
▲

NEWS RELEASE

SUZUKI JIMNY2021/01_01

抜群の吸入効率と繰り返し使用できるトレードインタイプスポーツクリーナー
ジムニー JB64系用 BATTLEZ エアクリーナー

ウレタン3層構造による抜群の吸入効率と、洗浄することで繰り返し使用できるBATTLEZシリーズのロング

セラーアイテム「BATTLEZ エアクリーナー」に、ジムニー JB64系用を追加します。本体は純正品と交換する

だけのトレードインタイプ。表面に印字された BATTLEZ ロゴがスポーツマインドをかき立てます。

BATTLEZ エアクリーナー

車　種 ジムニー JB64系 適　応 ALL 年　式 18.07-

商品コード B730513 参考取付時間 0.5H 取　付 純正交換

仕　様 ウレタン（3層構造）、BATTLEZ ロゴ入り 備　考 中性洗剤で洗浄可能

価　格 ￥9,800（税抜） 発売予定日 発売中 区　分 D



▲

NEWS RELEASE

ORIGINAL GOODS2021/01_02

高級感を演出するヘアライン仕様
JAOS アソート ステッカー

人気のノベルティグッズに「JAOS アソート ステッカー」を追加しました。高級感を演出するヘアライン

仕様のフィルム素材にマットな質感のラミネート加工を施し、メタルテイストに仕上げました。おなじみの

JAOS と BATTLEZ ロゴに加え、今回は特別に「TEAM JAOS」ロゴも組み合わせました。クルマはもちろん、

お気に入りのアイテムなど、さまざまなところに貼ってお楽しみいただけます。

JAOS アソート ステッカー

商品コード B658001 仕　様 耐候性フィルム素材、ヘアライン仕様、マット PET ラミネート

サイズ ステッカーシート全体：138mm ×200mm

備　考 JAOS ロゴ×7、BATTLEZ ロゴ×7、TEAM JAOS ロゴ×2

価　格 ￥800（税抜） 発売予定日 発売中 区　分 F



▲

NEWS RELEASE

TOYOTA HILUX2020/12_01

新型ハイラックス用エクステリアアイテム
「JAOS フロントスキッドバー」＆「JAOS フェンダーガーニッシュ type-X」

マイナーチェンジした新型ハイラックス用の「JAOS フロントスキッドバー」と「JAOS フェンダーガーニッ

シュ type-X」を発売します。「JAOS フロントスキッドバー」は、バー本体と専用プレートのカラーによっ

て計 4 パターンの組み合わせが可能です。付属のフォグランプブラケットを使用して、「JAOS LED フォグ

ランプ 26C（別売）」が装着できます。「JAOS フェンダーガーニッシュ type-X」は、オリジナルダミーボル

トがサイドビューをワイルドに演出。コンパクトサイズながら緻密なデザインによって存在感を発揮します。

JAOS フロントスキッドバー
車　種 ハイラックス 125系 適　応 ALL 年　式 20.08-

商品コード 一覧表参照 取　付 ボルトオン 参考取付時間 1.0H

仕　様

バー / ポリッシュ：ステンレス（エンドキャップ：ABS、メッキ）Ø60.5、ポリッシュ
バー / ブラック：ステンレス（エンドキャップ：ABS）Ø60.5、ブラック粉体塗装

プレート / ブラスト：ステンレス、t2.5、ショットブラスト＋電解研磨
プレート / ブラック：ステンレス、t2.5、 ブラック粉体塗装

備　考
GRパーツ「フロントバンパーカバー」および「パフォーマンスダンパー」付車は装着不可。
フォグランプブラケット付 ※Ø160程度の中型ランプ2灯装着可能。フォグランプは付属しません。
「JAOS LED フォグランプ 26C」【品番：B560001（クリアー）、B560002（イエロー）】 ¥40,000（税抜）

