も良好。ラダーフレームへ直にボルトオンにて取り付け可能
です。ロング／ショートタイプ選択可。車検対応。

雄型・雌型を使用する成形法で繊維を型に
セットした後、型内を真空にし、その中へ樹脂
を注入。その後硬化させて成形する工法。製品
の肉厚が均等で強度にムラが生じにくいため
従来のものと比べ軽量に仕上げる事が可能。

E00700

E00701

もともとのフェンダーラインを活かした、シンプルながらも存在感のあるデザインがノーマル
のプレーンなエクステリアにワンポイントを加えます。カスタム車両はもちろんノーマルの車
両にも違和感なく溶け込み、3Dスキャナーによる高精度なデータを活用した製品は、フィッ
ティングのレベルも高くまとまっています。装着後の全幅を、車検証記載幅に対して一定範囲
内の20ｍｍ以内（片側10ｍｍ以内）に収め保安基準に対応。ワイドタイヤ（TOYO OPEN 
COUNTRY MT 225/75R16など）もはみ出ることなくきちんと収まります。取り付けは
両面テープに加え、フロントは純正のクリップ、リアはボルト（要穴開け加工）とナットでの固
定となります。リアについてはタッピングビスではなく、あえてボルトとナットでの固定方法と
し、緩みとボディの腐食を極力抑えます。純正バンパー同様のシボ付きブラックカラーが足
下を引き締め、精悍なイメージをより強調するAES製。ABS製もありカラーは純正ボディ色
とシボブラック（※純正風シボあり半ツヤブラック。純正バンパーより若干濃く黒味のある
色）での展開。未塗装ABS製は塗装が必須。※製品は必ずナンバープレートを取得した登録
済みの車に使用してください。

E00201
E00221
E00226
E00227

AES製 ¥55,000（税込）
ABS製 未塗装 ¥35,200（税込）
ABS製 純正色 ¥69,300（税込）
ABS製 シボブラック ¥69,300（税込）

未塗装 純正色

サイドステップ  JB64用  
  

JB64/74用 エクステリアEXTERIOR
JB64/74
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ABSリアバンパータイプ1のシャープなスタイルをベースに、新たにナンバーポケットをプラ
ス。このモデルはスペアタイヤの移動は避けられないものの、ライセンスプレートはこれまで
通り装着できるためコストを抑えたカスタムが可能です。テールランプ裏部分をフルカバーし
た防塵防滴設計。純正バック
カメラ用の穴あけ加工済み。
純正テールランプおよび社
外JB64/74用が装着可。取
り付けには切削などの調整が
必要な場合があります。

JB64/74用   ABSフロントグリル
　
                   

アルトテール仕様 リアバンパー
　
                   

Mブロ LEDテールランプ HA36用
                   

JB74用   スキッドプレート
　
                   

E00500 未塗装 ￥14,630（税込）

E00501
ダークグレーメタリック ¥31,900（税込）

E00502
シボブラック ¥31,900（税込）

E00503 純正色 ¥35,200（税込） E00504
ブルーイッシュブラックパール3
（ZJ3） ¥31,900（税込）

JB74用   
ABSフロントバンパー
　
                   

JB64用   フロントバンパー
　
                   

JB64用   スキッドプレート
　
                   
　
                   E00036 ブラック ¥19,250（税込） E00037 シルバー（素地） ¥16,500（税込）

各¥33,000（税込）

E00038
ブラック ¥17,050（税込）
E00039
シルバー（素地） ¥14,300（税込）

JB64用   

純正テール仕様 リアバンパー
　
                   

JB64用   

E00650 未塗装 ¥50,600（税込）

純正色 ¥67,100（税込）

E00651

E00652

シボブラック※ ¥67,100（税込）

JB74のスクエアなエクステリアにあわせデザインされたABS製フロントバンパー。天地サイ
ズを抑えたスポーティなルックスはアプローチアングルも十分です。純正フォグランプの取り付

け可能（干渉部分の切削が必要）。別売の弊社製LEDフォグランプも
適合します。ヘッドライトウォッシャーの穴有りタイプ（JCグレード）と
穴なしタイプ（JLグレード）の2種類あり。フロントナンバーブラケット
およびダクト部分に装着するメッシュネット（ブラック）付属。弊社別売
品のスキッドプレートの装着が必要です。

フロント同様、JB74のスクエアなエクステリアにあわせデザインされたABS 製リアバンパー。
テールランプの裏部分をカバーする形状としタイヤからの雨水や泥跳ねから防ぎます。取り付け
にはナンバーの移動及びスペアタイヤの移動が必要です。JB64/74用純正および社外テールラ
ンプを取り付け可能です。なお、ランプの取り付けには切削などの調整が必要な場合があります。

メーカーロゴ無し、シンプルなデザインのABS製フ
ロントグリルです。グリルはエクステリアの印象を決
定づける重要なパーツです。ABS樹脂は対候性が
良くないため塗装のうえでのご使用をおすすめしま
す。オリジナルカラーのシボブラックはシボありの純
正風半ツヤブラック塗装。純正バンパーより若干黒
味のある色になります。

アルト用テールランプ（適合モデル：Mブロ製または
415COBRA製HA36用）をベースに開発。スタイリッ
シュな仕上がりにまとめました。裏部分をフルカバーする
形状としタイヤからの雨水や泥跳ねから防ぎます。取り付
けにはナンバーの移動及びスペアタイヤの移動が必要
です。FRP製は未塗装ゲルコート仕上げ。

ショウワガレージ製アルトテール仕様リアバンパーに適
合するテールランプ。

スクエアなJB64のエクステリアにあわせ、スマートにまとめたリ
アバンパー。テールランプの裏部分をフルカバーする形状としタイ
ヤからの雨水や泥跳ねから防ぎます。JB64/74用純正および社
外テールランプを装着可能
です。なお、ランプの取り付
けには切削などの調整が必
要な場合があります。ナン
バーの移動及びスペアタイ
ヤの移動が必要。

路面の突起物や石から、エンジンや床下にある部品を守るスキッドプ
レート。フロント周りのスタイルを印象づけるパーツです。弊社製
ABS製フロントバンパー装着時に必要となります。穴開けの必要が
なく完全ボルトオンで取り付け可能。本体の材質はアルミ製で厚みは
3mm、取付ブラケットはスチール製で厚み3.2mmと十分な強度を
持たせてあります。ブラックアルマイトとシルバー（素地）の2色展開。

フロント周りの印象を大きく左右するスキッドプレート。路
面の突起物や石から、エンジンや床下にある部品を守りま
す。弊社製フロントバンパー取り付け時に必要となります。
穴開けの必要がなく完全ボルトオンで取り付け可能。本体
の材質はアルミ製で厚みは3mm、取付ブラケットはスチー
ル製で厚み3.2mmと十分な強度を持たせてあります。ブ
ラックアルマイトとシルバー（素地）の2色展開。

シボブラック

シボブラック

防塵防滴設計

防塵防滴設計

防塵防滴設計

防塵防滴設計

ABS製品は生産時に発生する個体差が少ないため、取り付け時の加工は基本的にありませんが、まれに必要とする場合があります。
必ず塗装の上ご使用ください。FRP製品は製造時に発生する誤差が多く、取り付けには修正、加工などの調整と塗装が必要となります。注意事項

JB74用   ABSリアバンパー タイプ1
　
                   

※純正バンパー風半ツヤブラック。
　純正バンパーより若干濃く黒味のある色。

E00660 未塗装 ¥55,000（税込）

純正色 ¥73,700（税込）

E00661

E00662

シボブラック※ ¥73,700（税込）
※純正バンパー風半ツヤブラック。
　純正バンパーより若干濃く黒味のある色。

《ABS製》　

純正色 ¥64,900（税込）

E00400 未塗装 ¥48,400（税込）
E00401

E00045

シボブラック※ ¥64,900（税込）

《FRP製》

未塗装（ゲルコート仕上げ） ¥39,600（税込）

● 未塗装　　　　　  穴あり                    穴無し  各¥52,800（税込）　
● シボブラック※　　　　　穴あり                   穴無し  各¥69,300（税込）

● 純正色　　　　　  穴あり                    穴無し  各¥69,300（税込）　　
※純正バンパー風半ツヤブラック。純正バンパーより若干濃く黒味のある色。

※純正バンパー風半ツヤブラック。純正バンパーより若干濃く黒味のある色。

《ABS製》　

《FRP製》 未塗装（ゲルコート仕上げ） ¥39,600（税込）
純正色 ¥64,900（税込）

E00420 未塗装 ¥48,400（税込）
E00421 シボブラック※ ¥64,900（税込）

E00046

※純正バンパー風半ツヤブラック。純正バンパーより若干濃く黒味のある色。

※純正バンパー風半ツヤブラック。
　純正バンパーより若干濃く黒味のある色。

E00600

E00601 E00621

E00620

E00602 E00622

　
● 未塗装　　　　　  穴あり                    穴無し  各¥49,500（税込）　
● シボブラック※　　　　　穴あり                   穴無し  各¥66,000（税込）　

● 純正色  ¥66,000（税込）　

E00300

E00301 E00321

E00320

《FRP製》　　　　 未塗装（ゲルコート仕上げ） ¥40,700（税込）　

《ABS製》

E00040

天地サイズを抑えたスポーティなルックスのフロントバンパー。アプ
ローチアングルも十分です。JB64のスクエアなエクステリアにマッ
チします。純正フォグランプの取り付け可能（干渉部分の切削が必
要）。別売の弊社製LEDフォグランプも適合します。ABS製はヘッド
ライトウォッシャーの穴有りタイプ（XCグレード）と穴なしタイプ（XL・XGグレード）
の2種類。FRP製はケガキ線に沿って穴開け加工となります。フロントナンバーブ
ラケットおよびダクト部分に装着するメッシュネット（ブラック）付属。共に弊社別売
品のスキッドプレートの装着が必要です。

E00066
クリア／レッドチューブ

E00067
クリア／ホワイトチューブ

E00068
スモーク／レッドチューブ

E00069
スモーク／ホワイトチューブ

ABSリアバンパー タイプ2 JB74用   

使い方次第でラグジュアリーなユーロ風にもスポーティーなスタイ
ルにも自由自在のアルミ製ハニカムメッシュネット(網目寸法
18mm×9ｍｍ)とABS樹脂製ハニカムメッシュネット(網目寸法
30mm×13mm)。加工は簡単、ニッパーなどで楽々カット。ABS製
は柔軟性がありヒートガンなどを用いれば整形も可能。アルミ製は
グロスブラックに塗装済み。

E23000

汎用メッシュネット
　
                   

￥1,870（税込）（100cm×35cm）
アルミメッシュネット

E23001
￥2,200（税込）（120cm×40cm）

ABSハニカムメッシュネット

JB64/74用 専用エクステリアEXTERIOR

JB64/74用 共通エクステリアEXTERIOR

JB64/74 JB64用 

JB74用
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純正同等品。ガラス製レ
ンズ使用、光軸調整機
能付き。H11バルブ付
き、1個での販売です。
ECE規格品。

モノトーンでシンプルなデザインの
ウィンカー。装着する車両の色を選
ぶことなく全てにマッチします。イル
ミネーションリング付き。カラーはクリ
ア、スモークの2
色。ハイフラ防止
抵抗、結線用の分
岐タップ付属。

JB64/74用   

高輝度LED9個使用。加工の必要もなく、そのまま取り
付け可能です。取り外し用の工具付き。レンズカラーは
スモークの1種類です。

JB64/74用JB64/74用

JB64/74用

LEDフロント
ウィンカーランプ 
タイプ1

クリアレンズレッドバー

クリアレンズ スモークレンズ

ホワイト

オールLEDのオリジナルテールランプ。純正バンパー及び社外バン
パーにも取り付け可能。ウインカー（LED片側16個）は外側に向けて
シーケンシャル点灯します（通常点灯と切替可能）。
スモールはLEDバータイプ（LED片側34個）、ブ
レーキランプはLED片側25個、バックランプは
LED片側6個。ハイフラ防止、ABSランプ及び
ESPランプ誤点灯防止の抵抗付き。ECE規格品。

LEDフォグランプインナーブラック

インナーは落ち着いた見た目のブラック。5W×3LED、IP68防水・防塵設計。
ヒートシンク付きアルミハウジング、レンズと本体の材質はポリカーボネート、光
軸調整機能付き。発光色は視認性が良くファッション性の高いホワイトと雨や
霧、雪など悪天候で見やすいイエローの2色。

JB64/74用   

JB64XCおよびJB74JCの純正ドアミラーにぴったりフィットする、LEDシーケンシャルウィンカーです。LEDの
粒（球）が目立たず、ライン状にグラデーションを描くように点灯します。滑らかに流れる落ち着いた発光はカスタム車
だけでなく、純正ノーマルにも違和感なくマッチします。ECE規格品。

クリアレンズとスモークレンズの2種
8発LEDタイプ。高輝度3030SMD
チップを使用しメリハリのきいた発光
です。配線加工なしで装着可能。

LED
サイドマーカー
タイプ1
JB64/74用   

JB64/74用   
LEDシーケンシャルドアミラーウィンカー

白熱球からLEDウィンカーへ換
装した際に発生するハイフラを
防止する抵抗です。汎用品です
が弊社LEDフロントウィンカー
ランプタイプ2にそのまま使用
いただけます。配線に傷をつけ
ることなくカプラーオン。確実に
動作し耐久性も抜群。

LEDテールランプ

E00014

E00092
¥5,610/左右セット（税込） ¥5,610/左右セット（税込）

E00093

クリアレンズ スモークレンズ

クリアレンズ スモークレンズ

クリアレンズ スモークレンズ

　　　　　　
 ¥8,580/左右セット（税込）
E00096 E00097　　　　　　

 ¥8,580/左右セット（税込）

　　　　　　
 ¥8,800/左右セット（税込）
E00094 　　　　　　

 ¥8,800/左右セット（税込）
E00095

E00017
¥1,980/個（税込） 

¥13,860
/左右セット（税込）

E00015
¥13,860
/左右セット（税込）

E00083 ¥4,950（税込）
純正形状フォグランプ
　　　　 

LEDハイマウントストップランプ タイプ2

E00160
¥31,900/左右セット（税込）

クリアレンズホワイトバー

E00162
¥31,900/左右セット（税込）

スモークレンズホワイトバー

E00163
¥31,900/左右セット（税込）

レッドレンズインナーブラック

E00164
¥31,900/左右セット（税込）

レッドレンズインナークローム

E00165
¥18,700/左右セット（税込）

E00161
¥31,900/左右セット（税込）

LEDウィンカー用カプラーオン抵抗セット
E00089 ¥1,980/2個セット（税込）

E00109
¥8,800/左右セット（税込）

E00108
¥8,800/左右セット（税込）

E00103
インナークローム
￥4,180/左右セット（税込）

E00105
インナーブラック
￥4,180/左右セット（税込）

E00102
インナークローム
￥4,180/左右セット（税込）

E00104
インナーブラック
￥4,180/左右セット（税込）

クリアレンズ スモークレンズ

全品保安基準適合品。但し、車検の合否ついての最終判断は検査員の
主観による部分があり、必ずしも合格を保証するものではございません。
念のため純正パーツは保管されることをおすすめします。

車検について

透明で透き通ったレンズがフロント周
りにすっきりとした印象を与えます。イ
ルミネーションリング付き。ハイフラ防
止抵抗、結線用の分岐タップ付属。別
売の「LEDウィンカー用カプラーオン
抵抗セット」をご利
用いただくと、面倒
な配線加工無しで
確実に取り付ける
ことができます。

JB64/74用   

LEDフロント
ウィンカーランプ 
タイプ2

レンズ中央から外側へ向かってアン
バー色が広がるように光るスプレッ
ドアクションタイプです。ホワイト色
は車両のポジションランプのプラス
配線に結線する事でポジションに
連動します。ECE規格品、ハイフラ
防止抵抗付き。
※ハイフラ防止抵抗はカプラーオン
　です。

JB64/74用   

LEDフロント
ウィンカーランプ 
タイプ3

イエロー

スモークレンズレッドバー

JB64/74用   
カプラーオン抵抗やLEDウィンカーなどに付属の抵抗を固
定するアルミプレート。大きめのアルミプレートがヒートシン
クの役割を担い、さらに車体の既存のネジや孔を利用しボ
ディなど鉄板部分へ直接固
定することで熱伝導を即し、
激しく発熱する抵抗の放熱
を助けます。取り付け可能な
抵抗のネジ穴ピッチ46mm。

抵抗取り付けプレート 2枚セット LEDウィンカー用
E00088 ¥946/2枚セット（税込）JB64/74用   

〈取り付け例〉

JB64/74用 共通エクステリアEXTERIOR
JB64/74
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JB64/74/23/43用

JB64/74用

イラスト入り
パターン

無地
絵柄の無いシンプルな無地の生地にホワイトのパ
イピングを施しました。175/80R16用（JB23、
JB64標準タイヤ）ですが195/80R15（JB74
標準タイヤ）や205/70R15（JB43標準タイヤ）
にも取り付け可能。
185/85R16には取り付け不可。

JA11～JB23にも対
応！

JA11～JB23にも対
応！

マフラーカッター
JB64/74専用設計、リアエンドをスポーティに演出します。製造は老舗マフラーメーカー
5ZIGEN。品質高くフィッティングも最高です。脱落防止
機構付き。ステンレス製。ショウワガレージのロゴ入り。

表面に施された3本のリブがタフなイメージを演出。質
感が良く、装着するボディカラーを選びません。取り付
けは両面テープのみと手軽にドレスアップを楽しめま
す。純正のフューエルリッドにジャストフィット。開閉な
ど、使い勝手は全く変わりません。
※ABS樹脂は対候性が良くないため未塗装での　
　ご使用は早期に劣化が進みおすすめできません。

JB64/74用   

JB64/74用   

JB64/74用   

ねじの匠集団が技能を結集し完成させた高度の防犯性を備えた革新的な
ネジキットです。リアラダーの盗難防止に最適です。専用工具を用いての脱
着のみとし、ステンレス鋼を採用することにより錆に強く、見た目にも美しく
車を守ります。専用工具と長短2 種類のボルト（それぞれ一本ずつ）がセッ
トされており、ロングボルトはリアラダーオプションの10mmスペーサー
用、ショートボルトは10mmスペーサーを使用しない際にご使用ください。

JB64/74用   

穴開けあり JB64専用／穴開けなし 

JB64 車検対応 表向き

JB74 車検対応 表向き

JB64/74 純正移動

スペアタイヤ
移動ブラケット

ナンバー移動ブラケット         

JB64/74用   

ナンバーを移動する際に使用す
るブラケット。セット内容は取付ブ
ラケット（ステンレス）のみとなり
ます。ナンバー灯やボルトなどは
付属しません。
ナンバー灯取り付け用の穴ピッ
チは200mmになります。

ランプ本体及びレンズ部に樹脂
を使用したLEDナンバー灯。ネジ
ピッチ200mm、配線の長さは約
190cm。ショウワガレージロゴ
ステッカー付き。完全国産品。

独自の構造により保安基準をクリア。車検対応品で
す。右に82mm、上に106mm移動するタイプと真
上に106mm移動するモデルの2種類。右上移動の
モデルはナンバーの取り付けスペースも確保しま
す。ホイール装着用ナット3個をご用意ください。タ
イヤのブレを抑える当たりゴム付き。

右方向に82mm、上方向に106mm移動するタイプ
と真上に106mm移動するモデルの2種類。右上移
動のモデルはナンバーの取り付けスペースも確保し
ます。タイヤのブレを抑える当たりゴム付き。ホイー
ル装着用ナットは右上移動タイプは5個、真上移動タ
イプは3個をご用意ください。

ナンバー灯は
     無地タイプも選べ

ます!!ナンバー灯は
     無地タイプも選べ

ます!!

