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新型ランドクルーザー 300系用 エクステリアアイテム
「JAOS フロントバンパーガード」＆「JAOSフェンダーガーニッシュ type-X」 新発売

東京オートサロン2022でお披露目して以降、多くの問い合わせをいただいていた新型ランドクルーザー 300
系用の「JAOS フロントバンパーガード」と「JAOS フェンダーガーニッシュ type-X」を発売します。

JAOS フロントバンパーガード
車　種 ランドクルーザー 300系 適　応 ZX 年　式 21.08- 参考取付時間 2.5～3.0H

商品コード B016051NP（未塗装品）、B016051MB（塗装品：マットブラック＋シルバーメタリック）
商品内容 フロントバンパーガード本体、角型LEDランプ（4個）、配線セット、JAOSエンブレム、ハイボスカルステッカー
仕　様 本体：ABS（未塗装品、塗装品の設定あり） 取　付 ボルトオン 装着時寸法 全長：約＋38mm

備　考
GR SPORT、VX、AX、GX 装着不可。
※本製品に使用しているランプは「その他灯火類」の基準を満たしている車検適合品です。
※未塗装品については塗装が必要です。

価　格 B016051NP （未塗装品） ￥84,000（税込￥92,400）
B016051MB （塗装品：マットブラック＋シルバーメタリック） ￥98,000（税込￥107,800）

発売予定日 4月上旬
区　分 D

「JAOS フロントバンパーガード」は、迫力ある純正フロントグリルのデザインを活かし、シンプルなデザインの
中にも圧倒的な存在感を演出するスタイルに仕上げました。さらに、本体に埋め込んだ4つのLEDランプが
フロントフェイスにアクセントを与えるとともに、ワンランク上の高級感を演出します。LEDランプは「その他
灯火類」の基準を満たしている車検適合品です。法規上の心配をすることなく装着していただけます。
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「JAOS フェンダーガーニッシュ type-X」は、片側10mm未満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します。車体へボルト留めしたように見える部分は、ボルトヘッドをイメージしたオリジナル
ダミーボルト。フェンダー表面に穴を開けることなく装着することができます。「JAOS フロントバンパーガード」、

「JAOS フェンダーガーニッシュ type-X」ともに、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 ランドクルーザー 300系 適　応 ZX、GR SPORT 年　式 21.08- 参考取付時間 2.5H

商品コード 一覧表参照 取　付 要加工 装着時寸法 全幅：＋20mm未満
商品内容 フェンダーガーニッシュ本体（8ピース）、ダミーボルト（32個）
仕　様 本体：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

純正マッドガード 装着可。
JAOS マッドガードⅢ 装着可（純正マッドガードの取り外しが必要）。
　※「JAOS マッドガード車種別取付キット」 3月発売予定。
VX、AX、GX 装着不可。
モデリスタエアロパーツ付車 装着不可。
フロントフェンダーライナーとリヤバンパー内側に穴あけ加工が必要（各1ヵ所）。
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　定価：￥500（税込￥550）／1.0m　※1台分の取り付けには8m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　定価：￥3,000（税込￥3,300）／32個セット　※1台分の取り付けには32個必要
※未塗装品については塗装が必要です。

注　意 左右装着で保安基準（20mm未満）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 一覧表参照 発売予定日 4月上旬 区　分 D

適　応 ZX GR SPORT
商品コード B135051NP B135051MB B135052NP B135052MB

備　考 未塗装品 塗装品：マットブラック 未塗装品 塗装品：マットブラック
価　格 ￥94,000（税込￥103,400） ￥114,000（税込￥125,400） ￥94,000（税込￥103,400） ￥114,000（税込￥125,400）
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未塗装のまま装着できるAESカーボン調仕様
ジムニー JB64系、ジムニー シエラ JB74系用 エクステリアアイテム 追加設定

ご好評いただいているジムニー JB64系、ジムニー シエラ JB74系用「JAOS フロントグリル」「JAOS ボンネット
ディフレクター」「JAOS リヤハッチパネル」のデザインはそのままに、カーボン調を新たに追加しました。
本体に使用しているAES 樹脂は、ABS 樹脂の特性である剛性・耐衝撃性・耐熱性に加え、耐候性も併せ
持つことにより未塗装のまま装着していただけます。また、カーボン調の織柄が入ったAES樹脂を成形する
ことで、プレスラインにリアルな表情を与えると同時にスポーティな印象に仕上げます。

JAOS フロントグリル カーボン調
車　種 ジムニー JB64系、ジムニー シエラ JB74系 適　応 ALL 年　式 18.07-

商品コード B061513CL 参考取付時間 0.5H 取　付 純正交換
商品内容 フレーム、インナーパーツ、メッシュネット（取り付け済み）
仕　様 本体：AES（カーボン調）、インナーパーツ：AES（カーボン調）　メッシュネット：アルミ、コーティング

備　考
ジムニー JB64系、ジムニー シエラ JB74系 共用。
※商品画像内のエンブレムは別売りです。【JAOS エンブレムアルミ】商品コード：B640021　価格：￥3,300（税込）
※本製品は塗装をせずにそのままご使用いただけます。

価　格 ￥48,000（税込￥52,800） 発売予定日 3月下旬 区　分 D
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JAOS ボンネットディフレクター カーボン調
車　種 ジムニー JB64系、ジムニー シエラ JB74系 適　応 ALL 年　式 18.07-

商品コード B036513CL 参考取付時間 1.5～2.0H 取　付 ボルトオン
商品内容 ボンネットディフレクター本体、インナーパーツ、角型LEDランプ(3個)、配線セット
仕　様 本体：AES（カーボン調）　インナーパーツ：AES（カーボン調）

備　考
ジムニー JB64系、ジムニー シエラ JB74系 共用。
※本製品に使用しているランプは「その他灯火類」の基準を満たしている車検適合品です。
※本製品は塗装をせずにそのままご使用いただけます。

価　格 ￥56,000（税込￥61,600） 発売予定日 3月下旬 区　分 D

JAOS リヤハッチパネル カーボン調
車　種 ジムニー JB64系、ジムニー シエラ JB74系 適　応 ALL 年　式 18.07-

商品コード B097513CL 参考取付時間 1.5～1.5H 取　付 ボルトオン
商品内容 リヤハッチパネル本体、インナーパーツ
仕　様 本体：AES（カーボン調）　インナーパーツ：AES（カーボン調）

備　考

ジムニー JB64系、ジムニー シエラ JB74系 共用。　
※スペアタイヤおよびスペアタイヤブラケットの取り外しが必要です。　
※ジムニー シエラ JB74系に装着する場合は、スペアタイヤブラケットの取り外しにより全長が一定の範囲外と

なる為、構造変更が必要となります。
※リクエストスイッチ装着車用の開口部あり。　
※本製品は塗装をせずにそのままご使用いただけます。

価　格 ￥46,000（税込￥50,600） 発売予定日 3月下旬 区　分 D


