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特殊な材料を贅沢にブレンドした
ランドクルーザー 70系用BATTLEZ クラッチディスク

ランドクルーザー 70 系用「BATTLEZ クラッチディスク」を発売します。一般的な量産品ではなかなか使

用できない特殊な材料を贅沢にブレンドしたメタル材によって、純正以上の耐フェード性を実現し、クラ

ッチ滑りの改善も期待できます。また、純正クラッチカバーの使用を前提に設計しているため、強化クラ

ッチへの交換でウィークポイントとなる「クラッチペダルの重さ」がなく、純正に近い扱いやすさでシテ

ィユースからスポーツ走行まで幅広いシーンに対応します。AXCR（アジアクロスカントリーラリー）に参

戦した TEAM JAOS のラリーカー（ハイラックス）にも同等品を装着し、過酷な使用状況でも破損すること

なく無交換で走破することができたハイクオリティなチューニングパーツです。

BATTLEZ クラッチディスク
車　種 ランドクルーザー 適　応 ALL（GRJ7#） 年　式 14.08-15.07

商品コード B826241 参考取付時間 5.0H 取　付 純正交換
商品内容 クラッチディスク 仕　様 特殊メタル材

備　考
新品の純正クラッチカバー（または同等品）と必ず合わせて取替えてください。
強化カバーと同時装着した場合、ディスクが破損する恐れがあります。
取付けによってクラッチペダルの踏み心地および踏みしろが変化する可能性があります。

価　格 ￥76,000（税抜） 発売予定日 10月上旬 区　分 D
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JAOS AERO ITEM2020/9_02

リクエストにお応えして
JAOS エアロアイテムの塗装品を発売します

4WD ＆ SUV 専用のドレスアップアイテムとしてご好評いただいている「JAOS エアロアイテム」。このたび

多くのリクエストにお応えして、JAOS エアロアイテムの塗装品を発売します。カラーはどんなボディカラ

ーでも合わせやすいマットブラック（シボ塗装）で、素地のような質感がワイルドな印象を与えます。塗

装作業は自動車の純正用品を取扱う専門工場で行うため、高品質で安定した供給が可能です。塗装の手間

が省け、パーツが届いてすぐに取付けすることができます。設定アイテムは下記のリストをご覧ください。

塗装設定アイテム一覧 ※カラーはすべてマットブラック
車　種 品　名 商品コード 材　質 価　格

ジムニー JB64系
JAOS フロントスポーツカウル B040513MB ウレタン ￥64,000（税抜）
JAOS リヤスポーツカウル B042513MB ウレタン ￥90,000（税抜）
JAOS フロントグリル B060513MB FRP ￥48,000（税抜）

ジムニーシエラ JB74系
JAOS フロントスポーツカウル B040518MB ウレタン ￥70,000（税抜）
JAOS リヤスポーツカウル B042518MB ウレタン ￥94,000（税抜）
JAOS フロントグリル B060513MB FRP ￥48,000（税抜）

デリカ D:5 19+ DIESEL JAOS フロントグリル B060306MB FRP ￥80,000（税抜）
区分：D

JAOS フロントスポーツカウル ジムニー JB64 系 JAOS リヤスポーツカウル ジムニー JB64 系

JAOS フロントスポーツカウル ジムニー JB74 系 JAOS リヤスポーツカウル ジムニー JB74 系

JAOS フロントグリル ※画像はジムニー JB64 系用 JAOS フロントグリル デリカ D:5 19+ DIESEL
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新型ハイラックス用スポーツマフラー
「BATTLEZ マフラー ZS-2 / ZS-2 TC」＆「ZS-S / ZS-S TC」

