
ベルクロで簡単取付。
お尻の部分にズレない工夫をしています。
■SIZE：W400mm*H1980mm( シートカバー )
　　　　W206mm*H520mm( ヘッドレスト )
■COLOR：KAHKI
■素材：ターポリン PVC

SM22-81シート＆ヘッドレストカバー

SM22-66ステムバッグ (蓋無し )

molle システムに対応するポーチ。
500/600ml のペットボトルに対応した
ドリンクホルダーとしてもご使用いただけます。
■SIZE：W90mm*D50mm*H150mm
■COLOR：KAHKI
■素材：アーガイルナイロン

SM22-67ステムバッグ (蓋付き )

2022 CATALOG
(aw)

FOR JIMNY
GO TO GRAVEL

KAHKI

KAHKI

molle システム対応

molle システム対応

USB ケーブル対応

下部固定ベルト付

USB ケーブル対応
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マグネットとM6アイボルトで簡単取付。
折りたためばmolle ホルダーとして使えます。
■SIZE：W605mm*H370mm
■COLOR：KAHKI
■素材：ターポリン PVC  

ズレ防止のクッションを
挟み込みます

SM22-78リアクォータープライバシーシェード

SM22-29サイド・フロントシェードセット

ジムニー専用のシェードです。
換気ができる網戸付き。
■SIZE：W1230mm*H470mm 
■COLOR：BLACK / BLACK CAMO
■素材：600DPU ポリエステル

SM22-28リア網戸

ジムニー専用の網戸です。
車中泊の際 , リアゲートに貼り付けて使用します。
■SIZE：W1200mm*H970mm
■COLOR： BLACK
■素材：600DPU ポリエステル 

KAHKI

マグネットで簡単取付。
普段は収納として使えます。
■SIZE：W960mm*H350mm
■COLOR：KAHKI
■素材：ターポリン PVC 

SM22-77リアプライバシーシェード

KAHKI

BLACK

new

new

BLACK CAMO BLACK

ズレ防止クッション

ポーチ取付イメージ ポーチ取付イメージ
SM22-66,SM22-67SM22-66,SM22-67

molle システムに対応するポーチ。
蓋がついているので、落としたくないものを。
■SIZE：W90mm*D50mm*H160mm
■COLOR：KAHKI 
■素材：アーガイルナイロン / 裏地 - アルミ蒸着



純正状態

裏地が滑り止め生地なので
ラゲッジマットとしても◎

トノカバーとして

SM21-40ハンギングチェーン

後席グリップに取り付けるほか、
開放防止ベルトとしても使用できます。
■SIZE：W900mm*H20mm
■COLOR：BLACK
■素材：PPテープ

SM21-32リアデフォッガーカバー

マグネットで取り付け。
断線を防ぎます。
■SIZE：W73mm*H95mm / 85mm
■COLOR：BLACK CAMO
■素材：600DPU ポリエステル /ネオプレーン

SM22-61トノカバー

■素材：ターポリン PVC / 裏地 - 滑り止め生地ポリエステル
■COLOR：KAHKI / BLACK
■SIZE：W1100mm*H560mm
タープにもなります。
6箇所にアイレットがあり、ポールを挿せば
M6アイボルトにカラビナで固定するトノカバー。

SM21-41トノカバータープ

3 つ折りにすればトノカバーとして。
伸ばせばタープに変身します。
■SIZE：W1100mm*H1680mm
■COLOR： BLACK CAMO
■素材：600DPU ポリエステル

BLACK

BLACK

new

BLACK CAMO

リアゲートの開放防止にも

カーサイドタープとして

BLACK CAMO

ポーチ取付イメージ

ポーチ取付イメージ

SM21-36リアクォーター固定ホルダー

左右共通で使えるデッドスペース収納ボックス。
M6のアイボルトで固定します。
■SIZE：W400mm*D150mm*H310mm
■COLOR：BLACK
■素材：ターポリン PVC

SM21-37リア折りたたみ保冷バッグ

リアクォーター固定ホルダーに
ぴったり収まる保冷バッグです。
■SIZE：W400mm*D150mm*H275mm
■COLOR：BLACK CAMO / CAMO
■素材：600DPU ポリエステル / 裏地 - EVA 蒸着

SM22-79シフトレバー横収納

molle システム用 LOOP 付。
AT 車専用設計です。
■SIZE：W140mm*D300mm*H110mm
■COLOR：KAHKI 
■素材：ターポリン PVC

KAHKI

SM22-80リアクォーターmolle ホルダー

左右共通で使えるmolle ホルダー。
お好みの対応ポーチをつけてご使用下さい。
■SIZE：W400mm*H310mm
■COLOR：KAHKI
■素材：ターポリン PVC

折りたたみ可能

内部
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KAHKI



■素材：表 -滑り止め生地ポリエステル /芯材 -EVA / 裏地 - 起毛ポリエステル
■COLOR：BLACK
■SIZE：直径 83mm*W260mm
ペットボトルも入るサイズです。
硬質な工具ケースです。
MOLD( 熱成形プレス加工 ) の

SM22-68MOLD工具ケース

SM22-71サイドバッグ

ファスナーが左右についていて、
どちらからも中身が取り出せます。
■SIZE：直径 100mm*W230mm
■COLOR：KAHKI 
■素材：ターポリン PVC

SM22-33ドラム型バッグ (直径 120mm)

保冷･保温効果のあるハンドルバーバッグです。
ベルクロで簡単に取りはずし可能です。
■SIZE：直径 120mm*W220mm
■COLOR：KAHKI / CAMO / BLACK CAMO
■素材：600DPU ポリエステル /裏地 - アルミ蒸着

SM22-35タイヤカバー

molle システム用 LOOP 付
ホイールカバーを外せば収納にも。
■SIZE：直径 700mm*D180mm
■COLOR：BLACK
■素材：600DPU ポリエステル

SM21-44リアガーニッシュ

両面テープで貼り付けるだけの簡単取り付け。
イメージチェンジに。
■SIZE：W335mm*H117mm
■COLOR：BLACK
■素材：PP板

SM21-19助手席拡張ボックス

■素材：表 -600DPU ポリエステル /芯材 -EVA / 裏地 - 起毛ポリエステル
■COLOR：CAMO / BLACK CAMO
■SIZE：W100mm*D50mm*H160mm
MOLD( 熱成形プレス加工 ) の小物入れです。
ベルクロで簡単取付。

SM22-27フロントマスク

ジムニー専用のフロントマスクです。
バグガード付き。専用設計でジャストサイズ。
■SIZE：W1300mm*H150mm
■COLOR：BLACK / BLACK CAMO
■素材：600DPU ポリエステル

蓋の開閉がフラップで開け閉め簡単。
スマホを入れる窓もあります。
■SIZE：W250mm*D75mm*H125mm
■COLOR：KAHKI
■素材：ターポリン PVC/ 裏地 - アルミ蒸着

SM22-63ハンドルバーバッグ
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USB ケーブル対応

オスのベルクロを縫い付けています
➡カーペットに張り付きます

点灯時
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