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ジャオス定番のダートランナースタイル
ジムニーシエラ JB74用スポーツカウル（フロント / リヤ）＆専用アイテム

ジムニーシエラ JB74 用の「JAOS スポーツカウル（フロント / リヤ）」と専用アイテムを発売します。「JAOS スポーツカ
ウル」は、クロスカントリーバンパーをモチーフにしたジャオスオリジナルの樹脂製バンパーです。一見すると、ジムニ
ー JB64 用スポーツカウルにオーバーフェンダー部分を追加しただけのように見えますが、ワイドボディのジムニーシエ
ラ JB74 にあわせて全体的にボリュームや立体感を見直した専用デザインです。「JAOS スポーツカウル（フロント / リヤ）」
を引き立てる専用アイテムを同時装着していただくことで、ノーマルとは一線を画す力強いスタイリングが実現します。

JAOS スポーツカウル（フロント / リヤ）サイドビュー

JAOS フロントスポーツカウル
（専用スキッドプレート同時装着）

JAOS マッドガード車種別取付キット、BATTLEZ マフラー ZS Ti

JAOS リヤスポーツカウル
（専用マッドガード、マフラー同時装着）

今回デザインのポイントとなったのは、ジムニー JB64 とジムニーシエラ JB74 の違いである「純正オーバー
フェンダー」の存在。純正オーバーフェンダーのボリュームを保ったまま JAOS スポーツカウルに流れを繋ぎ、
どこから見ても違和感なく調和するよう造形にこだわりました。JAOS スポーツカウルの特徴であるクロス
カントリービークルをイメージしたデザインが、純正バンパーとは一味違う軽快な印象を与えます。さらに、

「JAOS フロントスポーツカウル」は専用のスキッドプレートを同時装着することで、一段とタフな印象を与
えることができます。「JAOS リヤスポーツカウル」はクロスカントリー走行を意識してデパーチャーアン
グルを最大限まで拡大したダイナミックなデザインが特徴。左右に配したオリジナルの丸形 4 灯テールラ
ンプがリヤビューにスポーティな印象を与え、ドレスアップ効果も抜群です。

「BATTLEZ マフラー ZS」は、認定機関が発行する新騒音規制をクリアした証明プレート付の車検対応マフ
ラーです。「BATTLEZ マフラー ZS TC」は人気のチタンカラー仕様。BATTLEZ マフラーの特徴である抑え
が効いた小気味良いサウンドとスポーツマフラーらしい軽快な吹け上がりが楽しめます。「JAOS マッドガ
ード車種別取付キット」は、JAOS マッドガード汎用タイプの装着を容易にするためのキットです。汎用
タイプの JAOS マッドガードを装着する場合、通常はマッドガード本体を車両にあわせてカットし、取付
け方法を考えなければいけませんが、こちらのキットには車種専用に設定されたボルトやブラケットなど
装着に必要な部品がそろっています。また、マッドガード本体を正確にカットすることができる型紙も付
属しているため、面倒な採寸作業などをすることなく確実に装着していただけます。
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JAOS フロントスポーツカウル
車　種 ジムニー 適　応 JB74 年　式 18.07- 商品コード B040518

参考取付時間 2.0H 取　付 要加工 商品内容 フロントスポーツカウル、メッシュネット、取付けブラケット
仕　様 フロントスポーツカウル：ウレタン、未塗装（生地色ブラック）　メッシュネット：アルミ、コーティング

備　考
純正フォグランプ取付け可能。純正インナーフェンダーのカットが必要。
純正ヘッドライトウォッシャーを取付ける場合は、スポーツカウル本体に穴開け加工が必要。

価　格 ￥54,000（税抜） 発売予定日 発売中 区　分 D

JAOS フロントスポーツカウル用スキッドプレート
車　種 ジムニー 適　応 JAOS フロントスポーツカウル付車（JB74）
年　式 18.07- 商品コード B254518 参考取付時間 0.5H 取　付 ボルトオン

商品内容 スキッドプレート、ブラケット、ボルトセット

仕　様
スキッドプレート：ステンレス2.5mm、ショット加工、電解研磨
ブラケット：ステンレス2.5mm、カチオン電着塗装

備　考 単体での装着不可。
価　格 ￥12,000（税抜） 発売予定日 発売中 区　分 D

JAOS リヤスポーツカウル
車　種 ジムニー 適　応 ALL 年　式 18.07-

商品コード B042518 参考取付時間 4.0H 取　付 要加工

商品内容
リヤスポーツカウル本体、LEDリヤコンビランプ（車検対応品）、LEDリヤコンビランプ配線保護カバー
リフレクター、コネクターハーネスASSY、バンパー下端ブラケット、ナンバー灯ブラケット（ボルトナッ
トセット含む）、バックカメラブラケット、ナンバープレート振動防止保護パッド、干渉防止パッド

