日本のJeepカスタマイズの草分け!

タイガーオート

THE

BOOK

拝啓
本誌で皆様にご挨拶させていただける機会を得て、大
変嬉しくまた光栄に存じます。
ならびにタイガーオートに皆様がお寄せくださっ
Jeep
ている大きな関心とご支援にタイガーオートを代表し、
御礼を申し上げます。
タイガーオートは１９８０年にアメリカン・モーター
ズ・コーポレーション
（ AMC
）
と販売代理店契約を締結し、
現在のジープ販売をスタートさせました。１９８５年 に
は現在の地、埼玉県鶴ヶ島市に移転し、以来、 Jeep
を中
心に４ＷＤ車の新車販売・カスタマイズを手懸ける専門
店として、独自の歴史を積み重ねて参りました。
１９９９年にはダイムラークライスラー日本と埼玉県西
部地区の正規販売店契約を締結し、メインディーラーの
埼玉西クライスラー株式会社（ジープ所沢）を設立し、ク
ライスラー車／ジープ車の新車販売、メンテナンスなど
にも、より一層の力を入れて参りました。
ラ
か
「タ
 ングラー、三菱ジープ
 らスタートした
イガーパッケージ」は、新車＋カスタマイズをワンスト

１９４１年 Willys MB
から始った Jeep
の歴史は、 年
という永き時を経て、日々進化を続け、地の果ての道な

多くの方々にお楽しみいただいております。

けとして多くのお客様に Jeep
をより身近な存在に感じ
ていただけるよう、時代に合わせた進化を続け、現在も

ップで完結できる新車カスタムコンプリートカーの先駆
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ます。

ブランドに接す
Jeep

最後にこの冊子が、皆様を Jeep
の素晴らしい世界へ
導く良きガイドとなることを願い、ご挨拶とさせて頂き

多くのご参加をお待ちしております。

ブランドの魅力を感じて
る機会の無かった方へも Jeep
頂けるような様々な取り組みを行なって参りますので、

トを企画して参ります。これまで

に感じられるような、家族の笑顔が増えるようなイベン

プイベントやバーベキューイベントなど自然をより身近

この Jeep
を通じてオーナー様が所有する喜び・満足感
を感じて頂けるよう、オフロード走行会は勿論、キャン

の長距離移動も快適に熟す万能なモデルでもあります。

な走破性を有した究極のオフロード車であり、高速道路

き道、そしていかなる悪天候下においても安心且つ確実
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代表取締役社長

敬具

山中哲治

埼玉西クライスラー株式会社

株式会社タイガーオート

これからも変わらぬご愛顧のほど、宜しくお願い申し
上げます。

〜どこへでも行ける、何でもできる〜
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Jeep Trip to KAWASEMIKAWARA

そんなドライブが

頼もしいラングラーとなら、

どこでも走っていける

とっておきの場所へ。

日常とはちがうドキドキを求めて、

ひさしぶりの休日。

写真：浅井岳男
文：まるも亜希子

れど、
ボンネットの両端が見えているから、

それに、我が家の近所は狭い道が多いけ

さな子どものいるファミリーには嬉しい。

できるＩＳＯＦＩＸがついているのも、小

だ。チャイルドシートを簡単確実に固定

っと娘にはいつもと違って映っているはず

笑い合っている。窓に流れる景色も、き

った娘と、そこに寄り添う夫が楽しげに

トを振り返ると、チャイルドシートに座

ちょっと特別な道に思わせる。リアシー

ドも直 線 基調の視界 が、毎日通る道を

プらしくルーフもピラーもダッシュボー

いつもより高いアイポイントと、ジー

降りがラクだ。

が装着されていて、これなら私でも乗り

ょうど手が届くところにグラブハンドル

び乗った。ステップに足をかけると、ち

は私が運転するね」と、コクピットに飛

聞いたことがあった。私は迷わず「今日

れているのだと、ジープ好きの知人から

をアップする数々のカスタマイズが施さ

より日常での使いやすさ、運転しやすさ

ープ本来のワイルドな魅力はそのままに、

ケージのアンリミテッド・サハラだ。ジ

イガーオートが手がけた、タイガーパッ

プリートモデルで多くのファンを持つタ

あがる。しかも、ジープのカスタムコン

もしいその佇まいに、一気にテンションが

れていたジープ・ラングラー。大きく頼

った。停まっていたのは、私がずっと憧

きをしたワケが、ガレージに行ってわか

家族みんなの休日。夫がいつになく早起

そんな時にやってきた、待ちに待った

していた。

かり。街並はすっかり冬支度に入ろうと

りの娘を連れて行くのも、近所の公園ば

いた。互いに休みが合わず、遊びたい盛

行きたいね」が夫婦の合い言葉になって

もう何ヶ月も前から、
「どこか遠くへ

かわせみ河原 埼玉県寄居町
ダルに装着されているアクセルブラケッ

思いのほか取り回しに気を遣わない。ペ
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埼 玉 県 寄 居 町に あ る か わ せ み河 原
は、 寄 居 町 内を流れ る荒 川の河 川
敷の俗 称。釣り、カヌ－、キャンプ、
バ－ベキュ－とアウトドアを楽しむ
家 族やグループに人 気のスポット。
バードウォッチングをすれば、名 前
の由 来で あ る「 カ ワ セ ミ 」に出 会え
ることもあり
ココ

Jeep Trip to KAWASEMIKAWARA
かけがえのない時間になる。

〝4WDに入れる〟
冒険へのドキドキがここから始まる

オンロードでは少しユルめかなと思っていたステアリングフィールが、河原のジャリや砂地に入る
と路面に応じた操作がしやすく、足まわりも的確に動いて抜群の楽しさ。意外にも、アクセルペ
ダルの微妙な踏み加減にも素直に応えてくれるラングラーはとても走りやすい。

木立ちに囲まれ、川の流れの先に
は橋がかかり、ジープと一緒に家
族の大切な想い出を写真に収め
ておくにも画になる場所。深呼吸
をした途端に、みんなの気持ちが
開放されて、思い切りはしゃげて
しまう。自然に触れて遊ぶことは、
本当はとても贅沢なことなのだと
実感できる。

Jeep Trip to KAWASEMIKAWARA

大興奮を楽しんだ後は
季節を感じる空間で
リラックスしたい

東京から花園までは、高速でおよそ60分。のぼりがはためくJA花園
を発見。採れたて野菜や果物が、驚くほどのお得な価格で並んでいて、
思わずあれもこれもとカゴの中へ。１セットの量が多すぎるかと思い
つつ、
お土産も兼ねて購入。ドライブ中の寄り道は、
やっぱり楽しい！

トのおかげで、ペダル位置が手前になっ
不安なくペダル操作ができるのにも感心

ているから、確実に足裏に手応えを感じ、

ラングラーを見た時から、目的地は決

した。
めていた。ずっと娘を連れて行きたかった、
私のヒミツの場所だ。
「どこか遠くへ」の
合い言葉は、長距離を走るという意味で
とは別世界の、心がトキメく場所へ。ほ

はなかった。時間に追われる忙しい日常
んの１時間ほどのドライブで、そんな冒
高速道路に入ると、３・６ℓＶ６エン

険の入口が待っている。
ジンはより力強いサウンドを響かせる。
２８４ ／３４７ のパワーはまだまだ
Ｎｍ

たんラングラーを止め、４ Ｄのギアを

らも「オオ〜ッ」と歓声があがる。いっ

河川敷に思わず「ワ〜ッ」
。後ろの夫か

パッとひらけて、飛び込んできた広大な

いにその冒険の入口が現れた。目の前が

だんだんと視界に緑が多くなると、ふ

がら、あっという間にＩＣを降りた。

っと遠くまででもラクだろうなと考えな

した安定感もある。これなら、今度はも

くらいではビクともしない、どっしりと

今日は風が強いはずなのに、そんなこと

悠々とクルージングできるのが魅力的。

余裕たっぷりといった感じで、気負わず

㎰

アップされているから、さらに頼もしさ

ガーパッケージではノーマルより車高が

ーだからこそ、味わえる愉しみだ。タイ

も小さな手で小石を拾って、真似してポ

るのを、目を丸くして見つめている。娘

二度三度跳ねてボチャンと水面から消え

言いながら小石を河に投げ、ポンポンと

が証明する確かな走破性を持つラングラ

ものたちを、五感で味わう。歴史と伝統

い。そんな、日常では決して出逢えない

右へ左へと進むのも、ゲーム感覚で面白

は、久しぶり。深いくぼみを避けながら、

タイヤがフカフカと沈むようなこの感触

いくと、
ジャリだけでなく砂地も出てきた。

ゆったりと流れる河を目指して進んで

ャッキャとはしゃいでいる。

潮に。ガタゴトと大きな揺れに、娘もキ

わってきた瞬間、一気にドキドキが最高

してタイヤからジャリッとした感触が伝

入れて、ステアリングを握り直した。そ

W

倍増。ダンパーにも 段階の減衰力調整

旅の相棒に選んだ
ラングラー JKは
子供にも優しい車
機能があって、ダイヤルを回すだけで好

チャン。瞳がキラキラと輝きだす。こう
かな河川敷に響き渡った。

してしばらくの間、３人の笑い声が、静

ひとしきり走ったあと、ひと息つこう

みのセッティングにできる。

そして澄んだ空気に癒される。早く早く

水の音と、
ほんのり色づく川辺の木々たち。

に運転席を譲り、私はリアシートへ。ノ

そろまた日常へと戻る時間だ。今度は夫

りはじめた娘。名残惜しいけれど、そろ

思い切りはしゃいで、眠気で目をこす

とせがむ娘をおろしてやると、初めての

だけど、カスタムパーツにはリヤシート

ーマルではちょっと背もたれが直立気味

とラングラーを停めた。サラサラとした

河川敷にちょっと興奮気味。小石に足を

れの角度を最大 度まで、７段階調節が

リクライニングキットがあって、背もた

とられながら、満面の笑みで河に向かっ
追いかけっこだと思ってグルグルと走り

ていく。私たちが慌ててつかまえに走ると、
回った。そして夫が「ほら、見てろ」と

タイガーパッケージAタイプ

ドアをあけるとステップがあり、通常はヨイショと飛び乗る感覚だが、
タイガーパッケージにはちょうどいい場所にグラブハンドルがあり、自
然に手をかけて乗り降りできる。これなら小柄な人でもスムーズだ。 ま
た、リアシートはリクライニングキット+20㎜アップスペーサーが備わっ
ているからゆったりくつろげ。アクセルペダルブラケットは、ペダルまで
の距離が近くなるのでアクセル操作が楽々！

