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サイド＆リヤビューを力強く演出する
プラド 150系用「JAOS フェンダーガーニッシュ type-X」＆「BATTLEZ マフラー ZS」

多くのリクエストにお応えして、プラド 150系用「JAOS フェンダーガーニッシュ type-X」と「BATTLEZ 
マフラー ZS」を発売します。「JAOS フェンダーガーニッシュ type-X」は、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。また、「BATTLEZ マフラー ZS」は、「BATTLEZ テールパイプフィニッシャ―」の
レーシーな雰囲気はそのままに、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。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
車　種 プラド 150系 適　応 ガソリン車（3BA-TRJ150W） 年　式 20.08- 参考取付時間 0.5H

商品コード B702065 商品内容 リヤピース、ガスケット、ボルト 取　付 純正交換

仕　様 オールステンレス（フランジ含） ：メインパイプ部60.5Φ、テール砲弾101.6Φ、BATTLEZロゴ刻印
近接排気騒音84dB　加速走行騒音70dB　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：JQR10211084

価　格 ￥50,000（税込￥55,000） 発売予定日 発売中 区　分 D

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

JAOS フェンダーガーニッシュ type-X
車　種 プラド 150系 年　式 17.09- 参考取付時間 2.5H 取　付 要加工

適　応 B135067NP  （未塗装品） ALL
B135067MB  （塗装品：マットブラック） 純正マッドガード装着車

商品コード B135067NP（未塗装品）、B135067MB（塗装品：マットブラック）
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） 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、塗装品の設定あり）
ダミーボルト：ABS、クロームメッキ

備　考
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28個必要

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。

価　格 B135067NP  （未塗装品） ￥68,000（税込￥74,800）
B135067MB  （塗装品：マットブラック） ￥84,000（税込￥92,400）

発売予定日 10月上旬
区　分 D
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話題のコンパクトSUVをジャオススタイルに仕上げる
ヤリス クロス専用アイテム 続々登場

2020年8月のデビュー以降、コンパクトSUV市場を牽引し続ける「ヤリス クロス」の魅力をさらに引き出す
ジャオスならではのアイテムを発売します。オンもオフも楽しくなる頼もしいクルマに仕立てます。

■JAOS フェンダーガーニッシュ type-X ■BATTLEZ リフトアップスプリング Ti-W ガソリン 4WD用

■BATTLEZ マフラーカッター Ti チタンテール

ガソリン 4WD用 E-Four用 ハイブリッド＆ガソリン 2WD用
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BATTLEZ マフラーカッター Ti
車　種 ヤリス クロス 年　式 20.08- 参考取付時間 0.2H 取　付 ボルトオン

適　応 ガソリン 4WD（5BA-MXPB15）、E-Four（6AA-MXPJ15）、
ハイブリッド 2WD（6AA-MXPJ10）、ガソリン 2WD（5BA-MXPB10）

商品コード B720002T（ガソリン 4WD）、B720003T（E-Four）、B720004T（ハイブリッド＆ガソリン 2WD）
商品内容 マフラーカッター、固定バンド
仕　様 マフラーカッター本体：ステンレス　テール部：チタン、90Φ、BATTLEZブラストロゴ
備　考 ハイブリッド＆ガソリン 2WD共通
価　格 ￥22,000（税込￥24,200） 発売予定日 10月上旬 区　分 D

TOYOTA YARIS CROSS2021/09_02（2/2）

BATTLEZ マフラー Tiシリーズにも採用実績がある90Φチタン製テールを採用した「BATTLEZ マフラーカッター Ti」。
純正マフラーの性能や音質・音量などはそのままに、マフラーの先端に専用の固定バンドを使用して簡単に装着できる
ドレスアップパーツです。DIYでの取り付け作業も想定した図解式の説明書を付属しています。また、気になる車検時の
心配も不要です。