仕　様
リヤスポーツカウル本体：ウレタン、未塗装（生地色ブラック）　リヤコンビランプ配線保護カバー：EVA
バンパー下端ブラケット：SUS、1.5t、カチオン電着塗装　ナンバー灯ブラケット：SUS、1.5t、カチオン電着塗装
バックランプブラケット：SUS、1.5t、カチオン電着塗装

備　考
純正ナンバー灯流用。車両とリヤバンパーの干渉防止パッド（純正）を付属の干渉防止パッドに貼り換える必要があります。 
取付け時にリヤナンバープレートを一旦取外す必要があります。車検場にて再度ナンバープレートの封印を行ってください。
テールランプは欧州の厳しいECE規格適合のEマークを取得した車検適合品です。

価　格 ￥78,000（税抜） 発売予定日 発売中 区　分 D

BATTLEZ マフラー ZS リヤスポーツカウル用
車　種 ジムニー 適　応 JAOS リヤスポーツカウル付車 年　式 18.07-

商品コード B702513A 参考取付時間 0.5H 取　付 純正交換
商品内容 センターピースA、センターピースB、リヤピース

仕　様
センターピース：ステンレス、Ø45　リヤピース：ステンレス、Ø50 
テール：サークルタイプØ101、BATTLEZロゴ刻印　近接排気騒音82dB、加速走行騒音74dB
平成22年騒音規制適合プレート付

価　格 ￥64,000（税抜） 発売予定日 発売中 区　分 D

BATTLEZ マフラー ZS TC リヤスポーツカウル用
商品コード B702513ATC 詳　細 上記「BATTLEZ マフラー  ZS リヤスポーツカウル用」参照　チタンカラー仕様

価　格 ￥68,000（税抜） 発売予定日 発売中 区　分 D

JAOS マッドガード車種別取付キット リヤスポーツカウル用
車　種 ジムニー 適　応 JAOS リヤスポーツカウル付車 年　式 18.07-

商品コード B610518B 参考取付時間 1.5H 取　付 ボルトオン
商品内容 車種専用取付ブラケット、ボルトセット、型紙1台分（リヤ側のみ）

最低地上高 リヤ：235mm　※ベルトで吊らない状態で計測

仕　様

マッドガード本体は含みません。 ※1台分（前後）の取付けには別途「JAOS マッドガードⅢ 汎用 S サイズ」を1セットと
「JAOS マッドガードⅢ フロントセット ジムニー JB74系」を1セットご用意ください。
ボルト、ワッシャー、ナット類は本製品の付属品以外に「JAOS マッドガードⅢ 汎用 S サイズ」の付属品を一部使用します。
本製品に含まれている型紙を使用して「JAOS マッドガードⅢ 汎用 S サイズ」をカットした後
付属のボルト、ワッシャー、ナット、ブラケットを使用して車両に取付けます。

価　格 ￥5,000（税抜） 発売予定日 発売中 区　分 D
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タフな印象を与えるメタルアイテム
ジムニー JB64系用「JAOS フロントブッシュバー」＆「JAOS 牽引フック」

JAOS フロントブッシュバー
車　種 ジムニー JB64系 適　応 ALL 年　式 18.07-

商品コード B182513BK 参考取付時間 0.5H 取　付 ボルトオン
商品内容 ブッシュバー本体、ブラケット、ボルトセット 装着時寸法 ＋95mm

仕　様 ブッシュバー：ステンレス、Ø45、粉体塗装　ブラケット：ステンレス、粉体塗装

備　考
純正牽引フック（右側）は使用できなくなります。※左側はタイダウンのみ使用可能
「JAOS 牽引フック【品番：B328513FL】」と同時装着不可。
「JAOS フロントスポーツカウル【品番：B040513】」と同時装着可能。

価　格 ￥38,000（税抜） 発売予定日 8月下旬 区　分 D

JAOS 牽引フック 左（フロント / リヤ）
車　種 ジムニー JB64 / 74系 適　応 ALL 年　式 18.07-

商品コード フロント：B328513FL
リヤ：B328513RL 参考取付時間 0.5H 取　付 ボルトオン

商品内容 牽引フック、ボルトセット 備　考 ステンレス、6.0mm、ショットブラスト、電解研磨

備　考
平成21年外部突起規制不適合（競技専用）。「JAOS フロントスポーツカウル」と同時装着可能。
専用タイプの「JAOS マッドガードⅢ リヤセット」と同時装着不可。
純正アクセサリーの「マッドフラップセット」は装着未確認。

価　格 フロント：￥14,000（税抜）
リヤ：￥14,000（税抜） 発売予定日 8月下旬 区　分 D

ジムニー JB64 系用の「JAOS フロントブッシュバー」と「JAOS 牽引フック」を発売します。

「JAOS フロントブッシュバー」は、高品質なステンレスのバーにサテン粉体塗装を施し、耐食性、耐チッ

ピング性を高めたタフネス仕様。ボリューム感のあるアイテムですが、取付けはボルトオンで簡単に装着

することができます。ラギッドな印象でインパクトあるフロントビューを実現します。

「JAOS 牽引フック」は、6mm 厚のプレートが極限状態での牽引を可能とします。素材には錆や腐食に強

い高品質なステンレスを使用。さらに、表面処理を塗装ではなくショットブラスト＋電解研磨としたこと

により、美しい外観を長期間キープし続けます。メタルの質感がさり気ないドレスアップ効果を与えます。

JAOS フロントブッシュバー JAOS フロントブッシュバー

JAOS 牽引フック フロント 左（ジムニーシエラ JB74 系） JAOS 牽引フック リヤ 左（ジムニー JB64 系）
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タイヤサイズやホイール選択の幅が広がる
ハイラックス 125系用JAOS インナーフェンダー