焚き火
E00073
¥4,730（税込）

JB64/74用
リアラダー
E00140
スチール ￥49,500（税込）

E00070
¥3,300（税込）

E00211 シボブラック塗装済み ¥6,380（税込）
E00210 未塗装 ¥2,750（税込）

E00052 ¥9,900（税込）

油圧により楽々オープン。ボンネッ
トステーのように邪魔にならず、メ
ンテナンスもはかどります。取り付
けは穴あけなど一切必要なく完全
ボルトオン。ボルト・ナット類、取付
ステーなど一式付き。FRP・カーボ
ンボンネットへは使用不可。　

JB64/74用
ボンネットダンパー

スペアタイヤカバー

ABSフューエルリッドカバー

LEDライセンスランプ 無地         

盗難防止ボルト ユニファス 
iGuard リアラダー用

JB64/74用   ¥3,080（税込）E00142

滑り止めテープで確実にグリッ
プ。商品は長さ約50cmの短
冊状となっており、ラダーの幅
に合わせて切ってお使いくださ
い。裏面はシールとなっており
貼付するだけと施工は簡単。

使用する事によりラダーと
リアゲートのクリアランスを
10mm 広げます。つま先を
より奥へと入れる事ができ
足をかけやすくなります。

リアラダーにサビに強く耐久性も高
いアルミ製とステンレス製を新たに
ラインアップ。アルミ製はA-xルー
フラックでお馴染みのリンクル塗装
（焼付結晶塗装）による重厚感ある
佇まい、ステンレスはポリッシュ加工
を施し煌びやかなアピアランスに。

JB64/74用   ¥660（税込）E00141E00110
E00020

リアラダー用10mmスペーサー

リアラダー用 滑り止めテープ

LEDナンバー移動キット 

¥7,480（税込）

JB64用   
E00021 右上移動タイプ ¥32,780（税込）
E00022 真上移動タイプ ¥29,480（税込）

E00154 ブラック ¥4,620/左右セット（税込）
E00155 ガンメタ ¥5,280/左右セット（税込）

JB74用   
E00019 右上移動タイプ ¥29,150（税込）
E00047 真上移動タイプ ¥25,300（税込）

E00018 ¥9,900（税込）

JB64/74用   ¥2,530（税込）

スペアタイヤを右上または上へ移動するブラケッ
トです。ショウワガレージ製リアバンパーの取り付
け時には必要となります。ストレート形状のバン
パーとの干渉を防ぎ、大径タイヤ（225/75R16
など）への変更にも対応。右上移動のモデルは
ナンバーの移設スペースも確保。

右に50mm、上に100mm移動。タイヤは標準～195サイズを想定（最大
6.50R16や225/75R16まで）。後方への元からの出幅は約25mmです。当社
のフロントバンパーとリアバンパーを使用した場合は一定範囲内に収まるため継続
検査は適合です。他社製バンパーの場合はフロントはノーマル同等の出幅以内、リ
アはバンパー後端がスペアタイヤブラケットの最後端部より出ない条件で一定範囲
内に収まり継続検査が適合になります。

写真は
シボブラック

各¥16,500（税込）

タニグチロゴあり
E00130

無地
E00131

穴開け不要、ボルトオンで取
り付け可能です。ナンバー灯
は樹脂製のため錆びず、しか
もLEDを使用しているので
長寿命です。無地はナンバー
灯に貼付可能なショウワガ
レージロゴステッカー付き。
スペアタイヤ移動ブラケット
真上移動タイプと同時使用
不可。JB74非対応製品。

各¥11,880（税込）

タニグチロゴあり
E00122

無地
E00123

取付ブラケットはステンレ
ス、ナンバー灯は樹脂製の
ため錆びず、しかもLED を
使用しているので長寿命で
す。取り付けには穴開け加
工が必要です。JB33・43・
74はナンバープレートの再
封印を行ってください。 無
地はナンバー灯に貼付可能
なショウワガレージロゴス
テッカー付き。

スペアタイヤを表向きに装着する従来のブラケッ
トの多くは車両寸法が軽自動車の規格を超え保安
基準不適合となります。このJB64用製品はブラ
ケットをベース部とタイヤ装着部に分割し、ベース
部とタイヤ装着部の接合を工具無しで容易に取り
外しできる「簡易な取付方法」とすることによって
諸問題をクリア。軽自動車の規格内に収まり、手続
きなど必要無く車検を通すことができます。

車検について

リアバンパーにナンバープレートを取り付けるスペースのない場合、必須のパーツです。ノーマ
ルのスペアタイヤ位置では干渉するため、別売のスペアタイヤ移動ブラケットをご使用いただく
かスペアタイヤの取り外しが必要です。 安心の日本製。

JB64/74用

E00149
ステンレス¥39,600（税込）

E00148
アルミ ¥39,600（税込）

E00144
スチール ¥52,800（税込）

足がかけやすい！より使いやすく！

リアラダー
30mmバック

右上移動タイプ

右上移動タイプ

真上移動タイプ

真上移動タイプ ブラック ガンメタ

標準モデル（赤）との比較。

+30mm

リアゲートのヒンジ部分に取り
付けるスチール製リアラダー。
ルーフラックなどをご使用の際に
便利な装備です。ヒンジ部分に取り
付けることにより、てこで言うところ
の支点と力点の距離を短縮しリアゲー
トへの負担を減らしています。大径タイ
ヤ（225/75R16など）を純正位置より
斜め右上に付けた状態でも干渉しない細
身の形状。30mmバックは標準モデルにく
らべ取り付け部分を30mm延長し、ゲートと
の距離に余裕をもたせ、足をかけやすくしたタ
イプです。カラーはシボブラック焼き付け塗装。
日本製。オプションのスペーサーを使用する事に
よりゲートとのクリアランスを10mm広げる事
が可能となり、より使いやすくなります。踏み外し
防止には滑り止めテープを活用ください。
※FRPウィングとの併用不可。

各¥2,640（税込）

スチール・ステンレス用
E00143

アルミ用
E00156

JB64/74用 共通エクステリアEXTERIOR
JB64/74

14 15

表示の価格は全て税込価格です



表示の価格は全て税込価格ですQRコードは製品動画へのリンクです。

JB64/74用  E20120

A-xルーフラックフット付モデル専用品になります。ステンレス製、
ルーフラックへの取り付けに必要になるボルト類付き。長穴になっ
ているので各社オーニングメーカーに対応します。取り付けピッチ
は40～50mm、ボルトはM6、M8に対応。ARB社、ブラストトレイ
ル社の製品は取り付け確認済みです。オーニングを取り付けるボル
トやナットは付属しておりません。

ねじの匠集団が技能を結集し完成させた高度の防
犯性を備えた革新的なネジキットです。専用工具を
用いての脱着のみとし、ステンレス鋼を採用するこ
とにより錆に強く、見た目にも美しく車を守ります。

キャリア装着によるルーフのキズ防止用保護シート
です。曲面にも確実に貼れ、糊を残さずはがせます。
微粘着タイプなので長期間ホコリの侵入を防ぎ、キズ
から守ります。特殊透明シートなので目立ちません。

同一ブランドならではの統一されたデザインは、A-x
ルーフラックと合わせる事でより印象的に。設営・撤収
は簡単。後片付けも手間いらずで、きちんとルーフラッ
ク側面へ収まり、荷台への影響もなく積載量もそのまま。
キャンバスは420Dオックスフォードを使用しており耐
水性は3000mmと十分なスペック。伸縮式アルミポー
ルは天候や日差しに応じて自在に調整可。格納カバーも
ソフトケースながら丈夫な造りとなっており安心してご使
用いただけます。ペグ、ガイロープ付属。※サイズが適合
すれば他社製ルーフラックなどにも取り付け可能です。

JB64/74用  E20110
E20111

フック用ベースシートIN103
　　　　　　 4本用 ¥880/4枚（税込）
　　　　　　 6本用 ¥1,320/6枚（税込）

汎用品  

ユニファス iGuard 盗難防止ボルト  

ルーフラックフット付用 ¥2,640（税込）

汎用品  
E20033

新型ジムニー専用設計 軽量アルミ製 
A-xルーフラック

共振音※を
防止する為

の

センターバ
ー

を追加！

アルミの軽量さと
スチールのような重厚感が融合した
ルーフラックです。

寸法：外寸/長さ170cm×幅125cm×高さ13cm  
内寸/140cm×117cm  重量：14.2Ｋg  材質：アルミ製  カラー：ブラック  
 　

寸法：外寸/長さ140cm×幅125cm×高さ13cm  
内寸/110cm×117cm  重量：11.4Ｋg  材質：アルミ製  カラー：ブラック  
 　

JB64/74用  

焼付結晶塗装を施した外観は
軽量なアルミ製ながらまるで
スチールのような重厚感。嫌
な錆も発生しません。独自設
計の風防により空気抵抗を抑
え風切音を軽減。ベースキャリ
アを使用せず直接レインガー
ターに取り付けられ、低く一体
感のあるシェープを保ちます。

※走行時に発生するさまざまな振動により、
　ルーフラック本体が共鳴し発生する異音。

¥79,200（税込）E20051 

¥61,600（税込）

2.0m（W）x2.5m（L）約8kg ¥36,300（税込）

フット付

E20008 

E20032
E20034

汎用品  

Lワイド

Mスーパーワイド

2枚セット ¥6,050（税込）               
3枚セット ¥8,800（税込）

独自の防風設計により、空気抵抗の低減を図り

風切り音も軽減します!

コンテナやテントなどのアウトドアギアの固定
に最適。線径約8mm、マス目約8×8cm（可変
タイプ）。フック及び編み目は可動式の為、自由度が高く荷
掛具合の調整が可能です。フックは割れにくく強度にすぐ
れ、金属など対象物への攻撃性が比較的低い樹脂製。伸縮
性約150％の適度な伸びで使いやすさと固定力を両立。

カーゴネット

E20047  Lサイズ 〈120cm×100cm〉
¥3,630（税込）   ※A-xルーフラックLサイズ、Lサイズワイド、　Lスーパーワイド、LLサイズに対応

E20046  Mサイズ 〈100cm×100cm〉
¥3,300（税込） 　  ※A-xルーフラックMサイズワイド、　Mサイズスーパーワイド、Lサイズ、

　Lサイズワイドに対応

E20045  Sサイズ 〈90cm×90cm〉
¥2,970（税込）   ※A-xルーフラックSサイズ、Mサイズに対応

※対応ルーフラックのサイズは目安です
対応するネットの大きさは実際に使用される
ルーフラックや荷物の形状、量により大きく異な
るため、弊社へお問い合わせをいただきましても
ご回答致しかねます。商品の伸長率をご考慮の
上お選びください。

ステアリング JB64/74用  
純正より若干太めの操作性を重視した断面形状。握りやすく手触りも抜群です。サムレスト（9時15
分あたりのくぼみの部分）の形状も最適化し、快適性を確保しました。エアバック、スイッチ、カバー
類は純正そのままを流用するため、JB64/74の全グレードに対応します。生地は全て本革を使用。

コンビネーションステアリング 各¥24,200（税込）
ブラウンウッド、ピアノブラック、カーボンの3種類。ステッチカラーはレッド。ウッドは木材
ではなくウッド調に、またカーボンも本物ではなくカーボン調になります。

本革巻きステアリング ハイエンドモデル  各¥37,400（税込）

レッド

本革巻きステアリング スタンダードモデル
各¥24,200（税込）
パンチング加工された本革を使用し、手になじ
みやすく質感もアップ。ヨーロッパタイプのス
テッチを採用し、レッドのステッチカラーが黒一
色のステアリングにアクセントを加えます。ス
テッチカラーはブラックもあり、お好みに合わ
せてご選択ください。

スタンダードモデルに比べよりハイグレード
な革を使用し、操作する部分に合わせス
ムースとパンチングレザーを使い分け質感
もアップ。ステッチパターンはベースボール
タイプを採用。直接糸に触れにくく耐久性も
上がりました。ステッチカラーはレッドと
ブラック、シルバー、イエローの4種類。

ブラウンウッドⅠ 00111

レッドⅠ 00125 ブラックⅠ 00126

シルバーⅠ 00127 イエローⅠ 00128

Ⅰ 00110

ブラックⅠ 00130

ピアノブラックⅠ 00113 カーボンⅠ 00114

日本の職人が手縫い
にて仕上げました。

日本の職人が手縫い
にて仕上げました。

NARDIやMOMOなど社外ステアリングへ換装する際に必須のボスです。ステアリング
は運転中常時触れているパーツであり、操作性、手触りには絶対にこだわりたいもの。
小径・大径、D型、ディープコーンタイプなどなどお気に入りのステアリングに換装し快適
なドライブを。純正では味わえないコクピット周りの雰囲気に気分も高まることうけあい
です。取り付けに必要なハーネス、ネジ類付き。保安基準適合品。ワークスベル製。

ステアリングボス Ⅰ 00109 ¥14,300（税込）   JB64/74用  

A-xルーフラックフット付モデル用
オーニング取付ステー                               

A-xオーニング　　　　　　　　　 

サイズ（cm） 最大寸法（cm）  　           伸長率（%）

※伸長率は人力での測定のため誤差がございます。

Sサイズ（90×90）  150×150　 166

 Mサイズ（100×100） 160×160　 160

Lサイズ （120×100） 180×160 150×160

JB64/74用 共通インテリアINTERIOR

 

 

JB64/74用 共通エクステリアEXTERIOR
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高級ソファなどにも使用されている
PUレザーを贅沢に活かし、デザイ
ン、風合い共にビンテージテイスト
にまとめました。合皮ですが、一般的
にはフェイクレザーとも呼ばれてお
り、見た目、手触り、弾力性などは本
革と見まがう質感です。

JB64/74用  

シートカバー デニム　　　　　 
            フロント･リアセット ¥41,800（税込） ※XGは不可  
 フロントセット ¥24,200（税込）

JB64/74用  

Ⅰ 00102
Ⅰ 00100

シンプルなデザインのシートカバー。前席には背面ポケット付きです。材質はPVCレザー。純正
のファブリックとは異なり、耐水性が高くメンテナンス性にも優れるため、よりアクティブにご利
用いただけます。運転席、助手席、後席の1台分セットです。

シートカバー ブラック　　　　　　　　　   
          フロント･リアセット ¥19,800（税込） ※XGは不可 

JB64/74用  
Ⅰ 00101

デニム生地を使用し室内をカジュアルに演出。使い込むにつれ表情を変え愛着が増す、エイジング
も楽しめるシートカバー。前席背面にはデニムパンツ同様のバックポケット付き。　
※移染防止加工を施しておりますがまれに色移りする場合があります。

シートサイドに施されたパイピング加工は適度な差し色になり室内にアクセントを加えます。
シート表皮はもちろん、パイピングにもシボ加工がなされており質感高い仕上がりに。雨、
汚れ、ホコリなどの付着も簡単に拭き取れる、メンテが楽なPVCレザーを採用。フロント・リアセット 各¥25,300 ※XGは不可   フロントセット 各¥18,700

シートカバー ブラック パイピング

ショウワガレージの シートカバ
ーは

                             すべてサ
イドエアバック対応

JB64/74用  

Ⅰ 00140

フロント･リアセット 
各¥38,500（税込） ※XGは不可  
フロントセット 
各¥22,880（税込）

フロント･リアセット

Ⅰ 00141
フロントセット

シートカバー 
オールドシリーズ

ホワイトパイピング レッドパイピング

ブラック

Ⅰ 00143
フロント･リアセット

Ⅰ 00144
フロントセット

Ⅰ 00146
フロント･リアセット

Ⅰ 00134
フロント･リアセット

Ⅰ 00135
フロントセット

Ⅰ 00137
フロント･リアセット

Ⅰ 00138
フロントセット

ダークブラウンイエローオーカー

JB64/74用 共通インテリアINTERIOR
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背面にはロゴ入

乗降性と快適性を重視したフラットシー
トクッション採用のスポーツシート。レカ
ロスポーツシートのスタンダードとも言
えるホールド性を感じやすい着座フィー
リング、さらに国産車などの幅広い車種
と多くのお客様の嗜好性にマッチする
「SR-7」。そのSR-7をさらに「乗降性に
優れたスポーツシート」としてチューニ
ングしたのが、この「SR-7F」です。
GU100Hはシートヒーター付き。

RECARO 
SR-7F 汎用  ¥101,200（税込） 

高輝度3チップSMDを使用しており抜群の明るさです。フロントランプとリアラゲッジランプ用です。
リモコン付きは16段階の明るさ調整が可能です。

車種別適合レカロ純正ベースフレーム。
自動車メーカーの純正シートも開発する
レカロだけに、フロアへの取り付けおよび
シート単体でのポジションニングのみなら
ず、前方視認性やハンドル・ペダル位置な
ど車室内パッケージングまで考慮しながらベースフレームを開発。純正ベースフ
レームを使用し正しくレカロシートを装着していただくことで保安基準に適合。

