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TOYOTA YARIS CROSS2021/03_01

汎用マッドガードの装着を容易にする
ヤリス クロス用マッドガード車種別取付けキット

話題のコンパクトSUV、ヤリス クロス用の「JAOS マッドガード車種別取付キット」を発売します。この
製品は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、取り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。前後に装着する場合は別途「JAOS マッド
ガードⅢ 汎用 Mサイズ」が2セット必要です。

JAOS マッドガード車種別取付キット
車　種 ヤリス クロス 適　応 ALL 年　式 20.08-

商品コード B610180 参考取付時間 1.5H 取　付 要加工
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
最低地上高 フロント：110mm　リヤ：150mm　※ベルトで吊らない状態

備　考

リヤフェンダー、リヤインナーカバーの穴あけ加工が必要。マッドガード本体は含みません。
1台分（前後）の取り付けには別途「JAOS マッドガードⅢ 汎用 Mサイズ」が2セット必要です。
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 M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 Mサイズ」をカットし、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り付けます。

価　格 ￥5,000（税抜） 発売予定日 5月中旬 区　分 D
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SUZUKI JIMNY SIERRA2021/03_02

ご好評につき専用アイテムを追加
ジムニー シエラ JB74系用 JAOS オーバーフェンダープロテクター リヤ

ご好評いただいている JAOS プロテクターシリーズに、ジムニー シエラ JB74系用の「JAOS オーバー
フェンダープロテクター リヤ」を新たに追加しました。前輪から跳ね上がる飛び石や砂利でキズが付き
やすいリヤオーバーフェンダーをしっかりガードするプロテクターです。形状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スポーティな印象を与えます。また、強力な両面テープにより
しっかり貼り付けることができます。

JAOS オーバーフェンダープロテクター リヤ
車　種 ジムニー シエラ JB74系 適　応 ALL 年　式 18.07-

商品コード B632518 参考取付時間 0.5H 取　付 両面テープ貼り付け
商品内容 オーバーフェンダー リヤ用 左右 仕　様 カーボン調PVC材
価　格 ￥8,000（税抜） 発売予定日 発売中 区　分 F
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SUZUKI HUSTLER2021/03_03

お待たせしました
新型ハスラーBATTLEZ サスペンションシリーズ新発売

2020年12月にリリースした新型ハスラー「BATTLEZ リフトアップスプリング Ti-W」に続き、「BATTLEZ 
ダンパー S」を発売します。また、リフトアップスプリングとダンパーを組み合わせた「BATTLEZ リフト
アップセット S」も設定。乗り心地の良さと高いスタビリティを両立し、SUVらしいワイルドなシルエットを
実現します。純正コイルと組み合わせることも可能なため、車高を変えずにスポーツダンパーらしいしっかりと
した走りが楽しめます。また、コイルスプリングには長期間の使用でも安心のヘタリ保証を付帯しています。

BATTLEZ ダンパー S
車　種 ハスラー MR52S / 92S系 適　応 ALL 年　式 20.01-

商品コード B774536 参考取付時間 1.5～2.0H 取　付 純正交換
商品内容 フロントダンパー、リヤダンパー カラー シルバー

仕　様
【タイプ】フロント・リヤ：低圧ガス式ツインチューブダンパー　【減衰力調整】フロント・リヤ：固定式
【減衰力】フロント：伸側10%、圧側5%（0.3m/sec/純正比）リヤ：伸側12%、圧側0%（0.3m/sec/純正比）
【ストローク】フロント＋22mm、リヤ＋16mm　【ボディ径】フロントØ45.0、リヤØ38.6　
【ピストン径】フロントØ30.0、リヤØ25.0

価　格 ￥58,000（税抜） 発売予定日 5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【4WD】B732536A　【2WD】B732536B 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

価　格 ￥41,000（税抜） 発売予定日 発売中 区　分 D

BATTLEZ リフトアップセット S
車　種 ハスラー MR52S / 92S系 適　応 4WD、2WD 年　式 20.01-

商品コード【4WD】A732536A　【2WD】A732536B 参考取付時間 3.0H 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、フロントダンパー、リヤダンパー
仕　様 各パーツ参照
価　格 ￥90,000（税抜） 発売予定日 5月上旬 区　分 D

BATTLEZ リフトアップスプリング Ti-W（4WD用） BATTLEZ ダンパー S

リフトアップによるホーシングのずれを適正値に戻す
「BATTLEZ ラテラルロッド リヤ (4WD用)」好評発売中

￥20,000（税抜）

※ヘタリ保証付帯（コイルスプリングのみ）。
※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。
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ORIGINAL GOODS2021/03_04

足をぶつけやすい内張りパネルをガードする
JAOS ドアインナープロテクター

車内のドレスアップアイテムとして「JAOS ドアインナープロテクター」を発売します。乗車中や降車時に
足をぶつけやすいドア内張りパネルをしっかりガードするプロテクターです。狭いところにも貼れる汎用性の
高いサイズとレザー調のデザインによって違和感なくマッチします。また、強力な両面テープにより
しっかり貼り付けることができます。

JAOS ドアインナープロテクター
商品コード B634001 仕　様 レザー調PVC材
商品内容 汎用プロテクター左右（片側 6枚綴り＋JAOSエンブレム） 取　付 両面テープ貼り付け

適合車種 プラド 150系・ハイラックス 125系・RAV4・デリカ D:5 19+ DIESEL・ジムニー JB64系/JB74系・
ハスラー MR52S/92S系 など（記載車種 装着確認済み）

価　格 ￥8,000（税抜） 発売予定日 4月上旬 区　分 F