㎜あげられるスペーサーもあり、リラ

できるようになるという。座面の高さを

45

が、もっともっと好きになった私だった。

かけがえのない時間をくれるラングラー

になる。ただ走るだけじゃない、家族の

だけで、なんだかグッと心がポジティブ

ならいつでもどこへでも行ける。そう思う

忙しい毎日に戻っても、ラングラーと一緒

りリフレッシュさせてくれたようだ。また

ドキの冒険は、いつしか心も身体もすっか

間が流れていた。日常を抜け出したドキ

ラングラーの大らかな走りに心地よい時

すと、
スヤスヤと娘は夢の中へ。夫と私も、

大 満足の買い物を終えて再 び走りだ

の積み降ろしもラクだった。

開くゲートはベビーカーなど大きな荷物

が嬉しい。フラットなフロアで、上下に

だから、躊躇せずに買って持ち帰れるの

ラングラーはラゲッジスペースも大容量

ずたくさん買いたくなる。こんな時でも、

季節を彩る花たちが所狭しと並び、思わ

でとれた新鮮な野菜や、シクラメンなど

販売所にちょっと寄り道してみた。地元

帰る道すがら、ふと目に入った特産物

イブにはありがたい。

ックスした姿勢で座れるのが家族のドラ

20
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ドア開口部が大きめなので荷物を持っていても
スムーズ。上下二分割に開くバックゲートは、狭
い場所やサッと荷物を出し入れしたい時に、上
のガラスハッチだけを開けられるのがとても便利。
下のゲートもあければ掃き出し口からフラットで、
ベビーカーなど大きな荷物もラクに積める。大容
量で、日常からレジャーまでＯＫだ。

14

すべての乗員に優しいラングラー

旅の相棒

ジープというと、ベンチのような簡素なリアシートとい
うイメージが強いが、タイガーオートのリアシートリク
ライニングキットと20 ㎜アップスペーサーのおかげで、
くつろいだ姿勢がとれる。これなら停車中に子どものお
世話をしたり、一緒に過ごすのも快適そうだ。
かわせみ川原の近くにある花の直売所は、季節の花が豊富に取り揃えられてあり、
なかなかの盛況ぶり。日々の暮らしでも自然を感じたいと、どれにするかを家族で検
討。遊具のある公園や、水遊びをする場所もあって、滑り台を見つけた娘は、そこ
へと目掛けて走り出し、もう夢中。一緒に滑る夫自身もちゃっかり楽しんでいる様
子。荒川を学べるという埼玉県立・川の博物館は、次回のお楽しみにして、動いた後は、
やっぱりスイーツ！チェック済みの有名な洋菓子屋さんに向けて出発。
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1955 1953 1952 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1941 1940

●CJ-5 RENEGADE

1940

5.0ℓV8エンジンに強度の高いドライブトレイン、アル
ミホイール、トラックロックのリアデフを装備したモデル。
バハイエロー、ミントグリーンなど専用色も用意された。

●WILLYS QUAD

1967

1964

●M-715

グラデュエーターをベースに、ミリタ
リースペックに対応したモデル。3.8
ℓOHC直6エンジンに4速MTを組
み合わせる。

1953

1961

●CJ-5A/
CJ-6A TUXEDO PARK

第2次世界対戦時、米陸軍の小
型偵 察 車 両開 発 計 画に応 札し
た、アメリカンバンタム社のモ
デルをベースに、ウィリス・オー
バーランド社が開発したモデル。

●M-170

●FLEETVAN

郵便配達車やアイスクリームトラッ
クロムフロントバンパーやボンネットバ クなど、汎用性の高い軽量のトラッ
ッジ、オプションで設定された160馬 クとして開発されたモデル。
力のV6エンジンを搭載された特別仕
様の豪華モデル。

多様なボディパッケージを持つ
ロングホイールベースの4輪駆動。
特に戦場の救急車としての役割
が有名。前線から後方エリアへ
給油なしで走ることができるよう
に20ガロンタンクを装備する。

1952

●M-38A1

より高性能なOHVエンジンを搭載したモ
デル。従来より高さのあるエンジンに合
わせて、ボディ全体が大型化されている。
ラウンドフェンダーを採用したこのデザイ
ンはCJ-5のベースとなった。

1970
●DISPATCHER

CJシリーズの後輪駆動
モデル。クローズドボデ
ィに、スライドドアとリア
のスイングドアを装備す
る。 郵便配達車として
右ハンドルも用意された。

●J-10 PICKUP

1971

1974

ホイールベース119インチモデルがJ-10
となる。新しいフロントアクスル、フロン
トディスクブレーキ、6スタッドホイール
を装備。

●GLADIATOR

高性能なパーツメーカー、ハース
トパフォーマンスとの共同開発で
100台限定で生産されたハイパフ
ォーマンスモデル。

CJ-5のシャシーを使用してキ
ャブオーバータイプの高い機動
性を持つトラックモデルとして
開発された。キャブオーバーを
Jeepではフロントコントロール
と呼び、モデル名のFCとなっ
た。150と170の違いは、 ホイ
ールベースがそれぞれ81インチ
と103インチ、 荷台が 78イン
チと108インチとなる点。

1966

●J-20 PICKUP

グラデュエーターのホイールベース
131インチモデルの名称を変更し
たピックアップトラック。フロントに
ディスクブレーキを搭載。

●CJ-3BE

●CJ-5

●FC-150/FC-170

プラットフォームやパワートレイ
ンなどがワゴニアと共通のフル
サイズピックアップモデル。メ
カニカルな部分の少変更のみ
で26年以上生産された。

●JEEPSTER
COMMANDO HURST EDITION

1974

1957

1963

1953

1955

1955
C J- 5 の荷室 容 量を拡 大したモ
デルがCJ-6。ホイールベースを
CJ-5に対して20インチ、72 年
以降はさらに2インチ伸ばしている。
それに伴い、より大きなブレーキも
装備されているのが特徴となる。

1965

エアコンやクロームルーフラック、チルトステアリン
グなどが標準装備された、ワゴニアの上級グレード。

●J-2000&J-3000
SERIES PICKUP

グラデュエーターが進化したモデル。それぞれ
120インチ、126インチのホイールベース。

1960-1970

1950-1960

ラグジュアリィの求めに応じて
スーパーワゴニアを登場させる

1963
●Wagoneer

フルサイズ・ラグジュアリー 4輪駆動車の記念す
べきファーストモデル。自動フルタイム4WDシス
テムや3速ATなど革新の技術が投入された。

●WILLYS MA／MB

実戦配備によるテストによって、
米軍にベーシックモデルとして採
用されたMAをベースに、さらに改
良を加え量産されたモデルがMB。
フォード・GPWは同一仕様車。

1948
1946

1945
1947

●WILLYS CJ-2A

戦後、MBのシャシーにリブを入れて
強化したボディと、トランスミッショ
ンやシンダー・へッド及び電装を一新
し、市販モデルとして発表された。47
年には各部を強化したCJ-3Aへと進
化する。

●WILLYS-OVERLAND TRUCK

ワゴンと多くのパーツを共用する形で開発さ
れた。ピックアップやキャブボディ、ステーク
ベッドなど多くのバリエーションが装着可能
な荷台部分を持つトラック。4輪駆動と後輪
駆動がラインアップされたが、後に4輪駆動
のみとなる。

クライスラー・ジープの販売からカス

タマイズまで、ジープオーナーにとって

はなくてはならない存在であるタイガー

プとの付きあいは１９８０年にＡＭＣジ

オート。そもそもタイガーオートとジー

ープの販売代理店となったところからス

県鶴ヶ島市へと移して社名をタイガーオ

タートし、１９８５年には、店舗を埼玉

産を含めてヨンクを広く扱うようになっ

ートとして、ＡＭＣジープはもちろん国

た。さらには、アフターパーツも積極的

るライフスタイルを提唱し、いわゆる

に提案し、時代に求められるヨンクのあ

年代のＲＶブーム、ヨンクブームの立て

古くからタイガーオートを知る者にと

役者的な存在でもあった。

80

1941

軍の次 期 車 両 要 件の電 装の 2 4 V 女性や若者のための低価格のスポーツカーとして
化や戦術車両はすべて防水装置を 開発されたモデル。しかし、初期モデルは装備を
標準化などに対応するため、当時 充実させたため結果的に、
高価なプライスとなった。
最新の民生用JEEP/CJ-3Aをベー ロールダウンのガラス窓を持たない、折りたたみ
スに開発された。そのためフロント 式の幌を装備したフェートンスタイルが特徴。後 ●WILLYS WAGON
ウインドウはワンピースのままとなる。 輪駆動に4 気筒、
6気筒のエンジンを組み合わせる。 当時木製が主流だったワゴンボディを、初めてオールスチール
製のボディとすることで、高い安全性とメンテナンス効率を実
現したモデル。ウォッシュアウトインテリアや折りたたみ式テー
ルゲートなども装備する。49年には4輪駆動モデルも追加され、
グランドチェロキーの前身となる。

