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オフで遊ぶためのFJクルーザーカスタマイズ

6インチアップ＋大径タイヤで
オフローディングを満喫する！
新旧問わずランドクルーザーに関する豊富な知識と経験を持っているTLCジャパンが手がけたFJクルーザー
は、アメリカでオフローディングを楽しんでいる1台をそのまま持ってきたような仕上がりを魅せている。6イン
チというリフトアップ量、
そして厳ついトレッドを持つ大径のオフロードタイヤを履いたことで、ノーマルのFJク
ルーザーではそのルックスで隠されてしまうタフさが前面に押し出された出で立ちとなった。
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このクルマの

魅力は
ここです！

TLC JAPAN

店長

柘植忠男氏

POINT 1

ボディサイズやスペック的にとても扱いやすい車で、ロ
ングドライブもちょい乗りも OK なところでしょうか。
フロントのヨンマル系を彷彿とさせるグリルデザインに
惚れて FJ クルーザーを買われる方も多いですよね。

リフトアップして増えてしまった
死角部分は助手席側のサイドミ
ラーにカメラを埋め込むことで解
消。映像は運転席前の小物入れに
埋め込んだモニターに表示される。

カスタムFJ CRUISERコレクション
TLC JAPANでは、ここに紹介するFJ CRUISERの他にも、様々なカスタマイズを
提案している。お目当てのカスタマイズがあったら相談してみよう。

TLCジャパンの凄さは、独自のネットワークを通じて、アメリカから様々なタイプのFJクルー
ザーを日本に導入できることにある。これまでにもTRDパッケージやトレイルチームスペシャ
ルエディションなど、通常、入手が難しいと言われているモデルの販売を積極的に行なってき
た。カスタマイズに関しても、本場アメリカのスタイルを熟知しているため、
オーナーの要望に
応じて柔軟に取り入れてくれる。車両の購入、カスタマイズでお悩みなら一度相談を。

ＦＪクルーザーがデビューした

といった車

80

当初から、積極的に輸入＆販売

／

70

を行なっているのがＴＬＣジャパ

／

60
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ペースのできたタイヤハウスには
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リムリング付きのホイールにより

ンのトレッドパターン、そしてト

ノーマルの時には隠されていた、

引き出すことに成功している。

ＦＪクルーザーのハードな一面を
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POINT 3

タイヤはロッククローリングを意
識したトレッドパターンを持つプ
ロコンプのエクステレインラジ
アルをチョイス。サイズは 35 ×
12.5R17 でマッシブなスタイルに。

POINT 2

オフロードをイメージしたスタイ
ルを作り出すために、車高はプロ
コンプの 6 インチアップコンプ
リートシステムでリフトアップさ
れている。
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POINT 4

ルーフに積まれているマジョリーナの
ボックスは、展開する（約 1m 程上へ
伸びる）と大人 2 人が快適に過ごせせ
るテントへと早変わり。テントへの出
入りは付属のラダーで行なう。

米国に独自のルートを持ち、例えば、
すでに販売が終了したパーツでも入手することが可能！
また、現地のカスタマイズ事情にも通じるなど、とにかく頼れるショップだ。
ＴＬＣジャパンは、先述の通り

新旧問わずランドクルーザーのレス

プだ。それだけではなく、ショップ

トアや販売を得意としているショッ

オーナーが頻繁に渡米しているの

パーツのリリースなど、鮮度の高い

で現地のカスタマイズ事情やニュー

情報を常に持っている。また、独自

てしまったＴ Ｄホイールの在庫も

のルートによりすでに販売が終了し

確保するなど、カスタマイズパーツ

の取り扱いに関しても頼れる存在な

のだ。もちろんオーダーでアメリカ

さらに、渡米の際にはアメリカンカ

からパーツを取り寄せることも可能。

ジュアルやファイヤーキングなどの

雑貨類も仕入れてきているとのこと

カン好きの食指を刺激するライン

で、車のみならず雑貨などもアメリ

ナップとなっている。

ＦＪクルーザーに関しては、今後

も積極的に特別仕様車などを輸入

＆販売、カスタマイズしていくとの

との情報

こと。そして、もう間もなく 2012
年モデルのトレイルチームスペシャ

ルエディションが入庫

もゲットしたので興味のある方は問

い合わせてみよう。
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❶&❷助手席側（右側）のサイドミラーには、運転席から死角となってしまう右フロントタイヤのサイドの映
像を映し出すカメラが内蔵されている。この映像は、運転席前の小物入れにビルトインされたモニターで
確認できる。❸&❹そしてイカツイトレッドパターンの組み合わせトリムリングでFJクルーザーの足もとで
3 ひと際存在感を放っているタイヤ&ホイールはどちらもプロコンプをチョイスした。

