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フロントはGRJ76/79、HZJ71/74/76(Fコイルスプリ
ング車)。リアはGRJ76/79、HZJ71/74/76(Fコイルス
プリング車)、HZJ77等4輪リーフスプリング車に使用可能。
フレームと純正バンプストッパーの間に挟んで取付け。アル
ミ製。38mm延長。

38mm…前後各¥13,000(税別)

バンプストップスペーサー38
ランドクルーザー70系GRJ76/79他用

フロントはGRJ76/79、HZJ71/74/76(Fコイルスプリ
ング車)。リアはGRJ76/79、HZJ71/74/76(Fコイルス
プリング車)、HZJ77等4輪リーフスプリング車に使用可能。
フレームと純正バンプストッパーの間に挟んで取付け。アル
ミ製。65mm延長。写真の黒の純正バンプストッパーは付
属しません。

65mm…前後各¥18,000(税別)

バンプストップスペーサー65
ランドクルーザー70系GRJ76/79他用

リフトアップ車のキャスター補正用。
10cmダウン。

…¥39,000(税別)

フロントリーディングダウンブラケット
ランドクルーザー70系GRJ76/79用

ブレーキング時のバルクヘッドのたわみを軽減。
リニアなタッチになりペダルフィーリングが向上する。

…¥13,000(税別))

マスターシリンダーストッパー
ランドクルーザー70系GRJ76/79用

ブローバイガス中のオイルとガスを分離。オイルが吸気系
に吸い込まれるのを予防し、オイルによるスロットルボデ
ィーやインテークマニホールドの汚れを軽減する。

…¥18,000(税別)

オイルキャッチタンク
ランドクルーザー70系GRJ76/79用

低速からの利き向上。ローターへの低攻撃性。
パット粉によるホイールの汚れ低減。長寿命のブレーキパ
ット。

…¥38,000円/前後各(税別)

TERRAスーパーディスクブレーキパット
ランドクルーザー70系GRJ76/79・HZJ71/74/76用
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8本スリット入り。ブルー耐熱ペイント仕上げ。
利きの向上とスリットによるローター、パットの温度上昇
低減。オプションでレッド、ライムグリーン、ピンクの耐
熱ペイント可能(同価格)。

…¥35,000/前後各(税別)

TERRAスーパーディスクブレーキローター
ランドクルーザー70系GRJ76/79・HZJ71/74/76用

2インチ角のヒッチメンバー。フレームエンドのピントルフ
ック取付け用の４つの穴部分に取付け。デパーチャーアン
グルを意識して角チューブの位置をフレームエンドのギリ
ギリまで上げて製作。4ヶの取付けボルト位置は汎用ピント
ルフックと同じですので、角チューブ位置が使用可能な場
合他車種に流用可能です。

…¥19,000(税別)

ヒッチメンバー
ランドクルーザー70系用

ノーマル比（右へ15mm/上へ10mm/後ろへ0～30mm調
整可能）。35インチタイヤ装着時、リヤゲート開閉可能で
リアバンパーとタイヤが干渉しない最小限の移動位置で製
作。

…¥26,000(税別)

スペアタイヤブラケット
ランドクルーザー70系GRJ76・HZJ/PZJ70系用

ピントルフック・分割式リアステップ・アイボルト・取付
けボルト類セット。

…¥37,000(税別)

ピントルフック＆リアステップ
ランドクルーザー70系GRJ76・HZJ/PZJ70系用

左右ステップ、取付けステー、アイボルト、取付けボルト
類のセット。

…¥16,000(税別)

リアステッププレート
ランドクルーザー70系GRJ76・HZJ/PZJ70系用

社外ステップに交換した時のフロントマッドフラップのス
テップ逃げ穴のカバー。取付けは要穴あけ。
アルミ製ブラックアルマイト。

…¥5,000円/左右set(税別)

フロントマッドフラップスムージングパネル
ランドクルーザー70系GRJ76用
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ジュラルミン製5mm厚。
ノーマルバンパー用。

…¥53,000(税別)

フロントスキッドプレート
ランドクルーザー70系GRJ76/79用

アルミ合金製4mm厚。
GRJ76用とGRJ79用あり。

…各¥38,000(税別)

