HKSパワーアシストキット JA11C/JA11V用

ターボパイプ JA11用 （アピオ製）

商品番号 ： 111104-5
通常販売価格 ： 21,000円

商品番号 ： 2152-11
通常販売価格 ： 13,650円

消費税込 ：

消費税込 ：

21,600円 ・・・ 送料込

13,338円 ・・・ 送料込

HKSパワーアシストキット
JA11C/JA11V用高過給域で最適な燃料調整が可能！パワーアシストキッ
トでは、専用開発の燃料調整装置「PAC/Power Assist
Controller」(一部車種を除く)によって、最適な燃料セッティングが施され
、高過給域でさらなるパワーアップを実現！●JA11C・JA11V用 F6A
90/2〜95/11 PAC 79.3〜116kPa（0.81〜1.18kgf/cm2） 1431-RS001
MT車用 車台番号（JA11-200001〜320000）に適合 ●JA22W K6A
95/11〜98/9 PAC 88.3〜98.1kPa（0.9〜1.0kgf/cm2） 1431-RS003
MT車用

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

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。※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。

◆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。

ターボパイプ JB23用-K6(1〜3)型用
（アピオ製）

ターボパイプ JB23（4型以降）用
（アピオ製）

商品番号 ： 2152-14
通常販売価格 ： 19,950円

商品番号 ： 2152-15
通常販売価格 ： 14,700円

消費税込 ：

消費税込 ：

19,494円 ・・・ 送料込

14,364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2本 ◆取付接続ホース
◆取付固定バンドが含まれています。 ◆JB23の1〜3型用です。

お待たせいたしました！ジムニーJB23
4型から6型まで対応のターボパイプがついに発売！
純正に比べ圧力による膨張がなく、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。パイプ両端のジョイント部は外れにくい形状で、ハ
ードな走行でも安心。
本体材質はスチール製・クロームメッキ仕上げ。取付けはボルトオン装着
。ジョイントホース、ホースバンド同梱。 車検適合品

トツゲキレッドホース JA71/JA11用
（アピオ製）

Ms[エムズ]パワークリーナー（オープンタイ
プ） JA71/JA11用【エアフィルター】

商品番号 ： 2166-11A
通常販売価格 ： 10,290円

商品番号 ： 111007
通常販売価格 ： 24,150円

消費税込 ：

消費税込 ：

10,055円 ・・・ 送料込

19,872円 ・・・ 送料込

●ホース肉厚：4.2mm（純正品は3.5mm）※注意※ホースバンドは付属し
ておりません。※ラジエーターホースです。（アッパーホース，ロアホー
ス）※AT車には取付できません。

ハイフロー・スポーツクリーナー。高性能エンジンのリクエストに応え、
吸入効率と濾過性能の高次元におけるバランスを実現。オープンタイプエ
アクリーナー専用チャンバー「風神」とのセットをおすすめ。

Ms[エムズ]パワークリーナー
JB23用【エアフィルター】

クスコ オイルキャッチタンク 0.6リッター

商品番号 ： 111017
通常販売価格 ： 24,150円
消費税込 ：

19,872円 ・・・ 送料込

強力な吸入負圧や熱による歪みを抑え、フィルタリングキャパシティを向
上させることにより、大容量、高負荷連続吸気を実現しています。取り付
けは、車種専用設計フィッティングアダプターによりボルトオン。

商品番号 ： 111104-3
通常販売価格 ： 10,290円
消費税込 ：

10,584円 ・・・ 送料込

ノーマルエンジンの場合エンジンヘッドに溜まる燃焼ガスなどの有害ガス
は、ヘッドカバーにあるホースを使って混合気と一緒に再びシリンダーに
送られています。厳密に計算された上でパワーを絞り出しているレーシン
グカーのチューニングエンジンは、混合気に不純物が混ざることを嫌いブ
ローバイガスを外へ逃がしています。このブローバイガスを大気に放出す
ることなく処理するために装着が義務づけられているのが【オイルキャッ
チタンク】です。ホース内径15Ф※取付位置によっては別途ステーをご用
意いただく場合がございます。

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

シリコンキャップ 14φ

シリコンキャップ 22φ

商品番号 ： 070913-4
通常販売価格 ： 473円

商品番号 ： 070913-5
通常販売価格 ： 578円

消費税込 ：

消費税込 ：

497円 ・・・ 送料別

616円 ・・・ 送料別

耐熱、耐圧、耐震性に優れエンジントラブルを未然に防ぐ事が可能。作業
中のフューエル・オイルライン・ブローバイ等配管類のキャップとしても
。●カラー青●サイズ内径14Ф×外形20Ф×長さ30mm。1個〜

耐熱、耐圧、耐震性に優れバキュームラインからのエンジントラブルを未
然に防止。フューエル・オイルライン・ブローバイ等配管類のキャップに
も。●カラー青●サイズ内径22Ф×外形28Ф×長さ40mm。1個〜

トツゲキ パワーエアーフィルター
SJ30用（アピオ製）

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 ： 2004-51
通常販売価格 ： 5,880円

商品番号 ： 2004-52
通常販売価格 ： 5,880円

消費税込 ：

消費税込 ：

5,746円 ・・・ 送料別

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！

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！

トツゲキ パワーエアーフィルター JB23
用（アピオ製）

インテークチャンバー MRS製 JB23 4〜10型

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

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。

インテークチャンバー MRS製 JB23
1・2・3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!