価　格 ￥58,000（税抜） 発売予定日 発売中 区　分 D

画像は② B150098B（バー：ポリッシュ、プレート：ブラック）

JAOS フェンダーガーニッシュ type-X
車　種 ハイラックス 125系 適　応 20.08-専用 年　式 20.08-

商品コード B134098 参考取付時間 3.0H 取　付 要加工
商品内容 フェンダーガーニッシュ（6ピース）、ダミーボルト（28個）

仕　様 フェンダーガーニッシュ：FRP、未塗装、白ゲルコート　ダミーボルト：ABS、クロームメッキ

備　考

純正マッドガードの取外しが必要。フロントバンパー内側に穴あけ加工が必要。
付属のエンドモールカラーは「ブラック」です。オプションで「グレー」をご用意しています。

品番：G996002　価格：￥500 / 1.0m（税抜） ※1台分の取付けには7m必要
ダミーボルトはオプションで「ブラック」をご用意しています。

品番：D134002　価格：￥100 / 1個（税抜） ※1台分の取付けには28個必要
価　格 ￥68,000（税抜） 発売予定日 発売中 区　分 D

① B150098A
（バー：ポリッシュ、プレート：ブラスト）

② B150098B
（バー：ポリッシュ、プレート：ブラック）

③ B150098C
（バー：ブラック、プレート：ブラスト）

④ B150098D
（バー：ブラック、プレート：ブラック）

JAOS フェンダーガーニッシュ type-X



▲
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SUZUKI JIMNY2020/12_02

ドア開閉時に付きやすいドアハンドル部のひっかきキズを防止する
ジムニー JB23系、ジムニーシエラ JB33 / 43系用JAOS ドアハンドルプロテクター

ご好評をいだだいている「JAOS ドアハンドルプロテクター」シリーズに、ジムニー JB23 系、ジムニーシ

エラ JB33 / 43 系用を追加しました。ドア開閉時にうっかり付いてしまうドアハンドル部のひっかきキズや

汚れを防止します。車種のドアハンドル形状（くぼみ）に合わせてカットされた専用設計で、カーボン調

のデザインがドアハンドル部をスポーティにドレスアップ。強力な粘着面で接着するため、簡単に剥がれ

ることなくしっかり貼付けることができます。

JAOS ドアハンドルプロテクター
車　種 ジムニー JB23系、ジムニーシエラ JB33 / 43系 年　式 98.01-18.02 商品コード B636512
取　付 両面テープ貼付け 商品内容 フロントドア用2枚 参考取付時間 カーボン調PVC材 参考取付時間 0.5H

備　考

リヤバックドア部は付属していません。
水貼り（霧吹きを使用する貼り方）は、製品が変色（白化）するおそれがあるため絶対にしないでください。
ワックスやコーティング剤などのケミカル製品およびガソリンやシンナーなどの溶剤が付着すると、シミや膨
れが発生する原因となります。誤って付着した場合はすぐに拭き取ってください。
高圧洗浄やスチーム洗浄などにより剥がれや浮きが生じる場合がありますのでご注意ください。

価　格 ￥4,000（税抜） 発売予定日 発売中 区　分 F
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NEWS RELEASE

SUZUKI HUSTLER2020/12_03

遊び心を刺激する
新型ハスラー専用アイテム一挙リリース

新型ハスラー専用のアイテムを一挙にリリースします。進化した新型ハスラーの魅力を引き出すジャオス

ならではのアイテムを設定しました。オンもオフも楽しくなる頼もしいパートナーに仕立てます。

らしいワイルドなシルエットを実現

する「BATTLEZ リフトアップスプリン

グ Ti-W」。リフトアップ量は約 25mm で、車高の変

化によるキャンバー角を補整する「ストラットボル

ト」を付属しています。さらに、ホーシングのずれ

を補整する「BATTLEZ  ラテラルロッド リヤ」も設定。

乗り心地をワンランク上げる専用設計の「BATTLEZ 

ダンパー type-S」は現在最終調整段階で、2021 年

春頃発売予定です。

エクステリアにギア感を与える「JAOS フェンダーガーニッシュ type-X」は、オリジナルダミーボルトに

よってサイドビューをワイルドに演出。コンパクトサイズながら緻密なデザインによって存在感を発揮し

ます。リヤビューに鮮やかなチタンカラーが映える「BATTLEZ マフラー ZS-Ti」は、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が楽しめます。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 リフトアップスプリング Ti-W（4WD 用） BATTLEZ  ラテラルロッド リヤ

BATTLEZ ダンパー type-S（2021 年春頃発売予定）

JAOS フェンダーガーニッシュ type-X BATTLEZ マフラー ZS-Ti

SUV
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SUZUKI HUSTLER2020/12_03

JAOS フェンダーガーニッシュ type-X
車　種 ハスラー MR52S / 92S系 適　応 ALL 年　式 20.01-

商品コード B134536 参考取付時間 2.5H 取　付 ボルトオン
商品内容 フェンダーガーニッシュ（6ピース）、ダミーボルト（26個）

仕　様 フェンダーガーニッシュ：FRP、未塗装、白ゲルコート　ダミーボルト：ABS、クロームメッキ

備　考

専用タイプ「JAOS マッドガードⅢ」品番：B62#536F（フロント）、B62#536R（リヤ）同時装着可能。
付属のエンドモールカラーは「ブラック」です。オプションで「グレー」をご用意しています。