第二次世界大戦においてアメリカ陸軍が軍用として自動車
メーカーに開発を要請し、結果、ウィリスMBが正式に採用さ
れた。このウィリスMBこそがジープの祖先となる。シビリアン・
ジープの頭文字をとったと言われるCJの登場は、戦争が終了
した年、1945年のこと。民生用として改良を受けたモデルだが、
レジャー用途としてジープが広くに使われるようになるのはまだ
まだ先のことで、農耕用モデルとしても大活躍していた。1949
年にMBはM38へと進化している。

って、その存在は老舗たるブランド性だ

もあったことを記憶している人も多いだ

けではなく、斬新さあふれる提案がいつ

80

ろう。たとえば、低金利を謳った低金利

半、バブル好景気ゆえにローン金利も８

10

タイガー・ローンシステムは、 年代後

を打ち出し購入しやすさを提供。さらに

～ ％だった時代に、低金利でのローン

は、低金利であるだけではなく、新車通

ディーラーにて納車、アフターサービス

信販売制度も導入して、住まいの近所の

までを対応してくれるという画期的な販

支払い回数最長１２０回まで対応可能と

売方法を提供した。ちなみに現在、その

カスタムコンプリートスタイルを提案

なっている。

したタイガーパッケージは、１９８８年

を発端とし、翌年にはこのＪ とラング

の三菱ジープＪ カスタムモデルの製作

ラー（ＹＪ）をベースにしたモデルとし

うのではなく、ノーマルが持っている良

て発表。その内容は、全てを変えてしま

さをさらに引き出そうとするものであり、

また、構造変更に対応した車両を販売す

表するヒット商品となる。ショップによ

るというスタンスも手伝って、同社を代

るカスタムコンプリートというこのスタ

なったのだが、実は４×４ＭＡＧＡＺＩ

イルは、 年代後半からみられるように

ＮＥから発行されていたパーツガイドブ

介のページが設けられるようになったこ

ック（ 年刊）にて、ショップ デモカー紹

その後、タイガーパッケージはさまざ

とも、そのきっかけと言われている。

まなモデルへと展開され、そして、その

プへと広げていく。オフローダースタイ

内容は明確なコンセプトを与えた３タイ

ルだけではなく、時には、オンロードテ

案するなど、まさに時代に求められるも

イストを大切に仕立て上げたタイプを提

１９９９年には埼玉県所沢市に埼玉西

のを巧みに取り入れ進化を続けている。

9

53

53

CJ-2Aをより洗練・改良したモ
デル。ボトムマウントのデュア
ルワイパー付きワンピースフロ
ントウインドウを採用。トラン
スファーケースやリアサスペン
ションを強化している。

●JEEPSTER

1945年、
シビリアン・ジープ登場
農耕用モデルとして大活躍する

軍用モデルとして活躍したM38は、1952年になると改良を
受けてM38A1へとスイッチ。フレームからエンジンまでよりタ
フさを与えられただけではなく、ボディデザインにも変化が見
られる。ちなみにこのM38A1は70年代まで生産が続いていた。
民生用モデルであるCJは、1953年に大改良を受けたCJ-3B
へとスイッチしているが、1954年にはM38A1をベースとした
CJ-5が登場。レジャー、実用を含めた多目的モデルとして進
化を果たしている。

80

1949

1940-1950

ボディデザインが変化し
多目的モデルとして進化する

60年代に入ると人々の暮らしも豊かさを語れるようになり、
クルマにレジャー要素が求められるようになる。1963年に登場
したワゴニアは、まさにその流れに対応できるモデルとしてデビ
ューを果たしている。もちろん、オールマイティな走破性をベ
ースとしたモデルだが、デザイン、パッケージ、そしてハードウ
ェアに乗用車テイストを加えていたこともトピックとなっていた。
さらにラグジュアリィを求めるユーザー向けモデルとして、スー
パーワゴニアを登場させている。

1950

●M38

●CJ-6

●SUPER
WAGONEER

75馬力の2.2ℓ・直列4 気筒エンジン、ハリケー
ンを搭載するモデル。高いグリルとボンネットフ
ードが特徴となる。63年には4速MTがオプショ
ンで設定される。M606は武装モデル。

より優れたオフロード性能、汎用
性、快適性を獲得したモデル。28
年間に渡り生産され、2種類の直
4ガソリン、直6ガソリンエンジンに
加え、V6、V8、直4ディーゼルエ
ンジンをラインナップしていた。

●CJ-3A

タイガーオート31年の歩み
Jeep75年の歩み
創業者の山中敏正氏は、1985年 6月、
埼玉県鶴ヶ島市でタイガーオートを
設立した 。３年後には、タイガーパッ
ケージの原型となる三菱ジープ J53
のカスタムモデルを発表する。
8

2015 2014 2011 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 1999

1997 1995 1993 1987 1986 1984 1982 1981 1980 1976 1975
1997

2008

●WRANGLER TJ

スタイリングは、CJ時代を
思い起こさせる丸目ヘッド
ライトを採用し、親しみやすさと、ジープの
本流たるテイストをデザインしていた。ハー
ドウェアも一新されたが、中でもトピックと
なっていたのは、サスペンションの一新だ。

●LIBERTY

セレクトラックⅡアクティ
ブフルタイム4×4やヒル
ディセントコントロール採
用。あらゆる路面で快適
かつ安全な走行を可能に。
日本では4 代目チェロキー。

1982
●CJ-7 LAREDO

1987
2005

2014

●WRANGLER YJ

2013年ニューヨーク国際
自動車ショーで発表され、
11月に販売が開始された。
北米ではXJ以来のチェロ
キーの名前が復活。

騒音・振動・ハーシュネスが向上
し、ジープとして初めてオンロー
ド性能がうたわれたモデル。4輪
駆動システムにはフルタイムクア
ドラドライブIIを採用する。

1999

●CHEROKEE

ワゴニアのスポーティバージョンとして、
2ドアボディにバケットシート、スポーツ
ステアリングを装備する。S、チーフ、ラ
レード、ゴールデンイーグルなどのオプ
ションパッケージも用意された。

より一般に受け入れられるように、スタイリ
ングやインテリアをブラッシュアップ。CJ-5
系よりも洗練されたデザインが採用されて
いる。エンジンは、直4・2.5ℓがスタンダー
ドで、オプションで、直6・4.2ℓを設定した。

●GRAND CHEROKEE

●CHEROKEE

1975

CJ-7のラレードパッケージは82年から86年までリリース
された。他のラレード同様、クローム処理されたグリルや
バンパー、ホイール、トリムなどが装備されている。

●GRAND CHEROKEE

ジープのフラッグシップモデルの2 代目となる
WJグランドチェロキー。

1987
●CHEROKEE XJ

2014

2006

●GRAND CHEROKEE

2011年にモデルチェンジが行なわれたグ
ランドチェロキー。3.6ℓペンタスターV6と
5.7ℓV8エンジンに8速ATを組み合わせる。
2014年にマイナーチャンジを受ける。

●COMMANDER

1996

2004

ジープ初の3 列シート7人乗り
のモデル。フルタイム4WDに
5 速 A Tを組み合わせる。5 速
ATはDレンジでシフトレバー
を左右に動かすことで瞬時に
マニュアル操作が可能となる。

WRANGLER TJの全長を伸ばしたWRANGLER
UNLIMITEDが発売された。ホイールベースを約
25㎝、全長を約40㎝長くしたことで足もとのス
ペースや室内収納スペースにゆとり生まれた。ま
た、オンロードでのハンドリング性能や乗り心地
が大幅に改善されている。

●WRANGLER/WRANGLER UNLIMITED

コンパスよりも若干小さなボデ
ィを持つが、車高はレネゲード
の方が少し高い。トレイルホークと呼ばれるオフロードコンシャスなグレードが用
意されることからも分かるように、コンパスよりもオフロード寄りのモデルなのだ。

カジュアルなジープであるチェロキーはリバティ（日本ではチ
ェロキーのまま）
と名称を変更し、そのコンセプトを次世代モ
デルへと受け渡し、グランドチェロキーはフロントサスペンショ
ンを独立懸架式とした３世代目へとスイッチ。ラングラーはボ
ディサイズを大きく広げ、さらに５ドアモデルもラインナップし
たJK型となった。新たにサードシートを備えたジープとしてコ
マンダー、リバティよりもさらにカジュアルなジープとしてパト
リオット、コンパス、レネゲードを登場させた。

XJチェロキーの後継モデルとして
導入されたモデル。日本ではチェ
ロキーの名称で販売された。丸い
ヘッドライトに7スロットグリルな
どジープとしてのアイコンを特徴と
している。3.7ℓV6エンジンを搭載。

ラングラーに初めて4ドアがラインナップされたモ
デル。ロングホイールベースの4ドアがアンリミテ
ッド、2ドアモデルがラングラーとなる。エンジン
は3.8リットルV6が搭載される。ハートトップは着
脱可能な3 枚のパネルで構成され、オープンエア
を楽しむことができる。