シリコンキャップ 20Ф
商品番号 ： 090312-4
通常販売価格 ： 578円
消費税込 ：

616円 ・・・ 送料別

ゴムとは違い耐熱、耐圧、耐震性UP。エンジントラブルを未然に防止。
フューエルライン（一般的）・オイルライン及びブローバイ等配管類のキ
ャップにも。内径20Ф×外形26Ф×長さ40mm（再使用可）1個〜

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!

トツゲキレッドホース SJ30用（アピオ製）
商品番号 ： 2166-15A
通常販売価格 ： 10,290円
消費税込 ：

10,055円 ・・・ 送料込

ホース2本セット！●ホース肉厚：4.2mm（純正品は3.5mm）※注意：ホ
ースバンドは付属しておりません。※ラジエーターホースです。（アッパ
ーホース，ロアホース）※AT車取付不可※画像はJB23用

(IC) エアBプレート
JB23-4型以降（ラノーズ）
商品番号 ： 090902
通常販売価格 ： 6,930円
消費税込 ：

6,480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

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

スパイラルチャンバー「風神-ZERO」（純正
エアクリーナ用） JA71/JA11用

スパイラルチャンバー「風神-ZERO」（純正
エアクリーナ用） JA12/JA22用

商品番号 ： 091030s
通常販売価格 ： 25,032円

商品番号 ： 091203
通常販売価格 ： 25,032円

消費税込 ：

消費税込 ：

22,162円 ・・・ 送料込

22,162円 ・・・ 送料込

風神-ZEROはノーマルのサクションパイプの破損や劣化さらにパワー不足
にお困りのかたピッタリな、ノーマルエアクリーナー専用商品。さらにパ
ワーアップをお求めのかたはスポーツタイプがおすすめ。

風神-ZEROはノーマルのサクションパイプの破損や劣化さらにパワー不足
にお困りのかたピッタリな、ノーマルエアクリーナー専用商品。

アルフィット水温センサーアタッチメント
28φ JA11/JA12/JA22
水温センサーをスムーズに取付！

スパイラルチャンバー「風神-ZERO」（純正
エアクリーナ用） JB23 -1/2/3型

商品番号 ： 100324-3
通常販売価格 ： 2,940円
消費税込 ：

3,024円 ・・・ 送料別

ラジエターのアッパーホースに装着することで、水温センサーをスムーズ
に取付するためのアタッチメント■商品スペック：サイズ
28φ（ホースを取り付ける部分の外形）■取付可能車種：JA11
F6Aターボ（90年3月〜95年10月）/JA12
F6Aターボ（95年11月〜98年9月）/JA22
K6Aターボ（95年11月〜98年9月）※これらの車種であってもラジエター
アッパーホースの内系が違う場合があります。実際の車両のアッパーホー
スの内系を計測することをおすすめいたします。

スパイラルチャンバー「風神-ZERO」（純正
エアクリーナ用） JB23-4/5/6/7/8/9/10型
商品番号 ： 100910
通常販売価格 ： 25,032円
消費税込 ：

23,414円 ・・・ 送料込

風神-ZEROはノーマルのサクションパイプの破損や劣化さらにパワー不足
にお困りのかたピッタリな、ノーマルエアクリーナー専用商品。JB23-4/5
/6/7/8/9/10型

ターボパイプ JB23(4〜10)型用 MRS製
商品番号 ： 101025-2
通常販売価格 ： 15,750円
消費税込 ：

13,680円 ・・・ 送料込

商品番号 ： 100709
通常販売価格 ： 25,032円
消費税込 ：

22,162円 ・・・ 送料込

風神-ZEROはノーマルのサクションパイプの破損や劣化さらにパワー不足
にお困りのかたピッタリな、ノーマルエアクリーナー専用商品。

ターボパイプ JB23(1〜3)型用 MRS製
商品番号 ： 101025-1
通常販売価格 ： 15,750円
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1〜3型用

シリコンバキュームホースクリアー（6φ）
1m
商品番号 ： 101027-1
通常販売価格 ： 1,943円

1,998円 ・・・ 送料別

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

消費税込 ：

シリコンバキュームホースクリアー（8φ）
1m

シリコンバキュームホースクリアー（4φ）
1m

商品番号 ： 101111-2
通常販売価格 ： 2,400円

商品番号 ： 110222-c
通常販売価格 ： 1,344円

消費税込 ：

消費税込 ：

2,469円 ・・・ 送料別

シリコンバキュームホースクリアー（8φ）
1m（個）。（1mずつカットして販売）★カラー：クリアー ★内径：8mm
★外径：14mm 耐熱・耐圧・耐震に優れ変色せず耐久性は抜群です。

シリコンバキュームホースクリアー（6φ）1m（個）。（1mずつカットし
ての販売）内径：6mm、外径：9mm、耐熱・耐圧・耐震に優れ変色せず
耐久性抜群。

1,382円 ・・・ 送料別

シリコンバキュームホースクリアー（4φ）1m（個）。（1mずつカットし
ての販売）内径：4mm、外径：9mm、耐熱・耐圧・耐震に優れ変色せず
耐久性抜群。

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

