(IC) エアBプレート
JB23-4型以降（ラノーズ）

トツゲキ パワーエアーフィルター
JA71/JA11/JA12/JA22（アピオ製）

商品番号 ： 090902
通常販売価格 ： 6,930円

商品番号 ： 2004-52
通常販売価格 ： 5,880円

消費税込 ：

消費税込 ：

6,480円 ・・・ 送料別

5,746円 ・・・ 送料別

インタークーラー全面を効果的に使えるよう、インタークーラーに当たる
走行風を整流するためのバッフルプレート。エアBプレートは、ヘアライ
ン仕様のステンレス材で製作してあるので、エンジンルーム内のドレスア
ップ効果もバッチリ。取り付けは、ノーマルのインタークーラーカバーと
付け替えの簡単装着です。ボンネットとの隙間をなくすためのクッション
テープも付属しています。取付可能車種：JB23 4型以降

APIO製スズキジムニー JA71/JA11/JA12/JA22用
エアフィルター（エアクリーナー）純正エアフィルターと交換するだけ！
交換はワンタッチで誰でもカンタンに行えます。エアーフィルターは消耗
品です。特にダート走行が多い方やフィルターが汚れているとエンジンに
負担がかかります。1年〜2年に1度は交換しましょう！

【ジムニー エアフィルター】 純正同等品
エアーフィルター JA71 JA11 JA12 JA22 用

【アピオ】 【ジムニー エアフィルター】
トツゲキパワーエアフィルター JA51 JB31
JB32 APIO

商品番号 ： 111119-1
通常販売価格 ： 1,575円
消費税込 ：

1,620円 ・・・ 送料別

商品番号 ： 2004-55
通常販売価格 ： 6,720円

6,566円 ・・・ 送料別

通常の使用や旧型車用の交換部品として、最適の製品。1年〜2年に1度は
交換しましょう！取付可能車種：ジムニーJA71/JA11/JA12/JA22

消費税込 ：

インテークチャンバー MRS製 JB23
1・2・3型

インテークチャンバー MRS製 JB23 4〜10型

商品番号 ： 080805
通常販売価格 ： 34,650円
消費税込 ：

28,080円 ・・・ 送料込

インテークチャンバー MRS製 JB23
1・2・3型ジムニーのパワーが上がるインテークチャンバー!計算されたビ
ックタンクの吸入空気量、吸気速度を向上させるためのスノーコーニス、
吸気整流のために設計されたファンネルという3つの理論を融合させて設
計。それにより類比のない馬力の向上と加速感を実現。低速から中速への
乗りやすく小気味良いフィーリング、最高速までのフラットな馬力の向上
。それは、同時に大幅な燃費改善を意味します。馬力アップと経済性を併
せ持つ、地球に優しいインテークチャンバー!取り付けも簡単!

スズキジムニー JA51 JB31/32用 エアフィルター（エアクリーナー）
純正エアフィルターと交換するだけ！交換はワンタッチで誰でもカンタン
に行えます。エアーフィルターは消耗品です。特にダート走行が多い方や
フィルターが汚れているとエンジンに負担がかかります。1年?2年に1度
は交換しましょう！[ 新素材の採用で基本性能が向上
]クロスカントリー走行の機会が多い4輪駆動車では、エアクリーナーボッ
クス内に埃や水が侵入して、最悪の場合エンジン不調の原因となり、走行
に支障をきたします。トツゲキPOWERAIR
FILTERは、最適なフィルター素材として、専用開発の新素材不織布を採
用。常にクリーンな空気を取り入れるという、エアフィルターの基本的な
機能を向上させました。もちろん、通常の使用や旧型車用の交換部品とし
て、性能アップに最適の製品です。
吸入性能と共に、耐久性・メンテナンス性も重要です。トツゲキPOWER
AIR
FILTERは、付着した汚れの落ちやすさも抜群。乾式ですからエアガンで
容易に清掃できます。インナータイプですので、純正と同等の耐久性、脱
着等のしやすさを確保しました。 [ 吸入効率が約25%向上
]吸入効率がアップするということは、撚調・排気系のチューンが施され
たクルマでは特に大きなプラス効果があるということです。トツゲキPO
WER AIR
FILTERでは、吸気の清浄効率を高くすると同時に、空気抵抗が低くなり
ますので、燃調・排気系をチューンアップしたジムニーに使用すれは、入
り口から燃焼室そして出口まで、トータルでの効率アップとなり、結果的
に大幅なパワーアップが可能となります。
特に最近のコンピューター制御の車では、エアフィルターの吸気抵抗が低
過ぎても、パワーアップにつながるばかりか、逆にパワーダウンします。
これは、エアフィルターを外して走行してみればわかると思います。