JB64/74用  

JB64/74 AT用  

JB64、JB74専用設計のドリンクホルダーです。
缶コーヒーからペットボトルまで使用可能。運転席、
助手席の吹出口やドアに取り付け可能です。

ドリンクホルダー
Ⅰ 00040

各¥2,200（税込）　　リモコン付 各¥4,180（税込）  

耐久・耐水性抜群。軽い。
マットも荷物もズレにくい。

3Dノンスリップマット
JB64/74用  

JB64/74にピッタリサイズ、完全車両専用設計。これ以上無いフィッティングです。3D構造で漏れない漏らさない
汚さない。外周はトレイ状になっており、サイドに施されたエッジが、泥やホコリの飛び散りをおさえます。水洗いも
OK。汚れてもお手入れは簡単です。材質は耐熱性、耐候性、耐オゾン性に優れ、長時間使用しても経年劣化に対す
る耐久性が高い素材です。フロントフロアマット、ラゲッジマットは製品表面にエンボス加工を施し滑り止め効果も。

3Dノンスリップフロアマット　
リアシート用
Ⅰ 00152

3Dノンスリップ
フロアマット　
フロントシート MT用 
¥8,910/運転席、助手席セット（税込）
Ⅰ 00150

3Dノンスリップ
フロアマット　
フロントシート AT用 
¥8,910/運転席、助手席セット（税込）
Ⅰ 00151

各¥24,200（税込）
RECARO 純正ベースフレーム
JB64/74/23/33/43/JA22/11用
Ⅰ 21003  JB64/74 右（運転席）    
Ⅰ 21004  JB64/74 左（助手席）   

ブラック 各¥8,910

カモフラ  各¥11,000 デニム  各¥11,330 レザー  各¥11,880

レッド
ステッチ

グリーン

グレー

インディゴ
ブルー

ライト
ブルー

ブラック

ダーク
ブラウン

コンソールボックスも兼ねた便利なアームレスト。ゆったりと肘をあずけリラックスして運転に臨め
ます。L字型のデザインを採用しサイドブレーキの使用にも邪魔になりません。車両専用設計だから
装着は簡単、センターコンソールに差し込むだけ。リッド前部にはロックがかかり内容物の散乱を防
ぎます。アームレストの設置にて置き場所のなくなったドリンク類の収納には、エアコン吹き出し口や
左右ドアに取り付け可能な別途販売中のドリンクホルダー（商品番号 Ⅰ00040）をご利用ください。

アームレスト

アルミ製アシストグリップ

Ⅰ 00175 
Ⅰ 00176

シルバー
ブラック

Ⅰ 00177
Ⅰ 00178

レッド
ブルー

3本セット 各¥7,700（税込）

Ⅰ 00170
Ⅰ 00171

シルバー
ブラック

Ⅰ 00172
Ⅰ 00173

レッド
ブルー

1本 各¥2,750（税込）

JB64/74AT車専用の収納ポケット。欲し
いときにサッと手が届き、出し入れしやすく
便利にお使いいただけます。もちろん、シフト、ハンドル、ペダル操作などの邪魔にはなら
ず安心してご使用いただけます。マチ有りポケット×2、メッシュポケット×2、脱着式ポケッ
ト×1と用途に応じて使い分けも可能。助手席側にも収納ポケットがありパッセンジャーに
もうれしい装備です。取り付けは簡単、シフト部にかぶせるだけ。車種専用設計のためぴっ
たりフィットします。耐久性のある生地を使用し、シフト周りの傷防止などにも役立ちます。

シフトサイド収納ケース

 Ⅰ 00180  ¥2,750（税込）   

JB64/74用  

ラゲッジネット

¥3,300（税込）
JB64/74用  
Ⅰ 00182

Ⅰ 00160 Ⅰ 00162Ⅰ 00161

Ⅰ 00164 Ⅰ 00166 Ⅰ 00168

Ⅰ 00163 Ⅰ 00165 Ⅰ 00167

LEDルームランプ　

JB64/74用  

シルバー
ステッチ

ブラック
ステッチ

JB64/74用  
Ⅰ 00181 ¥3,960（税込）

トノカバー

3Dノンスリップ
ラゲッジマット

リアゲートからの荷物の落下、飛びだ
し防止などに役立つカバーです。撥水
性のあるナイロンを採用し、強度もありしっかりと荷物を守ります。カバー全面にわたって
ファスナー付きのメッシュポケットを装備し、小物やある程度の長尺ものの収納にも対応。
取り付けは純正装備のユーティリティナットを使用。車種専用設計だからサイズ感も抜群。

ラゲッジスペースの荷物の日焼け、劣化防
止に役立つトノカバーです。ある程度のプ
ライシーの保護にもなり、盗難防止の効果
も期待できます。素材は丈夫なナイロンを
使用し、カバー中央のファスナー付きのメッシュポケットが小物などの収納にも対応。車種
専用設計だからちょうどいいサイズ感です。装着は純正装備のユーティリティナットを活用。

¥6,600（税込） ¥8,910（税込）Ⅰ 00155

Ⅰ 00120
リモコン付Ⅰ 00121

Ⅰ 00122

GU100H
¥158,400（税込） 
Ⅰ 20020KK100Ⅰ 20001

リモコン付Ⅰ 00123

高級感あるアルミ素材をカラフルに
アルマイト処理。発色も良く光沢の
ある質感はインテリアに彩りを加え
ます。グリップすると分かる純正アシ
ストグリップにはない高い剛性感。握
り心地もよく抜群のフィット感です。
アルマイトされた表面はさびや腐食
にも強く耐久性も兼
ね備えます。ドライ
バーひとつで簡単取
り付け。
※取り付けネジ付属。

¥2,530（税込） 

〈ホワイト〉 〈ウォームホワイト〉

JB64/74用  

JB64/74用 共通インテリアINTERIOR

 

 

JB64/74
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表示の価格は全て税込価格ですQRコードは製品動画へのリンクです。



ブラックも
選択可

ブラックも選択可

「悪路走破性の高いタフな足回りでも街乗りは快適に」という考えのもと、まずはオンロードの様々な条件
において徹底的にテストし、十分に納得のいく状態まで仕上げます。その後オフロードにて再び入念なテ
スト、そして最終調整の後、完成に至ります。街乗りでは乗り心地が良く、腰高感や不要なロールを抑えた
自然なハンドリング。オフロードでは操安性が高いのはもちろん、路面への追従性も良く安心して走ることが
可能です。さらに本格的に走る方はフロントのスタビライザーを外すだけで走破性は格段に上がります。

ショウワガレージ
足回り開発コンセプト

街乗りからオフロードまで
オールマイティに

20mm
リフトアップキット

1インチリフトアップキット

S00310 ￥84,700（税込）

乗り心地はノーマルとほぼ変わらずにお手軽にリフトアップできる
キットです。アップ量約20mm。ショック延長ブラケットが不快な
ショックの伸び切りを防ぎます。タイヤはノーマルより一回り大きい
185/85R16、215/75R15がおすすめです。

リフトアップ量はJB64に装着で1インチ（25～30mm）
です。ノーマルと比べバネレートを上げ、しっかり踏ん張り
の効いた乗り味になります。タイヤは一回り大きい
185 /85R16、
215/75R15がお
すすめです。ショック
の伸び切りを防ぐ延
長ブラケット付属。

アルミコイルスペーサー、ロングブレーキホース、
キャスターブッシュ、ショック延長ブラケット、
前後ラテラルロッド★2

アルミコイルスペーサー、ロングブレーキホース、
ショック延長ブラケット

セット内容

セット内容

セット内容

 JB64/74用  

SG アジャストコイル75 
X-SHOCKセット

 JB64/74用     JB64/74用    

 JB64/74用  
クロスショック

クロスショック

クロスショック
1インチアップキット X-SHOCKセット

￥27,280（税込）S00300

20mmリフトアップキット ラテセット

20mmリフトアップキット

1インチアップコイル、ロングブレーキホース、リアショック延長ブラケット

各￥38,500（税込）

1インチアップコイル、ロングブレーキホース、キャスターブッシュ、リアショック延長ブラケット、
前後ラテラルロッド★2

1インチリフトアップキット ラテセット

セット内容

SGアジャストコイル75、X-SHOCK、ロングブレーキホース★1、
リアショックスペーサーセット、ブレーキホースダウンステー、
キャスタードリーム、ABS延長ステー、ショートスタビリンク、
ラテ補正ブラケット、スタビダウンスペーサー、前後ラテラルロッド★2、
プロペラシャフトスペーサー、エスケープメンバー

SGアジャストコイル50、X-SHOCK、ロングブレーキホース★1、
ブレーキホースダウンステー、キャスタードリーム、ABS延長ステー、
ショートスタビリンク、スタビダウンスペーサー、
前後ラテラルロッド★2、エスケープメンバー

セット内容

セット内容

1インチアップキット X-SHOCK ラテセット

1インチアップキット X-SHOCKセット
1インチアップコイル、ロングブレーキホース、キャスターブッシュ、X-SHOCKセット内容

各￥112,200（税込）

各￥156,200（税込）

1インチアップコイル、ロングブレーキホース、キャスターブッシュ、X-SHOCK、前後ラテラルロッド★2セット内容

SG アジャストコイル75 X-SHOCK Bセット

SG アジャストコイル75 X-SHOCK セット

JB64用シルバースプリング S00372 JB74用S00375
JB64用ブラックスプリング S00392 JB74用S00395

各￥346,500
（税込）

各￥239,800
（税込）

SG アジャストコイル75 X-SHOCK BAセット

★1：ステンメッシュブレーキホースに交換可能（+¥9,350（税込））    ★2：前後ラテラルロッドはレッド、ブラック、ブルー、ガンメタ、ステンレスから選択可能。
★3：バンプラバーの硬さはハード、ソフト、スーパーソフトより選択可能。おすすめは フロント：ソフト、リア：スーパーソフトです。    
★4：強化アームの色はガンメタ、レッド、ブラックの3種。トレーリングアームは補強タイプ（+¥17,600（税込））も選択可能。

標準セット + 大容量バンプラバー★3 前後強化アーム★4

各￥227,700
（税込）

最大長
409
433

フロント リア
最大長
451
490

最小長
269
277

最小長
302
314

ショック
アブソーバー
ノーマル

1インチアップ

FL
2.30
359

FR
2.30
362

RL
2.50
303

RR
2.50
324

コイルスプリング
バネレート（kg/mm）
自由長（mm）

街乗りからオフロードまでオールマイ
ティに走行可能で、ロールを抑え踏ん
張りの効いた乗り味になります。
JB64に装着で1インチアップ（25～
30mm）。フロントプロペラシャフトとク
ロスメンバーの干渉はありません。14
段調整式アブソーバーX-SHOCK（ク
ロスショック）はオンロード、オフロード
問わず様々な仕様や乗り方に合わせて
調整可能で、スタビを外した仕様にも対応。フロントのキャスター角を補
正するブッシュ、ラテセットにはホーシングのズレを調整できる前後ラテ
ラルロッドも付属。推奨タイヤサイズ185/85R16、215/75R15。

写真は標準セット

写真は標準セット

写真は標準セット

林道、オフロード走行をする方は
　　　　　　　　　　　　　　　B/BAセットをおすすめします。

林道、オフロード走行をする方は
　　　　　　　　　　　　　　B/BAセットをおすすめします。

車高のアップ量は50mm（2インチ）、オンからオフまで快適に走ることが可
能なセットで75mm（3インチ）アップに比べ柔らかめの乗り心地になります。
スプリング上部の線間密着部分をカットすることによりバネレートに影響なく、
車高のアップ量、前後左右バランス調整が可能。オン・オフ様々な乗り方に合
わせて幅広く調整可能な14段調整式アブソーバーX-SHOCK（クロスショッ
ク）はスタビを外した本気仕様にも対応します。必要なものがオールインワン

の標準セット、Bセットには大容量バ
ンプラバー、BAセットはさらに強化
アームも追加され用途に応じてお
選びいただけます。推奨タイヤサイ
ズは185/85R16、195R16。
225/75R16も可。

車高のアップ量は75mm（3インチ）、オンオフ問わず快適に走ることが可能
なセット。50mm（2インチ）アップセットと比べ、街乗り向きのしっかりした乗
り味になります。オンロードからオフロードまで様々な乗り方に合わせて幅広く
調整可能な14 段調整式アブソーバーX-SHOCK（クロスショック）はスタビ
を外した本気仕様にも対応します。スプリング上部の線間密着部分をカットす
ることによりバネレートに影響なく、車高のアップ量、前後左右バランス調整が

可能。ひととおりトータルに取り揃え
た標準セット、Bセットには大容量バ
ンプラバー、BAセットはさらに強化
アームも追加され用途に応じてお選
びいただけます。推奨タイヤサイズ
225/75R16、6.50R16。

ブラックも選択可

ブラックも選択可

最大長
409
460

フロント リア
最大長
451
515

最小長
269
290

最小長
302
327

ショック
アブソーバー
ノーマル

2インチアップ

FL
2.25
388

FR
2.24
405

RL
2.00
379

RR
1.95
390

コイルスプリング
バネレート（kg/mm）
自由長（mm）

最大長
409
480

フロント リア
最大長
451
540

最小長
269
300

最小長
302
340

ショック
アブソーバー
ノーマル

3インチアップ

FL
2.5
399

FR
2.5
409

RL
2.63
375

RR
2.63
391

コイルスプリング
バネレート（kg/mm）
自由長（mm）

JB64用シルバースプリング S00371 JB74用S00374
JB64用ブラックスプリング S00391 JB74用S00394

標準セット + 大容量バンプラバー★3

JB64用シルバースプリング S00370 JB74用S00373
JB64用ブラックスプリング S00390 JB74用S00393

標準セット

SG アジャストコイル50 X-SHOCK Bセット

SG アジャストコイル50 X-SHOCK セット

JB64用シルバースプリング S00362 JB74用S00365
JB64用ブラックスプリング S00382 JB74用S00385

各￥323,400
（税込）

各￥216,700
（税込）

SG アジャストコイル50 X-SHOCK BAセット
標準セット + 大容量バンプラバー★3 前後強化アーム★4

各￥204,600
（税込）

JB64用シルバースプリング S00361 JB74用S00364
JB64用ブラックスプリング S00381 JB74用S00384

標準セット + 大容量バンプラバー★3

JB64用シルバースプリング S00360 JB74用S00363
JB64用ブラックスプリング S00380 JB74用S00383

標準セット

※セットにより一部内容が異なります。

※セットにより一部内容が異なります。

JB64用シルバースプリング S00320 JB74用S00350
JB64用ブラックスプリング S00340 JB74用S00354

各￥90,200（税込）JB64用シルバースプリング S00330 JB74用S00352
JB64用ブラックスプリング S00342 JB74用S00356

1インチリフトアップキット

SG アジャストコイル50 
X-SHOCKセット  JB64/74用  

J
B
74

FL
1.80
388

FR
1.80
388

RL
2.60
315

RR
2.60
330

コイルスプリング
バネレート（kg/mm）
自由長（mm）

J
B
64

FL
2.30
359

FR
2.30
362

RL
2.50
303

RR
2.50
324

コイルスプリング
バネレート（kg/mm）
自由長（mm）

J
B
74

FL
1.80
388

FR
1.80
388

RL
2.60
315

RR
2.60
330

コイルスプリング
バネレート（kg/mm）
自由長（mm）

J
B
64

JB64用シルバースプリング S00323 JB74用S00351
JB64用ブラックスプリング S00341 JB74用S00355

JB64用シルバースプリング S00333 JB74用S00353
JB64用ブラックスプリング S00343 JB74用S00357

JB64/74用 サスペンションセットSUSPENSION SET

JB64/74

JB64のXC,JB74のJCグレードの場合、車高センサー補正ステーが別途必要になります。

・ リフトアップによる直前直左の視認性低下を補うため、カメラなどによる視界確保が必要となります。
・コイルスプリングの交換により車高が40mm以上高くなる場合でもコイルスプリングは指定部品※のため  
構造変更検査は不要でそのまま車検は通ります。
※ 指定部品とは、自動車使用者の嗜好により、追加、変更等をする蓋然性が高く、安全の確保、公害の防
　止上支障がないものとされている自動車部品として、「自動車部品を装着した場合の構造等変更検査
　等における取り扱いについて（依命通達）」（平成７年11月16日付け運輸省自動車交通局長通達自技第
　234号・自整第262号）に規定されている部品です。この部品をボルトや接着剤などで装着する場合は、
　自動車検査証の記載事項の変更もしくは構造変更検査などの手続を行わなくても良いとされています。

注意事項

車検に
ついて

ショウワガレージは
オーリンズサスペンション
の正規販売店です｡

JB64/74用オーリンズ
 4×4ライン「Adventure」 シリーズ

  ショックアブソーバー
  販売開始！
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表示の価格は全て税込価格ですQRコードは製品動画へのリンクです。



shock
Adjustable Shock Absorber

produced by

曲がり、折れに強い

通常の強化トレーリングアー
ムと比べ、

　　　　　　　　　　　長
く補強されています。

《補強タイプ》

前後バランスなどの車高調整用アルミ製コイルスペー
サーです。

車高調整用の5mmのスペーサー
です。重ねて10mmとしても使用
可能。2枚セット、回り止め付き。

リフトアップした車両のスタビライザーリ
ンクの角度を補正し、スタビライザー本
来の効果・機能を取り戻します。ショート
スタビリンクと組み合わせて使用すると
効果的です。10mmと25mm。

1インチアップ程度のロングアブソーバーやショック延長
ブラケットを使用した場合にブレーキホースの長さ不足
（約30mm）を補う他、煩わしいブレーキラインの切り離し
なくスプリング交換を可能にします。装着後はクリップを外
すだけでブレーキラインがフリーに。純正ブレーキホース
以外にもロングブレーキホースやステンメッシュブレーキ
ホースとの併用も可能です。