●RENEGARDE

レネゲードの登場により
ジープラインナップが拡充される

●LIBERTY

2007

2015

2000-2016

2002

●WRANGLER UNLIMITED

1990-2000

高級乗用車に必要な条件を揃えた
グランドチェロキーが誕生する
グランドワゴニアに与えられたラグジュアリィラインは1993
年にグランドチェロキーへと引き継がれる。チェロキー同様に
ユニボディを採用し、高級乗用車たる質感を与えたジープの
フラッグシップモデルだ。1999年にはそのコンセプトをさらに極
めた２世代目（ WJ型）
へとスイッチ。ラングラーは1996年に、
コイルスプリングを採用した２世代目（ TJ型）
がデビュー。チェ
ロキーは、1996年に大改良を受け、生産を続けていた。いず
れにも90年代に右ハンドルが登場。

2003
●WRANGLER RUBICON

ローレンジのギア比を約2.7から4へと変更し、前
後にはデフロックを装着するなど電子制御に頼る
ことなくメカニカルな部分でオフロード走破性を
高めた特別仕様。ルビコンとはネバダのオフロー
ドトレイルの名前。

●CJ-7

登 場 以 来 2 0 年を
経て、初めて大きな
デザイン変更がなさ
れたCJシリーズの
第 7 世 代となるモ
デル。クアドラトラ
ックや3速 AT、ハ
ードトップやスチールドアなどもオプショ
ンで設定された。11年間生産された間に、
レネゲードやラレード、ゴールデン・イー
グルなどエンジン、装備の異なるパッケ
ージモデルがリリースされた。

●CJ-10

フェンダーにビルトインされた正方形の
ヘッドライトに9スロットのグリルを持つ
ピックアップトラック。このグリルはMB
へのオマージュから生まれた。

●COMANCHE

1947年に始ま っ た
95年にはマイナーチェンジ
ジープ・ピックアップ
が行われ、グランドチェロ
の最終モデル。XJを
キ ー は後期型となる。 デ
ベースにしているた
ュアルエアバッグが搭載さ
めピックアップとし
れ、外観ではフロントグリ
ル、バンパーなどが変更され、 ては珍しいユニボデ
フォグランプが装備された。 ィモデルとなった。

1980

1993

●CJ-5 LAREDO

80 年から86 年まで提供さ
れたパッケージモデル。ク
●GRAND
ローム処理されたグリル、
●WAGONEER LIMITED
CHEROKEE
バンパー、ホイール、ボン
ネットエンブレム、およびト
XJチェロキーのバリエーションモデルとして登場
ベース、ラレード、リ
リムか特徴。このモデル以
したワゴニアリミテッド。縦にふたつずつ並んだ
ミテッドの3グレードで
降ラレードはスタイリッシュ
デビューした、ラグジュアリーSUV。直列6気筒 4.0ℓ、5.2ℓV8、ヘッドライトや中央にサイドラインの入ったグリル
などチェロキーのフロントとは明確な違いがあった。 なパッケージの代名詞。
4.9ℓV8エンジン搭載モデルが用意された。

フレームとキャビンを一体化した
ユニボディ採用のチェロキー誕生
30 年以上生産が続いたCJ-5は1986 年に販売を中止する
一方で、CJ-7はより一般に広まり販売台数を伸ばしていく。
1987年にはラングラー（ YJ型）
と名称を変更し、モダンテイス
トを与えたジープ直系モデルとしてデビューを果たす。1984年
にはユニボディとよばれるフレームとキャビンを一体化した構
造を採用したチェロキー（ XJ型）
が登場。それに伴って、ワゴ
ニアはグランドワゴニアと名称を変更し、ジープのフラッグシ
ップモデルたるポジションを明確にする。

1984

1970-1980

ワゴニアの派生モデルとして
カジュアルなチェロキーが登場

1976

カイザー・ジープからAMC傘下へと移ったジープは、多様化
するライフスタイルに対応すべくバリエーションを展開していく。
1976年にはより快適性を与えたCJ-7がデビュー（CJ-5は併
売された）
、ワゴニアにカジュアルテイストを与えたチェロキー
を加えている。この頃のチェロキーは、まだワゴニアの派生モ
デルであり、現在のようなボディサイズまで含めたカジュアル
感はない。当初、２ドアモデルのみでスタートしたが、やがて４
ドアモデルも追加されている。

ボディサイドやテー
ルゲートに金のスト
ライプ、8.0 x15イ
ンチホイール、デニムインテリア、スポーツステ
アリングホイールを装備したモデル。

クライスラーをオープンし、２００２年

年には鶴ヶ島店も認証工場指定を受け、

にはメンテナンス部門を強化、２００７

さらに２００９年には自動車整備技術コ

ンサルタントを取得するなど、旧来のヨ

ンクオーナーだけではなく、ヨンクエン

プでもあることもポイントだ。その一方で、

トリーユーザーも足を運びやすいショッ

２０００年前半には、日本未発売だった

ビコンを導入して販売、さらにやはりＴ

ＴＪ型ラングラーのアンリミテッドやル

03

●J-10
Honcho

Ｊ型ラングラーをベースにピックアップ

表するなど、ディーラーたるスタイルを

トラックカスタムした「ＴＳ‐ 」を発

ることもアドバンテージとしている。最

ベースに、ジープのスペシャリストであ

近では、ジープラングラーのレンタカー

価格＆スピーディを謳うキズ取り救急隊

サービス、タイヤお預かりサービス、低

を新たに展開している。

といった、オーナーに寄り添ったサービス

Jeepのカスタマイズに制限はない、どん
なスタイルもJeepなら楽しめる、そんな提
案を、タイガーパッケージとして提案し続
けている。写真は、
タイガーオートが、
過去に、
チェロキーをベースにキャンパーやローダウ
ンを提案した時のもの。

1975

1981

1986

1980-1990

1995年、ジープＪ55の登場に伴
い、それをベースにしたタイガーパ
ッケージをリリースした。ジープに
ふさわしいカスタムスペックを持つ
ことから、人気を集めた。パッケー
ジ内容も3タイプが用意された。

11

●GRAND
CHEROKEE

フル サイズ モデ ル の
Wagoneer SJに比べ
て全長約50cm、全幅
約15cm、全高約10cm、それぞれコンパクトにした上、約
450kgの軽量化を実現し、革命的なモデルとして登場。

10

懐 か し の 逸 品 か ら 入 手 困 難 な レ ア ア イ テ ム ま で

Jeep史を思い出グッズで振り返る
グッズ

長い歴史を持つ Jeep なだけに、関連グッズも豊富に
存在する。ゆえに Jeep グッズ コ レ ク タ ー も 世 界 中
に存在するのだが、間違いなくその中のひとりと言っ
てよい存在がタイガーオートの山中代表だ。ここでは、
その山中氏のコレクションの中の一部を紹介する。

ピンズ

Jeep75th記念グッズ（非売品）
Jeepの50周年記念で製作された非売品グッズ。黒・白。青のマグカップ、Jeepロゴの入った
ピンズとキーホルダーなど。現在はどれも入手困難なアイテムだ。

Jeepの標本的ピンズ
ラングラーアンリミテッドのルーフ
に、サーフボードが載せたもの（左）
とカヌーを載せた車両（右）のイラ
ストピンズで、昆虫採集の標本に
模した非売品。

ピンズとキーホルダー
Jeep75th記念グッズ（非売品）

Jeep50周年記念を記すデザインロゴが入っ
たピンズとキーホルダー。社員などしか入手
できなかった非売品であり、新品状態のも
のがセットで残っているのは奇跡に近い。

ミニカー

案内板
JK Wrangler 新車発表会時の
案内板
販売店や報道機関向けに行われたJeep
Wrangler の発表会で、その会場で使用
されていた案内板。通常は破棄される
ものなので、もちろん非売品だ。

時計

トランプ
タミヤのワイルド・ウイリスJr.のトランプ
タミヤのミニ４駆シリーズで人気となった、ワ
イルド・ウイリスJr.が描かれたトランプ。詳細は
不明ながら、タミヤによるノベルティーグッズ
と思われる希少品。

CCV編集長石川雄一氏のお手製壁掛け時計
伝説の4輪駆動専門誌、CCVの故石川雄一氏が製
作した壁掛け時計。 製作数などは不明だが、 手作
りの時計でありタイガーオートの宝物になっている。

ピンズ

2500台限定・
1986年モデルの
CJ-7 RENEGADE
1/24ミニカー
1986年モデルのJeep CJ-7
レネゲートの1/24サイズの
ミニカー。2500台の完全限
定モデルの内、0130のシリ
アルナンバーカード付きの
ミニカーである

西武自動車販売時代の
Jeep チェロキーのピンズ
西武自動車販売がクライスラーの販売を手掛け
ていた時代のチェロキーのピンズ。販売スタッ
フなどが手にすることができた非売品であった。

本

ミニカー
トミカのJeep
ラングラー・アンリミテッド全5色
タカラトミーがリリースしているトミカの
Jeepラングラー。初回限定のイエローなど、
現在、5色を揃えることは困難な状況にあ
るため、これは希少カットである。

ミニカー
1：87サイズのミニカー６色
1：87サイズのミニカーで、リリースされて
いる6色のJeepラングラー・アンリミテッ
ドをコンプリートしたもの。全色集めるの
はこのミニカーも簡単ではない。

斎藤忠直 著
4×4車 ジープ
男のマシンとその旋風
現タイガーオート山中
代表が幼少期から愛読
していたというジープ
の本。 この本を読むこ
とで、 ジ ー プと4輪駆
動への興味はより強く
なっていったらしい。

本

グッズ
ミニカーなどは
日陰専用棚に陳列
数多くのミニカーや
関連グッズの一部は、
所 沢 店で展 示し て
いたこともあったが、
日に焼けて劣化して
しまうため、現在は
直射日光の当たらな
いガレージ内の専用
棚で保管されている。
基本的に一般公開は
していな1い。
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本
4×4マガジン
創刊20周年記念
写真集
4 ×4 マガジンが創刊20
周年を記念して出版され
た2000部限定の写真集。
そ の価 格は 1 部 2 万 円と
いう高価なもので、木製
の木箱に収められて販売
された。

