
適合車種 N ONE プレミアム ツアラー L

適合型式 JG1

エンジン型式 S07A

年式 H23/11～

商品コード H100HA1

フロント 1.97kg

リア 1.84kg

フロント -25～-35mm

リア -25～-35mm

税抜き 1台分 ¥25,000

本体価格 フロントのみ ¥15,000

リアのみ ¥13,500

税込み 1台分 ¥26,250

本体価格 フロントのみ ¥15,750
リアのみ ¥14,175

ジェイ  アイ  シー
〒224-0054 横浜市都筑区佐江戸町838

TEL：045-931-1117　FAX：045-931-0881

http://www.jic-magic.co.jp
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※１ 表記のダウン量は当社テスト車両にて計測した数値です。

装着車両:プレミアム ツアラー Lパッケージ

　　　装着する車両によって誤差が生じる場合がありますので参考値とお考えください。

平成25年02月吉日

- NEW LINE UP INFORMATION -

備考 2WD用　装着車両：N ONE プレミアム ツアラー L

HONDA　　N ONE

　　　　　　PROFIT DOWN SUS　X-MAGIC

バネレート(㎏/㎜)

ダウン量(㎜)　※１

絶賛 発売中！！ 



適合車種 ワゴンR

適合型式 MH34S

エンジン型式 R06A

年式 H24/9～

商品コード H100M83

フロント 2.25kg

リア 1.44kg

フロント -25～-35mm

リア -35～-45mm

税抜き 1台分 ¥24,900

本体価格 フロントのみ ¥13,800

リアのみ ¥13,800

税込み 1台分 ¥26,145

本体価格 フロントのみ ¥14,490
リアのみ ¥14,490

ジェイ  アイ  シー
〒224-0054 横浜市都筑区佐江戸町838

TEL：045-931-1117　FAX：045-931-0881

http://www.jic-magic.co.jp
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　　　装着する車両によって誤差が生じる場合がありますので参考値とお考えください。

平成25年1月吉日

- NEW LINE UP INFORMATION -

備考 2WD用　装着車両：ワゴンR FXリミテッド

スティングレイは未確認となります

SUZUKI　　　WAGON R　 FXリミテッド

　　　　　　PROFIT DOWN SUS　X-MAGIC

バネレート(㎏/㎜)

ダウン量(㎜)　※１

※１ 表記のダウン量は当社テスト車両にて計測した数値です。

3月上旬発売！！ 



適合車種

適合型式 MH34S
足回り形状 フロント マクファーソンストラット リア 車軸式
アッパーマウント フロント ノーマル リア ノーマル

49.03N/㎜ (6kg/㎜) 43.14N/㎜ (4.4kg/㎜)
ID62-H225 ID80-H110

ブラケット調整 フロント 全長調整式 リア 全長調整式
ショック構造 フロント 単筒倒立式 リア 複筒正立
減衰力調整 フロント ショック下部 15段調整式 リア ショック上部 15段調整式

地上高※1　（出荷時） Fパイプ 115mm 中間マフラー 130mm
車高【ライドハイト/出荷時】※1 フロント 325mm リア 335mm
車高【ライドハイト/ノーマル】 フロント 365mm リア 375mm
車高【ノーマル比】 フロント -40mm リア -40mm
車高調整範囲（ショック）※2 フロント +30mm～-30mm リア +0mm～-35mm

スティングレイ及びスタビライザー装着車は取り付けできません。

品番： FKNAJF1B

セット価格 税抜価格 ¥124,000 税込価格 ¥130,200
フロントのみ 税抜価格 ¥68,000 税込価格 ¥71,400

リアのみ 税抜価格 ¥69,000 税込価格 ¥72,450

ジェイ  アイ  シー
〒224-0054 横浜市都筑区佐江戸町838

TEL：045-931-1117　FAX：045-931-0881

http://www.jic-magic.co.jp

平成25年1月吉日

- NEW LINE UP INFORMATION -

撮影：FXリミテッド取付時(推奨値)