1インチリフトアップコイル

X-SHOCK
ステアリングダンパー

JB64用  

JB74用  

JB64/74用  

バネレートに影響無し！高さ、バランス調整が可能なスプリング！SGアジャストコイル

調整式ラテラルロッド／純正加工品

調整式ラテラルロッド／ステンレス

JB64/74用  

強化アーム

X-SHOCK《クロスショック》

JB64/74用  

JB64/74用  

バネレートに影響しない線間密着部分をカットし、高さや前後左右のバランス調整も可能なスプリング。
街乗りをメインにオフも走行可能な万能タイプ。カットしない場合のアップ量はスペアタイヤ、リアシート
有りの車両でそれぞれ50mm（2インチ）と75mm（3インチ）。

材質はSTKM13Aを使用し肉厚は5mm。曲がり折れやすい純正アームに比べ
かなりの強度を誇ります。ホイールベース、キャスター角、ホーシング角など等補
正済み。インチアップすることにより生じる足回りのズレを補正し、サスペンション
本来の性能を確保します。純正ブッシュ圧入済み。色はガンメタ、レッド、ブラック。

リフトアップ量は1インチ
アップ（25～30mm）。純
正に比べてバネレートを
上げており、ノーマルより
しっかり踏ん張りの効いた乗り味になりま
す。純正ショック対応。推奨タイヤサイズ
185/85R16、215/75R15。

リフトアップ時に不足する長さを補うロングブレーキホース。実績ある国内メーカー製造品。2インチアップセットは使用するア
ブソーバーのフロント全長460mmまで、リア全長515mmまでに対応したセット。3インチアップセットは同じく使用するアブ
ソーバーのフロント全長480mmまで、リア全長540mmまでに対応したセット。セット内容はフロント左右2本（アルミクラッ
シュワッシャー4枚付き）、リア左右2本。単品販売もあります。※ステーセットはブレーキホースの長さ不足（約30mm）を補う
他、煩わしいブレーキラインの切り離しなくスプリング交換を可能にするブレーキホースダウンステーがセットになります。

ノーマルロッド加工品の為、耐久性に優れています。ロッドエンドは
ゴムブッシュになります。色はレッド、ブラック、ガンメタ、ブルーから
お選びいただけます。

車高変化に伴い、横ズレを起こ
してしまうサスペンションを補
正するパーツ。ジオメトリーを
適正化することにより車体の
振られなどを抑えます。

強化リーディングアーム
各¥60,500/左右セット（税込）

SGアジャストコイル50

各¥19,250/本（税込）

10mmS00063
15mmS00064
20mmS00065

フロント用
S00066

￥5,170/左右セット（税込）S00110

¥2,090（税込） 
S00087

リア用
S00067

2インチ
ブラック
S00101

3インチS00102
2インチ

レッド
S00090

3インチS00091
2インチ

ガンメタ
S00022

3インチS00024

ブラックS00104レッドS00093ガンメタS00025

フロント用。+6mm(2インチ用)、+10mm
（3インチ用）伸ばしホイールベースを補正。
タイヤとフェンダーの干渉を抑えます。キャ
スター角も5.2°(2 インチ用)、7.9°（3イン
チ用）へ補正済み。

リア用。ホーシング部分の板厚は22mm。
ロードクリアランスを確保する形状。リフトアッ
プ用にホーシング角度補正済み（2.1°）です。

リア用。リブ部分を伸ばし、曲げに対する耐久
性をさらに高めました。ハードなオフロード走
行にはこちらの補強タイプをおすすめします。

強化トレーリングアーム
各¥56,100/左右セット（税込）

強化トレーリングアーム 補強タイプ
各¥74,800/左右セット（税込）

フロント S00131 リア S00132
1インチUP用

フロント S00133 リア S00134
2インチUP用

フロント S00135 リア S00136
3インチUP用

JB64用

 2インチアップセット
 2インチアップステーセット
 3インチアップセット
 3インチアップステーセット

JB74用

 2インチアップセット
 2インチアップステーセット
 3インチアップセット
 3インチアップステーセット

セット価格

¥13,530（税込）
¥14,608（税込）
¥13,970（税込）
¥15,708（税込）
¥13,750（税込）
¥14,828（税込）
¥14,190（税込）
¥15,928（税込）

ダウンブラケット
+30mm

¥1,848（税込） 

●

●

●

●

JB64、JB74左リア用
+50mm
¥2,090/本
           （税込）

●

●
●

●

+80mm
¥2,200/本
           （税込）

●

●

+30mm
¥1,320/本
           （税込）

●

●

JB64、JB74右リア用
+50mm
¥2,090/本
           （税込）

●
●

●
●

　+30mm
¥1,980/本
           （税込）

●
●

●
●

JB74フロント用
+40mm
¥4,950/本
           （税込）

●
●

+20mm
¥4,840/本
           （税込）

●
●

JB64フロント用
+60mm
¥4,840/本
           （税込）

●
●

+36mm
¥4,730/本
             （税込）

●
●

ノーマル比
単品価格

各¥5,720/枚（税込） ¥5,390/枚（税込） 

各¥2,750（税込） 

10mm
S00057

¥4,180（税込） 25mm
S00058

¥4,950（税込） 

コイルスペーサー

コイルスペーサー5mmスタビダウンスペーサー

ショートスタビリンク

ノーマルより30mm短いスタビライザーリン
クです。左右セット1台分です。リフトアップし
た車両のリンクの角度を補正し、スタビライザーを効率よく効かせロールを抑制します。また短く
なることで地面とのクリアランスが広くなり障害物とヒットしにくくなります。20mm～3インチ
アップに対応。リフトアップする度合いによりスタビライザーの角度補正が必要となります。20
～40mmアップは補正無し。2インチアップは5～15mmのスタビダウンスペーサーを使用。3
インチアップは20～30mmのスタビダウンスペーサーを併用して取り付けしてください。

JB64/74用  

JB64/74用  

¥22,000（税込） S00115

フロント用 ¥25,300（税込） S00054

S00144
S00143

リア用 ¥24,750（税込） S00053

JB64/74用  

調整式
ラテラルロッド
JB64/74用  

JB64/74用  

JB64/74用  

JB64/74用  

フロント2本、リア2本にブレーキダウンステーを付
属。JB64/74それぞれ2インチ（50mm）アップ、3
インチ（75mm）アップから選択可能です。ゴム製ブ
レーキホースに比べ膨張率が低く、マスターシリンダ
からの力をより効率的にキャリパーへと伝えるためダ
イレクトなブレーキタッチが得られます。品質面にお
いても純正ホースと同じような永久結合（かしめ方
式）とし、高い信頼性で安心してお使いいただけます。
ホースエンドは耐蝕に優れたステンレス製です。ステ
ンメッシュの外側はクリアホースで保護処理済み。

大径タイヤ装着時に路面からのキックバック
を軽減させるため、減衰力をアップさせたス
テアリングダンパーです。純正と同じカヤバ
製なので品質、性能は間違いありません。
ノーマルと同じ形状でボルトオン取り付け。

ステンレス製で錆
びにくく強度があり
ます。ロッドエンド
にはゴムブッシュを
使用しております。

JB64 2インチアップ用S00650
JB64 3インチアップ用S00651

JB74 2インチアップ用S00652
JB74 3インチアップ用S00653

ロングブレーキホース　　

S00700 リア用S00710フロント用
S00701 リア用S00711フロント用

S00702 リア用S00712フロント用

S00703 リア用S00713フロント用

レッド
ブラック
ガンメタ
ブルー

フロント用 各¥24,200（税込）  リア用 各¥23,100（税込） 

ブレーキホースダウンステー ステンメッシュブレーキホース
                  

各¥25,850/台（税込）
JB64/74用  

S00630
S00631
S00632
S00633
S00634
S00635
S00636
S00637

ブラックも
選択可

ブラックも
選択可

FL
2.30
359

FR
2.30
362

RL
2.50
303

RR
2.50
324

線
間
密
着
部
分

SGアジャストコイル75
S00046 シルバー ¥39,600/台（税込）
S00048 ブラック  ¥39,600/台（税込）

S00045
S00047 ブラック ¥38,500/台（税込）

シルバー ¥38,500/台（税込）

街乗りからオフロードまでオールマイティーに使用できる14段調整式アブソーバーX-SHOCK
（クロスショック）。1・2・3インチアップ用の3タイプ。オン・オフ様々な乗り方に合わせて幅広く
調整可能なX-SHOCK（クロスショック）はスタビを外した本気仕様に
も対応します。1インチアップ用はノーマルの車高にも対応し、インチ
アップしてもクロスメンバーとプロペラシャフト間の干渉の心配が無く
ノーマルの状態で装着可（左リアブレーキホースのみ交換が必要）。2・
3インチアップ用はクロスメンバーへの干渉対策または交換が必要。合
わせてロングブレーキホースの交換が必要です。

ショック
アブソーバー
ノーマル

1インチアップ
2インチアップ
3インチアップ

最大長
409
433
460
480

最小長
269
277
290
300

最大長
451
490
515
540

最小長
302
314
327
340

フロント リア

2インチアップに比べ街乗り寄りの仕様。
リフトアップ量は75mm（3インチ）。
45～75mmの間で調整も可能。

リフトアップ量は50mm（2インチ）。
20～50mmの間で調整も可能。

コイルスプリング
バネレート（kg/mm）
自由長（mm）

シルバー  ¥35,200/台（税込） S00044
ブラック  ¥35,200/台（税込） 

シルバー  ¥35,200/台（税込） 
ブラック  ¥35,200/台（税込） 

S00043

FL
1.80
388

FR
1.80
388

RL
2.60
315

RR
2.60
330

コイルスプリング
バネレート（kg/mm）
自由長（mm）

FL
2.50
399

FR
2.50
409

RL
2.63
375

RR
2.63
391

コイルスプリング
バネレート（kg/mm）
自由長（mm）

FL
2.25
388

FR
2.24
405

RL
2.00
379

RR
1.95
390

コイルスプリング
バネレート（kg/mm）
自由長（mm）

フロント用 

リア用 

リア用 

ブラックS00126レッドS00125ガンメタS00124

JB64/74用 サスペンションパーツSUSPENSION
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表示の価格は全て税込価格です



純正ブッシュにあるサイドスリットを無くし剛性をアップ。用途に応じて硬度の異なるストリート60とスポーツ70の2種
類。ボディとフレーム間のヨレを少なくし、回頭性の向上、車体の振られやロールの減少、さらには足回りのインフォメー
ションも素直に伝達します。交換による車高の変動も無し。劣化したマウントの車両はもちろん、新車時の交換やボディリ
フト車にも効果的です。街乗りから競技・スポーツ走行まで広く対応いたします。フレームの切り離しを必要とせず短時
間で作業可能な8箇所のみ交換するセットになります。全16個の内、半数の交換のみでも効果を体感いただけます。

純正に比べて大幅に容量アップするバンプラバー。全長は125mmと純正より約65mm長
くなります。カッターナイフで容易に切れ用途に合わせて調整可能。ボルトオンでの取り付け。
フロントは付属の15mmスペーサーを使用しノーマル比で約80mm長くなります。純正バン
プラバーの収まる皿部分を切断するとスペーサーを使用せずとも装着でき、生まれたクリア
ランス分（15mm）、バンプラバーの容量を犠牲（カット）とすること無く取り付けられます。
バンプ規制での使用にはハードタイプ（硬度70）、スピード競技などの衝撃
吸収を目的とする場合はソフトタイプ（硬度60）をお選びください。スー
パーソフト（硬度50）は衝撃吸収に優れ、スピード競技などではフロント、リ
ア共に使用可能ですが特にリアへのご使用をおすすめします。参考までに
純正バンプラバーは全て硬度70です。

¥319/個（税込） D00014

クイックボディマウント

大容量バンプラバー
JB64/74用  

フリーハブOリング
汎用  

フリーハブパッキン
汎用  汎用  

別売のマニュアルハブ取り付けキットの補修用。つば部分
の無いハブナットです。1個での販売になります。純正の
エアロッキングハブを使用している車両には使用できま
せん。補修部品の為、取り扱い説明書は付属しません。

¥198/枚（税込） D00016 ¥176/枚（税込） D00015

¥3,300/個（税込） D00032

フリーハブカバーガスケット

汎用  ¥13,200（税込） S01000

¥8,360（税込） 
S00095

￥5,500（税込） S00075

ブッシュ圧入治具セット

つば無しハブナット JB64/74用  JB64/74用  

JB64/74用  

JB23から採用されたエアロッキングハブをJA11などに装備されているマニュアルハブへ
換装するキットです。エアロッキングハブは負圧漏れなどメカニカルトラブルによる動作不良や
目視にてロック状態の把握が難しいことから、いざというときに信頼性が高く確実に動作する
マニュアルハブ化をおすすめします。
※別途JA11 またはJA22用のスズキ純正フリーハブおよびフリーハブを取り付けるコーン
　ワッシャが必要になります。

マニュアルハブ取り付けキット JB64/74用  

JB64/74用  

《ジムニー全般に対応》

フリーハブを固定する高強度ボルト、スプリングワッシャ、
コーンンワッシャ、1台分セットです。ボルトは純正に比べ
強度が高く、締め付けトルクを上げて装着することでしっ
かりとフリーハブを固定、ボルトの破損を防ぎます。

純正品に比べ大幅にオイルが漏れにくくなるリアハブ用シール
です。シャフトに接する部分はフローティングされており、シャフト
の動きに追従するため確実にシールします。また純正品は
スチールとなっているホーシングとの接触面がゴムで覆われ
ており仮に腐食して荒れていても柔軟にシールしてくれます。

リーディング/トレーリングアームのブッシュ交換用
プレス治具と純正ピッチに合わせて圧入する為の
ゲージ（フロント、リア）のセットです。

汎用  ¥1,650（税込） S01004

JB64/74用  

JB64/74用  

¥2,860（税込） S00111

¥1,540（税込） S00150

ブッシュ圧入用 
ピッチゲージ 簡易タイプ

リアショックスペーサーセット

ABS＆エアパイプ補正ステー JB64/74用  
各￥1,430（税込）
車高センサー補正ステー

JB64/74用  

￥14,520（税込） 
S00096

JB64/74用  

JB64/74用  

キャスターブッシュ
2個セット

キャスタードリーム 
2個セット

リアショック
延長ブラケット

リーディングアームに偏心ブッシュを純正ピッチに合わせて
圧入する為のゲージです。フロント用（148mm）のみです。

リアショックとコイルスプリングの干渉を防ぐためのスペーサーセット。
セット内容は10mmスペーサー2個とロングボルト2本。

リフトアップによるキャスター角度の狂いを補正する
ブッシュです。1個の使用につき5度補正されます。
2～3インチアップのリフトアップした車両に対応。

リフトアップによるキャスター角度の狂いを補正する
ブッシュです。1個の使用につき1度30分補正されます。
1インチアップ程度のリフトアップした車両に対応。

ショックの自由長を35mm延長。長さ
不足を解消します。

リフトアップ時に余裕が無くなるABSの配線とエアホースを補
正するステー。2インチや3インチアップに対応するアブソー
バーに交換した場合に必須です。フロントに1個使用します。

JB64/74用  JB64/74用  ¥7,700/左右セット（税込）S00037¥6,600/左右セット（税込）S00028
大容量バンプラバー専用 リアバンプ延長ブロック大容量バンプラバー専用 リアバンプブロック

JB64 XC/JB74 JC
のオートレベリング機構用
補正ステー。リフトアップ
時に必須です。長穴加工
により無段階で補正が可
能です。0.5~1.5インチ
アップ用と2~3.5インチ
アップ用の2種類。

フルリバウンド時にリアプロペラシャフトの等
速ジョイント部が抜けるのを防ぎます。ご使用
のアブソーバーにもよりますが、3インチ以上
の車高アップをしてオフロードを走行する場合
には必要なアイテムです。

¥3,520（税込） D00025
フリーハブ用ボルトセット

¥2,310/個（税込） D00023
スーパーオイルシール

JB64/74用  
¥8,360（税込） S00019

プロペラシャフトスペーサー10mm

スズキの品番43838-60A00。
フロント足回りのフリーハブに使
用されているO リングです。片側
で1個、1台分で2個使用されて
おります。

スズキの品番43813-60A00。
フロント足回りのフリーハブに使
用されているガスケットです。
片側で1枚、1台分で2枚使用
されております。

スズキの品番43842-80001。
フロント足回りのフリーハブに使
用されているパッキンです。片側
で1枚、1台分で2枚使用されて
おります。

¥12,540（税込） 
D00031 JA11 フリーハブ用

¥7,700（税込） 
D00030 JA22 フリーハブ用

各¥6,600/台（税込）

フロント 各¥4,620/個（税込）リア 各¥3,630/個（税込）

ストリート60S00160

スポーツ70S00161

フロント用 ハードS00001 S00004
S00005
S00006

フロント用 ソフトS00002
フロント用 スーパーソフトS00003

リア用 ハード

リア用 ソフト
リア用 スーパーソフト

2～3.5用

0.5～1.5用

S00151 0.5～1.5インチアップ用
S00152 2～3.5インチアップ用

リア用の大容量バンプラバーを短縮して使用する場合の延長ブ
ロックと取り付けボルトセットです。バンプラバーを短くすること

でヨレや曲がりを
抑え、安定したバ
ンプタッチになり
ます。5 0mm、
25mmセットで最
大75mmまで3段
階の高さ調整が可
能です。

リアコイルスプリング内に大容量バンプラバーを装着するため
のアルミブロックとボルトセットです。スプリングがサポートの

役割を果たし、どのよう
な状況でもしっかりと
ホーシングに当たるよ
うになります。ボルトオ
ンで取り付け。Wバンプ
仕様も可能になります。
※別途大容量バンプラ
バー補修用が必要です。

ノーマルの車体から受けるゆるい印象を、一皮剥けた
スッキリとした乗り味に。日常の快適性は失わずよりス
ポーティーさを求める方へお勧めします。

ストリート60と比べると細かな振動や音は多く伝達するも
のの、その分ダイレクトなフィーリングは増し、タイヤや足
回りからのインフォメーションもより分かり易くなります。