レイ＝カウドレー・著
大塚康生・編訳
専門誌 ミリタリージープ
大 塚 康 生氏が編訳したミ
リタリージープという専門
誌。タイガーオートのカス
タマイズはここからヒント
を得ることも多い。

ミニカー
シルバー製のJeepのミニカー
なんとシルバー製というJEEPのミニカー。非常に
希少なアイテムで、売り物として市場に出回るこ
とも滅多にないというミニカーである。ヘッドライ
トにダイヤモンド、テールランプにルビーが入る。
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Jeep Users voice

佐藤元信×ジープ×タイガーオート

ジープを愛し続けて60数年
テクニカルイラストレーター

佐藤元信

に乗り換えたんだ。そうし

れこれ

年近くになるという。

か月の時のことであり、付き合いはか

車ショップ時代、開店してからまだ２

はタイガーオートの前 身 となる中 古

ったのは１９７８年にまで遡る。それ

佐藤さんがタイガーオートと出会

宮城県石巻市出身。1946年生まれ。 田宮
模型のボックスアートをはじめ、書籍の表
紙、挿絵、ポスターなどで、軍用車両、艦
船、 自動車、 バイクを中心に幅広い分野
のテクニカルイラストレーションを手掛け
ている。ジープに対する造詣が深く、四輪
駆動専門誌に寄稿していたこともある。現
在の愛車は三菱ジープJ58、ダッヂM37B。

号 線沿いにね、新しく ジー

そして、目にしたものを写生していく、

さ、ジープを引き取ってもらって、ラ

がタイガーオートだった。立ち寄って

並んでいるショップがあってね、それ

だ。そしたら途 中でヨンクが何 台か

を売りに行こうと思って走っていたん

プ屋ができたんで、乗っていたジープ

「国 道

16 40

4x4m a g a z inに
e 広告を掲載したっ
ていうからそれを見 たら、そこに使

のだという。

いても 描いても、毎 回、発 見 がある

愉しいんだ。
」

「 同じ ジープであっても 違 うんだ。

そんな佐藤さんだが、ジープは描

われていたイラストが少々迫力に欠け

ハイラックスＲＮ 、続いてジープＪ

対 象 物 だけではな く、アレンジした

って描けるものではないんだ。それは

さ。これだけ描いていても、目をつぶ
ープを描いていたという。

背景であったり、光の描き方で、また

ハラハラするし、それがおもしろくて

帝 国 海 軍 の 飛 行 場 跡、 今 は 自 衛 隊

絵 描きってね、仕上げた瞬間は達

表情をがらり変えるしね。

走っているＭＢやダッジのウェポンキ

イガーオートからは毎年カレンダー用

ればよかったと思ってしまうもの。タ

離れるとこうすればよかった、ああす

それもね、毎 年、後でこうすればよ

のイラストをお願いされるんだけど、

輪 駆 動 ）を見 たらさ、も う カッコよ
くてね、特にジープについては、オリ

うこと言っているかもしれないね。だ

命みたいなものかな、死ぬまでそうい
からね、一度でいいから、自分が心底

かったって思ってしまうんだよね。宿

なく遠近法に

小学生時 代には、教えられること

う思っているんだ。
」

満足できるジープを描いてみたい、そ

加わって、何でもできる凄いクルマな

気づき、近所の

しているとか。

実は奥様も絵を描くことを生業と
アップされたバ

んだけ ど、家 内は教 科 書 な どに描

「僕は動くものを描くことが好きな
かれている料理のイラスト、植物を

スの下回りを眺
つしか整備工場

医学書にあるイラストなんかを描い

正確に捉えて描く ボタニカルアート、
ているんだ。たまにね、手 伝っても

の人にクルマに
らうようになっ

猫の手も借りたいほどだったりする

うちの猫も手伝おうとする。本当は
んだけど、
結構ですって断るんだ
（笑）
」

らうこともあるんだ。そうするとね、
を見ることが好

たとか。

きなんだよね。

「未知なるモノ

ついて教えても

めては写し、い

通って ジャッキ

バス整備工場に

んだって憧れすら抱いたね。
」

ーブドラ ブのボディカラーの印 象 も

ャリア、ＧＭＣのカーゴトラック（６

石巻の郊外には米軍が駐留していてね。 成 感があるんだけ ど、自分の手から

進 駐軍に接 収されていたものだから、

の松 島 基地があるんだけ ど、戦 後は

「出 身地の宮城県石巻市のそ ばに、

、ＣＪ ７
- 、ラン グラー（ＹＪ型 ）
だったかな。
」

き慣れてしまったってことがない。毎回、

だよね。だから、見 慣 れたとか、描

げるよってことになったんだ。最初は、 毎 回、どこかしらに新しさがあるん

いていたこともあって、今度描いてあ

ていてさ、田宮模型のパッケージを描

て、付き合いが始まった。そのうちに、 自分流に理解していく という過 程が

ンクル
40

佐 藤 さんは物 心ついた時には、ジ

36
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M o t o n o b u

S a t o

これが分かれば
立派なJeepオーナーです
初めて Jeep に乗ると、不思議に思えることが多々あるはずです。ここでは、Jeep を乗りこなすために
知っておきたい代表的な事例を挙げてみました。これで貴方は立派な Jeep オーナーです。

ヘッドランプハイト調整
ライトの光軸を段階的に下げることがで
きるもの。人や荷物を満載した時に、車
の後部が沈み、前方が上を向くので、対
向車に対してヘッドライトが眩しい状態
になる。これを軽減するためのもの。専
用のダイアルを使って段階的に調整する
ことができる。

右ハンドルでも
ウインカーレバーは左

日本で真っ暗な道はあまりありませんが、
米国やヨーロッパでは、それがたくさん
ある。そのような道に駐車する際に、自
車の存在を他車に気づかせるためにパー
キングライトが使われる。エンジンを切
った状態でウインカーレバーを右か左に
倒すと、その方向のスモールライトが点
灯する。

日本車の場合は、ステアリングコラムの
右にウインカーレバー、左にワイパーレ
バーが備わっている。Jeepの場合は、ウ
インカーレバーは左。これは国際的な規
格に沿っているから。はじめのうちは誤
って動かしてしまうかも知れないので注
意が必要。

最もシンプル、かつ、確実なトラクションを得られるのはラングラーのパートタイム式。ラ
ングラーはもちろんだが、グランドチェロキーでもローレンジを備えたシステムを採用して
いることも、ジープブランドの誇りとなっている。コンパス、レネゲードはFFベースとなり、
必要に応じてリアへとトルクを伝達するオンディマンド式を採用するが、セレクテレイン
の採用を含めて、レネゲードのシステムの方がより進化を果たしている。
●Renegade Trailhawk ▶︎ Jeep® Active Drive Low
●Wrangler/Wrangler Unlimited ▶︎ Command-Trac
●Wrangler/Wrangler Unlimited Rubicon ▶︎ Rock-Trac
●Grand Cherokee ▶︎ Quadra-Trac Ⅱ
●Grand Cherokee Summit ▶︎ Quadra-Drive Ⅱ
●Grand Cherokee SRT ▶︎ Quadra-Trac Active On Demand
●Cherokee Longitude 4×4 ▶︎ Jeep® Active Drive Ⅰ
●Cherokee Limited ▶︎ Jeep® Active Drive Ⅱ
●Compass Limited ▶︎ Freedom-Drive Ⅰ

リモコンドアロック
少し離れたところからドアやトランクの施錠・解除ができます。ラングラー以外の鍵
は収納式なので、カバンやポケットに収納しても洋服やバックに傷をつけることは
ありません。電池の交換は、正規ディーラーで行なうのがベストです。
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2

セールススタッフ

アシスタント

サービススタッフ

セールススタッフ

サービススタッフ

アシスタント

サービススタッフ

パーキングライト

ジープの4WDシステム

1

サービススタッフ

3

私達 が感じている
Jeep の魅力 はこれです
タイガーオート、ジープ所沢で働くスタッフに、
Jeep の好きなところ、Jeep への想い、Jeep がもたらしてくれる
素敵な時間について語ってもらいました！

プッシュ式ドアハンドル
ラングラーには、プッシュ式のドアハンド
ルが備わっている。これは万一、木の枝
にハンドルが引っかかってもドアが開か
ないようにするためなのだ。

1

WRANGLER UNLIMITED RUBICON HARD ROCK

2

RENEGADE Longitude 1.4L

3

GRAND CHEROKEE SRT8

4

CHEROKEE Longitude 2.4L 4×4

4
※2 〜４キーフリーシステム

サービススタッフ

サービススタッフ

サービススタッフ

サービススタッフ

セールススタッフ

セールススタッフ

アシスタント

サービススタッフ

16

四輪駆動車専門店として１９８５年に

オープンしたタイガーオート。新車、ア

フターパーツの販売に加えて、いち早く

ＡＭＣジープの販売特約店となり、現在

そ ばの店
舗のほか、ディーラーであるジープ所沢

では、圏央 道圏央鶴ヶ島

を展開。ディーラー的スタイルをベース

にしながら、車検対応範囲でのカスタム、

メンテナンス指南までしてくれる、頼れ

なって様々な新提案を行ってきたショッ

るショップだ。また、ユーザーの立場に

プでもあり、今では当たり前となったコ

ンプリートモデル、低金利ローン、最近

りサービス、低価格＆スピーディを謳う

では、ジープレンタカー、タイヤお預か

FACTORY

I
C

タイガーオートの 楽しみ方

メンテナンス・修理・購入
タイガーオートは、四駆プロショップの顔だけでなく、ジー
プ所沢というカーディーラーの一面も持っている。同店では、
新車販売はもちろん、購入後のメンテナンスや修理、車検な
ども行なっている。

