JAOSマッドガードⅢハイエース専用タイプ

■EVAフラップ(Sサイズ/カット加工済/レッド・ブラック)×
2、ハンガーベルトキット×2、専用取付ブラケット
■ボルトオン ■フロントまたはリヤの左右セット
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Experience a New Adventure.

HIACE 200
JAOS style

TOYOTA

HIACE
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JAOS STYLING CATALOG 2019
周波数感応バルブ｢ハーモフレック®｣搭載プレミアムダンパーをセットにした

BATTLEZ リフトアップセット VFA
いよいよリリース開始

減衰力調整式ダンパーとリヤ用リフトアップスプリングをセットにしたサ

VICTRON ASTELLA CM-04

スペンションセット。「柔らかいけどコシがある」リヤ用リフトアップス

■サ イ ズ ： 17×6.5J / 38、48 ■カ ラ ー ：ブラックポリッシュ、ディープガンメタリック
■鋳造1ピース、センターキャップ付 ■規格：JWL、JWL-T、VIA

プリングと、ハーモフレック機構を搭載したダンパーによって、快適なド
ライビングと高いスタビリティを両立しています。リヤを程よくリフト

PARTS PRICE LIST for HIACE
No 商品名

01
02
03
04
05
06
07
08
09

10
11
12

13

12
22

アップすることで、尻下がりなハイエース 4WD の姿勢を補正します。

税抜価格

JAOS フロントスキッドバー/ワイド 1型W/SL~2型W/SL ¥58,000
JAOS フロントスキッドバー/ワイド 3型W/SL~
¥58,000
JAOS フロントスキッドバー/標準 1型N~2型N
¥58,000
JAOS フロントスキッドバー/標準 3型N~
¥58,000
JAOS リヤスキッドバー/ワイド
1型W~
¥58,000
JAOS リヤスキッドバー/標準
1型N~
¥58,000
JAOS オーバーフェンダー typeX
¥68,000
JAOS オーバーフェンダー typeX用ブラックダミーボルト(1個)
¥100
JAOS LEDフォグランプ 26C クリアー
￥40,000
JAOS LEDフォグランプ 26C イエロー
￥40,000
JAOS マッドガードⅢ ハイエース専用タイプ/フロント
¥15,000
JAOS マッドガードⅢ ハイエース専用タイプ/リヤ
¥15,000
JAOS マッドガードⅢ汎用タイプSサイズ(2枚セット)
¥12,000
JAOS マッドガード車種別取付キット
￥7,000
JAOS ASTELLA CM-04 /ブラックポリッシュ
￥38,000
JAOS ASTELLA CM-04 /ディープガンメタリック
￥37,000
BATTLEZ リフトアップセット VFA
￥175,000
BATTLEZ リフトアップスプリング リヤ
￥98,000
BATTLEZ ダンパー VFA
￥80,000
BATTLEZ マフラーZS-S
￥98,000

取付
時間

B
B
B
B
B
B
F

NEW

BATTLEZリフトアップセット VFA (リフトアップサスペンションセット)
内容

BATTLEZリフトアップスプリング Ti-W、BATTLEZダンパー VFA

バン4WD用
リフト量 リヤ：30~35ｍｍ

内容

全モデル装着可

ノーマル形状ダンパー1台分セット

フロント

■ハーモフレック®機構内蔵低圧ガス式ツインチューブダンパー / ダイヤル式減衰力14段調整
■減衰力：伸側15～65%アップ / 圧側0～15%アップ (0.3m/sec/純正比) ■ボディ径：54Φ ■ピストン径：30Φ

リヤ

■ハーモフレック®機構内蔵低圧ガス式ツインチューブダンパー / ダイヤル式減衰力14段調整
■減衰力：伸側10～45%アップ / 圧側-10～10%アップ (0.3m/sec/純正比) ■ボディ径：54Φ ■ピストン径：30Φ

BATTLEZリフトアップスプリング リヤ
内容

純正交換

取付

BATTLEZダンパー VFA (ノーマル形状タイプダンパー)
取付

純正交換

備考

純正サスペン
ションにもご
使用できます

取付

純正交換

バン4WD用

(リヤ用リーフスプリング)

リヤ用リーフスプリング、リーフスプリング強度検討書

バネレート 55.2～148N/mm
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A
A

リフト量 リヤ：30~35ｍｍ
構成

4枚

サイド出しフルステンレスマフラー

BATTLEZ マフラー ZS-S
好評発売中

D

F
C
C
A

【表中凡例】1型：04.08~07.07 2型：07.08~10.06 3型：10.07~13.11 4型：13.12~
W：ワイドボディ SL：スーパーロングボディ N：標準ボディ 無印：全ボディ

NEW
BATTLEZマフラー ZS-S

■フルステンレス ■メイン：60.5Φ テール：オーバル 115×82Φ、BATTLEZロゴ刻印
■適応：CBF-TRH211K/CBF-TRH216K/CBA-TRH214W/CBA-TRH219W(6AT)
■平成22年騒音規制適合：近接排気騒音86dB 加速走行騒音73dB 性能等確認済表示内容:JQR20182146