バンプラバー
大容量化の必要性について

衝撃吸収力の大幅アップ。また全長が伸びることにより積極的にバンプタッチさせタイヤとボディ
の接触を防いだり、車体の揺れを抑える事ができます。さらにはバネレートの高い「第2のバネ」と
捉え、オフはもちろんオンロードのコーナリング時などにも安定感を出す事が可能です。

従来品の8の字バンプラバーに比べ中空部分を減らし、厚み1.5倍
（50mm）、高さ1.25倍（100mm）、幅84mm、容量にして約2.4倍に
大容量化。製品自体の剛性が上がるため反れたり、よれにくくなり、しっ
かりとホーシングに当たるようになります。取り付け部は長穴加工済み、
当たり位置の調整が可能です。しっかり止めたい方はハードを、衝撃吸収
をお考えの方はソフトまたはスーパーソフトをお選びください。

大容量8の字バンプラバー　JB64/74 リア用  

リアに大容量8の字バンプラバーを装着するためのブラケットです。高さ
25mm。従来品の8の字バンプも取り付け可能です。ブラケットの取り付け
穴は長穴加工済みで前後位置調整が可能です。バンプの取り付けはフルバ
ンプ時に損傷を与えないようにボタンボルトを使用。

JB64/74用  リア用 ¥9,680/左右セット（税込）S00033

各¥3,630/個（税込）
ハード（硬度70）S00015
ソフト（硬度60）S00016
スーパーソフト（硬度50）S00017

《取り付けには別売のブラケットが必要です》

従来より販売され
ている8の字バン
プラバーとの比
較。容量は約2.4
倍になります。

大容量8の字バンプラバー専用 
バンプブラケット

オフロード走行時の必
需品

オフロード走行時の必
需品

JB64/74用 その他パーツOTHERS
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表示の価格は全て税込価格です



JB64/74用  

JB64用  

JB64/74用  ¥28,270（税込） P00021

￥23,320（税込） P00020

￥69,850（税込） 
P00007

レスポンスブースター

トラクションコントロールや横滑り防止装置など（ビークルスタビリティコントロール）を解除
する装置。純正のカットスイッチ（操作）は一部の電子制御が残りスポーツ走行時において
積極的にドライビングする際、思い通りのコントロールができなくなどの弊害を生じます。こ
の装置はボタン操作一つでABSのみ残し
たまま制御を解除することができ、ドライ
バーの意に反した挙動を抑え純粋に走行を
楽しめるようになります。タイヤを空転させ
ながら登る急なヒルクライムなど、あえて滑
らすテクニックが必要な本格的なオフロー
ド走行には必須アイテムです。状態記憶も
行いオンの状態でエンジンを切れば、再始
動時にもオンの状態で復帰します。

電子スロットル特有のアクセルレスポンスの鈍化、低速トルクの不足を解消。エンジン本来
のポテンシャルを十分に発揮させ、圧倒的な加速フィーリングをお楽しみいただけます。あら
かじめプリセットされたモードを選ぶだけで、ドライバーの感覚にフィットするレスポンスを
実現。ノーマルの緩慢な加速特性と、ドライバーの操作に対する加速イメージとのギャップを
埋めます。街乗りに最適な4タイプのオートモード、車とドライバーの感覚をリンクする7タイ
プのスポーツモードを実装。

パワー特性イメージ

ワイヤースロットル車

ノーマル電子スロットル車

アクセル開度

ス
ロ
ッ
ト
ル
開
度

ブースター

JB64W

JB64W SHOWA LINKS F

2019-11-12 10:59:12

Folder

Run ID

Date

8.95

kg/m

10.14

34.8

km/h

36.8

3365

rpm

3563

10.940:1

1.000

1.19

ratio

tcf

gain

52.91

 PS

62.19

64.9

km/h

64.8

6274

rpm

6267

10.940:1

1.000

9.28

ratio

tcf

gain

DYNAPACK™ 32 4WD with PSDAQ SMART CONTROL SOFTWARE © V1.100G2 - ZEAL by TS-SUMIYAMA
62.19
60.00

58.00

56.00

54.00

52.00

50.00

48.00

46.00

44.00

42.00

40.00

38.00

36.00

34.00

32.39

kg
/m

 P
S

3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500
Engine RPM

3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500
Engine RPMEngine Torque Power

10.14

9.75
9.50
9.25
9.00
8.75
8.50
8.25
8.00
7.75
7.50
7.25
7.00
6.75
6.50
6.25
6.00

5.61

Links+ミニコンモード R2
Links+ミニコンモード R1
Links
ノーマル

JB64W

JB64W SHOWA STD

2019-11-12 10:30:25

Folder

Run ID

Date

8.95

kg/m

9.65

34.8

km/h

37.9

3365

rpm

3664

10.940:1

1.000

0.70

ratio

tcf

gain

52.91

 PS

60.59

64.9

km/h

64.0

6274

rpm

6195

10.940:1

1.000

7.68

ratio

tcf

gain

DYNAPACK™ 32 4WD with PSDAQ SMART CONTROL SOFTWARE © V1.100G2 - ZEAL by TS-SUMIYAMA
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36.00

34.00

31.77

kg
/m
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S

3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500
Engine RPM

3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500
Engine RPMEngine Torque Power

ミニコンモード R2

ミニコンモード R1

ノーマル

ショウワガレージ
オリジナルセッティング
ミニコン

専用取り付け
ステー付き

ノーマルと比較して 
モードR1で 

トルクは  7.0％ パワーは 13.8％
モードR2で
 トルクは 13.3％ パワーは 17.5％ 
アップします!!

モードR1で トルクは 8.4％ パワーは 10.6％
モードR2で トルクは 7.8％ パワーは 14.5％ アップします!!

「Linksマフラー」と
「ミニコン」 を
併用すれば…

シエクル製セッティング済み超小型サブコン。空気量信号を独自回路に
より制御する事により停止状態からの出だし～中高速域まで全域に渡
りパワーアップします。内容はショウワガレージオリジナルセッティング
になっており、ノーマル状態を含めた3モード選択可能。取り付けはカプ
ラーオンで簡単です。めんどうな初期設定なども無く確実にパワーアッ
プを体感いただけます。バッテリー横へ取り付けができる専用ステーも
付属。M/T、A/Tどちらにも対応。レギュラーガソリンでOK。ダイナパッ
クによる出力測定では3400回転でノーマルより低くなるものの、他の
回転域はトルクアップを実現しております。

更に更に

マフラー老舗メーカーである5ZIGENとの共同開発。平成22年4月以降製造の
車両に課せられる新騒音基準対応の左出しマフラー。メインパイプ50φ（一部
タイコ部に45φの絞り有り）、テールエンド70φのダウン形状、左出しオールステン
レス製。JB64/74用はノーマルバンパーでもカット加工して取り付け可能。

¥74,800（税込）P00005

¥68,200（税込）P00004
《新基準対応》

¥74,800（税込）P00006《新基準対応》

《新基準対応》

トルク 0.5kgm  パワー 6.2PS UP!!

トルク 0.3kgm  パワー 4.6PS UP!!

¥43,890（税込） P00024
Vehicle Stability Control Canceller（VSCC）
　　　

リンクスマフラー

64用JB

64用JB

64/74用JB

低速回転時のトルクも充分にあり、ほどよい音量と
共に高回転まで気持ちよく吹け上がります。

大型サイレンサーを使用することで音量を抑え、
低速域はノーマル同等にし中速域のトルクをアッ
プしています。特にA/T車におすすめです。

近接騒音値：86ｄB  
加速騒音値：76ｄB

近接騒音値：79ｄB  
加速騒音値：75ｄB

NA車特有の高回転までストレスのな
いスムーズな吹け上がりを実現。低速
回転時のトルクも充分。

近接騒音値：87ｄB  
加速騒音値：75ｄB

74用JB

11.63

kg/m

12.33

65.3

km/h

65.2

3953

rpm

3948

6.847:1

1.000

0.26

ratio

tcf

delta

85.48

 PS

90.78

100.5

km/h

102.2

6085

rpm

6185

6.847:1

1.000

5.30

ratio

tcf

delta

Engine RPM Engine RPMEngine Torque Power

JB74 928

2022-07-21 13:36:35
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00603-32-1004 DYNAPACK™ 32 with PSDAQ SMART CONTROL SOFTWARE© V1.100AY9U2
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Spec2 ハイオク仕様
ノーマル

Spec2 ハイオク仕様

11.69

kg/m

12.06

63.5

km/h

67.2

3838

rpm

4081

6.847:1

1.000

0.07

ratio

tcf

delta

84.05

 PS
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rpm
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JB74 928

2022-07-21 13:48:31
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00603-32-1004 DYNAPACK™ 32 with PSDAQ SMART CONTROL SOFTWARE© V1.100AY9U2

DIN 70020 (1976) DIN 70020 (1976) 
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Spec1 レギュラー仕様

Spec1 レギュラー仕様
ノーマル

各制御マップを最適に調整しJB74が持つ本来のポテンシャルを解き
放ちます。ガソリンのオクタン価に応じてプログラムが異なる、レギュ
ラー仕様のSpec1とハイオク仕様のSpec2をラインアップ。イージー
でありながら高い効果が期待できるチューニングメニューです。この
Powered ECUはJB74ジムニーシエラをピックアップ鋭く小気味の良い、アグレッシブなフィールにアップ
デート。確実にパワーを体感できるレベルへと変貌させます。もちろん、いたずらにピークパワーのみを追い求め
たセッティングは避け、あくまでも日常域の使用感を重視。扱いにくさなどはなく、アクセル操作に忠実で一般道、
高速道路、オフロード問わず気持ちよく加速するお車となります。高速道路制限速度上限の引き上げに対応した、
クルーズコントロールの設定も変更可能です。
※Spec1/2はセット内容に「クルコン上限変更」が含まれております。
　走行性能の向上にあわせたプラグへの交換を推奨しております。

変更制御マップ
● 燃料   
● 点火時期 
● スロットル   
● 空燃比 
● カムタイミング  
● 要求トルク 
● トルク上限   
● レブリミット
● クルーズ
    コントロール上限（JC）

JB74を
   アップ

デート！

JB64/7
4

　純正バ
ンパー対

応

　　 加
工無しで

取り付け
可

ノーマルエンジン「K15B型」を小気味の良い、アグレッシブなフィールに。
  JB74用               レギュラー仕様 ¥77,000（税込） 
Spec1にさらなるパワーをプラス。
一段上のギアでも余裕を感じる、ゆとりを堪能ください。
  JB74用            ハイオク仕様 ¥88,000（税込） 

Spec1 

Spec2

JB74用               クルコン上限変更 ¥33,000（税込）  ※JCグレードのみ
オプション　　　　　　HKSスーパーファイヤーレーシング M40X ¥2,420/本（税込）

P00032

P00033
P00036
P00040

パワードECU

コンフォートマフラー

〈メインパイプ50φ テールエンド89φ オールステンレス〉

JB64／近接排気騒音：77dB 加速走行騒音:76ｄB
JB74／近接排気騒音：86dB 加速走行騒音:75ｄB

《平成22年4月以降製造の新騒音基準対応》

老舗マフラーメーカー5ZIGENと共同開発の純正バン
パー対応マフラー。ノーマルバンパーのままボルトオンで
取り付け可能。決して派手さはないものの純正マフラー
の控えめなルックスとは異なり、さりげなく存在感をア
ピールします。排気音も同様に音量をある程度抑えつつ
太く良質な響きを実現。大人のサウンドです。大型のサイ
レンサーをリアエンドに配置し中間のサイレンサーを小さ
くすることで最低地上高を確保すると同時に静音性も
アップ。中間パイプからの交換となり排気効率が上がり抜
けよく気持ちのよいレスポンスをお楽しみいただけます。
乗りやすくドライビングの楽しさが増します。

JB64W

JB64 SHOWA LINKS

2020-12-11 14:47:08
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Run ID

Date
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tcf

delta
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Links JB64用 静音タイプ
ノーマル

Links JB64用 静音タイプ
ノーマル

JB64W

JB64 SHOWA LINKS

2020-12-11 13:37:27
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×

静音
タイプ

JB64/74
JB64/74用 マフラーMUFFLER

 

 

 

 

 

JB64/74用 スープアップパーツSOUP-UP
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表示の価格は全て税込価格ですQRコードは製品動画へのリンクです。



W00048 マットブラック W00049 グロスブラック

W00045 マットブラック W00046 グロスブラック

W00050 ガンメタ

W00047 ガンメタ

JB74用  

JB64用  

TYPE-M

タイプエム

各¥24,200（税込）JB64 JB23用  
サイズ 16×5.5J +20  重量 8.0kg

各¥26,400（税込）JB74 JB43用  
サイズ 16×6.0J ±0  重量 8.4kg

ショウワガレージデザインのオリジナルアルミホイール第二弾。特徴的なコンケイブ形状の
アルミホイールです。直線基調のシンプルなデザインを採用した、ショウワガレージデザイン
オリジナルアルミホイール第一弾のX-Line とはうってかわり、このTYPE-M は立体感も
豊かにメリハリある意匠としました。X-Line が「静」とするならば、TYPE-M 
はまさに「動」。派手目のカスタムにも負けない存在感があります。
※インセット20 はジムニーに、インセット0 はジムニーシエラに対応します。

JB64/74/23/33/43
JB64/74  JB23/43用 ホイールORIGINAL WHEEL
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表示の価格は全て税込価格ですQRコードは製品動画へのリンクです。



オリジナルアルミホイールSR-432はジムニー用としては珍しいメッシュクロススポークを採
用。あえて高低差を持たせた、直線と曲線、双方のスポークが織りなす、豊かな表情は気品とス
ポーティーさを感じさせる特徴的な佇まいを追求。コンケイプデザインもセンター部のスタイル
をさらに際立たせます。ラグジュアリーなプレミアムサルーンの足元を飾るホイールと同じく、ワ
ンランク上のオーラを放つテイストは、ドレスアップされたアーバンスタイルにこそ最適です。

W00014 ガンメタW00013 マットブラック

W00052 グロスブラックW00051 マットブラック

グロスブラックマットブラック

ショウワガレージデザインのオリジナルアルミホイール第一弾。直線基調のシンプル
なデザインを採用したスクエア形状のホイール。スポークを細長く見せるデザインに
よる足長効果でワンランクサイズアップしたイメージに。あえて曲線を排除したシル
エットは異彩を放ち、丸みを帯びたデザインが多い中、その存在感を際立たせます。
さらにリバースリムにすることでディープなリム形状を実現するなどまさに唯一無二。

クロスライン

X-Line
JB64 JB23用  
各¥24,200（税込）
サイズ 16×5.5J +20  重量 6.9kg

ショウワガレージオリジナルアルミホイールR8は、王道のアメリカンスタイルである丸穴
ディッシュデザイン。とはいえレトロ一辺倒ではなく、ステップやリブを排除したシンプルな
ルックスはあくまで現代風にリファインされたもの。特徴的なたまご形のホール形状は、ホー
ル側面のカント（傾斜）をより強調します。決して古すぎないそのシルエットは新しさと懐かし
さを同時に併せ持つネオクラシックなJB74にマッチします。 1ピース構造、鋳造、センター
キャップ付き。ワイルドなイメージのマットブラックとドレッシーなグロスブラックの2色展開。

R-8
各¥26,400（税込）
サイズ 15×6.0J ±0  重量 6.8kg

アールエイト

JB74 JB43用  

SR432
W00053

各¥26,400（税込） サイズ 16×5.5J +20  重量 8.0kg
マットブラック W00054 グロスブラックJB64 JB23用  

各¥27,500（税込）
W00056 マットブラック W00057 グロスブラック

サイズ 16×6.0J －5  重量 8.5kg
JB74 JB43用  

JB64/74  JB23/43用 ホイールORIGINAL WHEEL

 

 

 

 

 

JB64/74/23/33/43
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表示の価格は全て税込価格ですQRコードは製品動画へのリンクです。



RAYS Gram Lights 57JV

JB64 JB23用  ¥38,500（税込） W00032
RAYS DAYTONA M9

サイズ 16×5.5J +20  重量 8.3kg

JB64/74/23/33/43用  
W00101

ワイドトレッドスペーサー ブラック 
30mm 139.5-5H

¥3,960/枚（税込） 
W00102 ¥7,920/2枚セット（税込） 
W00103 ¥15,840/4枚セット（税込） 

RAYS とのコラボによるショウワガレージオリジナルDAYTONA M9。カ
ラーはマットブラック/ リムダイヤモンドカット。これまでのTEAM DAYTONA 
にはない、アメリカンでワイルドな印象を持つM9。1番の特徴はフランジ部分の
アンダーカットとピアスドリルド加工により、1ピース構造ながらまるでビードロッ
クリングが別体パーツで構成されているようなテイストの実現。光線の具合に
より様々な表情を見せるダイヤモンドカット加工がさらに強調します。

〈製品仕様〉
外径176ｍｍ/内径108ｍｍ 厚み/30ｍｍ
ボルト穴：5穴 PCD139.7mm
ネジピッチ：M12×1.25
（スズキ・スバル・ニッサンなど）
本体素材：鍛造アルミ（A6061-T6） 
アルマイト仕上
ハブボルト素材：クロモリ鋼（SCM435）

RAYSとのコラボによるオリジナルカラーホイール。ハイパーブロンズは
見る角度によって色味が変わる深みのある色。オンロード用スポーツモデ
ル57XTREMEをジムニー用にリファイン。より足の長いデザインを求め
2×6から2×5へとシルエットを変更し、センターボアの大きなジムニーと
のマッチングを向上させました。また立体的なデザインを採ることが難しい
ジムニーに対し、積極的なコンケイブデザインを与えることで力強さや精
悍さとともに、最新ドレスアップのテイストを注入。ジムニー専用ゆえに極限
まで攻め込んだ落とし込みで豊かな立体感を表現しました。