SHOWROOM

最新モデルでは、アメリカ本国
とオンラインで繋がったコンピ
ューターを使って、車両の診断
を行なう。
ショールームでは、お勧めのカス
タムパーツからオリジナルのパー
ツやグッズなどを展示・販売する。
商品のジャンルは多岐に渡ってお
り、小物やアパレルに始まり、イ
ンテリア／エクステリア／サスペ
ンションなど、愛車のコーデだけ
でなく、オーナーのファッション
もコーデできるのだ。

キズ取り救急隊といった、ジープユーザ

ーがあったらいいなというサービスを幅

もちろん、古くからジープを知るショ

広く展開している。

ご存知のようにイマドキのクルマはたと

ップゆえに、そのノウハウは相当なもの。

えジープであっても、専用の診断ツール

がないと、車両状況を伺い知ることは難

仕様についている純正パーツを取り付け

しい。たとえば、最新ジープでは、北米

たとしてもトラブルを起こしたり、また、

使用するとエンジンチェックランプが点

最新Ｖ６エンジンでは純正オイル以外を

くことがあるとか。そんな細かなトラブ

プのノウハウと、ディーラたるスタイルで、

ルに対しても、これまで培ってきたジー

対処してくれる。そう、まさに、安心し

てクルマを預けられる、そして、ジープ

ライフを愉しくしてくれるショップだ。

ジープ所沢

タイガーオート

ジープ所沢

所在地●埼玉県鶴ヶ島市
三ツ木新田9-1
TEL● 049-286-6644
FAX● 049-286-6645
営業時間●9：30 ～ 19：30
定休日●火曜日＆第１･3月曜日
URL●http://www.tigerauto.com/

整備工場

SHOWROOM

ジープ所沢
所在地●埼玉県所沢市
西新井町12-29
TEL● 04-2991-4567
FAX● 04-2991-4611
営業時間●9：30 ～ 19：30
定休日●火曜日＆第１･3月曜日
URL●http://www.sn-chrysler.co.jp

タイガーオート

タイガーオート
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タイガーオートでは、
様々な年代のJeep車をメンテナンスする。現代のクルマの故障を診断する場合は、
専用のテスターで問題のポイントを特定する。しかし、
古いモデルでは、メカニックの豊富な経験によって問題の箇所が洗い出されていく。写真はPTクルーザーの故障診断に用いるスタースキャン。ほかにも
WiTECHやDRBⅡ、DRBⅢなど、車種や年式によって幾つものテスターを使いこなす必要があるのだ。
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タイガーオートの 楽しみ方

カスタマイズ・レストレーション
The time of play that TIGER

タイガーオートでは、オーナーの好みの仕様へとカスタマイズもして
くれるだけでなく、旧車のレストレーション、斬新なワンオフカスタ
マイズも手掛けている。オリジナリティの高い1台を求めるならぜひ！

SUMMER BBQ
タイガーオートの楽しみ方

in

K AWASEMI

ジープオーナーはおわかりのとおり、ジ

ーにアドベンチャーな気分を味合わせてく

ノーアタックまで、幅広くイベントを開

ープは眺めているだけでもワクワクさせ

れるクルマだ。そして、出かけることで新

催している。

てくれるクルマだが、出かけるとその楽

しい発見をし、
オーナー同士が集うことで、

しさを大きく広げてくれるモデルだ。タ

人との新しいつながりが生まれるというジ

イズしていないと参加しづらいとか、ハ

イガーオートでは、そんなジープのあるラ

ープたるライフスタイルが、そこにはある。

ードなチューニングをしていないとオフ

タイガーオートのジープライフスタイ

ロードを走れないと思われるかもしれな

イフスタイルのアシストにも積極的だ。

こうしたイベントは、ついついカスタマ

そもそもジープは、道なき道を突き進

ルへの誘い方は、いきなりハードなオフ

い。しかし、そんなことはなく、背伸び

むだけではなく、フラットな林道であっ

ロード走行を強いるのではなく、まさに

することなく、まずは参加してみるとい

ても、小砂利の河原であっても、そして

ライトな河原でのバーベキューから提案。

い。オーナー同士の交流は、自分のジー

極端な話オンロードであっても、オーナ

そして、オフロードコースの走行会やス

プへの愛着を高めてくれるものだから。

WILLYS CJ-3A

40日のレストア期間を経て生まれ変わった

40日というレストアを経てラインオフ時に近い姿
で生まれ変わった1951 Willys Overland Jeep CJ3A。CJ-3Aはウィリスが作り出した数あるフラット
フェンダージープの中のひとつ。初の民間用ジー
プとして発売され、後に三菱自動車工業にてノッ
クダウン生産されていた。全長は3m強、全幅は
1.5m弱という小ぶりで軽量なボディに2.2ℓの直
列4気筒エンジンを搭載して、歩くのも躊躇しそう
な悪路ですら走破する性能を持ち合わせている。

WRANGLER BRUTE

斬新なワンオフカスタマイズで
周囲をアッと驚かすJeepを制作

最もベーシックなイベントはBBQ（バーベキュー）
。川原までジープで入り込んだりするのでちょっとしたオフロード走行体験ができるうえに、アウトドアで愛車を傍らに食事
ができるなど、幸せな時間が過ごせるのだ。ジープの本質を知りたい！ という人にはオフロード走行イベントへの参加も提案してくれる。
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TJラングラーをピックアップトラックにしてしまったブ
ルート（写真右）
は、その仕上がりとオリジナリティから、
タイガーオートの技術を誇るモデルとして、自動車雑
誌などで多く採り上げられている。ジープ・ラングラー
（TJ）
をベースにピックアップカーにカスタム。まるで最
初から設定があったかのような“完成度の高さ”
が特長。
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段調整

式 ）などにより、オフロードパフ

ショックアブソーバー（

けではその良さを見極めることは

リアの使い勝手にもこだわったモ

ォーマンスをアピールし、インテ

クルマは、ちょっとした試乗だ

ズしているクルマとなるとなおさ

デル。もう１台は、Ｖ６／３・６

難しいし、ましてや、カスタマイ

らのこと。しっかりと試乗してみ

だ。こち らはほ ぼノ ーマル だ が、

たい、また、所有はできないけど、 ℓエン ジンを 搭 載 したス ポ ーツ

ジープに乗って出掛けたい、そん

リ クラ イニン グ キット を 装 着 し

なリクエストに応えてくれるのが、 タイ ガーオート 謹 製 リアシート

タイガーオートのジープのレンタ

とができる。

てお り、その 使い心 地 を 試 すこ

が購入し、また、カスタマイズの

であることも手伝って、多くの人

リッシュさがあり、リーズナブル

タイガーパッケージにはスタイ

使い勝 手 と快 適 性 を高め、さら

しながら、シーンにかかわらずに

マルと変わらぬ快適性をベースに

スタマイズのコンセプトは、ノー

れることにある。現在では、２０

80

年 代には、 にオーナーの行動範囲を広げてく

タイヤはＢＦグッドリッチのマッ

リミテッドのスポーツとサハラに、

１６年モデルのラングラー・アン

参 考にされてきた。

ドテレーンを履き、シートはＡＡ

もオリジナルパーツを組み合わせ

それぞれ３タイプを用意。いずれ

Ｒ製のセミバケットとして当時の

人気パーツを備えつつ、タイガー

たリフトアップスタイルを基本と

オートオリジナルとなるアルミバ

考慮。また、乗降性を助けるアシ

く、リンクやホース類の干渉まで

ンパーを組み合わせて個性をアピ

安心して乗れることもアドバンテ

ール。もちろん、構造変更を行い、 するが、安易に上げるだけではな

ー ジとしていた。その 内 容 も 時

まさに使いやすくなる改良もその

23

メニュー加えている。

※タイヤ＆ホイールはオプションです

パッケージAとBで高さの違いを比較。Aが2イン（約5セン
チ）
、Bが３インチ（7.5 ㎝）
なのでその差は僅か２センチ。し
かし、この２センチがスタイリングに大きな変化を与えてく
れる。どちらを選ぶか？ 悩むところだ。

Tiger Package
type C

すくなるアクセルブラケットなど、

● 3インチアップサスキット
● BFG MT KM2
（ 35×12.5R17）
● 9㎜ラバーフェンダー
● アクセルペダルブラケット
● アンプ移動ブラケット
● A/T用フットレスト
● その他多数

スト類、小柄な女性でも運転しや

そもそも、タイガーオートのカ

Tiger Package type C

代によって変化させてきたが、３

4,860,000 円

デリバリーされた時から
カスタムライフが始まる
タイプを設定するというスタイル

4,698,000 円

（ベース車両：アンリミテッド サハラ）

● 3インチアップサスキット
● BFG MT KM2
（ 285/70R17）
● MKW MK-66
● アクセルブラケット
●フットレスト
● フロントカメラ
● サイドグラブハンドル前後
● その他多数

現在用意されているのは２台の

4,536,000 円

は今に引き継がれている。

4,298,400 円

● 2インチアップサスキット
● アクセルブラケット
● フットレスト
● フロントカメラ
● サイドグラブハンドル前後
● その他多数

カーサービスだ。

4,233,600 円

コンプリートベース ： アンリミテッド・サハラ
Aタイプ
Bタイプ
Cタイプ

Tiger Package type B

14

ならエンターテインメントに！
3,985,200 円

（ベース車両：アンリミテッド サハラ）

ジー プのあるライフスタイル

営業時間 ◆ 9：30～19：30
定休日 ◆ 火曜日 ＆ 第１･3月曜日
TEL ◆ 049-286-6644
住所 ◆ 埼玉県鶴ヶ島市三ツ木新田9-1
URL ◆ http://www.tigerauto.com/

