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Land  Cruiser 100 燃費向上率 ： 計測予定
パワー ：＋１３.９ps　トルク＋３.２kg ・ m

Land  Cruiser 100 燃費向上率 ： 計測予定
パワー ：＋１６.２ps　トルク＋３.５kg ・ m
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燃費向上率 ：＋１１.６％
パワー ：＋１２.５ps　トルク＋３.０kg ・ m

Land  Cruiser 200 Land  Cruiser Prado
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Land  Cruiser 200 燃費向上率 ：＋１１.６％
パワー ：＋２１.６ps　トルク＋２.４kg ・ m
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FJ CruiserFJ Cruiser

Land  Cruiser Prado
４本出し スクエア　￥２７３,０００ ４本出し サークル ( ブルー     )￥２９４,０００

４本出し サークル ( ポリッシュ )￥２７３,０００

４本出し サークル ( ブルー     )￥２２８,９００
４本出し サークル ( ポリッシュ )￥２０７,９００

２本出し サークル ( ブルー     )￥１８６,９００
２本出し サークル ( ポリッシュ )￥１７６,４００

燃費向上率 ：＋１０.２％
パワー ：＋８.９ps　トルク＋１.７kg ・ m

燃費向上率 ：＋８.５％
パワー ：＋８.３ps　トルク＋２.１kg ・ m

燃費向上率 ：＋９.２％ （2.7Ｌデータ）

パワー ：＋９.２ps　トルク＋１.０kg ・ m
燃費向上率 ： 計測予定 （３.５Ｌデータ）

パワー ：＋１７.２ps　トルク＋２.４kg ・ m右ダブル出し スクエア　￥１３４,４００ 右ダブル出し サークル ( ブルー     )￥１３４,４００
右ダブル出し サークル ( ポリッシュ )￥１２３,９００

４本出し スクエア　￥２０７,９００ ４本出し サークル ( ブルー     )￥２２８,９００
４本出し サークル ( ポリッシュ )￥２０７,９００

平均１０％以上の驚異的な燃費向上を、Ｐ.Ｂ.Ｓ（パワーブースト
システム） が実現しました。 （車種により異なります。 詳しくはホームページをご覧ください）

完成度の高い車両だからこそ成し得た
　パワーパフォーマンスです。
走る楽しさを感じ、長距離運転では
　さらなる燃費性能をお楽しみください。

Ｐ.Ｂ.Ｓが、 どこにも負けない驚きのトルクアップを達成、
パワーもナンバーワンです。

新規制対応（車検対応）　PAT.　Made In Japan                    株式会社マツ.ショウ　ガナドール事業部：TEL048-935-1130 

●国土交通省交換用マフラー事前認証制度合格の車検対応品 （性能等確認表示 「JQR」 プレート貼付） ですので安心してお使いいただけます。●マフラー１本１本をシリア          ルナンバーで管理し、 厳重な品質検査を行った上出荷しています。 ●ブルー発色はそれぞれ若干異なる場合があります。 ●データ ・ 仕様 ・ 価格等は予告無く変更になる場合があります。

それは車種別に専用設計した特殊サイレンサーと、各車種用に専用設計された
スパイラルテールフィンとのバランスにより完成したガナドール独自のテクノロジー、
Ｐ.Ｂ.Ｓ（パワーブーストシステム）によって生み出されています。

ガナドール独自のテクノロジー、
Ｐ.Ｂ.Ｓ（パワーブーストシステム） が
出力と、 燃費を向上させる。

　洗練された完成度の高い車両だからこそ成し得た、Ｐ.Ｂ.Ｓ（パワーブーストシステム） による出力アップと燃費

 ・ Ｐ.Ｂ.Ｓとの高次元バランスにより、 発進時はよりパワフルに、 しかも胸のすくような加速感を持続します。

 ・ 一方、 急発進 ・ 急加速を控え、 エコドライブを心がければ究極の燃費向上が望めます。

　低燃費＆高出力、 ガナドールマフラーはこれまでのマフラーで二律背反していた性能を同時に高レベルで実現しました。 繰り返される第三者検証により実証された、出力向上と燃費の向上、

テールのイメージ画像です。

ガナドール他の車種情報・システム内容等は こちらから