¥45,100（税込） W00030 サイズ 16×5.5J +20  重量 6.7kg

¥45,100（税込） W00033 サイズ 16×5.5J ±0  重量 6.9kg

¥45,100（税込） W00034 サイズ 16×5.5J  －5  重量 6.9kg

JB64 JB23用    
JB74 JB43用   
JB74 JB43用   

ショウワガレージ×RAYSによるオリジナルA・LAP-J。光線により表情を変えるハイパーブロンズカラー。大型
4WDマシンをも凌駕する走行性能を持つジムニーユーザーのために、レイズが本気で造り上げた鍛造1ピーススー
パースポーツモデル。限られた排気量・パワーを有効に路面に伝えるために軽量性能を追求。ジムニーに特化した最
適なカタチ、10スポークの縦断面、太さ・形状の最適化をはかり、高強度・高剛性とあわせジムニー用ホイール最軽
量の4.9kg（インセット20）までも実現。さらに各インセットごとにリム・ディスク形状を整え、ノーマルからオーバー
フェンダー仕様、さらにはシエラにも対応させました。マシニング仕上げのRAYS&A●LAP-Jのロゴ入り。
※インセット20はジムニーに、インセット5はジムニーシエラに対応します。

RAYS Gram Lights 57DR-X

JB64 JB23用  
¥45,100（税込） W00004

サイズ 16×5.5J +20  重量 6.5kg

高強度アルミ素材A6061-T6使用、鍛造ワイド
トレッドスペーサー。ホイールとボディのツラ合
わせや足回りのセッティングなどにご利用いた
だけます。本体に残るCNCおよびフライス加工
による切削痕も高い精度を期待させます。アル
マイト加工によって形成された表面被膜は長期
にわたる耐腐食性を確保。ハブボルトにはクロモ
リ綱（SCM435）を採用しこちらの強度も十分。

JB64 JB23用  ¥56,100（税込） W00008
RAYS A・LAP-J

サイズ 16×5.5J +20  重量 4.9kg

JB74 JB43用  ¥49,500（税込） W00007
サイズ 16×6.0J +5  重量 5.1kg

ドレスアップ性に富んだホイールを多彩に展開するVERSUSからの新提案。スポーツ
＆ファッションなテイストと、RAYSならではの機能性重視の設計を巧みに組み合わせ、
新たなホイールの在り方に迫ったのが本作「VV21SX」です。細身のY字スポークを天
面に押し出し、先進の軽量化技術“リリーフポケット”を組み込み屈強な剛性を導き出す
デザイン。その独創的なシルエットは小排気量でありながら様々な路面への対応を求め
られるジムニー/シエラにおいても、すこぶる良好な性能数値を発揮。ON/OFFどちら
も手を抜かない、“今どきジムニー”のために特別にしつらえた一本です。カラーはショ
ウワオリジナルのセミグロスブラック。

VERSUS  VV21SX

RAYSとのコラボによるショウワガレージオリジナルカラー。見る角
度によって色味が変わる深みのあるハイパーブロンズ。国内外のドリ
フトシーンで支持を集める57DRをベースにジムニーなどラージ
P.C.D.車両に向けたモデルとして開発。57JXの後継モデルでもあ
る57DR-Xは、RAYSの伝統ともいえる6スポークデザインはその
ままにロゴを旧タイプから最新のデザインに。センター部はラウンド形
状とすることで、スポークのコンケイブラインを強調。インセットごと
に深さの異なるフェイスを用意しました。スポークサイドはリブ形状と

し、スリムながら力強い印象を与えます。ON/OFF 問
わずあらゆるシーンにおいても足元をスポーティーに
惹きたて、力強く支えます。ジムニーは王道のインセッ
ト20。シエラは積極的に攻めるスタイルのインセット
－5（※）、タイヤ銘柄の選択肢広がるインセット0。

¥46,200（税込） W00035
サイズ 16×5.5J +20  重量 7.5kg

JB64 JB23用  

¥47,300（税込） W00036
サイズ 16×6.0J +5  重量 8.3kg

JB74 JB43用  

JB64/74  JB23/43用 ホイールORIGINAL WHEEL
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表示の価格は全て税込価格ですQRコードは製品動画へのリンクです。



リンクスマフラー

プロジェクタータイプのLED（5700k）を片側
8発使用。純正と比べ格段に明るく、駐車時など
バック運転時も安心の視認性を確保します。

使い方次第でラグジュアリーな
ユーロ風にもスポーティーなスタ
イルにも自由自在のアルミ製ハニ
カムメッシュネット(網目寸法
18mm×9ｍｍ)とABS樹脂製ハ
ニカムメッシュネット(網目寸法
30mm×13mm)。加工は簡単、
ニッパーなどで楽々カット。ABS
製は柔軟性がありヒートガンなど
を用いれば整形も可能。アルミ製
はグロスブラックに塗装済み。

スモール点灯でLEDチューブ9
本（片側）、ブレーキで12個（片
側）、ウインカーで8個（片側）の
LEDが点滅。シーケンシャル、通
常点灯に切り替え可能です。ハイフラやABS 
ランプ点灯防止対策済み。JB33やJB43に
取り付ける場合は車体側配線に加工が必要で
す。1年保証。結露による曇は保証対象外。

シャープなイメージのフロントバンパー。ABS製は塗装
済み、素地のままをお選びいただけます。FRPは未塗装
ゲルコート仕上げ。別売りのスキッドプレートが同時に必
要です。フォグランプはJB23-5型以降の物であれば取
り付け可能です。

スタイリッシュなリアバンパー、ABS製とFRP製での展
開。取り付けにはナンバーの移動が必要です。スペアタ
イヤを取り付けるには別途移動ブラケットが必要です。
ABS製は塗装済み、素地のままをお選びいただけます。
FRPは未塗装ゲルコート仕上げ。

JB23用  フロントバンパー
　
                   

JB23/33/43用  

JB23/33/43用  

LEDバックランプ
　
                   

E00023 クリアレンズ 

E23000

E00024 スモークレンズ 

E00026 クリア E00028 スモークE00014 ホワイト E00017

O00012

Ⅰ 00030

E00015 イエロー
各￥6,600/左右セット（税込）

汎用メッシュネット
　
                   

￥1,870（税込）（100cm×35cm）

JB23/43用  

LEDフォグランプインナーブラック

純正形状フォグランプ
                   

各￥13,860/台（税込） JB23/43用  

JB23用  

￥1,980/個（税込） クラッチスタートキャンセルスイッチ  
JB23/43用  ￥6,930/台（税込）

左右セット 
各￥16,500/台（税込）

MT車用 各￥11,000（税込）

各￥5,830/個（税込）

各￥6,050/個（税込）

LED ナンバー移動キット
                   JB23/33/43用  

E00120 ロゴ有

レッド
Ⅰ 00031 シルバー

Ⅰ 00048
グレー/レッド
Ⅰ 00049
ダークグレー/
レッド

Ⅰ 00028
グレー/シルバー

Ⅰ 00029 ダークグレー/シルバー

Ⅰ 00026 グレー/レッド
Ⅰ 00027

ダークグレー/レッド

Ⅰ 00009 レッド
Ⅰ 00011 ブラック

Ⅰ 00010 ブルー
Ⅰ 00012 シルバー

E00121 無地

各￥11,880（税込）

LEDテールランプ
　
                   

各￥27,500/左右セット（税込）

プロジェクターフォグランプ、5W×3LED、IP68の防水・防塵
設計、光軸調整機能付き。LEDはヒートシンク付きアルミハウ
ジング、レンズと本体はポリカーボネート、2個セット。JB23-5
型以前に取り付ける場合ランプステー、コネクター、スイッチな
どが必要です。一部社外バンパーへの装着は切削が必要とな
る場合があります。光色はホワイト、イエローの2色。

強化ブラケット付き
ブラックスキッドプレート
　
                   

￥17,600（税込）

JB23用  スキッドプレート
　
                   

￥12,100（税込）

JB23用  フロントグリル
　
                   

￥19,800（税込）

P00002 新基準対応品 ￥56,100（税込）
P00003 タイプS ￥50,600（税込）

牽引フック取り付け可能にし、さらガッチリと固定できるよ
う4.5mm厚のブラケットをフレーム内に入れボルト止めで
きるようにしました。タニグチ製など取り付けピッチ57mm
の牽引フックが装着可能です。プレートの材質はアルミの
3mm厚、ブラックアルマイト済み。

材質は3mm 厚のアルミ製、ブラックアルマイト処理済み。フ
レーム先端に穴開けして取り付け。ステンボタンボルト付き。
JB33/43 には取り付け不可。

開口部を大きくし通風量を拡大。ブラックメッ
シュネット付きFRP 製ゲルコート仕上げ。
JB23 の1～3型やJB33、JB43-2～7型へ
はボンネットの交換・加工が必要です。バッド
フェイスボンネットとの組み合わせも可能。
※個体差により干渉する場合があります。

純正同等品。ガラス製レンズ使用、
光軸調整機能も付いています。H11
バルブ付き、1個での販売です。E
マークを取得済み。JB23-5型以前
に取り付ける場合ランプステー、コ
ネクター、スイッチなどが必要です。
一部社外バンパーへの装着は切削
が必要となる場合があります。

セット内容は取付ブラケット
とLEDナンバー灯、ボルト類。LEDナンバー灯は樹脂製
の為錆びたりしません。またLEDを使用しているので長寿
命です。取り付けには穴あけ加工が必要です。

上質な黒本革を使用し端部にはステッチを施しました。運転席、助手席、後部座
席の4箇所に取り付け可能です。ベースのグリップはグレー、ダークグレーの2
種類、ステッチカラーはレッド、シルバーからお選びいただけます。受注生産。

スイッチをONでクラッチを踏まずにエンジンが掛けられます。OFFにすれ
ばノーマル状態に戻ります。オフロード走行や緊急時にギアを入れたままセ
ルを回して車を進ませたりといった使い方ができます。また車中泊などで
ベッドキットを利用の際など便利に使っていただけます。

革巻きアシストグリップ タイプ2 

本革巻きシフトノブ

革巻きアシストグリップタイプ1

革巻きドアグリップ
上質な黒本革で巻き、端部にはス
テッチを施しました。ステッチカ
ラーはレッド、ブルー、ブラック、イ
エロー、シルバー。左右セットでの
販売になります。受注生産。

上質な黒本革を使用。シフトパター
ン刻印済みです。 ステッチはレッ
ド、シルバー、ブルー、ブラック。上
記以外の革の色や種類でも製作
可能です。ネジピッチM12×1.25。
※ブルー、ブラックは受注生産。

ショウワガレージの本革製品は有名自動車メーカーにも純正採用される日本の工場にて製作しております。

JB23/33/43用

JB23/33/43用

JB23/33/43用

JB23-5、JB43-4型以降用

JB23-5型以降  JB43-4型以降に対応  

手にしっくりとなじむ上質な黒本
革で巻き、端部と裏側にはス
テッチを施しました。タイプ1に
比べ下に伸ばし掴みやすくなっ
ております。ステッチカラーは
レッド、シルバー、オーダーも可能です。ベースのグリップのカ
ラーはグレー、ダークグレーの2種類。取り付けピッチ
157mmに合えば他車種にも取り付け可能。受注生産。

E00025

E00033

E00034

×

JB23の全型式、平成22年3月以前のJB33/43に対応   近接騒音値：87ｄB  加速騒音値：81ｄB 

メインパイプを50φに設定。
低回転時のトルクも十分にあり高回転まで
スムーズに吹け上がります。

注意事項
・ABS製品は生産時に発生する個体差が少な
いため、取り付け時の加工は基本的にありま
せんが、まれに必要とする場合があります。
必ず塗装の上ご使用ください。
・FRP製品は製造時に発生する誤差が多く、
取り付けには修正、加工などの調整と塗装
が必要となります。

¥3,300（税込）E00031
ナンバー取り付けステー

バンパーにナンバープレー
トを取り付けの際に必要と
なるナンバーステー、補強
ステー、ボルト、ナットのセッ
トです。ショウワガレージ製
フロントバンパー専用品。

《ABS製》　

《FRP製》

未塗装 ¥34,100（税込）
（ゲルコート仕上げ）

E00802

E00800
未塗装 ¥37,400（税込）

純正色 各¥53,900（税込）

ブラック(ZJ3)
パール(Z7T)
カーキ(ZVD)
ホワイト(26U)

E00803
E00804
E00805

E00030

《ABS製》　

《FRP製》

未塗装 ¥31,900（税込）
（ゲルコート仕上げ）

E00812

E00810
未塗装 ¥35,200（税込）

純正色 各¥51,700（税込）

ブラック(ZJ3)
パール(Z7T)
カーキ(ZVD)
ホワイト(26U)

E00813
E00814
E00815

E00032

JB23用  リアバンパー         

アルミメッシュネット

E23001
￥2,200（税込）（120cm×40cm）

ABSハニカムメッシュネット

マフラー老舗メーカーである5ZIGENとの共同開発。平成22年4月以降製造の車両に課せられる新騒音基準対応の左出しマフ
ラー。メインパイプ50φ（タイコ部に45φの絞り有り）、テールエンド70φのダウン形状、オールステンレス。上記モデルからセンター
パイプの消音部をなくし、リアタイコ内部の絞りを無くしてフル50φ仕様としたタイプSもあります。ストレート形状となりますが低回
転時のトルクもあり高回転までスムーズに吹け上がります。

Linksマフラー

JB23用  

Ⅰ 00175 
Ⅰ 00177

シルバー
レッド

Ⅰ 00176
Ⅰ 00178

ブラック
ブルー

3本セット 各¥7,700（税込）

Ⅰ 00170
Ⅰ 00172

シルバー
レッド

Ⅰ 00171
Ⅰ 00173

ブラック
ブルー

1本 各¥2,750（税込）

JB23/33/43用

高級感あるアルミ素材をカラフルにアルマイト処理。発色も良く光沢
のある質感はインテリアに彩りを加えます。グリップすると分かる純
正アシストグリップにはない高い剛性感。握り心地も
よく抜群のフィット感です。アルマイトされた表面はさ
びや腐食にも強く耐久性も兼ね備えます。ドライバー
ひとつで簡単取り付け。※取り付けネジ付属。

アルミ製アシストグリップ

JB23/33/43

JB23/33/43用 エクステリアパーツEXTERIOR

 

 

 

 

 

 

 

JB23/33/43用 インテリアパーツINTERIOR

 

 

 

 

 

JB23/33/43用 スープアップパーツSOUP-UP
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表示の価格は全て税込価格ですQRコードは製品動画へのリンクです。



写真は標準セット

PADOKKU製のビルシュタインショックを
ベースにJB23/33/43用にセッティング
しました。50～60mmアップ用。

￥154,000（税込）

ビルシュタインショック

SGアジャストコイル60、ロングブレーキホース、キャスタードリーム、ラテラルロッド★1、ビルシュタインショック

SGアジャストコイル60 AS8ショックセット

SGアジャストコイル60 AS8ショック Bセット

SGアジャストコイル60 AS8ショック BAセット

￥173,800（税込）

￥185,900（税込）標準セット

標準セット

+ 大容量バンプラバー★2

￥280,500（税込）標準セット+ 前後強化アーム★3
大容量バンプラバー★2

アクセルワークでコーナリング!!

乗り方やシチュエーションに合わせて
　　　     自由に乗り味を調整可能です。

乗り方やシチュエーションに合わせて
　　　     自由に乗り味を調整可能です。

《レース車両に装着：Mさん》
振り返しの時に素直に余計な挙動が無くなった感じで
狙ったラインに載せて行けるようになりました。

《女性ドライバー：Aさん》
鈍感な私でも体感できました。

クイックボディマウント

純正品との比較    
左：純正品　右：強化品

取り付けた方の声取り付け位置を下げる事により、リフト
アップした車両のスタビライザーリンク
の角度を補正し、スタビライザーを効率
よく効かせます。材質はアルミ。カラー
はブラック。

オフロードから競技がメインの方に…

街乗りからオフロードがメインの方に…

強化ボディマウント

ボディとフレームの切り離しが必要となり
ますがより効果をお求め方はフルセットの
強化ボディマウントがおすすめです。

S00040 ¥38,500/1台分（税込）

S00031 ¥6,600/1台分（税込）

SGアジャストコイル60 JB23/33/43用  

JB23/33/43用  

S00041 ¥38,500/1台分（税込）SGアジャストコイル75 JB23/33/43用  

JB23/33/43用  

上部の線間密着部分をカットすることによりバネレートに影響すること無く、車高ならび
に前後左右のバランスを調整（30～60mm）することが可能なスプリングです。車高の

アップ量は60mm（2.5インチ）。乗り味は街乗りも十分にこな
すものの、オフロードから競技を想定し製作しています。
※JB33、JB43はフロントのアップ量が10~15mm程低くな
　ります。

FL
2.20
376

FR
2.20
396

RL
1.97
357

RR
2.02
387

コイルスプリング
バネレート（kg/mm）
自由長（mm）

FL
2.18
387

FR
2.18
410

RL
2.20
372

RR
2.20
397

コイルスプリング
バネレート（kg/mm）
自由長（mm）

SGアジャストコイル75は街乗りからオフロード走行を想定し製作しており、組み合わせる
アブソーバーの特性によるものの、不快な突き上げは無く柔らかに吸収しながらもロール
を抑えた乗り心地です。コイル上部の線間密着部分をカットすることによりバネレートはそ
のまま、車高のアップ量を45～75mmの間で調整可能。前後左右のバランス調整も可能

です。車高のアップ量は75mm（スペアタイヤ、リアシート有り）。
※JB33、JB43はフロントのアップ量が10~15mm程低くな
　ります。　

競技を想定の上製作し各地のJSTCで数々の結果を出したサスペンションセットです。街乗り
から競技までオールマイティにご使用いただけます。弱オーバーの特性により積極的にアクセ
ルを踏んでいく事で、舵角では無くスロットルコントロールによって曲がる事が可能です。コイ
ル上部の線間密着部分をカットする事で車高や前後左右のバランス調整も可能。車高のアップ
量は60mm（2.5インチ）。
※JB33、JB43はフロントのアップ量が10~15mm程低くなります。

調整式ラテラルロッド 純正加工品調整式ラテラルロッドステンレス
ノーマルロッド加工品の為、耐久性に優れています。ロッドエンド
はゴムブッシュになります。色はレッド、ブラック、ガンメタ、ブルー
からお選びいただけます。