ハイラックス 125 系用の「JAOS インナーフェンダー」を発売します。ボディサイズのわりに思いのほか

タイヤハウスに余裕がなく、装着できるタイヤホイールの選択肢が少ないハイラックス 125 系。「JAOS イ

ンナーフェンダー」は干渉部分を加工して広げることで、タイヤサイズやホイールの選択肢が増えるア

イテムです。カバーとなる本体は自動車の純正部品でも多く使われている PP（ポリプロピレン）で、3D 

CAD を使用した正確な数値設計により違和感のない装着を実現しました。内容は装着に必要な部品と詳細

な取付説明書、さらにフェンダー部の加工に必要な型紙も付属しているため、面倒な採寸作業などをする

ことなく確実に装着していただけます。ワンサイズアップの大径タイヤ「265 / 70 R17」とホイール「17 ×

8.0J ＋ 20」の組合せ、さらに純正タイヤサイズ「265 / 65 R17」でホイールをアウトセット（マイナス方向）

に変更した場合「17 × 8.0J ± 0」の装着を確認済み。ありそうでなかったお悩み解消アイテムです。

JAOS インナーフェンダー
車　種 ハイラックス 125系 適　応 ALL 年　式 17.09-

商品コード B138096F 参考取付時間 1.5H 取　付 要加工
商品内容 インナーフェンダー、ボルトセット、型紙

仕　様 インナーフェンダー：PP（ポリプロピレン）

備　考

装着実績サイズ
①【ホイール】17×8.0J +20【タイヤ】265 / 70 R17
②【ホイール】17×8.0J ±0 【タイヤ】265 / 65 R17 ※片側15mm以上のオーバーフェンダー装着が必要
「JAOS マッドガード」を同時装着する場合、本製品は機能を損なう可能性があります。
（本製品用の「JAOS マッドガード車種別取付キット」を今後発売する予定）

価　格 ￥14,000（税抜） 発売予定日 8月下旬 区　分 D
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ダブルフランジリムとフィン状リブで武装したTRIBEシリーズ第3弾
JAOS TRIBE CROSS（ジャオス トライブ クロス）

JAOS TRIBE CROSS
リム径 17inch リム幅 8.0J インセット ＋20、±0 P.C.D 139.7mm
HOLES 6 ハブ径 106.1mm 商品内容 ホイール、センターキャップ、エアバルブ

備　考 1ピース、ダブルフランジリム、鋳造、JWL、JWL-T、VIA P-800KG、VIA T-955KG、MAT PROCESS
60度テーパーナット使用。トヨタ純正空気圧警報システム（TPMS）装着可能。ジャオスロゴステッカー付属。

適合車種 プラド 150系、ハイラックス 125系、FJクルーザーなど
カラー略称 カラー名称 商品コード インセット 価　格 発売予定日 区　分

MGM マットガンメタリック
B952780MGM ＋20

￥45,000（税抜） 8月下旬 C
B952781MGM ±0

TGD チタニウムゴールド
B952780TGD ＋20
B952781TGD ±0

チタニウムゴールド マットガンメタリック

JAOS TRIBE シリーズ第 3 弾となる新作ホイール「JAOS TRIBE CROSS（ジャオス トライブ クロス）」を発売し

ます。国内外でトップシェアを誇るアルミホイールメーカー「ENKEI（エンケイ株式会社）」とタッグを組み

開発したこのホイールは、「TEAM JAOS」のラリーマシンにも装着できるスペックを実現するため、独自の

ノウハウを詰込みました。リムは成形技術「MAT PROCESS」により、鍛造ホイールに匹敵する強度を実現。

さらに、オフロードテイストを醸し出す「ダブルフランジリム」を採用し、ディスク外周には特徴的な形状

の「フィン状リブ」を配置。スポーティなデザインでありながら 4WD ＆ SUV のボディサイズに負けない力

強い足元を演出します。また、側面をえぐったような形状の 10 本スポークは、センターを落とし込んだコ

ンケイブ形状によって立体感が生まれ、見る角度によって様々な表情が楽しめます。カラーは、シックであ

わせやすい「マットガンメタリック」と、ラリーテイストが魅力の「チタニウムゴールド」を設定。「チタニ

ウムゴールド」は従来の艶消しカラーよりもさらにマットな質感を出すため特殊な塗料を使用し、タフなイ

メージを一段と引立てました。力強さと軽快さをクロスした新しい 4WD ＆ SUV 用ホイールが誕生しました。