商品番号 ： 080805-1
通常販売価格 ： 34,650円
消費税込 ：

28,080円 ・・・ 送料込

インテークチャンバー MRS製 JB23
4〜8型ジムニーのパワーが上がるインテークチャンバー!計算されたビッ
クタンクの吸入空気量、吸気速度を向上させるためのスノーコーニス、吸
気整流のために設計されたファンネルという3つの理論を融合させて設計
。それにより類比のない馬力の向上と加速感を実現。低速から中速への乗
りやすく小気味良いフィーリング、最高速までのフラットな馬力の向上。
それは、同時に大幅な燃費改善を意味します。馬力アップと経済性を併せ
持つ、地球に優しいインテークチャンバー!取り付けも簡単!

エアクリーナーチャンバー
&エアクリーナーセット MRS JB23-4〜10型用

ターボパイプ JB23(1〜3)型用 MRS製

商品番号 ： 150106
通常販売価格 ： 32,184円

消費税込 ：

消費税込 ：

30,575円 ・・・ 送料込

インテークチャンバーでおなじみのMRS製のエアクリーナーチャンバー
＆クリーナーセット。純正のエアクリーナーボックスを取り外して装着す
るだけのボルトオン。インテークチャンバーで培ったノウハウを生かして
造られた商品です。対応車種：JB23-4〜10型

商品番号 ： 101025-1
通常販売価格 ： 15,750円

13,680円 ・・・ 送料込

ブーストアップした場合でもスムーズな空気の流れを実現。パイプ両端の
ジョイント部分は外れにくい形状。ターボパイプ本体/取付接続ホース/取
付固定バンド同梱。◆JB23の1〜3型用

ターボパイプ JB23(4〜10)型用 MRS製

クランクデコンプバルブ JB23/33 タニグチ

商品番号 ： 101025-2
通常販売価格 ： 15,750円

商品番号 ： JB23-SU-CDV02
通常販売価格 ： 29,505円

消費税込 ：

消費税込 ：

13,680円 ・・・ 送料込

ブーストアップした場合でもスムーズな空気の流れを実現。パイプ両端の
ジョイント部分は外れにくい形状。ターボパイプ本体/取付接続ホース/取
付固定バンド同梱。◆JB23の4〜10型用

28,831円 ・・・ 送料込

ブローバイガスの流れを、カムカバー→サクションパ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
、エンジンのレスポンスを向上させるアイテム。手軽にパワーアップが体
感できる。ターボジムニー用。

ジムニー専門店：K-PRODUCTS（ケイ-プロダクツ）
〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫舘3丁目5-20
TEL：0238-62-4901 FAX：0238-62-4902

クランクデコンプバルブ JB43 取付配管付属
タニグチ
商品番号 ： 0000-00-CDV05
通常販売価格 ： 32,340円
消費税込 ：

31,601円 ・・・ 送料込

ブローバイガスの流れを、カムカバー→サクションパ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
、エンジンのレスポンスを向上させるアイテム。手軽にパワーアップが体
感できる。JB43ジムニーにボルトオン装着が可能なように、専用の配管
を2本付属。

クランクデコンプバルブ JA71・11・12用
タニグチ
商品番号 ： JA11-SU-CDV01
通常販売価格 ： 28,980円
消費税込 ：

28,318円 ・・・ 送料込

ブローバイガスの流れを、カムカバー→サクションパ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
、エンジンのレスポンスを向上させるアイテム。手軽にパワーアップが体
感できる。ターボジムニー用。JA71・11・12用

オイルセパレータータンク JB23用 タニグチ
商品番号 ： 0000-SU-0T01
通常販売価格 ： 19,950円
消費税込 ：

19,494円 ・・・ 送料込

別名「オイルキャッチタンク」。本格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、液体を貯
められる量を大幅に稼げるようにしているほか、斜めに傾けた際に従来品
ではあり得ないほどこぼれにくくなるようにしている。さらに内部構造は
、気化したガスを液化するための仕切り板や落差を設けた配管なども採用
。タンク内の液量を確認するゲージ及びドレン作業がしやすいコック付き
。ジョイントホースは耐油性に優れたアクリルホースを使用。本体はアル
ミ製シルバー塗装仕上げ。

クランクデコンプバルブ JA22用 タニグチ
商品番号 ： JA22-SU-CDV03
通常販売価格 ： 31,500円
消費税込 ：

30,780円 ・・・ 送料込

ブローバイガスの流れを、カムカバー→サクションパ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
、エンジンのレスポンスを向上させるアイテム。手軽にパワーアップが体
感できる。ターボジムニー用。JA22用