【参考取付時間】 A：0.5h(または0.5h以内) B：0.5-1.0h C：1.0h D：1.0-1.5h
E：1.5-2.0h F：2.0-2.5h G：2.5-3.0h H：3.0-3.5h

About JAOS
エ ク ス テ リ ア & イ ン テ リ ア ア イ テ ム と ホ イ ー ル を 網 羅 す る ｢JAOS｣、 チ ュ ー ニ ン グ ア イ テ ム の
｢BATTLEZ｣ と、カテゴリー別に 2 つのブランド展開をしている 4WD&SUV 総合パーツメーカーです。
1985 年の創業以来積み上げてきた 4WD&SUV 専業メーカーとしての経験と、自動車メーカーへの
OEM 供給で培われたクォリティコントロールによって、エントリーユーザー様には「安心して楽しめ
るカスタマイズ」
、ベテランユーザー様には「ご満足いただけるカスタマイズ」と、多くの皆様に感じ
ていただけるような幅広く魅力的なアイテム開発を目指しています。

株式会社ジャオス TEL.0279-20-5511 FAX.0279-20-5549
■各商品は適用車種であっても、
グレード・ボディ形状等によって設定が異なる場合があります。
ご購入
の際はよくご確認ください。 ■掲載されている商品は撮影用の為、実際の商品とは細部において異な
る場合があります。 ■商品の仕様及び価格は予告なく変更する場合があります。 ■商品のご購入
及び詳細については、もよりの有名自動車用品販売店または、4WDショップまでお問い合わせ下さい。

https://www.facebook.com/JAOSCORPORATION
https://instagram.com/jaos_corporation
https://twitter.com/JAOSCORPORATION
https://www.youtube.com/user/JAOSCORPORATION

JAOSのハイエース用エクステリアアイテムは全て平成21年外部突起規制適合(または対象外)製品です。外部突起規制は平成28年10月に「第３節(継続車検)」については廃止されましたが、「第１節
(新規登録)」についてはすでに施行されています。詳しくはJAOSオフィシャルサイト【www.jaos.co.jp】をご参照下さい。
このカタログは2019年6月現在のものです。

THE BOX FORM SUV

01 1型W/SL～2型W/SL

3型W/SL～

バー：ポリッシュ プレート：ブラスト

バー：ポリッシュ プレート：ブラック

バー：ブラック プレート：ブラスト

バー：ブラック プレート：ブラック

02 1型N～2型N

3型N～

バー：ポリッシュ プレート：ブラスト

バー：ポリッシュ プレート：ブラック

バー：ブラック プレート：ブラスト

バー：ブラック プレート：ブラック

撮 影 車：ハイエース ワイド 4WD スーパー GL “DARK PRIME” '17
タ イ ヤ：TOYO H20 215/60R17 ホイール：ASTELLA CM-04
◎写真のデモカーはBATTLEZリフトアップセット VFAによりリヤを約30㎜リフトアップしています。

03

1型W/SL～

04

1型N～

JAOSフロントスキッドバー

05

■バー：ステンレス/ポリッシュまたは紛体塗装(ブラック) プレート：ステンレス/ショット(ブラスト)+電解研磨または紛体
塗装(ブラック) ■ボルトオン ■1型-2型標準ボディはポリッシュバー+ブラストプレート仕様のみ ■画像のランプは販売
終了しました。現在は灯火の保安基準に抵触しないLEDフォグランプ「JAOS LEDフォグランプ26C」をご用意しています。

07

08

標準ダミーボルト
06
バー：ポリッシュ プレート：ブラスト

バー：ポリッシュ プレート：ブラスト

JAOS LEDフォグランプ26C

バー：ポリッシュ
プレート：ブラック

バー：ブラック
プレート：ブラスト

JAOSリヤスキッドバー

バー：ブラック
プレート：ブラック

■バー：ステンレス/ポリッシュまたは紛体塗装(ブラック)
塗装(ブラック) ■ボルトオン

バー：ポリッシュ
プレート：ブラック

バー：ブラック
プレート：ブラスト

バー：ブラック
プレート：ブラック

プレート：ステンレス/ショット(ブラスト)+電解研磨または紛体

ブラックダミーボルト

JAOSオーバーフェンダー typeX

■オーバーフェンダー：FRP、未塗装、6ピース ダミーボルト：ABS、クロームメッキ ■出幅：約9㎜(片側) ■タッピングネジ、
両面テープ付エンドモール ■4ナンバー車へ装着した場合、1ナンバーへの変更が必要になる場合があります。
■ブラックダミーボルト( 06 別売：ABS、素地)もご用意しています。

■LEDフォグランプ(19w/2200lm/157㎜φ/アルミダイキャストボディ、
ポリカーボネートレンズ)×２、ストーンガード(ABS)×２、
取付ブラケット×２、結束バンド、エレクトロタップ、
配線セット（リレー、インジゲーター付スイッチ、ヒューズ含む）、
フォグランプ識別ステッカー