マイナーチェンジした新型ハイラックス用の「BATTLEZ マフラー ZS-2 / ZS-2 TC」と「BATTLEZ マフラー 

ZS-S / ZS-S TC」を発売します。「BATTLEZ マフラー ZS-2」は片側 2 本出しサークルテール。「BATTLEZ マ

フラー ZS-S」は米国などのピックアップトラックでは定番スタイルのサイド出しサークルテール。さらに、

チタンカラーコーティングを施したドレスアップ仕様の「ZS-# TC」も設定しました。本体はどれもハイク

オリティなフルステンレス製で、スポーツマインドを高める BATTLEZ ロゴの刻印入りです。スポーツマフ

ラーらしい抑えが効いた小気味良いサウンドと軽快な吹け上がりをお楽しみいただけます。新騒音規制を

クリアした認定機関発行の証明プレート付で、車検時の不安もなく安心してご使用いただけます。

BATTLEZ マフラー ZS-2 TC
車　種 ハイラックス 適　応 ALL 商品コード B701098TC 年　式 20.08-

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、リヤピース
仕　様 上記「BATTLEZ マフラー ZS-2」参照、チタンカラーテール
備　考 「JAOS バンパーダウンブラケット リヤ ハイラックス 125系（品番：B318096）」同時装着不可
価　格 ￥86,000（税抜） 発売予定日 発売中 区　分 D

BATTLEZ マフラー ZS-2 TC 装着アップ BATTLEZ マフラー ZS-S 装着全体

BATTLEZ マフラー ZS-S
車　種 ハイラックス 適　応 ALL 商品コード B708098 年　式 20.08-

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、リヤピース

仕　様
センター / リヤピース：ステンレス、Ø60.5　テール：ステンレス、サークルタイプ（Ø101）
BATTLEZロゴ刻印、右向きサイド出し　近接排気騒音74dB　加速走行騒音72dB
平成22年騒音規制適合プレート付　性能等確認済表示内容：JQR10202116

価　格 ￥68,000（税抜） 発売予定日 発売中 区　分 D

BATTLEZ マフラー ZS-2
車　種 ハイラックス 適　応 ALL 商品コード B701098 年　式 20.08-

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、リヤピース

仕　様
センター / リヤピース：ステンレス、Ø60.5　テール：ステンレス、サークルタイプ（Ø101×2）
BATTLEZロゴ刻印　近接排気騒音74dB　加速走行騒音74dB
平成22年騒音規制適合プレート付　性能等確認済表示内容：JQR10202117

備　考 「JAOS バンパーダウンブラケット リヤ ハイラックス 125系（品番：B318096）」同時装着不可
価　格 ￥78,000（税抜） 発売予定日 発売中 区　分 D

BATTLEZ マフラー ZS-S TC
車　種 ハイラックス 適　応 ALL 商品コード B708098TC 年　式 20.08-

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、リヤピース
仕　様 上記「BATTLEZ マフラー ZS-S」参照、チタンカラーテール
価　格 ￥72,000（税抜） 発売予定日 発売中 区　分 D

TOYOTA HILUX2020/10_01
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リヤビューにアクセントを加える
デリカ D:5用JAOS ルーフスポイラー type-B

デリカ D:5 用の「JAOS ルーフスポイラー type-B」を発売します。スクエアな形状が特徴的なデリカ D:5

のリヤビューを、最小限のボリュームでスポーティに演出。初期モデルから新型の 19+ DIESEL まで装着す

ることができます。また、お好みに合わせてカラーリングを楽しめる未塗装品とは別に、塗装品の「マッ

トブラック（シボ塗装）」も設定。どんなボディカラーでも合わせやすく、素地のような質感がワイルドな

印象を与えます。塗装の手間が省け、パーツが届いてすぐに取付けすることができます。

JAOS ルーフスポイラー type-B
車　種 デリカ D:5 適　応 ALL 年　式 07.01-

商品コード 未塗装品：B058304B
塗装品（マットブラック）：B058304BMB 参考取付時間 1.5H 取　付 要加工

仕　様 ルーフスポイラー（未塗装）：FRP、白ゲルコート ※塗装対応あり「マットブラック（シボ塗装）」

備　考 「JAOS ルーフスポイラー type-A」【品番：B058304】から本製品に変更する場合は、新たに2箇所の穴あ
け加工と2箇所の長穴加工が必要。「JAOS リヤラダーⅡ」【品番：B23#304#Z】と同時装着可能。

価　格 未塗装品：￥48,000（税抜）
塗装品（マットブラック）：￥66,000（税抜） 発売予定日 11月上旬 区　分 D

MITSUBISHI DELICA D:52020/10_02