デコンプセパレータータンク JB23用
タニグチ

レギュラーセパレータータンク JB23用
タニグチ

商品番号 ： JB23-SU-0T0
通常販売価格 ： 44,100円

商品番号 ： 0000-SU-0T04
通常販売価格 ： 26,040円

消費税込 ：

消費税込 ：

43,092円 ・・・ 送料込

25,445円 ・・・ 送料込

クランクデコンプバルブの「ブローバイガスの流れを完全な一方通行にす
る」という能力と、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
ぼれにくくする」という能力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。

デコンプセパレータータンクから、ブローバイガスの流れを一方通行にす
るワンウェイバルブをなくしたオイルキャッチタンク。極端な縦長の形状
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ぼれに
くくしている。また、本体内に隔壁板を設けているので、ブローバイガス
内の油分を液化しやすい構造。アルミ製シルバー塗装仕上げ。

レギュラーセパレータータンク2 JB23用
タニグチ

ジムニー カーエアコン用キャビンフィルター
タニグチ

商品番号 ： 0000-SU-0T05
通常販売価格 ： 22,050円

商品番号 ： JB23-IN-AC-901
通常販売価格 ： 2,625円

消費税込 ：

消費税込 ：

21,546円 ・・・ 送料込

2,565円 ・・・ 送料別

クランクデコンプバルブ使用中の方が、部品の組み替えでデコンプセパレ
ータータンクに変身することが可能な、タンク単体＋ホース類のセット。
タンク本体は極端な縦長の形状で、液体を貯められる量を大幅に稼いでい
るほか、本体内に隔壁板を設けるなどの特徴は、他のセパレータータンク
と共通。アルミ製シルバー塗装仕上げ。

純正カーエアコンの活性炭入り（定価￥3150／オプション品）と同格の
商品。新素材「銅セルガイア」を採用し、防塵、防臭、抗菌作用を持つ。
JB23〜43用。

ジムニー インタークーラーアンダープレート
JB23-4~9用（タニグチ）

トツゲキ パワーエアーフィルター
SJ30用（アピオ製）

商品番号 ： JB23-SU-ICP
通常販売価格 ： 6,930円

商品番号 ： 2004-51
通常販売価格 ： 5,880円

消費税込 ：

消費税込 ：

6,772円 ・・・ 送料別

エンジンの熱を直接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。GR
eddyインタークーラーキットとの組合せも可。■取付可能車種■JB23-4~9
型

5,746円 ・・・ 送料別

APIO製スズキジムニー SJ30用
エアフィルター（エアクリーナー）純正エアフィルターと交換するだけ！
交換はワンタッチで誰でもカンタンに行えます。エアーフィルターは消耗
品です。特にダート走行が多い方やフィルターが汚れているとエンジンに
負担がかかります。1年〜2年に1度は交換しましょう！

ジムニー専門店：K-PRODUCTS（ケイ-プロダクツ）
〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫舘3丁目5-20
TEL：0238-62-4901 FAX：0238-62-4902

トツゲキ パワーエアーフィルター JB23
用（アピオ製）
商品番号 ： 2004-53
通常販売価格 ： 5,565円
消費税込 ：

5,438円 ・・・ 送料別

【アピオ】 【ジムニー エアフィルター】
トツゲキ パワーエアーフィルター JB33 JB43
用 APIO
商品番号 ： 2004-54
通常販売価格 ： 5,565円

5,438円 ・・・ 送料別

純正エアフィルターと交換するだけ。交換はワンタッチで誰でもカンタン
。ダート走行が多い方やフィルターが汚れているとエンジンに負担がかか
ります。1年〜2年に1度は交換しましょう。

消費税込 ：

インテークチャンバー
&レゾネータ スズキジムニーJB23用パーツ
アピオ製

シエラ用インテークチャンバーJB43用パーツ
アピオ製

商品番号 ： 2004-15
通常販売価格 ： 38,850円
消費税込 ：

37,962円 ・・・ 送料込

スズキジムニーJB23-4型以降用
吸気の効率を最大限に高めるアイテム。限られたエンジンルームのスペー
スでエアーの容量を稼ぐためにレゾネータ（画像2）を設け、通常のイン
テークチャンバーだけでは到達しなかったパワー＆トルクアップを実現し
ました。開発にあたっては、空気の流速・流量・脈動とアクセルレスポン
スの向上を徹底追求。DYNAPACKを使用してのパワー＆トルク測定（画
像3）による数値的裏付けを得るよう、試行を重ねて完成させた逸品です
。
SAMCO製高耐熱・高耐久シリコンホース付属。ステンレスバンド4本付
属。（純正バンドも使用します。）
本体材質：アルミ製ホース材質：シリコン（サムコ製）ボルトオン装着車
検適合品

