Experience a New Adventure.

PARTS PRICE LIST for JIMNY JB64

「赤｣から｢銀｣へ、そして｢ヘタリ保証｣標準装備

No 商品名

税抜価格

JAOS フロントスポーツカウル / 未塗装
01 JAOS フロントスポーツカウル / マットブラック塗装済
02 JAOS フロントスポーツカウル用スキッドプレート

BATTLEZ スプリング Ti-W

取付
時間

¥48,000

E

¥64,000

E

19

SUZUKI

周波数感応バルブ｢ハーモフレック®｣内蔵ダンパー

BATTLEZ ダンパー VFシリーズ

¥12,000

A

「しなやかでコシがある」とご好評をいただいているチタン配合

¥32,000

A

の BATTLEZ スプリングですが、もう一つの大きな特徴は優れた

¥48,000

A

JAOS リヤスポーツカウル (LED リヤコンビランプ付) / 未塗装

¥74,000

J

04 JAOS リヤスポーツカウル (LED リヤコンビランプ付) / マットブラック塗装済

¥90,000

J

の詳細については、JAOS オフィシャルサイトをご参照ください。

05 JAOS フェンダーガーニッシュ typeX / 未塗装

¥46,000

H
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06 JAOS フェンダーガーニッシュ typeX / マットブラック塗装済

¥58,000

H

共通情報 ■ LED ヘッドランプ装着車には別途レベライザーロングブラケットが必要

07 JAOS マッドガードⅢ JB64 専用タイプ (2枚セット/赤または黒)

¥13,000

A

BATTLEZダンパー VFS (ハーモフレック®内蔵ダンパー)

¥5,000

D

基本仕様

JAOS フロントグリル / 未塗装
03 JAOS フロントグリル / マットブラック塗装済

JAOS マッドガード JB64 リヤスポーツカウル付車用取付キット
JAOS マッドガードⅢ汎用タイプSサイズ (2枚セット)
08 JAOS ドアハンドルプロテクター

¥12,000
¥5,000

A

09 JAOS タンクガードⅢ

¥18,000

A

10 JAOS トランスファーガード

¥12,000

A

11 JAOS キャニスターガード

¥10,000

A

12 JAOS ダンパープロテクター リヤ

¥12,000

A

13 JAOS アームプロテクター フロント

¥15,000

A

14 JAOS アームプロテクター リヤ

¥15,000

A

15 JAOS 牽引フック フロント左 (助手席側)

¥14,000

A

16 JAOS 牽引フック リヤ左 (助手席側)

¥14,000

A

17 JAOS スペアタイヤブラケット

¥16,000

A

18 JAOS EXCEL JX3 / 5.5J×16 / マットガンメタリック

¥24,000

19 BATTLEZ リフトアップセットVFS コンプリート

¥156,000

20 BATTLEZ リフトアップセットAJ コンプリート

において「ヘタリ」が発生した場合、同製品が販売している限
り交換保証をする「ヘタリ保証」を付帯しています。保証内容

BATTLEZ リフトアップセットAJ
■右図参照
コンプリート

減衰力

■フロントキャスターブッシュ、
ブッシュ位置出し用治具
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■純正交換強化タイプ

BATTLEZ リフトアップセットAJ

¥112,000

G

BATTLEZ ダンパーVFS

¥67,000

F

23

BATTLEZ ダンパーAJ

¥84,000

F

¥1,000

A

BATTLEZ ラテラルロッド (リヤ)

¥20,000

A

¥19,000

A

BATTLEZ マフラー ZS ノーマルバンパー用

¥64,000

A

23 BATTLEZ マフラー ZS TC ノーマルバンパー用

¥68,000

A

24 BATTLEZ マフラー ZS リヤスポーツカウル付車用

¥64,000

A

22 BATTLEZ ステアリングダンパー

BATTLEZ マフラー ZS TC リヤスポーツカウル付車用
25 BATTLEZ クラッチディスク
26 BATTLEZ ブレーキパッド typeEX フロント