コンプリートベース ： アンリミテッド・スポーツ
Aタイプ
Bタイプ
Cタイプ

Tiger Package type A

13

タイガーパッケージを
レンターカーで試す

●タイガーオート

価格リスト（2016年12月現在のものです）

（ベース車両：アンリミテッド サハラ）

現行型ジープ・ラングラーアンリ

Jeep選びもタイガーオート

入前提で、タイガーパッケージの

2,592 円/1h

を 体 験 してみ たい人、ま た、購

25,920 円

年モデルのサ

20,520 円

ミテッド。１台は

15,120 円

ハラをベースにしたタイガーパッ

料金

車庫に入れやすいか、ラゲッジス

超過料金

乗 り 味 を 確 認 したい人、さらに

24時間

営業時間 ◆ 9：30～19：30
定休日 ◆ 火曜日 ＆ 第１･3月曜日
TEL ◆ 04-2991-4567
住所 ◆ 埼玉県所沢市西新井町12-29
URL ◆ http://www.sn-chrysler.co.jp/
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ケージＣタイプで、その内容はＢ

12時間

●ジープ所沢

50

Ｆグッドリッチのマッドテレーン

6時間

取扱い店舗

チェックまですることができる。

レンタル期間

レンタルの注意事項
（ 2016年12月現在のものです）

12

ペースは足りるか、そんな細かな

レンタル料金表（2016年12月現在のものです）

※レンタカー使 用中の事故により、車両損害が発生した場合は、損傷の程度や
修理期間に関わらず、 営業補償の一部としてノンオペレーションチャージが発
生
（自走可能な場合20,000円／自走不可能な場合50,000円）

35

）
、３インチアッ

写真は、アンリミテッド・サハラが
ベースのタイガーパッケージCタイプ。
フロントバンパーを交換しています。

アンリミテッド・サハラをベースに3インチのリフトアップを施し、
35×12.5R17サイズのBFGマッドテレインを装着することで、
よりワイルドなルックスを手に入れたラングラー。ただリフトア
ップされただけではなく、それに伴うデメリットもしっかり解消
されているのもパッケージングならではのポイントだ。足回りは、
リンエイのレッドスネークスプリングに、ラングラーJK用に専
用設計されたタイガーオートオリジナルの14段階減衰力調整
式ショックアブソーバーを組み合わせて、減衰力を調整するこ
とで好みの乗り味にセッティングすることができる。また、アフ
ターパーツのなかでも人気の高いグラブハンドルをフロントリ
アともに装備。さらにアクセルペダルブラケットで、ドライバー
への負担を軽減するドラボジを実現している。

免許取得3年以上の方
（21歳以上）
が対象
オフロードの走行はNG
ペットはゲージに入れるならOK
ガソリンは、満タンスタート→満タン返却
全車禁煙
タイガーオート、クライスラー所沢／ジープ所沢で
レンタル可能（自分のクルマと入れ替えで借り出し可能）

プコイルスプリング＋オリジナル

●
●
●
●
●
●

（ × ・ Ｒ

レンタルの注意事項

22

機能とデザインの
接点を追求
全

くの街 乗り派でも、この CAM OU FL AG E

JEEP CUSTOMIZE
produced by TIGER AUTO

S PEC I A Lに乗れるなら、林道にでも行き

たくなるんじゃないか！ カモフラージュ柄でラッピ
ングされたJKラングラーのアンリミテッドは、4 イ
ンチアップ、MA X XISのトレバドール・コンペティ
ション 37×12 .5 -17in c hをKM C XD 811 ロ
ックスター 2 に17×9Jでセット。この足もとを可
能にするスプリングはリンエイの 4inchレッドスネ
ーク。ダンパーは FOX エボリューションショック。
アゴ先には T Rフロントバンパー・バージョン 2 に
Smittybuilt XRC-9.5 Gen2 ウインチを。そ
の他、タイガーオートのカスタム技 術が集 約されて

イドブレースや、またホイールのスポーク、フューエ

いるのは言うまでもない。それにしてもカモフラ柄

ルリッドにまで、徹 底している。それをロールゲー

の装いは、インチアップのための補 強 用パーツ、ス

ジに続くスラントバックのブラックが、具合よく引き

テアリングダンパー、タイガーオートオリジナルのサ

締める。

25
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闇夜の冒険にも果敢に
挑むことのできる相棒

プレイするなら、
レネゲードで勝ちに行け！

ル

サ

マッド・グラップラー 38×15.5R20、切りつめ

れたジープ・レネゲード「Jeep レネゲードwith

られたオーバーハングが目立つ。スプリングには

ArmsMag 」。サバイバルゲーム専 門 誌
『 アーム

フロントリア共にリンエイのレッドスネーク、ダン

ズマガジン』とのコラボレーションにより、実 戦

パーはフロントにFoxエボリューションショック、

に向けた仕 様へと鍛え上げられた。その例を挙

リアにダンパービルシュタイン 510 0 シリーズを

げるならば、ルーフキャリアに付けられたLEDワ

ラフカントリーのロングアーム・キットで補 強、高

ークライト。木々の間に潜んだ影も、くっきりと

低 差の激しい岩 場も車体を水平に保つ。フレー

照らし出すその光 量は あまりに強 力で、日常の

ムを切り詰め、フロントバンパーをセットバック。

走 行で使うのは不 可能に近い、遊ぶためにしか

アプローチアングルが、ステアリングを切った状

存 在しないのだ。サバイバルゲームに向かうのな

態では 90 度 近くなる。POISON SPYDER の

らば、必 須 条 件として、車体はもちろんアースカ

BPHリアバンパーにリカバリー・シャックルで後

ラー×カモフラージュ柄でなければならない。こ

ろを固める。ブラック1色に見えて、ホイール の

こはプレイヤーとして、フィールドに向かう時の

スポークや、ブッシュワーカーのポケットスタイル

意 気 込みが違ってくるというもの。ボンネットや

にもアリゲーターパターンを纏い、ブラックセミコ

サイドに大きく入ったレネゲードのアイコン〝 ジェ

ートの G IBSO N M et al E x h u stの質 感も、

リ缶柄 〟は、気分を大きく盛り上げてくれるので、

気の利いたスタイリングだ。

多少目立ってもそれで良し。

ビコンをベースに、フロント4インチ、リア3
インチアップ、タイヤは人気の高いNITTO

WRANGLER UNLIMITED RUBICON

ラングラー アンリミテッド ルビコン

WRANGLER TIGER PACKAGE

ラングラー タイガーパッケージ

JEEP CUSTOMIZE
produced by TIGER AUTO

バイバ ル ゲ ー ムを思い切り楽しむための
ツールというコンセプトの下、カスタムさ

WRANGLER BRUTE

ラングラー ブルート

GRAND CHEROKEE

グランドチェロキー

アンリミテッドに40インチタイヤを履かせる!

文句なしのカッコ良さYJタイガーパッケージ

実はTJベースのカスタムピックなのです

女性がさらりと乗れるカッコいいジープ

数々のショーに出展されているのでご存知の方も多いであろうラングラーJK。
目を引くのは外径40インチのスーパースワンパーだ。今でこそ40インチはだい
ぶ聞き慣れたが、
このデモカーが発表された当時は衝撃的な数字だった。さらに、
車高は4.5インチアップ、ハードトップを取り払いフルオープンとし、インテリア
＆下回りをネオン管で飾るなど見どころが満載。ベースは2008年モデルのア
ンリミテッドで、しかもルビコンを選択するあたりがタイガーオートらしい。

賛否両論あった角目のジープ、ラングラーYJだが、文句なしにカッコいい
といえるのがタイガーパッケージに仕立てられた1台。マイルドなリフトアップ
にツインチューブのクロームバンパー＆ランプ、外径アップ＆ワイド化を行な
ったオフロードタイヤ、それに合わせて装着されたワイドオーバーフェンダーな
ど、当時一世を風靡したスタイルだ。ジープはオープンスタイルがよく似合う！
という確信を持たせてくれるYJ。現代のストリートを流しても様になる。

カタログモデルとして存在していたかのような自然な仕上がりを見せるTJピ
ックアップだが、実はピックアップキットをノーマルのTJに組み込み、数か月と
いう製作期間を経てタイガーオートが作り出した。キットとはいえポン付けと
いうわけではなく、そこには卓越した技術を必要とする作業が待っていたの
だ。CJ時代に存在したスクランブラーを彷彿とさせるバランスの良いスタイルに、
ジープファンそしてピックアップファンはかなり興味をそそられているのでは？

ブライトホワイトのボディには要所要所にピンクの差し色をあしらい、キュ
ートな印象を与えるルックスに生まれ変わった。アイバッハのスプリングで若
干のローダウンを施しNITTOのロープロファイルタイヤと合わせることでロー
＆ワイド感を演出。足もとはホワイト＆チェリークリスタルのカスタムカラーに
ペイントされたホイールを履き、テールには左右4本出しマフラーが備わるなど、
可愛さのなかにジープのカッコ良さもアピールしている。
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31年前に始まったカスタムは、
新車コンプリートに結実した！