BATTLEZ リフトアップスプリング Ti-W
車　種 ヤリス クロス 適　応 ガソリン 4WD 参考取付時間 3.0～3.5H

商品コード B732180A 年　式 20.08- 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：25～30mm、リヤ：20～25mm
仕　様 【線径】フロント：13.5Φ、リヤ：13.5Φ　【バネレート】フロント：25.5N/mm、リヤ：48N/mm
価　格 ￥42,000（税込￥46,200） 発売予定日 10月下旬 区　分 D

★2WD用【今冬リリース予定】

フロント約25mm、リヤ約20mmのリフトアップ量により、SUV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」。チタン配合材を使用したコイルスプリングは「柔らかいけどコシがある」という特性を持ち、
乗り心地と操縦安定性を両立します。また、長期間の使用でも安心のヘタリ保証を付帯しています。

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する「JAOS フェンダーガーニッシュ type-X」。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 ヤリス クロス 適　応 ALL 年　式 20.08- 参考取付時間 3.0H

商品コード B135180NP（未塗装品）、B135180MB（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（6ピース）、ダミーボルト（25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、塗装品の設定あり）
ダミーボルト：ABS、クロームメッキ

備　考

フロントバンパー内側（左右 各1か所）とリヤフェンダー内側（左右 各1か所）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：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25個必要
※トヨタチームメイト［アドバンストパーク（パノラミックビューモニター付）］付車不可

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。

価　格 B135180NP  （未塗装品） ￥58,000（税込￥63,800）
B135180MB  （塗装品：マットブラック） ￥78,000（税込￥85,800）

発売予定日 発売中
区　分 D
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SUBARU FORESTER2021/09_03

リヤビューを力強く演出する新規制対応マフラー
フォレスター SK＃系用 BATTLEZ マフラー ZS-W TC 新発売

現行モデルのフォレスター用「BATTLEZ マフラー ZS-W TC」を発売します。左右2本出しサークルテール
のハイクオリティなフルステンレス製マフラーに、チタンカラーコーティングを施したドレスアップ仕様。
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-W TC
車　種 フォレスター SK＃系 適　応 4BA-SK5 年　式 20.10- 参考取付時間 1.0H

商品コード B701744TC 取　付 純正交換
商品内容 リヤピース左右、ガスケット、ボルト、ナット

仕　様
リヤピース：ステンレス、50Φ　テール：サークルタイプ、101Φ　BATTLEZロゴ刻印、チタンカラー仕様
近接排気騒音81dB　加速走行騒音77dB　
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：JQR20212089

価　格 ￥88,000（税込￥96,800） 発売予定日 発売中 区　分 D
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ORIGINAL GOODS2021/09_04

ご好評につき専用アイテムを追加
JAOS フューエルリッドプロテクター 新発売

ご好評いただいているJAOS プロテクターシリーズに「JAOS フューエルリッドプロテクター」を新たに
追加しました。うっかり付いてしまうキズからフューエルリッドをしっかりガードするプロテクターです。
フューエルリッドの形状に合わせた専用設計で、シンプルなカーボン調のデザインがさり気なくSUVテイストを
高めます。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 フューエルリッドプロテクター
車　種 一覧表参照 適　応 一覧表参照 年　式 一覧表参照

商品コード 一覧表参照 参考取付時間 0.5H 取　付 両面テープ貼り付け
商品内容 フューエルリッド用 1枚 仕　様 カーボン調PVC材
価　格 ￥5,000（税込￥5,500） 発売予定日 発売中 区　分 F

車　種 商品コード 年　式 適　応
プラド 150系 B633065 09.09- ALL
ハイラックス 125系 B633096 17.09- ALL
ハイエース 200系 B633201 04.08- ALL
デリカ D:5 19+ DIESEL B633304 19.02- ALL
デリカ D:5 B633304 07.01- ALL
ジムニー JB64系 B633513 18.07- ALL
ジムニー シエラ JB74系 B633513 18.07- ALL

プラド 150系 ハイラックス 125系

デリカ D:5

ハイエース 200系

ジムニー JB64系／ジムニー シエラ JB74系