】

参考
取付時間

A：0.5H( または 0.5h 以内 ) B：0.5-1.0H C：1.0H
F：2.0-2.5H G：2.5-3.0H H：3.0
I：3.0-3.5H

¥68,000

A

¥30,000

H

¥16,000

A

リヤ：+31mm

■低圧ガス式ツインチューブダンパー
■減衰力 14 段調整式

■ボディ径：45 Φ

■ピストン径：25 Φ

フロント 伸側 -10 ～ 40％、圧側 -25 ～ 35%(0.3m/sec/ 純正比 )
リヤ

伸側 -5 ～ 35%、圧側 -15 ～ 0%(0.3m/sec/ 純正比 )
リヤ：+31mm

BATTLEZリフトアップスプリング Ti-W (リフトアップスプリング)
内容

約 35-40㎜ UP コイルスプリング 1 台分

線径

フロント：11 Φ

備考

スプリング単体販売はありません

内容

BATTLEZ ステアリングダンパー

B

伸側 7%、圧側 -12%(0.3m/sec/ 純正比 )

リヤ：11.5 Φ バネレート フロント 17.9N/mm

リヤ 22.8N/mm

BATTLEZ リフトアップスプリング Ti-W、BATTLEZ ダンパー VFS または AJ

BATTLEZリフトアップセット コンプリート

J

A

リヤ

内容

BATTLEZ リフトアップスプリング Ti-W、BATTLEZ ダンパー VFS または AJ
BATTLEZ アシストキット、BATTLEZ ラテラルロッド ( フロント＆リヤ )

BATTLEZ マフラー ZS / ZS TC

■フルステンレス (TC はチタンカラーテール )
■センター A/B：45 Φ リヤ：50 Φテール：101 Φ
■平成 22 年騒音規制適合 (JQR20183167)
■ノーマルバンパー用と JAOS リヤ
24
スポーツカウル付車用、それぞれ
に ZS( プレーンテール ) / ZS TC ( チ
タンカラーテール ) の設定あり

ノーマルバンパー用 ZS TC

スポーツカウル用 ZS

25

26

BATTLEZ クラッチディスク

BATTLEZ ブレーキパッド typeEX

D：1.0-1.5H E：1.5-2.0H
J ：3.5-4.0H

JAOS アルミエンブレム
■アルミ製エンブレム(固定用ピン付)
■サイズ：28mm×100mm
■当カタログ掲載のジムニー用グリルに装着されているエンブレム
■税抜価格：￥3,000

■特殊メタル材使用 ■純正クラッチカバー使用 ( 踏力純正同等 ) ■純正
以上の耐フェード性や圧着力に優れるが、クラッチペダルの踏み心地や踏
みしろが変化する可能性あり

■ 前方視界について
リフトアップにより直前側方視界基準(保安基準第44条第5項)を満たさなくなる可能性があります。その場合、
フロントビューカメラなどの前方視界確認機構増設が必要となります。

■温度域：常温

株式会社ジャオス TEL.0279-20-5511 FAX.0279-20-5549

■ 衝突回避システムなど安全装備が装着された車両のリフトアップまたはローダウンについて
各自動車メーカーの運転支援システムや衝突回避システムなどの安全装備は、車高が変わることによってレー
ダー、カメラ、センサーなどが誤認識、誤作動を起こす可能性があります。
弊社リフトアップまたはローダウンサスペンション装着による車高変化に伴うそれらシステムの誤作動、およ
び誤作動による事故につきましては弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。

■左右セット ■ノンアスベストタイプ
～450℃ ■摩擦係数：0.38～0.45

■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のジムニー用エクステリアアイテムは、一部を除いて外部突起規制適合(または対象外)製品です。また、BATTLEZ マフラーは外部突起規制及び
平成22年騒音規制適合(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。
◎ハーモフレック®はKYB株式会社の登録商標です。

JIMNY
JAOS STYLING CATALOG 2021

■ピストン径：30 Φ

BATTLEZリフトアップセット

G

¥26,000

■ボディ径：45 Φ

フロント 伸側 -14%、圧側 8%(0.3m/sec/ 純正比 )

ストローク フロント：+21mm

BATTLEZ アシストキット

¥103,000

BATTLEZ ラテラルロッド (フロント)