独自ルートを駆使しパーツ＆車両を入手
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TLC JAPAN
四ケ所氏
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TLC JAPAN
所在地◆福岡県久留米市御井朝妻1丁目5-14
TEL◆0942-50-5483
URL◆http://www.tlcjapan4x4.com/
営業時間◆11：00～20:00
定休日◆火曜日

お勧めカスタマイズパーツBEST5

POINT 5
TRD 16INCH WHEEL WITH BLACK
(LIMITED)。TRDの16インチマットブラッ
クホイール。2008年モデル限定のトレイ
ルチーム純正。生産も終了で希少価値
大。価格：66,150 円
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FJ CRUISER TRAIL EDITION(BLAC
K)MIRRORS (EACH)。FJクルーザーの
トレイルチームエディション20 08年限
定車専用ミラー。価格：38,325 円（価格
は1個の値段）

TRDWheels, TRD 16 inch Bronze
Off-Road Beadlock Style Wheel。
トヨ
タレーシングデベロップメント(TRD)製オ
フロードビードロックスタイルホイール
16インチ。価格：44,100 円

ションを採用するＦＪクルーザー

常のスプリン グ＆ショックア ブ

にとってはかなり大きな数字。通
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オフロードユースを考えたカス

タマイズを施す 際に、ま ず 手を

ソーバーの交換では対応しきれな

付けたいのがタイヤの大径化。走

破性を上げるべく最低地上高を

プリートサスペンションシステム

クルーザーではプロコンプのコン

が用いられている。このシステム

いため、ここで紹介しているＦＪ

大径化によるルックス的な効果も

はフロントサスペンションをサブ

稼ぐためのカスタマイズとしては

大きい。履きたいタイヤサイズに

最も簡単な手法といえる。また、

よってはボディのリフトアップも

ため、ジオメトリーの変化が抑え

と変わらない乗り味を得ること

られ、リフトアップ後もノーマル

プリングとショックアブソーバー

ができるのだ。ただし、今回はス

フレームごと下げて車高を上げる
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必要になる。このＦＪクルーザー

サイズのタイヤを履 くた
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もプロコンプ製に替わっているた

施された。選んだタイヤはプロコ

ンプのエクステレインラジアル。

めノーマルよりも引き締まった足

ドアップしたＦＪクルーザーで、

ロックフィールドに重きを置いた

のタイヤに組み合わされたのは同

やキャンプを楽しんでいるとのこ

オーナーさんはオフローディング

ルックス、そして走りもグレー

じくプロコンプの７０６９。マッ

と。そんなこともあり、
ルーフラッ

人

へと生まれ変わっている。

トブラックの引き締まった印象と

クには収納式のテントが装 着さ

やる気！ のトレッドパターンが

トリムリング、そしてエクステレ

れていた。展開すると大人
2

目を引くオフロードタイヤだ。こ

ザーの足 も とはリアルオフロー
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インラジアルによって、
ＦＪクルー

快適な一夜を過ごすことができる

が快適に過ごせる空間が出現

のだ。

オフロードユースメインでカスタマイズされた
FJ クルーザーの車高は、プロコンプのコンプリー
トサスペンションシステムで 6 インチアップさ
れている。グンッと車の迫力が増すリフト量なが
ら、ノーマルからの乗り味の変化を少なく抑えら
れ、クルマそして乗員へのストレスを減らせると
ころがコンプリートシステムの魅力だ。

インチというリフトアップ量

キモ！

6

ダーへと仕立てられた。

ルックスを楽しめ
カスタムの 乗り味は純正のよう

はフロントに独立懸架式サスペン

この
パーツが

FJ Cruiser Roof Rack。社外品。パイプ
はアルミパイプ製で軽量設計。必要なパ
ーツ(ネジ・ボルト類・ラバー類)は一通り
揃っている。取付は専門の業者で。価格：
72,450 円

FJ CRUISER TRAIL EDITION(BLAC
K) FRONT GRILLE。生産終了のため、
希少価値大!! 装着した感じも、
フェース
が引き締まってスパルタン仕様に◎ 価
格：48,090 円

ホイールはプロコンプ 7069 のフラッ
トブラックにホイールトリムリングを
チョイス。イカツイトレッドのタイヤ
とトリムリングがよく似合う。フラッ
トブラックカラーの選択も渋い！
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