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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
JAOS フラットラックセット & オプション 追加設定

　ご好評いただいている JAOS フラットラックシリーズ に「JAOS フラットラック 1470×2950 ハイエース 
200系」、「JAOS フラットラック 1250×1400 ランドクルーザー 300系／プラド 150系」を追加設定。さらに、
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る

「JAOS フラットラック オプション」も新たに4アイテムを追加設定しました。

　「JAOS フラットラック 1250×1400 ランドクルーザー 300系／プラド 150系」は、メーカーオプションの
ルーフレールに装着するフットを新たに設定。装着することでプラスになる全高を可能な限り抑えたこと
により、洗練されたスタイルと使いやすさを両立しました。
　「JAOS フラットラック 1470×2950 ハイエース 200系」は、標準ルーフ用・ミドルルーフ用・ハイルーフ用の
各ボディタイプ別に設定。約3ｍほどある本体はキャンプギアはもちろん、長尺のアイテムやカヌーの積載も
可能です。
　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。

JAOS フラットラック 1250×1400 ランドクルーザー 300系／プラド 150系
車　種 ランドクルーザー 300系、プラド 150系 適　応 ALL（ルーフレール付車）
年　式 21.08-（ランドクルーザー 300系）、09.09-（プラド 150系）

商品コード B411460NS 参考取付時間 2.0〜2.5H 取　付 ボルトオン
商品内容 本体（フロアバー×6）、フットセット×4、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　【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】W1250mm×L1400mm（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】サイズ：85mm×18mm

装着時寸法 全高：＋80〜85mm
価　格 ￥114,000（税込￥125,400） 発売予定日 4月下旬 区　分 D

■JAOS フラットラック 1250×1400 ランドクルーザー 300系／プラド 150系
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安全にご使用いただくための注意事項

■取付作業は必ず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を確認し、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。

■JAOS フラットラック 1470×2950 ハイエース 200系　※写真のデモカーは、ワイドボディ・ミドルルーフ です。

JAOS フラットラック 1470×2950 ハイエース 200系（標準ルーフ用・ミドルルーフ用・ハイルーフ用）
車　種 ハイエース 200系 適　応 ALL（標準ルーフ・ミドルルーフ・ハイルーフ）
年　式 04.08- 参考取付時間 3.0〜3.5H 取　付 ボルトオン

商品コード 標準ルーフ用：B411810WL　ミドルルーフ用：B411830WL　ハイルーフ用：B411850WL
商品内容 本体（フロアバー×12）、ジョイントブラケットセット×2、フットセット×8、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　【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】W1470mm×L2950mm（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】サイズ：85mm×18mm

装着時寸法【標準ルーフ用・ミドルルーフ用】全高：＋90mm〜95mm　【ハイルーフ用】全高：＋95mm〜100mm
価　格 ￥210,000（税込￥231,000） 発売予定日 4月下旬 区　分 D
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JAOS フラットラック オプション ウィンドディフレクター type-A
商品コード B414401 商品内容 本体×3、ボルトセット 参考取付時間 0.25H 取　付 ボルトオン

仕　様 素材：ステンレス（SUS304）2.5mm　カラー：ブラック粉体塗装 装着時寸法 フロアバー下：＋36mm
価　格 ￥3,000（税込￥3,300） 発売予定日 4月下旬 区　分 D

JAOS フラットラック オプション ストレージマウント
商品コード B414531 商品内容 本体×2、ボルトセット 参考取付時間 0.25H 取　付 ボルトオン

仕　様 素材：ステンレス（SUS304）2.5mm　カラー：ブラック粉体塗装 装着時寸法 フロアバー上：＋53mm
価　格 ￥4,000（税込￥4,400） 発売予定日 4月下旬 区　分 D

JAOS フラットラック オプション ライトブラケット type-A（汎用）
商品コード B414601 商品内容 本体×2、ボルトセット 参考取付時間 0.25H 取　付 ボルトオン

仕　様 素材：ステンレス（SUS304）2.5mm　カラー：ブラック粉体塗装 装着時寸法 フロアバー下：＋26mm
価　格 ￥4,000（税込￥4,400） 発売予定日 4月下旬 区　分 D

JAOS フラットラック オプション ライトブラケット type-B（26C用）
商品コード B414602 商品内容 本体×2、ボルトセット 参考取付時間 0.25H 取　付 ボルトオン

仕　様 素材：ステンレス（SUS304）2.5mm　カラー：ブラック粉体塗装 装着時寸法 フロアバー下：＋44mm
価　格 ￥4,000（税込￥4,400） 発売予定日 4月下旬 区　分 D