130125-1

FLT-K SBモデル　SUZUKI　WAGON R
　ワゴンR　　　グレード：FXリミテッド

基本セットバネレート フロント リア

※1：車両状態により誤差があります。※2：出荷時の状態(推奨値)からネジﾞ部にて計測

発売開始！！ 



適合車種

適合型式 MH34S
足回り形状 フロント マクファーソンストラット リア 車軸式
アッパーマウント フロント ノーマル リア ノーマル

39.22N/㎜ (4kg/㎜) 34.32N/㎜ (3.5kg/㎜)

ID62-H225 ID80-H155
ブラケット調整 フロント 全長調整式 リア 全長調整式
ショック構造 フロント 単筒倒立式 リア 複筒正立
減衰力調整 フロント ショック下部 15段調整式 リア ショック上部 15段調整式

地上高※1　（出荷時） Fパイプ 90 中間マフラー 100mm
車高【ライドハイト/出荷時】※1 フロント 295mm リア 295mm
車高【ライドハイト/ノーマル】 フロント 365mm リア 375mm
車高【ノーマル比】 フロント -70mm リア -80mm
車高調整範囲（ショック）※2 フロント +50mm～-10mm リア +40mm～-0mm

スティングレイ及びスタビライザー装着車は取り付けできません。

（注）S Typeは出荷状態から車高を下げる事が出来ません。
（注）上記データは標準キャンバープレート(0度)の取付時になります。

トレッド ±0 税抜き価格 ¥182,000
キャンバープレート0度 税込み価格 ¥191,100

トレッド -10 税抜き価格 ¥182,000
キャンバープレート0度 税込み価格 ¥191,100

撮影：FXリミテッド取付時(出荷値)

ジェイ  アイ  シー
〒224-0054 横浜市都筑区佐江戸町838

TEL：045-931-1117　FAX：045-931-0881

http://www.jic-magic.co.jp
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※1：車両状態により誤差があります。※2：出荷時の状態(推奨値)からネジﾞ部にて計測 ※標準プレート0度が付属されています。

Ground Zero 3A　S TYPE AXLE SET 
　ワゴンR　　　グレード：FXリミテッド

基本セットバネレート フロント リア

品番：3ASMH40

品番：3ASMH41

平成25年1月吉日

- NEW LINE UP INFORMATION -

2月上旬販売開



適合車種

適合型式 MH34S
足回り形状 フロント マクファーソンストラット リア 車軸式
アッパーマウント フロント ノーマル リア ノーマル

49.03N/㎜ (5kg/㎜) 43.14N/㎜ (4.4kg/㎜)

ID62-H200 ID80-H110
ブラケット調整 フロント 全長調整式 リア 全長調整式
ショック構造 フロント 単筒倒立式 リア 複筒正立
減衰力調整 フロント ショック下部 15段調整式 リア ショック上部 15段調整式

地上高※1　（出荷時） Fパイプ 95mm 中間マフラー 100mm
車高【ライドハイト/出荷時】※1 フロント 300mm リア 295mm
車高【ライドハイト/ノーマル】 フロント 365mm リア 375mm
車高【ノーマル比】 フロント -65mm リア -80mm
車高調整範囲（ショック）※2 フロント +20mm～-40mm リア +0mm～-40mm

スティングレイ及びスタビライザー装着車は取り付けできません。

（注）SP Typeは車高を上げる事が出来ません。
（注）上記データは標準キャンバープレート(0度)の取付時になります。

トレッド ±0 税抜き価格 ¥182,000
キャンバープレート0度 税込み価格 ¥191,100

トレッド -10 税抜き価格 ¥182,000
キャンバープレート0度 税込み価格 ¥191,100

撮影：FXリミテッド取付時(出荷値)

ジェイ  アイ  シー
〒224-0054 横浜市都筑区佐江戸町838

TEL：045-931-1117　FAX：045-931-0881

http://www.jic-magic.co.jp
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品番：3ASPMH40

品番：3ASPMH41

平成25年1月吉日

- NEW LINE UP INFORMATION -

※1：車両状態により誤差があります。※2：出荷時の状態(推奨値)からネジﾞ部にて計測 ※標準プレート0度が付属されています。

Ground Zero 3A　SP TYPE AXLE SET 
　ワゴンR　　　グレード：FXリミテッド

基本セットバネレート フロント リア

発売開始！！ 



適合車種

適合型式 MH34S
足回り形状 フロント マクファーソンストラット リア 車軸式
アッパーマウント フロント ノーマル リア ノーマル

39.22N/㎜ (4kg/㎜) 34.32N/㎜ (3.5kg/㎜)

