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パーツガイド
2011年版

http://4wdsuv.auto-g.jpは本誌とともに絶好調です



月刊誌「レッツゴー4WD」および「アメ車マガジン」で培ったノウハウをもとに、
4WD・SUV部門のアフターパーツカタログの集大成として発刊致します

「もっと四駆ライフを楽しみたい」という声に

毎年恒例となって11年を迎えました

4WD・SUVパーツガイド2011年版です

Concept

●

16,000点を超える掲載パーツや貴社広告をWebサイトにも掲載致しますので、
日本一のアクセス実績を持つWebサイトで御社の商品をアピールできます

●

現在入手可能な4WD・SUV用パーツを網羅し掲載することにより
多様な楽しみ方を持った四駆ユーザーをサポートする保存版の年鑑です

●

弊誌と連動で展開するWebサイト「4WD・SUVパーツガイドネット」
は、「4WD」「4WDパーツ」「SUVパーツ」などの検索語でナンバー
ワンのアクセス数を誇っております。Yahoo!はもちろん、Googleの
検索結果でも常に上位5位以内にランクされており、この分野ではダ
ントツの実績を誇ります。内容的にもより探しやすく、分かりやすい
Webサイトとするべく毎年改良を重ねており、4WD・SUVの総合ポー
タルサイトとしての機能を強化しております。

※Webサイトの詳細については別紙をご参照ください。



4WD・SUVをイジって楽しみたい
そんなファンに向けて多様な選択肢を提供し

Contents

個性的4WDライフ

本誌では、ボリューム的にはパー
ツカタログがメインとなりますが、
その他にも豊かな4WD・SUVライ
フを送るためのヒントを満載した
総合ガイドブックとなります。

■国産＆輸入4WD・SUV全車カタログ
　現在新車として国内で手に入る
　国産車＆輸入車の4WD・SUVを
　詳細スペックとともに全車掲載

　パーツメーカーおよび
　全国ショップの最新デモカーを
　すべて掲載します

　4WD・SUVファンは要チェック
　最新アイテムの数々を
　編集部推薦として紹介します

■全国4WD・SUVショップガイド
　読者にしっかりアピールできるショップガイドです

■最新4WD・SUVパーツカタログ
　全パーツを種類別、車種別に
　分類して網羅します
　・ホイール
　・タイヤ
　・ランプ
　・エクステリア
　・キャリングギア
　・レスキュー＆けん引
　・サスペンション
　・スープアップ
　・マフラー
　・ブレーキ
　・インテリア
　・バッテリー＆ケミカル
　・セキュリティーグッズ
　・雑貨、その他アイテム

もし、Q7らしさを存分に味わいたいと考えているならば、実
はV8＋エアサスペンション仕様がオススメとなる。V8をセ
レクトすれば、４ゾーン独立温度設定可能なオートエアコン、
オートマチックテールゲートなどを手に入れられるし、バン
グ＆オルフセンのサウンドシステムもオプション設定されて
いる。しかし、V6であっても本革シートを採用しており、また、
価格差を考えると十二分のパワーフィールを特徴とするの
で、やはりV6を選択したくなる。

3.6 FSI quattro

●販売DATA…取り扱い店：アウディ正規販売店／登録台数（9月）：45台　（10月）：41台　（11月）：42台
●モデルDATA…登場年月：2006年10月／最近の変更：2007年4月追加
●エコDATA…10・15モード燃費：6.7～7.1㎞/ℓ

Q7
Q7

アウディジャパン●0120-598106●http://www.audi.co.jp

736～964万円価格帯

AUDI

736万円
＊頭金 ０円　＊ボーナス 0円
＊支払回数 84回 ＊金利 4.19％

月々いくらで買える？ 車両価格
（ローン元金）

月々の返済額
（車両価格のみの返済例／初回支払額　10万4880円）

10万1200円

全長×全幅×全高 5,085×1,985×1,740mm
室内長×室内幅×室内高 ―mm
ホイールベース 3,000mm
最低地上高 205mm
車両重量 2,270（2,300）kg
最小回転半径 6.0m
乗車定員 5（7）名
対地障害角 AA33 ／゚DA28゜
エンジン種類 V6 DOHC
総排気量 3,594cc
最高出力 280ps／6,200rpm
最大トルク 36.7kg-m／2,500-5,000rpm
使用燃料／タンク容量 無鉛プレミアムガソリン／100ℓ
10・15モード燃費 7.1km／ℓ
トランスミッション 6AT
サスペンション 前 ダブルウィッシュボーン
サスペンション 後 ダブルウィッシュボーン
ブレーキ 前 ベンチレーテッドディスク
ブレーキ 後 ベンチレーテッドディスク
タイヤサイズ 255/55R18