走行中に発生する風切り音を軽減します。
■JAOS フラットラック オプション ウィンドディフレクター type-A

ライトバーや作業灯を装着するための汎用ブラケットです。
■JAOS フラットラック オプション ライトブラケット type-A（汎用）

コンテナボックスやスクエア型の積載物を支え、固定をサポートします。
■JAOS フラットラック オプション ストレージマウント

「JAOS LED フォグランプ 26C」専用ブラケットです。
■JAOS フラットラック オプション ライトブラケット type-B（26C用）
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［TOYOTA］LAND CRUISER2022/03_02

新型ランドクルーザー 300系のリヤビューを力強く演出する
「BATTLEZ マフラー ZS-2」＆「JAOS マッドガード車種別取付キット」 新発売

　新型ランドクルーザー 300系用の「BATTLEZ マフラー ZS-2」と「JAOS マッドガード車種別取付キット」
を発売します。
　「BATTLEZ マフラー ZS-2」は、片側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。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。
　「JAOS マッドガード車種別取付けキット」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。装着に必要な部品を車種専用に設定。汎用タイプのマッドガード本体を正確にカットできる
型紙も付属しています。前後に装着する場合は別途「JAOS マッドガードⅢ 汎用 L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 ランドクルーザー 300系 適　応 ZX 年　式 21.08-

商品コード B610051 参考取付時間 1.5H 取　付 要加工
商品内容 ボルトセット、型紙1台分
最低地上高 フロント：140mm　リヤ：175mm　※ベルトで吊らない状態。

備　考
リヤフェンダー、リヤフェンダーライナ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 Lサイズ」が2セット必要。
※純正マッドガードとの併用不可。　※モデリスタエアロパーツ付車 装着未確認。

価　格 ￥5,000（税込￥5,500） 発売予定日 4月下旬 区　分 D

BATTLEZ マフラー ZS-2
車　種 ランドクルーザー 300系 適　応 ディーゼル（3DA-FJA300W） 年　式 21.08-

商品コード B701051B 参考取付時間 0.5H 取　付 純正交換
商品内容 リアピース、ナット、マフラーリング

備　考
リヤピース：ステンレス、70Φ　テール：ステンレス、オーバル（115×61）×2、BATTLEZロゴ刻印　
近接排気騒音78dB　加速走行騒音82dB　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：JQR10221012

価　格 ￥82,000（税込￥90,200） 発売予定日 発売中 区　分 D

JAOS マッドガード車種別取付キットBATTLEZ マフラー ZS-2
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［TOYOTA］HILUX2022/03_03

ハイラックス Z “GR SPORT” の車両姿勢を補正する
BATTLEZ リフトアップスプリング Ti-W 追加設定

　「車両の標準姿勢を水平にしたい」というご要望にお応えする、ハイラックス Z “GR SPORT” 用の「BATTLEZ 
リフトアップスプリング Ti-W」を新たに追加しました。フロント約40mm のリフトアップ量により、
前下がりの車両姿勢をフラットに近い状態に補正します。「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が、運動性能をスポイルすることなくヨンクらしいシルエットを
実現します。さらに、長期間安心してご使用いただくために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
車　種 ハイラックス 125系 適　応 Z “GR SPORT” 年　式 21.10-

商品コード C732099F 参考取付時間 1.5H 取　付 純正交換
商品内容 フロントコイルスプリング カラー シルバー
車　高 【リフトアップ】 フロント：40〜45mm
仕　様 【線径】フロント：17.5Φ　【バネレート】フロント：120N/mm
備　考 ※他グレードへの取り付け不可　※BATTLEZ ダンパー VFA（品番：B771A096）への取り付け不可
価　格 ￥26,000（税込￥28,600） 発売予定日 4月下旬 区　分 D
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［MITSUBISHI］OUTLANDER2022/03_04

汎用マッドガードの装着を容易にする
新型アウトランダー用 マッドガード車種別取付キット

　新型アウトランダー用の「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。装着に必要なボルトやブラケットなどの部品を
車種専用に設定。汎用タイプの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 アウトランダー GN0W 適　応 ALL 年　式 21.12-

商品コード B610346 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：130mm　リヤ：160mm　※ベルトで吊らない状態。

備　考

フロントフェンダー、リヤフェンダー、リヤバンパー、リヤフェンダーライナ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。 
※サイドアンダーガーニッシュ、リヤコーナーガーニッシュ、サイドバー付車 装着未確認（ラリーアートアクセサリー含む）。
※純正アクセサリーのマッドガード併用不可。

価　格 ￥5,000（税込￥5,500） 発売予定日 4月下旬 区　分 D