■減衰力固定式

ストローク フロント：+21mm

基本仕様

J

¥10,000

減衰力

■低圧ガス式ツインチューブダンパー / ハーモフレック ® 機構

BATTLEZダンパー AJ (減衰力調整式ダンパー)
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¥166,000

BATTLEZ レベライザーロングブラケット

BATTLEZ リフトアップセット VFS コンプリート

VFS / AJ ■ BATTLEZ ダンパーを装着する際にはブレーキホースを付属のロングタイプに交換

BATTLEZ リフトアップセットVFS

21 BATTLEZ アシストキット

【

耐久性。その証として BATTLEZ スプリング Ti-W は、使用過程

このカタログは2020年10月現在のものです。

01

Ready to run any ground.

どんな地面でも走る準備はできている。

マットブラック塗装済品

JAOS フロントスポーツカウル

■ウレタン/未塗装またはマットブラック塗装

■純正フォグランプ流用

■スキッドプレート別売

02

03

JAOS スキッドプレートSC

JAOS フロントグリル

マットブラック塗装済品
撮 影 車 ： JB64 '18 / XC ホイール ： JAOS EXCEL JX3
タ イ ヤ ： YOKOHAMA GEOLANDAR X-AT 195R16

■ステンレス/電解研磨+ショットブラスト
トスポーツカウル付車専用

◎写真のデモカーはBATTLEZリフトアップセット VFSにより約40㎜リフトアップされています。

04

05

06

■JB64フロン

■FRP/未塗装またはマットブラック塗装済+メッシュ
■ボルトオン

07

08

JAOS マッドガードⅢジムニー専用タイプ

JAOS ドアハンドルプロテクター

JAOS リヤスポーツカウル

■本体：ウレタン/未塗装またはマ
ットブラック塗装済、LEDリヤコン
ビランプ（車検対応品）、LEDリヤ
コンビランプ配線保護カバー、リ
フレクター、コネクターハーネス
ASSY、バンパー下端ブラケット、
ナンバー灯ブラケット、バックカ
メラブラケット、ナンバープレー
マットブラック塗装済品 ト振動防止保護パッド

09

10

マットブラック塗装済品

JAOS フェンダーガーニッシュ typeX
ボディ色塗装例
11

■本体：ABS/未塗装またはマットブラック塗装 06 ダミーボル
ト：ABS/クローム ■タッピングネジ+両面テープ ■左画像
のブラックダミーボルトは別売

12

■EVAフラップ(XSサイズ/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 ■フロントまたはリヤの
左右セット

■カーボン調PVC (粘着剤付)

■左右ドア+バックドア

ジムニー&ジムニーシエラ専用1ピースホイール

JAOS
EXCEL JX3

JAOS タンクガードⅢ

JAOS トランスファーガード

■ボルトオン

JAOS キャニスターガード

■ステンレス/電解研磨+ショットブラスト ■純正交換
■JAOSロゴ刻印入

■ステンレス/電解研磨+ショットブラスト
■JAOSロゴ刻印入

■ステンレス/電解研磨+ショットブラスト ■純正交換
■JAOSロゴ刻印入

13

14

15

JAOS アームプロテクター(フロント)

JAOS アームプロテクター(リヤ)

JAOS 牽引フック フロント左 / リヤ左

フロント
■ステンレス/電解研磨+ショットブラスト
■ボルトオン ■JAOSロゴ刻印入

■左右セット

■ステンレス/電解研磨+ショットブラスト
■ボルトオン ■JAOSロゴ刻印入

■左右セット

JAOS ダンパープロテクター(リヤ)

■ステンレス/電解研磨+ショットブラスト
ボルトオン
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■左右セット

■

18

17

リヤ

※左=助手席側
■ステンレス/電解研磨+ショットブラスト ■ボルトセット付属 ■ボルトオン
■道路運送車両法不適合(平成21年外部突起規制不適合)

JAOS スペアタイヤブラケット

■ステンレス/粉体塗装 ■ラグナット付属 ■
インセット調整機構付 ■純正交換 ■道路運
送車両法不適合(全長超過)

ジムニー JB64用推奨サイズ
■サイズ：16×5.5J / 22
■カラー：マットガンメタリック
■規格：JWL、JWL-T、VIA P-620KG、VIA T-700KG