シエラ用 インテークチャンバー
&サクションパイプセット JB43 パーツ
アピオ製
商品番号 ： 2004通常販売価格 ： 51,300円
消費税込 ：

51,300円 ・・・ 送料込

スズキジムニーJB43-2型から6型まで用 /JB43-7型〜9型用[
インテークチャンバー
]本体材質：アルミ製ホース材質：シリコン（サムコ製）ボルトオン装着
取付説明書付属車検適合品[ サクションパイプ
]本体材質：スチール製（ブラック塗装）取付け用ボルトナット付属取付
説明書付属（要整備マニュアル）ボルトオン装着車検適合品

ステンレスホースバンド 4個セット
ジムニーパーツ アピオ
商品番号 ： 2166-09
通常販売価格 ： 1,260円
消費税込 ：

1,231円 ・・・ 送料別

トツゲキレッドホース専用のラジエターホースバンド4個セットです。

純正エアフィルターと交換するだけ。交換はワンタッチで誰でもカンタン
。ダート走行が多い方やフィルターが汚れているとエンジンに負担がかか
ります。1年〜2年に1度は交換しましょう。

商品番号 ： 2004-16
通常販売価格 ： 40,950円
消費税込 ：

40,014円 ・・・ 送料込

スズキジムニーJB43-2型から6型まで用（7型以降装着不可）吸気の効率
を高めるアイテム。空気を広い場所から狭い場所へと通し、流速を加速さ
せる効果を持つチャンバー室を備えたジムニーシエラJB43専用インテー
クチャンバー。

シエラ用サクションパイプパーツ JB43用
アピオ製
商品番号 ： 2004-17
通常販売価格 ： 12,600円
消費税込 ：

12,312円 ・・・ 送料込

スズキジムニーJB43-2型以降用本体材質：スチール製（ブラック塗装）取
付け用ボルトナット付属取付説明書付属（要整備マニュアル）ボルトオン
装着車検適合品

ターボパイプ JA11用 （アピオ製）
商品番号 ： 2152-11
通常販売価格 ： 13,650円
消費税込 ：

13,338円 ・・・ 送料込

APIO製のJA11用のターボパイプです。◆純正に比べてパイプの膨張がな
く、ブーストアップした場合でもスムーズな空気の流れを実現。エンジン
ルーム内のレーシーな雰囲気もアップします。◆パイプ両端のジョイント
部分は外れにくい形状ですのでハードな走行でも安心です。◆スチール製
クロームメッキ仕上げ。◆商品にはターボパイプ本体◆取付接続ホース◆取
付固定バンドが含まれています。◆ターボパイプは1本のみです。※取り付
け画像のホースはブラックですが、実際に付属するホースは「ブルー」に
なります。

ターボパイプ JA12用（F6) （アピオ製）

ターボパイプ JA22用（K6) （アピオ製）

商品番号 ： 2152-12
通常販売価格 ： 13,650円

商品番号 ： 2152-13
通常販売価格 ： 18,900円

消費税込 ：

消費税込 ：

13,338円 ・・・ 送料込

◆純正に比べてパイプの膨張がなく、ブーストアップした場合でもスムー
ズな空気の流れを実現。エンジンルーム内のレーシーな雰囲気もアップし
ます。◆パイプ両端のジョイント部分は外れにくい形状ですのでハードな
走行でも安心です。◆スチール製クロームメッキ仕上げ。◆商品にはターボ
パイプ本体◆取付接続ホース◆取付固定バンドが含まれています。◆ターボ
パイプは1本のみです。※取り付け画像のホースはブラックですが、実際
に付属するホースは「ブルー」になります。

18,468円 ・・・ 送料込

◆純正に比べてパイプの膨張がなく、ブーストアップした場合でもスムー
ズな空気の流れを実現。エンジンルーム内のレーシーな雰囲気もアップし
ます。◆パイプ両端のジョイント部分は外れにくい形状ですのでハードな
走行でも安心です。◆スチール製クロームメッキ仕上げ。◆商品にはターボ
パイプ本体◆取付接続ホース◆取付固定バンドが含まれています。◆ターボ
パイプは1本のみです。

ジムニー専門店：K-PRODUCTS（ケイ-プロダクツ）
〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫舘3丁目5-20
TEL：0238-62-4901 FAX：0238-62-4902