ル

流れに乗るだけでなく、自ら新たな流れを

超えたものになっていく。ここから革 新 的な潮

作り出す時の爽 快な感 覚。 これを味わう

流は生まれていくのだろう。

ことができるのは、ドライビングに限ったことで

リーズナブルな価 格とベーシックな装 備で、親

はない。タイガーオートが、ジープの様々な車 両

しみの持てるジープ グランドチェロキー ラレー

に向けて施すカスタムには、いつも新たな息 吹

ド。これをベースに、よりスポーティに、美しく

を感じることができる。ベーシックなものよりも、

進 化させたのがこの形。新 製 品のJAOS オーバ

格 段にレベルアップしなければ意 味はない。見

ーフェンダー、ブラックサイドステップを装着し、

た目の印 象はより強く、 走ること、 その性 能を

スポーツ路 線を強 調。

JEEP CUSTOMIZE
produced by

TIGER AUTO

より長けたものへと、その時々のコンセプトは違
っても生み出されるプロダクトは、周 囲の想 像を

ドアハンドル
ボディー同色ペイント・肌消し

バーライトマウント
ボディー同色ペイント
グラブバー レッド

EVO スティンガー

RUBICONフードデカール

ウインドLED
ライトバー50インチ
LEDウインカー
ブラック

TRフラットフェンダー
ペイント(2トーン)

RR スパルタングリル
ボディー同色ペイント
メッシュインサート スター

ハードトップ
ボディー同色
ペイント・サイド肌消し

テールゲートヒンジカバー
同色ペイント・肌消し

Smittybilt
X2O-10
Gen2 Winch

MOPARロックレール
BFG ALL-Terrain T/A
（37X12.50R17）

ドアミラー
ボディー同色
ペイント・肌消し

KO2

ビレットドアハンドルインサート

XD820 GRENADE（17x9/5/127）
サテンブラック
カラークリアーペイント レッド

EVO フロントバンパー

LEDヘッドライト
イカリング ブラック
EVO ウインチフェアリード

EVO
Dリングマウント

プラグレス
デュアルマフラー
（ダウンテール）

EVO リヤスチール
フェイシア

ラングラーに課せられた命題を限界まで引き上げ新たな次元へ！

J

CHEROKEE

チェロキー

JEEP J53 CUSTOM MODEL

ジープ J53

ちょっとやんちゃな仕様も提案された！

タイガーパッケージのルーツがこのJ53だ！

ラングラーYJ、ジープJ53に続いて設定されたのがXJチェロキーのタイガ
ーパッケージ。50㎜ワイドのフェンダーが装着されたワイドフェンダーパッケー
ジ、
キットが組み込まれたハイリフトタイプなど、
数種のパッケージングがあった。
オンロードタイヤを選択し、FRPボンネットやリアスポイラーなどを装着した、
ちょっとやんちゃな仕様があった。後に2インチアップサスペンションキットや
エクステリアパーツのラインナップが充実。

現在のタイガーパッケージのルーツがこの三菱ジープJ53だ。タイガーオー
トのコンセプト
「こだわりたい男たちのマシーンランド」
をまさに具現化したジ
ープだった。国産四駆では乗用車ライクな乗り心地が求められつつあった時
代のなかで、敢えて硬派なオフロードスタイルを提案。多くのジープファンか
らの賛同を受けていたこともあり、当時この格好を真似るジープユーザーも多
かった。J53の後継にあたるJ55でも同様のパッケージを発売した。
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eep Wrangler Unlimited Rubicon Hard Rock（ジープ ラ

採り入れ、レッドレザーシートはRUBICON刺繍入り、レッドステッ

ングラー アンリミテッド ルビコン ハードロック）という名の最

チ入り革巻きステアリングをコーディネートしている。

上級グレードの限定モデルを突き詰めた１台。そもそも、世界で最

しかしサスペンションに、新製品であるFOXコイルオーバーロング

も過酷なオフロードコースの名を冠したルビコン ハードロックを、

アームキットを装着し、オフロード性能を確実にレベルアップさせて

スタイル、性能共に、さらに格上げするというのは、一体どういうこ

いるところが、このクルマのキモ。基本としては、各部をボディカラ

となのか？ 言葉通り聞いただけでは、もはや意味が分からない

ーの白にペイントし、先に述べたように、インテリア、エクステリア

Jeep Wrangler Unlimited Rubicon Hard Rockのホワイトがベー

に差し色として赤を配置し、下回りは黒で引き締めを図っている。機

ス。まずは目を引くエクステリアから。RRスパルタングリルやTRフ

能もスタイルも抜かりなく仕上げたド迫力のカタチも、このカラーリ

ラットフェンダーを装着し、EVOバンパー、MOPARロックレール、

ングで落ち着いて見える。

RUBICONフードデカールを合わせる。フェンダー先端の赤色の効果

本来課された命題を全うしながら、さらに魅力的に、新たな次元に

もあって、よりワイドな印象に、SFに出てくるモビルスーツが羽を広

引き上げられた１台。これをプロデュースしたタイガーオートの限界

げたようなイメージすら浮かんでくる。インテリアにも積極的に赤を

とは、一体どこにあるのだろう…。
28

見た目は超ファニー、
でも中身は超硬派なんです！
ココで紹介するアイテムは人気の高い売れ筋ばかり。パーツ＆グッズ類は店頭のほか、タイガー
オートのオンラインショッピングページ
（ http://www.tigerauto.com/parts/default.
php）
でも購入できるので、覗いてみてはいかがだろう。眺めるだけでも楽しいぞ。

ピ

ンクのボディラッピング、ミラーのデコレーションなど、女 子 受

JEEP CUSTOMIZE
produced by TIGER AUTO

けが良さそうなエクステリアを持つ JKラングラー。基 本スペッ

クはタイガーオートが新車コンプリートとして販売するCタイプと同様。
前バンパーは、トップランカー製に変 更し、マフラーにジャオスのバト
ルズなどを装備した。エクステリアのポップなイメージとは対極にある、
しっかりとした走 破 性 能を持ったカスタムが魅 力だ。

グラブバー（JKフロント）

フロント左右セット。穴あけ加工不要。ボルトオン
取り付け。スチール製。グリップ部は硬質ラバー製。
カラー：ブラック、レッド、ピンク、オレンジ、グリー
ン、ブルー。
（ブラック以外は受注発注）
19,440円

JKラングラー用 アクセルブラケット

アクセルとブレーキの位置関係も改善され、なんの違和
感もなく運転でき、ブレーキも本来の踏力を発揮。いざと
言うときのパニックブレーキも安心。3,240円

JKラングラーLEDルームランプセット

A/T用 フットレスト

タイガーオートからリリースされているLEDルームラン
プセットはJKラングラーはもちろん、グランドチェロ
キー(WK)、コンパス、パトリオットなどの各年式に対
応した幅広いラインナップが特徴だ。色はホワイトで、
車種別用にセットが組まれていることもあり、ノーマ
ルの電球と交換するだけでインテリアのライトアップ
をガラリと雰囲気の違う仕様に変更できる。ルーム
ランプ点灯時の消費電力削減というメリットもあり。
5,965円

オートマチックトランスミッション車用。2ドア、4ド
ア装着可能。右ハンドル用（ 左ハンドル車装着不
可）
。タイガーオートオリジナルのフットレスト改良
型JKラングラー（2007 ～）
13,500円

リヤシートリクライニングキット

タイガーオートオリジナルアイテムのなかでも高
い人気の、アンリミテッド用リアシートリクライ
ニングキット。座った印象ではほぼ直立といって
いいリアシートのシートバックを、15 ～ 45度まで
7 段階での調整を可能にする。角度が数度変わ
るだけでも座り心地が大きく変わるシートだけに、
好みの角度に固定できればリアシート乗員の快
適性も数段アップが望める。アンリミテッドオー
ナーにはオススメだ。キット本体価格は59,850円。
キット取り付け時にはリアシート20㎜アップスペ
ーサーの同時装着を推奨。
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ショックアブソーバー
3インチアップ対応

3.6ℓペンタスターエンジン搭載車はリフトアッ
プなどによりフロントサスペンションのストロー
クが長くなるとマフラーパイプとプロペラシャフ
トが干渉してしまう。このトラブルを回避する
ためにギリギリのストローク値を計算しセッティ
ングされ、ラングラーJK専用に設計されたタイ
ガーオートオリジナルのショックアブソーバー。2
～ 3インチのリフトアップに対応。低圧ガス式
ツインチューブダンパーで、14 段階の減衰力
調整機構付きなので自分好みの乗り味にセッ
ティングすることができる。93,660円

WRANGLER RUBICON

ラングラー ルビコン

WRANGLER TIGER PACKAGE

ラングラー タイガーパッケージ

オフロードでの走りに徹底的にこだわった！

ノーマルのTJよりも数段上の迫力で迫る！

2007年のルビコンをベースに、オフロード走行を主眼に置いてカスタマイ
ズされたJK。初年度だけ販売された6M/Tの仕様というのが通好みな1台だ。
難所へアタックするシリアスオフローダー仕様ゆえ、前後ロックバンパーや
3.5インチリフトのサスペンション＆1インチボディリフト、KINGショックアブソ
ーバー、各種ガード類、WARNウインチなど、並の仕上がりではない。ココま
で“シリアス”
なJKにはそうそう出会えないだろう。

ひと回り以上ボディサイズが大きくなったと思わせるラングラーTJ・タイガ
ーパッケージ。3インチのリフトアップにワイドオーバーフェンダーを装着し、外
径アップ&ワイド化を施したタイヤを装着。ノーマルのTJよりも数段上の迫
力を手に入れているのだ。3インチアップコイルスプリングに組み合わされたシ
ョックアブソーバーはランチョのRS9000。リーディングアームにはルビコンエ
クスプレス社のフレキシブルアームがチョイスされてた。
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