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TOYOTA LAND CRUISER PRADO2021/08_01

車両姿勢を補整するリフトアップスプリング Ti-Wを追加設定
プラド 150系用 BATTLEZ サスペンションシリーズ

「車両の標準姿勢を水平にしたい」というオーナー様のご要望にお応えする、プラド 150系用「BATTLEZ 
リフトアップスプリング Ti-W ver.B」を新たに追加しました。フロント約40mm、リヤ約20mmのリフト
アップ量でフラットに近いサイドビューを実現します。さらに、乗り心地と操縦安定性を高めるBATTLEZダ
ンパーと組み合わせたサスペンションセットも各種設定。BATTLEZならではのパフォーマンスを体感して
いだだけます。また、「柔らかいけどコシがある」という特性を持つチタン配合材を使用したコイルスプリ
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 リフトアップスプリング Ti-W ver.B(40/20)
車　種 プラド 150系 適　応 TX、TX-L 参考取付時間 2.0～2.5H

商品コード B732065B （ガソリン車）
B732066BB （ディーゼル車） 年　式 09.09-（ガソリン車）

15.06-（ディーゼル車） 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 カラー シルバー
車　高 【リフトアップ】フロント：40～45mm、リヤ：20～25mm

仕　様 【線径】フロント：15.0Φ（ガソリン車）・17.5Φ（ディーゼル車）、リヤ：16.0Φ
【バネレート】フロント：106N/mm（ガソリン車）・125N/mm（ディーゼル車）、リヤ：30N/mm

価　格 ￥55,000（税込￥60,500） 発売予定日 9月下旬 区　分 D

BATTLEZ サスペンションシリーズ ver.B(40/20)  一覧表
■ガソリン車

商品名 商品コード 適応 年式 価　格 区分
BATTLEZ リフトアップセット VFA ver.B(40/20) A732065B TX、TX-L 09.09- ￥127,000（税込￥139,700） D

BATTLEZ リフトアップセット VFCA ver.B(20)
A733065B TX、TX-L

09.09- ￥147,000（税込￥161,700） D
A733066BB TX（4.0L）

BATTLEZ VF-R リフトアップセット ver.B(20)
A743065B TX、TX-L

09.09- ￥340,000（税込￥374,000） F
A743066BB TX（4.0L）

BATTLEZ VF-R リフトアップセット コンプリート ver.B(20)
A741065B TX、TX-L

09.09- ￥370,000（税込￥407,000） F
A741066BB TX（4.0L）

■ディーゼル車
商品名 商品コード 適応 年式 価　格 区分

BATTLEZ リフトアップセット VFA ver.B(40/20) A732066BB TX、TX-L 15.06- ￥127,000（税込￥139,700） D
BATTLEZ リフトアップセット VFCA ver.B(20) A733066BB TX、TX-L 15.06- ￥147,000（税込￥161,700） D
BATTLEZ VF-R リフトアップセット ver.B(20) A743066BB TX、TX-L 15.06- ￥340,000（税込￥374,000） F
BATTLEZ VF-R リフトアップセット コンプリート ver.B(20) A741066BB TX、TX-L 15.06- ￥370,000（税込￥407,000） F

BATTLEZ リフトアップスプリング Ti-W ver.B(40/20) BATTLEZ リフトアップセット VFCA ver.B(40/20)



▲

NEWS RELEASE

JAOS CORPORATION
株式会社ジャオス

TEL. 0279-20-5511   FAX. 0279-20-5549   E-MAIL. info@jaos.co.jp

TOYOTA HILUX2021/08_02

剛性と高品質な質感を合わせ持つ「ABS製」に変更
現行型ハイラックス用JAOS フェンダーガーニッシュ type-X

ご好評いただいている現行型ハイラックス用「JAOS フェンダーガーニッシュ type-X」を、デザインは
そのままに安定した生産性と品質を実現するため「FRP製」から「ABS製」に変更しました。片側10mm
以内というタイトなサイズながら緻密なデザインによって存在感を発揮すると同時に、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します。お好みに合わせてカラーリングを楽しめる未塗装品と、
汎用性のあるオリジナルカラー「マットブラック（シボ塗装）」の塗装品を設定しました。

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 ALL 年　式 20.08- 参考取付時間 2.5～3.0H