3.6 FSI quattro主要諸元表
シート配置
＆

ドアの開閉

オンロード走行性能
静粛性・乗り心地リセールバリュー

❶❷

⑥⑦

❸❹❺

※企画内容の詳細については変更の可能性もあることをご了承ください。



体裁

Advertisement

広告掲載料のご案内
 掲載紙面 スペース 寸法（天地×左右） 料金 

 表 4 4 色 1 ページ 238mm× 200mm 1,000,000 円

 表 2 4 色 1 ページ 285mm× 210mm 800,000 円

 表 3 4 色 1 ページ 285mm× 210mm 700,000 円

 カラー 4 色 1ページ 285mm× 210mm 600,000 円

 モノクロ 1 色 1ページ 285mm× 210mm 300,000 円

◆発売日　　2010年3月下旬（予定）
◆定価　　　2,000円（予定　※昨年2,300円）
◆判型　　　A4変形判（天地285mm×左右210mm）
◆ページ数　1,316ページ（予定）
◆配本部数　70,000部（予定）
◆綴じ　　　かがり綴じ
◆印刷　　　オフセット印刷

4WD・SUVパーツガイド  2011年版

発行・発売：株式会社ぶんか社　　　　
編集・広告：新アポロ出版株式会社　　
〒102-8405  東京都千代田区一番町29-6

広告営業部　TEL. 03-3222-5322
FAX. 03-3222-3674

編集部　TEL. 03-3222-5326
FAX. 03-3222-5144

●特別セット料金●
4色 2ページ（編集タイアップ記事）＋ 4色 2ページ（広告）→ 750,000 円
4 色 1ページ（編集タイアップ記事）＋ 4色 2ページ（広告）→ 550,000 円

・上記料金には原稿制作、写真撮影に関する費用は含まれておりません。
・広告申し込みの締め切りは１２月２２日（火）となります。
・パーツ掲載申し込み用紙の締め切りは１月２０日（水）必着となります。
・広告原稿の締め切りは２月２５日（木）となります。

NEW
PRI

CE

ツインチューブ・セルラーガス構造を採用しオフロード4ＷＤ用ショッ

クの基礎となったRS5000シリーズ。突き上げ感も少なくしなやかな

ストロークは路面追従性を高め悪コンディションの中でも高い走破性

を誇ります。

■1本：¥7,665～ （税込）　但しRS5762は 1本：¥11,550 （税込）

RANCHO RS9000シリーズテクノロジーをさらに進化させた高性能ショックアブソーバRS9000XL。オフロードからオ

ンロードまでの走行性能と快適な乗心地を提供する為に、9ポジションセッティングの減衰力調整ダイヤルを搭載。また、新

たにニトロゲンガスを封入（一部品番を除く）し、ピストン側にもバルブを装着する事によりリニアな作動応答性能を高めて

います。更に従来のトリプルチューブ構造に加え、新たにチューブサイズもそれぞれの車種に合わせて3タイプ（55.4φ・

60.4φ・69.9φ）設定しており、より多くのオイル容量を確保しました。過酷な作動速度と高温時において、常に安定した減

衰力性能を発揮します。リキッドメタリック塗装によりイメージも一新。車輌のカスタマイズや走行条件に合わせたあなただ

けのセッティングが可能です。
■ 1本：¥15,540～ （税込）

 　但しRS999762/6は 1本：¥22,050 （税込）・RS999764/77は 1本：¥26,250 （税込）

オンロードでの安定性とオフロー

ドでの走破性を両立させた「モン

ロー・アドベンチャー」は、高圧ガ

スシングルチューブ構造を採用。

ヨーロッパでセッティングされた

ロードホールド性能は、高い次元

の走行性能を約束します。

※一部はツインチューブデザイン

4WD車でもオンロードでの性能

を要求したSUVの登場に対応し、

新しく生まれたモンロー「リフレッ

クス」はハイスピードでのコント

ロール性を重視しながらもインパ

クトセンサーにより段差や荒れた

路面でモンロー独自のしなやかな

乗り心地を実現するスマートなプ

レミアムショック。

MONROE US-REFLEXMONROE ADVENTURE

MONROEは90年もの間、常に先進的なライドコントロールテクノロジーを研究しています。

クルマの安定性、ドライバーの安全性の追及こそがMONROEの目標です。

RIDE CONTROL ライドコントロール

VICTRON VACALA M-01 CHROME ◎センターキャップ付属

20inch9.5J FLOW FORMING 1PS REVERS RIM / 139.7-5H/+53 / CHROME / JWL JWL-T VIA/￥81,900(￥78,000) LAND CRUISER 200 (30㎜ローダウン)
装着タイヤサイズ：285/50-20

JAOS HIDヘッドライト新発売

車種別専用マウントブラケット

大人のスマートリフトアップスタイル

JAOS&BATTLEZ
好評発売中

チタン配合30㎜リフトアップサスペンション

BATTLEZ×SUS type30Ti ￥66,150(￥63,000)

多くのリクエストにお応えして

JAOS HIDヘッドライト
｢車種別専用マウントブラケット付セット｣
新発売
専用ブラケット設定車種(ランドクルーザー)
ランドクルーザー200　ランドクルーザープラド120

ランプ仕様 マウントブラケット仕様
5700K(ライトブルーホワイト) ステンレス製/カチオン塗装

価　格
ランドクルーザー200(H11/右写真) ￥71,400(￥68,000)
ランドクルーザープラド120(H4DUAL) ￥91,350(￥87,000)

車検対応

JAOS LEDランプシリーズ
｢ランドクルーザー200専用｣
カーテシーランプ
バニティーミラーランプ
新発売