ID62-H225 ID80-H155
ブラケット調整 フロント 全長調整式 リア 全長調整式
ショック構造 フロント 単筒倒立式 リア 複筒正立
減衰力調整 フロント ショック下部 15段調整式 リア ショック上部 15段調整式

地上高※1　（出荷時） Fパイプ 90 中間マフラー 100mm
車高【ライドハイト/出荷時】※1 フロント 295mm リア 295mm
車高【ライドハイト/ノーマル】 フロント 365mm リア 375mm
車高【ノーマル比】 フロント -70mm リア -80mm
車高調整範囲（ショック）※2 フロント +50mm～-10mm リア +40mm～-0mm

スティングレイ及びスタビライザー装着車は取り付けできません。

（注）S Typeは出荷状態から車高を下げる事が出来ません。
（注）上記データは標準キャンバープレート(0度)の取付時になります。

トレッド ±0 税抜き価格 ¥174,000

キャンバー 0度 税込み価格 ¥182,700
トレッド ±0 税抜き価格 ¥174,000

キャンバー2.7度 税込み価格 ¥182,700
トレッド -10 税抜き価格 ¥174,000

キャンバー2.7度 税込み価格 ¥182,700

撮影：FXリミテッド取付時(出荷値)

ジェイ  アイ  シー
〒224-0054 横浜市都筑区佐江戸町838

TEL：045-931-1117　FAX：045-931-0881

http://www.jic-magic.co.jp

品番：AXSMH400

品番：AXSMH4271

平成25年1月吉日

- NEW LINE UP INFORMATION -

品番：AXSMH427

130125-5

※1：車両状態により誤差があります。※2：出荷時の状態(推奨値)からネジﾞ部にて計測

キャンバー固定タイプ

Ground Zero 　S TYPE AXLE SET 
　ワゴンR　　　グレード：FXリミテッド

基本セットバネレート フロント リア

2月上旬販売開始！！ 



適合車種

適合型式 MH34S
足回り形状 フロント マクファーソンストラット リア 車軸式
アッパーマウント フロント ノーマル リア ノーマル

49.03N/㎜ (5kg/㎜) 43.14N/㎜ (4.4kg/㎜)

ID62-H200 ID80-H110
ブラケット調整 フロント 全長調整式 リア 全長調整式
ショック構造 フロント 単筒倒立式 リア 複筒正立
減衰力調整 フロント ショック下部 15段調整式 リア ショック上部 15段調整式

地上高※1　（出荷時） Fパイプ 95mm 中間マフラー 100mm
車高【ライドハイト/出荷時】※1 フロント 300mm リア 295mm
車高【ライドハイト/ノーマル】 フロント 365mm リア 375mm
車高【ノーマル比】 フロント -65mm リア -80mm
車高調整範囲（ショック）※2 フロント +20mm～-40mm リア +0mm～-40mm

スティングレイ及びスタビライザー装着車は取り付けできません。

（注）SP Typeは車高を上げる事が出来ません。
（注）上記データは標準キャンバープレート(0度)の取付時になります。

トレッド ±0 税抜き価格 ¥174,000

キャンバー 0度 税込み価格 ¥182,700
トレッド ±0 税抜き価格 ¥174,000

キャンバー2.7度 税込み価格 ¥182,700
トレッド -10 税抜き価格 ¥174,000

キャンバー2.7度 税込み価格 ¥182,700

撮影：FXリミテッド取付時(出荷値)

ジェイ  アイ  シー
〒224-0054 横浜市都筑区佐江戸町838

TEL：045-931-1117　FAX：045-931-0881

http://www.jic-magic.co.jp

※1：車両状態により誤差があります。※2：出荷時の状態(推奨値)からネジﾞ部にて計測

キャンバー固定タイプ

Ground Zero 3A　SP TYPE AXLE SET 
　ワゴンR　　　グレード：FXリミテッド

基本セットバネレート フロント リア

平成25年1月吉日

- NEW LINE UP INFORMATION -

品番：AXSPMH427

130125-6

品番：AXSPMH400

品番：AXSPMH4271

2月上旬販売開始！！ 