商品コード B135098NP（未塗装品）、B135098MB（塗装品：マットブラック） 取　付 要加工
商品内容 フェンダーガーニッシュ（4ピース）、ダミーボルト（27個） 装着時寸法 全幅：＋20mm以内

仕　様 フェンダーガーニッシュ type-X：ABS（未塗装品／塗装品：マットブラック_シボ塗装）　
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り外しが必要。フロントバンパー内側に穴あけ加工が必要（左右 各2か所）。
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：税込￥550／1.0m　※1台分の取り付けには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：D134102　価格：税込￥3,300／30個セット　※1台分の取り付けには27個必要

価　格
B135098NP  （未塗装品） ￥68,000（税込￥74,800） 発売予定日 発売中
B135098MB  （塗装品：マットブラック） ￥84,000（税込￥92,400） 区　分 D

注　意
左右装着で保安基準（20mm 以内）の設計ですが、車両によっては車検証記載幅より20mm を超えてしまう場合が
あります。その場合は、構造変更手続きが必要となります。
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JAOS FLATRACK2021/08_03

日本製の信頼と機能性を兼ね備えた JAOS フラットラックシリーズ に
「1250×1920 レインモール用」&「ウォールバー」を追加設定

ご好評いただいてる JAOS フラットラックシリーズ に「JAOS フラットラック 1250×1920 レインモール用」と
「JAOS フラットラック オプション ウォールバー」を新たに追加しました。「JAOS フラットラック 1250×
1920 レインモール用」は、ランドクルーザー 70系／80系をはじめとするレインモール付車に装着可能な汎用
タイプ。本体は軽量かつ強固なアルミ押し出し材を採用し、車両重量の増加を抑えながらもハードユースを
想定したタフネス仕様です。また、「JAOS フラットラック オプション ウォールバー」は、本体のTスロットに
装着することで、用途に合わせたアレンジや自分好みのスタイルへ拡張することができます。

JAOS フラットラックセット 1250×1920 レインモール用 JAOS フラットラック オプション ウォールバー

JAOS フラットラックセット 1250×1920 レインモール用
適合車種 レインモール付車 参考取付時間 2.0～2.5H
商品コード B411610NM（1250×1920） 取　付 ボルトオン
商品内容 フラットラック本体（フロアバー×8）、フットセット×6、エンブレムステッカー×1
仕　様 【本体】素材：アルミ　カラー：黒アルマイト塗装　【エンブレムステッカー】素材：PVC 材（ハイボスカル）

サイズ 【本体＋フット】W1250mm×L1920mm×H180mm（厚さ：コーナーキャップ 39mm、アルミフレーム 32mm）
【エンブレムステッカー】85mm×18mm

備　考 ランドクルーザー 70系、ランドクルーザー 80系（記載車種 取り付け確認済み）
価　格 ￥120,000（税込￥132,000） 発売予定日 発売中 区　分 D

JAOS フラットラック オプション ウォールバー
商品コード B414301 商品内容 ウォールバー本体×1、ボルトナットセット×3、スペーサー×3 参考取付時間 0.5H

仕　様 素材：スチール、カラー：ブラック粉体塗装（半艶） 取　付 ボルトオン
価　格 ￥7,600（税込￥8,360） 発売予定日 9月下旬 区　分 D

安全にご使用いただくための注意事項
■取り付け作業は必ず2人以上で行ってください。また脚立などを使用する場合は、落下など十分注意してください。
■ボディーパネルやルーフなどが変形や破損する恐れがありますので、車両に手をついて体重をかけないでください。
■使用荷重の範囲内で使用してください(使用荷重：50kg)。
■自動車に当製品を装着した状態で荷物を積載し公道走行等する場合は、「道路交通法施行令第22条3項」に定める「積載物の大きさ」

を超えないよう注意してください。
■積載物は分散し、必ずロープやベルトなどで固定してください。また、ベースフットにはロープやベルトを掛けないでください。
■サンルーフ車へ装着する場合は当製品と接触しないか確認をしてください。
■月に一度、もしくは100km走行ごとを目安に緩みや破損がないか確認し、必要に応じて増し締めを行ってください。
■高さ、長さ制限、頭上障害物などに注意してください。
■洗車機の使用はできません。