タンクガード
ランドクルーザー70系GRJ76/79用

ジュラルミン製5mm厚。
純正トランスファーガードは取外し。
リーディングアーム取付ボルトと左右フレームに取付けス
テーを介して取付ける丈夫なミッショントランスファーガ
ード。モトレージ製トランスファーガードと併用は不可。

…¥58,000(税別)

ミッショントランスファーガード
ランドクルーザー70系GRJ76/79用

ジュラルミン製5mm厚。
純正トランスファーガードを取外して付替え。
モトレージ製ミッショントランスファーガードと併用は不
可。

…¥12,000(税別)

トランスファーガード
ランドクルーザー70系GRJ76/79用

ジュラコン樹脂。ノーマル比約40mm上に上がり、操作性
が向上。白／黒あり。ネジピッチM12x1.25でシフトパタ
ーンの同じ車両に流用可。

…各¥5,800(税別)

シフトノブ
GRJ76/79含むトヨタ車、スズキ車用

ジュラコン樹脂。位置はノーマル同等。
握りやすいデザイン。
白／黒あり。

…各¥5,800(税別)

トランスファーノブ
ランドクルーザー70系GRJ76/79用
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アクセル・ブレーキ・クラッチの3点セット。
ブレーキ、クラッチはペダルパットを取外し、専用ステー
で挟んでビス止め(穴あけ不要)。アクセルは2ヵ所穴あけし
てビス止め。
アルミ製。滑り止めのバーリング加工品。黒のアルマイト
仕上げ。

…¥9,000(税別)

ペダルセット
ランドクルーザー70系GRJ76/79用

純正品と付替え。
要穴あけ(2ヵ所)。
アルミ製。滑り止めのバーリング加工品。黒のアルマイト
仕上げ。

…¥5,800(税別)

フットレスト
ランドクルーザー70系GRJ76/79用

リアを少し上げたいユーザー様向けのセミハードタイプ。

…¥28,000(税別)

TERRAリア0.5インチUPコイルスプリング
FJクルーザー用

フロント約1インチ、リア約0.5インチUPのコイルスプリ
ング。セミハードタイプ。

…¥48,000(税別)

TERRAコイルスプリング
FJクルーザー用

AT車専用。ペダルパットを取外し、専用ステーで挟んでビ
ス止め(穴あけ不要)。
アルミ製。アルマイト仕上げ。滑り止めのバーリング加工
品。黒とシルバーあり。

…各¥4,500(税別)

ブレーキペダル
JKラングラー用

ランプ部分のソケット＆ハーネス付属。
LEDレッド部以外のバルブは別売。
車両側、要配線加工。

…¥28,000／左右セット(税別)

LEDレッドクリスタルテールランプ
GRJ76用
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リフトアップに伴いスタビライザーが突っ張るのを低減。
ノーマルロッド比 32mm短いロッド。スタビライザーの最
低位置が上がるため、障害物干渉低減効果がある。JB23-5
型以降、JB43-3型以降車でスタビライザーを旧型に変更し
た車両にも使用可。

…¥5,800/set(税別)

スタビライザーアップリンク
ジムニーJB23(1～4型 2004/9月以前)/43(1～2型2002/1月以前)用

ウィンチ装着車用のライセンスプレート取付けベース。通常は固定で
使用。ウィンチ使用時は蝶番のヘキサゴンボルトを少しゆるめて跳ね
上げてウィンチを使用する。バンパーよりフェアリードの出っ張りが
10mm以内の場合はスペーサー不要。出っ張りが11～30mmはス
ペーサー付きを使用。取付けにはバンパーに穴あけ加工が必要です。

スペーサー有り…¥15,000(税別)
スペーサー無し…¥12,000(税別))

ウィンチ用ライセンスプレートベース
汎用

スペーサー無し

スペーサー有り

車高約3.5インチアップ。
バネレートノーマル比：フロント約37％UP、リア約39％
UP。線径12mmのコイルスプリング。
オンロード、フラットダート走行向きのハードタイプのコ
イル。

…¥38,000/台(税別)

TERRAスーパーホットコイルスプリング
ジムニーJB23、33、43用
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