車高変化に伴い、横ズレを起こしてしまうサスペンションを補正するパーツ。ジオメトリーを
適正化することにより車体の振られなどを抑えます。

フロント用 ¥24,750（税込） S00052
リア用 ¥24,750（税込） S00053

調整式ラテラルロッド

ステンレス製で錆にくく強度があります。ロッドエンドには
ゴムブッシュを使用しております。

S00720 リア用S00730フロント用

S00721 リア用S00731フロント用

S00722 リア用S00732フロント用

S00723 リア用S00733フロント用

レッド
ブラック
ガンメタ
ブルー

フロント用 各¥30,800（税込）   リア用 各¥23,100（税込） 

セット内容

写真は標準セット

※セットにより一部内容が異なります。

※セットにより一部内容が異なります。

※セットにより一部内容が異なります。

※セットにより一部内容が異なります。

SGアジャストコイル60  AS8ショックセット
SGアジャストコイル60、ロングブレーキホース、キャスタードリーム、ラテラルロッド★1、AS8ショックJB23/33/43用  

SGアジャストコイル60に減衰力調整機能のあるAS8ショックを組み合わせたセットです。
おもに街乗りメインの方におすすめです。コイル上部の線間密着部分をカットする事で車高や
前後左右のバランス調整も可能。車高のアップ量は60mm（2.5インチ）。
※JB33、JB43はフロントのアップ量が10~15mm程低くなります。

純正ブッシュの形状を見直し剛性をアップ。ボディとフレーム間のヨレを少なくし、
車体の振られやロールの減少、回頭性の向上、さらには足回りの動きも素直に伝

達。フレームの切り離しを必要とせ
ず短時間で作業可能な8箇所のみ
交換するセットになります。全16個
の内、半数の交換のみでも効果を体
感いただけます。交換による不快な
振動や音の増加はありません。車高
の変動も無し。劣化したマウントの車
両はもちろん、新車時の交換も有用
です。ボディリフト車にも効果的。

セット内容

￥5,280（税込）

￥12,100（税込）

JB23/33/43用  

JB23/33/43用  

JB23/33/43用  

JB23/33/43用  

S00056

S00030

スタビ
ダウンスペーサー 
25mm

S00202

S00201

SGアジャストコイル60 ビルシュタインショックセット

SGアジャストコイル60 ビルシュタインショック Bセット

SGアジャストコイル60 ビルシュタインショック BAセット

￥258,500（税込）

￥266,200（税込）標準セット

標準セット

+ 大容量バンプラバー★2

￥357,500（税込）標準セット+ 前後強化アーム★3
大容量バンプラバー★2

S00212

S00211

S00210

S00100

S00200

写真は標準セット

SGアジャストコイル75  ソルブショックセット
SGアジャストコイル75、ロングブレーキホース、
キャスタードリーム、ラテラルロッド★1、
ソルブショック、リアラテラル補正ブラケット

SGアジャストコイル75 AS8ショックセット

SGアジャストコイル75 AS8ショック Bセット

SGアジャストコイル75 AS8ショック BAセット

￥181,500（税込）

￥193,600（税込）標準セット

標準セット

+ 大容量バンプラバー★2

￥289,300（税込）標準セット+ 前後強化アーム★3
大容量バンプラバー★2

乗り心地の良い街乗り仕様

競技・スポーツ走行は
もちろん、

   　　　街乗りメインの
お客様にも好評です。

JB23/33/43用  

街乗りからオフロード走行を想定。不快な突き上げも柔らかく吸収しながら、ロールも少なめに
抑えました。車高アップ量はスペアタイヤ、リアシート有りの状態で75mm（3インチ）。
※JB33、JB43はフロントのアップ量が10~15mm程低くなります。

SGアジャストコイル75、ロングブレーキホース、
キャスタードリーム、ラテラルロッド★1、
AS8ショック、リアラテラル補正ブラケット

写真は標準セット

SGアジャストコイル75  AS8ショックセット

JB23/33/43用  

街乗りからオフロード走行におすすめなセット。8段調整のショックアブソーバーでお好みの乗り
味に調整可能です。車高アップ量はスペアタイヤ、リアシート有りの車両で75mm（3インチ）。
※JB33、JB43はフロントのアップ量が10~15mm程低くなります。

S00222

S00221

SGアジャストコイル75 ソルブショックセット

SGアジャストコイル75 ソルブショック Bセット

SGアジャストコイル75 ソルブショック BAセット

￥160,600（税込）

￥172,700（税込）標準セット

標準セット

+ 大容量バンプラバー★2

￥275,000（税込）標準セット+ 前後強化アーム★3
大容量バンプラバー★2

S00232

S00231

S00230

S00220

★1：前後ラテラルロッドはレッド、ブラック、ブルー、ガンメタ、ステンレスから選択可能。。
★2：バンプラバーの硬さはハード、ソフト、スーパーソフトより選択可能。おすすめはフロント：ソフト、
         リア：スーパーソフトです。
★3：強化アームの色はガンメタ、レッド、ブラックから選択可能。

★1：前後ラテラルロッドはレッド、ブラック、ブルー、ガンメタ、ステンレスから選択可能。
★2：バンプラバーの硬さはハード、ソフト、スーパーソフトより選択可能。おすすめはフロント：ソフト、
          リア：スーパーソフトです。
★3：強化アームの色はガンメタ、レッド、ブラックから選択可能。

線
間
密
着
部
分

線
間
密
着
部
分

セット内容

セット内容

SGアジャストコイル60  ビルシュタインショックセット

JB23/33/43
JB23/33/43用 サスペンションパーツSUSPENSION
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表示の価格は全て税込価格です



従来品の8の字バンプラ
バーに比べ中空部分を減ら
し、厚み1.5倍（50mm）、高さ
1.25倍（100mm）、幅
84mm、容量にして約2.4倍
に大容量化。製品自体の剛
性が上がるため反れたり、よ
れにくくなり、しっかりと
ホーシングに当たるように
なります。取り付け部は長穴
加工済み、当たり位置の調
整が可能です。しっかり止め
たい方はハードを衝撃吸収
をお考えの方はソフトまた
はスーパーソフトをお選び
ください。

純正に比べて大幅に容量アップするバンプラバー。全長は125mmと純正より約65mm長くなりま
す。カッターナイフで容易に切れ用途に合わせて調整可能。ボルトオンでの取り付け。フロントは付属
の15mmスペーサーを使用しノーマル比で約80mm長くなります。純正バンプラバーの収まる皿
部分を切断するとスペーサーを使用せずとも装着でき、生まれたクリアランス分（15mm）、バンプラ
バーの容量を犠牲（カット）とすること無く取り付けられます。バンプ規制での使用
にはハードタイプ（硬度70）、スピード競技などの衝撃吸収を目的とする場合は
ソフトタイプ（硬度60）をお選びください。スーパーソフト（硬度50）は衝撃吸収
に優れ、スピード競技などではフロント、リア共に使用可能ですが特にリアへの
ご使用をおすすめします。参考までに純正バンプラバーは全て硬度70です。

大容量8の字バンプラバー　

大容量バンプラバー

SJ30 JA11/12/22 JB31/32 フロント用  JB23/33/43 フロント用

JA11 JB31 JA71 SJ30  リア用  

フリーハブOリングフリーハブパッキン汎用

JB23/33/43用  JB23/33/43用  

JB23/33/43用  JB23/33/43用  

JB23/33/43用  

JB23/33/43用  

JB23/33/43用  

JB23/33/43用  

JB23/33/43用  

JB23/33/43用  

マニュアルハブ取付キットの補修部品。つば部分の無
いハブナットです。1個での販売になります。純正のエ
アロッキングハブを使用している車両には使用できま
せん。補修部品の為、取り扱い説明書は付属しません。

¥198/枚（税込） D00016
汎用

¥176/枚（税込） D00015
汎用

¥319/個（税込） D00014

¥3,300/個（税込） D00032

フリーハブカバーガスケット

つば無しハブナット

JB23から採用されたエアロッキングハブをJA11などに装備されているマニュアルハブへ
換装するキットです。エアロッキングハブは負圧漏れなどメカニカルトラブルによる動作不良
や目視にてロック状態の把握が難しいことから、いざというときに信頼性が高く確実に動作す
るマニュアルハブ化をおすすめします。
※別途JA11 またはJA22用のスズキ純正フリーハブおよびフリーハブを取り付けるコーン
　ワッシャが必要になります。

マニュアルハブ取り付けキット

《ジムニー全般に対応》
フリーハブを固定する高強度ボルト、スプリングワッシャ、
コーンンワッシャ、1 台分セットです。ボルトは純正に比
べ強度が高く、締め付けトルクを上げて装着することで
しっかりとフリーハブを固定、ボルトの破損を防ぎます。

純正品に比べ大幅にオイルが漏れにくくなるリアハブ用シール
です。シャフトに接する部分はフローティングされており、シャフ
トの動きに追従するため確実にシールします。また純正品はス
チールとなっているホーシングとの接触面がゴムで覆われてお
り仮に腐食して荒れていても柔軟にシールしてくれます。

¥7,700/左右セット（税込）S00037¥6,600/左右セット（税込）S00028

大容量バンプラバー専用 
リアバンプ延長ブロック

大容量バンプラバー専用 
リアバンプブロック

フルリバウンド時にリアプロペラシャフトの等速
ジョイント部が抜けるのを防ぎます。ご使用のア
ブソーバーにもよりますが、3インチ以上の車高
アップをしてオフロードを走行する場合には必
要なアイテムです。

¥3,520（税込） D00025
フリーハブ用ボルトセット

¥2,310/個（税込） D00023
スーパーオイルシール

¥8,360（税込） S00019

JB23用 S00035

S00034
S00029

各￥7,150/左右セット（税込）

JB23/33/43 リア用 S00033 ￥9,680/左右セット（税込）

JB33/43用S00036

プロペラシャフトスペーサー10mm

スズキの品番43838-60A00。
フロント足回りのフリーハブに使
用されているO リングです。片側
で1個、1台分で2個使用されて
おります。

スズキの品番43813-60A00。
フロント足回りのフリーハブに使
用されているガスケットです。
片側で1枚、1台分で2枚使用
されております。

スズキの品番43842-80001。
フロント足回りのフリーハブに使
用されているパッキンです。片側
で1枚、1台分で2 枚使用されて
おります。

¥12,540/台（税込） 
D00031 JA11 フリーハブ用

¥7,700/台（税込） 
D00030 JA22 フリーハブ用

各¥3,630/個（税込）

フロント 各¥4,620/個（税込） リア 各¥3,630/個（税込）

ハード（硬度70）S00015
ソフト（硬度60）S00016
スーパーソフト（硬度50）S00017

ハード（硬度70）S00001 S00004
S00005
S00006

ソフト（硬度60）S00002
スーパーソフト（硬度50）

ハード（硬度70）

ソフト（硬度60）
スーパーソフト（硬度50）S00003

《JB23、JB33、JB43には別売のブラケットが必要です》

リア用の大容量バンプラバーを短縮して使用する場合の延長ブ
ロックと取り付けボルトセットです。バンプラバーを短くすることで

ヨレや曲がりを抑え、
安定したバンプタッチ
になります。50mm、
25mm セットで最大
75mm まで3段階の
高さ調整が可能です。

リアコイルスプリング内に大容量バンプラバーを装着するため
のアルミブロックとボルトセットです。スプリングがサポートの役割

を果たし、どのような状況で
もしっかりとホーシングに当
たるようになります。ボルトオ
ンで取り付け。Wバンプ仕様
も可能になります。
※別途大容量バンプラバー
　が必要です。

大容量8の字バンプラバー専用 バンプブラケット

リアに大容量8の字バンプラバーを装着するためのブラケットです。JA22/12 のリ
アにも取り付け可能。高さ25mm。従来品の8の字バンプも装着可能です。ブラケット
の取り付け穴は長穴加工済みで前後位置調整が可能です。バンプの取り付けはフルバ
ンプ時に損傷を与えないようにボタンボルトを使用。

JA11などのリア用のブラケットです。大容量8の字バンプラバーの他にJA11の純正のフ
ロント用及び従来の8の字バンプラバーも装着可能です。高さ約20mm、Uボルトと共締め
にて固定。バンプの取り付けはフルバンプ時に損傷を与えないようにボタンボルトを使用。

フロントに大容量8の字バンプラバーを装着するためのブラケット。溶接での取り付け
となります。従来の8の字バンプも装着可能。バンプの取り付けはフルバンプ時に損傷
を与えないようにボタンボルトを使用。円筒形の大容量バンプラバーと併用しW大容量
バンプ仕様も可能になります。

前後バランスなどの車高調整用
アルミ製コイルスペーサーです。

車高調整用の5mmのス
ペーサーです。重ねて
10mmとしても使用可能。
2枚セット、回り止め付き。

10mmS00063
15mmS00064 20mmS00065

フロント用S00066
リア用S00067

各¥5,720/枚（税込） 

¥5,390/枚（税込） 

各¥2,750（税込） 

コイルスペーサー コイルスペーサー5mm

従来より販売されている8の字バンプラバーとの比較。
容量は約2.4倍になります。

バンプラバー大容量化の必要性について
まずは衝撃吸収力の大幅アップ。また全長が伸びることにより積極的にバンプタッチさせタイヤと
ボディの接触を防いだり、車体の揺れを抑える事ができます。さらにはバネレートの高い「第2のバネ」
と捉え、オフはもちろんオンロードのコーナリング時などにも安定感を出す事が可能です。

強化アーム

JB23/33/43用  

JB23/33/43用  

JB23/33/43用  

材質はSTKM13Aを使用し肉厚は5mm。曲がり折れやすい純正アームに比べ
かなりの強度を誇ります。ホイールベース、キャスター角、ホーシング角など補正済
み。インチアップすることにより生じる足回りのズレを補正し、サスペンション本来
の性能を確保します。ブッシュ圧入済み。色はガンメタとレッド、ブラック。

フロント用。+6mm(2インチ用)、+10mm（3インチ
用）伸ばしホイールベースを補正。タイヤとフェンダー
の干渉を抑えます。キャスター角も5.2°(2 インチ用)、
7.9°（3インチ用）へ補正済み

強化リーディングアーム
フロント用  各¥60,500左右セット（税込）

2インチ
ブラック
S00101

3インチS00102
2インチ

レッド
S00090

3インチS00091

2インチガンメタ S00022
3インチS00024

リア用。従来の強化アームに比べ、リブ部分を伸ばし、
曲げに対する耐久性を高めました。ハードなオフロード
走行にはこちらをおすすめします。

強化トレーリングアーム 角度補正 補強タイプ

リア用  各¥74,800左右セット（税込）

ブラックS00123レッドS00122ガンメタS00121

ブラックS00103レッドS00092ガンメタS00026

リア用。ホーシング部分の板厚は22mm。ロードクリ
アランスを確保する形状。リフトアップ用にホーシン
グ角度補正済み（2.1°）です。

強化トレーリングアーム
リア用  各¥56,100左右セット（税込）

JA11 JB31用 ￥11,000/左右セット（税込）
JA71 SJ30用 ￥11,000/左右セット（税込）

曲がり、折れに強い

通常の強化トレーリングアー
ムと比べ、

　　　　　　　　　　　長
く補強されています。

《補強タイプ》

JB23/33/43用 サスペンションパーツSUSPENSION

 

 

 

 

 

JB23/33/43用 その他パーツOTHERS
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表示の価格は全て税込価格です



ルーフラックスタンダード用E20037
￥5,390（税込）

ルーフラックフット付き用 E20033
￥2,640（税込）

軽量アルミ製ルーフラック 汎用  エー・クロス

汎用
6枚E20034 ￥1,320（税込）
4枚 E20032 ￥880（税込）

フック用 ベースシート IN103

キャリア装着による
ルーフのキズ防止用保
護シートです。曲面にも
確実に貼れ、糊を残さ
ずキレイにはがせま
す。特殊透明シートな
ので目立ちません。

汎用
ユニファス iGuard 
盗難防止ボルト/ナット

高度の防犯性を備えた革新的なネ
ジキットです。専用工具を用いての
脱着が容易で、ステンレス鋼を採
用することにより錆に強く、見た目
にも美しく車を守ります。

スタンダードタイプ 汎用ベースキャリアを使用して取り付けします。

 Mサイズ ワイド    

Sサイズ    

 Mサイズ    

 Mサイズ    

フット付タイプ ベースキャリア不要。ラックとの
一体感が高まる専用フット付き。レインガーター専用設計モデル。

サイズ 重量（kg）フット数（本） 寸法（外寸） 寸法（内寸） 価格（税込）

M
M スーパーワイド
MLスーパーワイド
L ワイド

L スーパーワイド
LL

10.5
11.4
13.0
14.2
15.4
17.8

4
4
4
6
6
8

 長さ140cm 幅105cm 高さ13cm
長さ140cm 幅125cm 高さ13cm

長さ150cm 幅140cm 高さ13cm

長さ170cm 幅125cm 高さ13cm

長さ170cm 幅140cm 高さ13cm

長さ200cm 幅125cm 高さ13cm

110cm×97cm

110cm×117cm

120cm×132cm

140cm×117cm

140cm×132cm

169cm×117cm

¥56,100（税込）
¥61,600（税込）
¥75,900（税込）
¥79,200（税込）
¥85,800（税込）
¥89,650（税込）

E20050
E20008
E20054
E20051
E20052
E20053

サイズ 重量（kg） フット数（本） 寸法（外寸） 寸法（内寸） 価格（税込）

M スーパーワイド
Lワイド
LL

11.4
14.2
17.8

4
6
8

 長さ140cm 幅125cm 高さ13cm
長さ170cm 幅125cm 高さ13cm

長さ200cm 幅125cm 高さ13cm

110cm×117cm

140cm×117cm

169cm×117cm

¥63,800（税込）
¥82,500（税込）
¥94,050（税込）

E20070
E20071
E20073

材質はアルミ製ながら、結晶塗装（リンクル塗装・縮み塗装）による質感
はスチールのような重厚感。素材の特性を十分に活かし、軽さはもちろ
ん耐食性の高さにも要注目。A-xはスチール特有の嫌な錆とは無縁で
す。幅広いサイズ展開でさまざまな車種へ適合するなど
マルチなルーフラックです。

アルミの軽量さとスチールのような  重厚感が融合したルーフラックです。

さまざまな車種への
     　取り付けが可能

です。

サイズ 重量（kg） 寸法（外寸） 寸法（内寸） 価格（税込）

S
M

M ワイド
M スーパーワイド

L
L ワイド
L L

6.5
8
 8.6
9
9.4
10.4
11.4

 長さ110cm 幅90cm 高さ13cm
長さ140cm 幅100cm 高さ13cm

長さ140cm 幅115cm 高さ13cm

長さ140cm 幅125cm 高さ13cm

長さ170cm 幅110cm 高さ14cm

長さ170cm 幅125cm 高さ13cm

長さ200cm 幅120cm 高さ15cm

80cm×82cm

110cm×92cm

110cm×107cm

110cm×117cm

140cm×102cm

140cm×117cm

169cm×112cm

¥37,400（税込）
¥41，800（税込）
¥47，300（税込）
¥50，600（税込）
¥58，300（税込）
¥61，600（税込）
¥66，000（税込）

E20003
E20001
E20007
E20009
E20005
E20010
E20006

独自の

防風設計に
より、

空気抵抗の
低減を図り

風切り音も
軽減します

!