品番：G996002　価格：￥500 / 1.0m（税抜） ※1台分の取付けには6m必要
ダミーボルトはオプションで「ブラック」をご用意しています。

品番：D134002　価格：￥100 / 1個（税抜） ※1台分の取付けには26個必要
価　格 ￥50,000（税抜） 発売予定日 1月上旬 区　分 D

BATTLEZ リフトアップスプリング Ti-W
車　種 ハスラー MR52S / 92S系 適　応 4WD、2WD 年　式 20.01-

商品コード B732536A（4WD用）
B732536B（2WD用） 参考取付時間 2.5H 取　付 純正交換

商品内容 フロントコイルスプリング、リヤコイルスプリング、フロントストラットボルト カラー シルバー
車　高 リフトアップ　フロント：20～25mm、リヤ：25～30mm

仕　様 【線径】フロント：Ø10.0、 リヤ：Ø10.5　【バネレート】フロント：17.5N/mm、リヤ：15.0N/mm
※2WD車はリヤ側20.0N/mm

備　考

ヘタリ保証付帯。各自動車メーカーの運転支援システムや衝突回避システムなどの安全装備は、車高が変わることによっ
てレーダー、カメラ、センサーなどが誤認識、誤作動を起こす可能性があります。
弊社リフトアップ（またはローダウン）サスペンション装着による車高変化に伴うそれらシステムの誤作動、および誤作
動による事故につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

価　格 ￥41,000（税抜） 発売予定日 発売中 区　分 D

BATTLEZ  ラテラルロッド リヤ
車　種 ハスラー MR52S / 92S系 適　応 4WD 商品コード B781536R 年　式 20.01-

参考取付時間 0.5H 取　付 純正交換 商品内容 リヤラテラルロッド
仕　様 スチール、シルバー塗装、ターンバックル調整式、調整範囲：全長＋20m（純正値）
価　格 ￥20,000（税抜） 発売予定日 発売中 区　分 D

BATTLEZ マフラー ZS-Ti
車　種 ハスラー MR52S / 92S系 適　応 4AA-MR52S（4WD、ターボ車） 年　式 20.01-

商品コード B702536T 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、ガスケット、ボルト、ナット、マフラーリング

仕　様
センターピース、リヤピース：ステンレス、Ø50.8　テール：チタン、Ø90.0（BATTLEZブラストロゴ入り）
近接排気騒音81dB　加速走行騒音76dB
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：JQR10202112

備　考
ハスラー「4AA-MR52S（2WD、ターボ車）」＆「5AA-MR92S（NA車）」装着不可。
フレアクロスオーバー「4AA-MS52S（4WD、ターボ車）」装着可能。
フレアクロスオーバー「4AA-MS92S（NA車）」装着不可。

価　格 ￥55,000（税抜） 発売予定日 発売中 区　分 D
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WHEEL2020/12_04

コンパクトカー用オフロードホイール
JAOS ADAMAS MIL-8（ジャオス アダマス ミルエイト）

JAOS 初のコンパクトカー用４H ホイール「JAOS ADAMAS MIL-8」を発売します。オフロードらしいサークルホ

ールデザインにラギッド感を付け加えた新しいホイールです。どんなボディカラーにもマッチするマットガンメ

タリックと、汎用性の高いサイズによって幅広いコンパクトカーへの装着が可能。足元をワイルドに演出します。

JAOS ADAMAS MIL-8
商品コード B904445MGM リム径 14inch リム幅 4.5J インセット ＋45

P.C.D 100.0mm HOLES 4 ハブ径 67mm カラー マットガンメタリック
商品内容 ホイール、センターキャップ、エアバルブ 適合車種 新型ハスラー（MR52S / 92S系） など

備　考 1ピース、ノーマルリム、鋳造、JWL、JWL-T、VIA P-500KG、VIA T-495KG　60度テーパーナット使用。
価　格 ￥18,000(税抜） 発売予定日 発売中 区　分 C
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ORIGINAL GOODS2020/12_05

ドレスアップの満足度を高める
JAOS エンブレム ハイボスカル

ドレスアップの満足度を高める「JAOS エンブレム ハイボスカル」を発売します。材質には耐候性・耐水性

に優れた特殊樹脂「ハイボスカル」を採用。一般的なステッカーで多い日焼けによる劣化の心配もなく、雨

や洗車など水にも耐えるタフネス仕様です。どこに貼っても馴染みやすい独特の質感のため、クルマのエク

ステリアやインテリア、さらにお気に入りのアイテムなど、好きなところに貼ってお楽しみいただけます。

JAOS エンブレム ハイボスカル
商品コード B640101 仕　様 PVC材（ハイボスカル） サイズ 125mm×30mm

備　考
ワックスやコーティング剤などのケミカル製品およびガソリンやシンナーなどの溶剤が付着すると、シミ
や膨れが発生する原因となります。誤って付着した場合はすぐに拭き取ってください。
高圧洗浄やスチーム洗浄などにより剥がれや浮きが生じる場合がありますのでご注意ください。

価　格 ￥2,000（税抜） 発売予定日 発売中 区　分 F
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