 L スーパーワイド/フット付 

 左からLサイズワイドフット付 ハイルーフ用、Lサイズワイド、LLサイズフット付LLサイズMサイズ

 M /フット付    

Sサイズ        

共振音※を
防止する為

の

センターバ
ー

を追加！

※走行時に発生するさまざまな振動により、
　ルーフラック本体が共鳴し発生する異音。

ラングラーにジャストフィット!

重量：13.0kg　フット数：4本
寸法（外寸）：長さ150cm 幅140cm 高さ13cm  
寸法（内寸）：120cm ×132cm

重量：6.9kg　
寸法（外寸）：長さ150cm 幅62cm 高さ13cm  
寸法（内寸）：120cm ×55cm

MLスーパーワイド
E20054

スタンダードタイプ用ハーフサイズ 設定あり！
ハーフサイズだから工夫次第で自由自在。
ルーフボックスやサイクル・ウインターキャリアなど、
各種アタッチメントの併用にも対応します。

Jeepカスタムでおなじみ老舗四輪駆動
車専門店タイガーオートの協力のもと
開発したスペシャルモデル。

¥37,400（税込）
MLハーフ
E20011

ハイルーフ対応タイプ
ハイルーフ車に対応
した足長ステー付き
モデル。レインガー
ターからルーフの高
さが20cm以内の車
両に対応します。高さ
調整も可能。

¥75,900（税込）

LL/フット付

横幅62cm!

MLハーフ 6.9  長さ150cm 幅62cm 高さ13cm 120cm×55cm ¥39，600（税込）E20011

ショウワガレージではジムニー以外もカーライフの 可能性を広げる各種アイテムをご用意しています。
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表示の価格は全て税込価格ですQRコードは製品動画へのリンクです。



A-xオーニング 汎用  E20120
2000×2500mm ¥36,300（税込）

エー・クロス

※車検の合否ついての最終判断は検査員の主観による部分があり、必ずしも合格を保証
　するものではございません。念のため純正パーツは保管されることをおすすめします。
※車種や取り付け方法により別途抵抗器が必要な場合があります。 
※装着方法によっては保安基準適合外となる場合があります。あらかじめご確認の上お買
　い求めください。

各￥27,500/左右セット（税込）

各￥69,850/左右セット（税込）

N-BOX JF1•2用

トラック用

各￥79,750/左右セット（税込）
トラック用

 各￥34,100/左右セット（税込） 各￥5,720（税込）

スズキ・キャリイ／スーパーキャリイ用

トラック二連LEDテール

トラック三連LEDテール

キャリイLEDテールランプ/LEDバックランプ

N-BOX 
LEDテールランプ

※N-BOX スラッシュ非対応　　　

スモール／ウィンカーはバータイプ。ウィンカーとの兼用部は立体構造となってお
り点灯時・消灯時ともにクラスを超えたスタイルを演出します。ブレーキは中央の
LED球9発。ウィンカーはシーケンシャル／通常点灯切り替え可能。バックランプ
の12発のLEDもリア周りのイメージを一新します。結線はカプラーオン。シーケ
ンシャル／通常点灯の切り替えも配線の接続方法の変更のみと取り付けは簡単。

LEDテールランプ LEDバックランプ 

純正二連置き換えのオールインワンモデル。スモー
ル、ブレーキ、ウインカー、バックランプおよびリフレク
ターを内蔵し、弊社ジムニー用テールランプと同様の
デザインはスポーティーかつスタイリッシュな印象を
与えます。ウィンカーはシーケンシャル点灯。高輝度
LEDを採用し視認性も向上、安全にも寄与します。

E30040  
クリア／
レッドバー

E30042  
クリア／
ホワイトバー

E30041  
スモーク／
レッドバー

E30043  
スモーク／
ホワイトバー

E30030
クリア／ホワイトバー

E30031
スモーク／ホワイトバー

スモール、ブレーキ、ウインカー、バックランプおよびリフレクターを内蔵した純正三連
置き換えのオールインワンモデル。高輝度LEDを採用し従来のトラック用テールラン
プとは一線を画す個性的なデザインを採用しました。スモール、ウィンカーはバータイ
プ。ウィンカーはシーケンシャル（通常点灯へ切り替え可能）にも
対応し、点灯パターンはシームレスな発光を採用。

消灯

シーケンシャル

消灯シーケンシャル全点灯

全点灯

E30020
クリア

E30021
スモーク

E30050  
クリア／レッドバー

E30052  
クリア／ホワイトバー

E30053  
スモーク／ホワイトバー

E30051  
スモーク／レッドバー

E30055  
クリア／クローム

E30057  
クリア／ブラック

E30058  
スモーク／ブラック

E30056 
スモーク／クローム

最短記録で100万台突破とな
るなど、空前のヒット作となった
初代N-BOX（JF1•2）用LED 
テールランプ。インナーのブラッ
クカラーがリア周りをグッと引き
締めます。ウィンカーはシーケン
シャル（LED 球のみ）と通常点
灯切替可能。スモールLEDバー
6本、ブレーキLED30発、ウィン
カーLEDバー1本+LED10発、
バックLEDバー1本+LED5発。 消灯シーケンシャル全点灯

全点灯 シーケンシャル 消灯 点灯（バックランプ）

取り付け例❶
ベースキャリア
のバーに穴あけ
加工の後、付属
のボルト、ナット、
ワッシャーにて
固定。

取り付け例❷
ステーと付属のプレートにて
バーを挟み、付属のボルト、
ナット、ワッシャーにて固定。

取り付け例❸
A-xオーニングに付属のボルト、
ナットを用いステーとオーニング
を固定します。

O01005  
ブルー
O01006  
オレンジ

ウッドアウトドアチェア
¥7,150（税込） O01001 

アルミ
アウトドアチェア
各¥4,290（税込）  

アルミロールトップテーブル
O01011 
アルミ製の天板は熱にも強く汚れても簡単に拭き
取ることが可能です。高さ調整もできシーンに合
わせてご利用ください。

お気に入りのアウト
ドア空間に調和す
る、キャンバスとウッ
ドの自然な風合い。
座面は簡単に取り
外すことができ丸ご
と洗濯も可能。軽量コンパクト。シート

は耐久性抜群のオック
スフォードを採用。部分
的にメッシュ構造とし
通気性を確保。

●サイズ（約）：75×55×44/34cm 
※高さは可変タイプ。脚の取り付け位置により高さを
　約44と34cmからお選びいただけます。 
●収納サイズ（約）：57×17×17cm 
●重量（約）：2. 8kg 耐荷重（約）：25kg 
●材質：アルミニウム、ブラスティック 
●付属品：本体／収納バッグ

●サイズ（約）：120×60×46/42cm ※高さ可変 ●収納サイズ（約）：70×25×17cm
●重量（約）：6.8kg ●耐荷重（約）：40kg ●材質：天然木（ブナ材）●付属品：本体／収納バッグ

●サイズ（約）：90×52×70cm ●座面高：45cm 
●収納サイズ（約）：110×17×15c m 
●重量（約）：4.2kg ●耐荷重（約）：120kg 
●材質：キャンバス／木材 ●付属品：本体／収納バッグ

テーブルウッド
O01010

アウトドアシーンに自然に
溶け込む天然の素材がう
れしいローテーブルです。
お子様にも高すぎることの
ない使いやすいサイズ。

汎用品  
線径約8mm、マス目約8×8cm(可
変タイプ)。フック及び編み目は可動
式のため荷掛具合の調整が可能で
す。フックは強度にすぐれ対象物へ
の攻撃性が比較的低い樹脂製。伸縮
性約150%の適度な伸びで使いや
すさと固定力を両立。

カーゴネット

E20047  Lサイズ 〈120cm×100cm〉
¥3,630（税込）   ※A-xルーフラックLサイズ、Lサイズワイド、　Lスーパーワイド、LLサイズに対応

E20046  Mサイズ 〈100cm×100cm〉
¥3,300（税込） 　  ※A-xルーフラックMサイズワイド、Mサイズスー　パーワイド、Lサイズ、Lサイズワイドに対応

E20045  Sサイズ 〈90cm×90cm〉
¥2,970（税込）   ※A-xルーフラックSサイズ、Mサイズに対応

※対応ルーフラックのサイズは目安です
対応するネットの大きさは実際に使用されるルーフラ
ックや荷物の形状、量により大きく異なるため、弊社
へお問い合わせをいただきましてもご回答致しかね
ます。商品の伸長率をご考慮の上お選びください。

サイズ（cm） 最大寸法（cm）  　           伸長率（%）

※伸長率は人力での測定のため誤差がございます。

 Sサイズ（90×90）  150×150　 166

 Mサイズ（100×100） 160×160　 160

Lサイズ （120×100） 180×160 150×160

￥9,020（税込）
￥5,280（税込）

●サイズ（約）：105×59×70cm ●座面高：46cm 
●収納サイズ（約）：43×15×15cm ●重量（約）：1.2kg  耐荷重（約）：150kg 
●付属品：本体／収納バッグ ●材質：7075 アルミニウム合金／高品質プラス
チックホルダー／オックスフォード（900D）

A-xオーニングの設営・後片付けは簡単。
ルーフラックとの相性も良く、収納後は
ラック側面へコンパクトに収まり積載量が
減少することはありません。キャンバスは
420Dオックスフォードを使用しており耐
水圧は3000mmと十分。伸縮式アルミ
ポールは高さ調整が容易で、天候や日差
しに応じてフレキシブルにご使用いただ
けます。格納カバーもソフトケースながら
丈夫な素材を採用。サイズが適合すれば
他社製ルーフラックにも取
り付け可能。ペグ、ガイロー
プ付属。2.0m（W）x2.5m
（L）約8kg

汎用

3本組 
E20111
￥8,800（税込）

2本組 
E20110
￥6,050（税込）

A-xルーフラックフット付モデル用  
オーニング取付ステー

ステンレス製、ラックへの取付ボルト類付き。
各社オーニングメーカーにも適合します。取り
付けピッチ40～50mm、M6、M8に対応。
ARB社、ブラストトレイル社は確認済み。オー
ニング取付用ネジ類は付属しておりません。

汎用 E20109 ￥1,650（税込）オーニング取付汎用ステー

〈取付例〉

A-xオーニングを汎用ベースキャリアへ装着するためのステー。設置箇所に合わせて挟む、穴を開けて固定するなど、創意
工夫して取り付けください。車種、ベースキャリアなどにより使用できない可能性があります。
※オーニングを取り付けるボルトやナットは付属しておりません。取り付け方法に関してのご相談はお受け致しかねます。 
　お使いになる環境に合わせて、強度などを十分に考慮、ご確認の上ご施工ください。

ライトニングのLEDライトは全品保安基準適合品。ハイフラ防止対策済みとなっており安心してご使用いただけます。

キャンプギア CAMP GEAR

 

 

 

 

 

ランプ LAMP
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表示の価格は全て税込価格ですQRコードは製品動画へのリンクです。



凸凹のひどい悪路や路面の起伏、段差など、足回り収縮時に起こるバンプタッチの衝撃を大きく緩和。純正
のバンプラバーに比べて硬度を落とし、大幅に大容量化する事により、衝撃をしっかりと吸収し驚くほど乗
り心地が良くなります。室内架装したキャンピングカーから福祉車両、ローダウン車両、バイク・マリンス
ポーツなどのトランスポーター、配達車両などなど、重量物や積載する荷物の多い方におすすめします。

大容量ソフトバンプラバー 

デジタルクリノメーター タイプ1

デジタルクリノメーター タイプ2

汎用  

25cm ¥1,650（税込）   O00112
12cm ¥660（税込）   O00110

9cm ¥550（税込）   
14cm ¥770（税込）    O00151

O00150

ホワイトO00111
ブラックO00121

 イエロー O00100

レッド O00143
ブルー O00142

◆ 大容量バンプラバーメタルステッカー （切り抜き／20cm） 各¥1,650（税込） 

S20001

各¥9,790左右セット（税込）
S20003

O00016

O00017

純正と
比べ柔らかく

約2.5倍の
〔ハイエース200

系用〕

容量アップ!!

ノーマル車高

NV350キャラバン用

3インチダウンした車両2インチダウンした車両
架装や重い荷物を載せた車両

《注意事項》 経年劣化による割れ、千切れのなどの可能性があるため、定期的に点検してください。ノーマル車高で無積載状態では効果を体感いただけない場合があります。

▶▶ 工具を多量に積んだツールセールスバン
踏切など段差のあるような所では工具が飛び散っていた
のが、この商品を取り付けたらそれがなくなり運転に気を
使わなくてよくなった。

▶▶ 3インチダウンした車両
かなりソフトな感じでしなやかです。何時もリ
ヤが暴れる感じの道でも、バネの車のように
しなやかに通過出来るようになりました。

ロール角度、ピッチ角度、室内温度な
どをディスプレイに表示！ ！ロール角度、ピッチ角度、室内温度な
どをディスプレイに表示！ ！

12V・24V車用  ¥13,970（税込）

12V・24V車用  
¥17,930（税込）

ロール（左右傾斜）角度、ピッチ（前後傾斜）角度、室内温度、時計、電圧、速度、方位（8方向）、標高がディスプレイ上に
表示されます。オートディマー機能付きです。（外の明るさに応じて自動的に表示輝度を調整します）取り付けは本体
とGPSアンテナを設置し、電源プラグをシガーソケットに挿すだけで使用可能です。12V車や24V車に対応します。 
取扱説明書付き。 寸法：幅15.5cm×奥行き6cm×高さ4cm 1年保証

多機能デジタルクリノメータータイプ1に新たに機能をプラスしたタイ
プ2。車両の状態、置かれたコンディションをより把握できる安心感。な
により、計器に囲まれたドライバーズシートは自分だけのコックピット感
を演出し気分も高まります。様々な情報をディスプレイまたは音でお知
らせします。タイヤ外径の影響がない、安心のGPS速度計機能。キロと
マイルの表示選択可能。取り付けは本体、各種アンテナ及びセンサー
を設置しシガープラグをソケットに挿すだけ。取扱説明書付き。
寸法：幅19.0cm×奥行き10cm×高さ6cm 1年保証

純正と比べ柔らかく
         容量大幅アッ

プになります。純正と比べ柔らかく
         容量大幅アッ

プになります。

NV350キャラバン
用 新発売！

NV350キャラバン
用 新発売！NV350キャラバン
用 新発売！

NV350キャラバン
用 新発売！

取り付けた方の声

◆ ショウワガレージロゴステッカー ホワイト （切り抜き） 

◆ A-x ロゴステッカー ホワイト （切り抜き）
O00101 グレー

O00130 18cm ¥1,650（税込） 

◆ ショウワガレージロゴステッカー  （オーバル／15cm） 各¥550（税込） ◆ ショウワガレージロゴステッカー 
   （切り抜き／18cm） 各¥880（税込） 

◆ ショウワガレージロゴステッカー メタル×ホワイト （切り抜き）    

《各車高の高さによる取り付け例》

◆ 大容量バンプラバーステッカー （切り抜き／20cm） 各¥880（税込） 
ホワイトO00140
ブラックO00141

ローダウンカスタムも、キャンピングカーも、
福祉車両も、もっとコンフォートに、よりラグジュアリーに。

大径タイヤでも
誤差気にならない！ 
使えるGPS速度計！！

汎用  

デジタルクリノメーター 

※1　タイプ1はグラフィック（目盛）表示のみ、タイプ2はグラフィック（目盛）表示と数値表示となります。　　
※2　タイプ1は数字表示のみ、タイプ2は数値表示、バーグラフ表示となります。
※3　タイプ1は時刻表示のみ、タイプ2は日時曜日表示となります。

※4　タイプ2の室内温度計と電圧は自動切り替え表示となります。
※5　タイプ1の標高と室内温度計及び電圧と時計はそれぞれ自動切り替え表示となります。

機能が増えて新登場！

《ディスプレイ表示詳細》
時計

室内温度

方位速度 ピッチ角度ロール角度
標高
電圧

標高ドライバーモニター ピッチ（前後傾斜）角度 電子コンパス

スピードメーター

電圧GPS受信状態
《ディスプレイ表示詳細》

緯度･経度気圧時計 ロール（左右傾斜）角度 アンビエントライト

※1※4 ※4

※1※2 ※3

●標高 ●ピッチ（前後傾斜）角度 ●ロール（左右傾斜）角度 ●緯度・経度 ●気圧 ●スピードメーター ●スピードアラーム
●電圧 ●温度計 ●電子コンパス ●時計 ●ドライバーモニター ●アンビエントライト ●オートディマー

※2 ※1
※5

※5

※3、※5

200系ハイエース用
NV350キャラバン用

乗り心地を大幅に改善
 ！

乗り心地を大幅に改善
 ！

メーカー純正品                      大容量ソフトバンプラバー

純正と取り替えるだけのボルトオン設計で取り付けは
簡単です。リア用左右セットでの販売。

調整可能! カッターナイフで簡単に切れます!
架装量やローダウンによりフレームとホーシングの隙間が少ない場合も
カット調整して取り付けできます。
※カットするほど容量が減ってしまうので衝撃吸収力が減ります。

ショウワガレージではジムニー以外もカーライフの 可能性を広げる各種アイテムをご用意しています。

Original Sticker オリジナル
ステッカー
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表示の価格は全て税込価格です




