Experience a New Adventure.

サスペンション・マフラー
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スペンションセット。
「しなやかさ」を加えるべく入念
にチューニングを施したリヤ用リフトアップスプリングと、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。
※ハーモフレック はKYB 株式会社の登録商標です。

TOYOTA

HIACE 200
JAOS STYLE

HIACE
JAOS STYLING CATALOG

BATTLEZ リフトアップセット VFA

BATTLEZ リフトアップセット VFA

¥192,500（税込）

■年式：04.08- ■適応：バン
（4WD） ■取付時間：2.5H ■取付方法：純正交換 ■リフトアップ：リヤ 30〜35㎜

BATTLEZ ダンパー VFA

¥88,000（税込）

■年式：04.08- ■適応：ALL ■取付時間：1.0H ■取付方法：純正交換

BATTLEZ リフトアップスプリング ¥107,800（税込）
■年式：04.08- ■適応：バン
（4WD） ■取付時間：1.0H ■取付方法：純正交換 ■リフトアップ：リヤ 30〜35㎜

PARTS LIST for HIACE
商品名

税込価格

JAOS フロントスキッドバー

ワイドボディ（1型〜2型）

¥69,300

JAOS フロントスキッドバー

ワイドボディ（3型〜）

¥69,300

JAOS フロントスキッドバー

標準ボディ （1型〜2型）

¥69,300

JAOS フロントスキッドバー

標準ボディ （3型〜）

¥69,300

JAOS リヤスキッドバー

ワイドボディ（1型〜）

¥69,300

JAOS リヤスキッドバー

標準ボディ （1型〜）

¥69,300

JAOS フラットラック 1470×2950 レインモール用（標準ルーフ）
JAOS フラットラック 1470×2950 レインモール用（ミドルルーフ）
JAOS フラットラック 1470×2950 レインモール用（ハイルーフ）
JAOS フラットラック オプション ウォールバー
JAOS フェンダーガーニッシュ type-X ／マットブラック塗装済
JAOS フェンダーガーニッシュ type-X ／未塗装
JAOS フェンダーガーニッシュ type-X用ブラックダミーボルト（30個）
JAOS ドアハンドルプロテクター

¥107,800（税込）

■年式：15.01- ■適応：CBF-TRH211K / CBF-TRH216K / CBA-TRH214W / CBA-TRH219W（6AT）/ 3BF-TRH211K /
3BF-TRH216K / 3BA-TRH214W / 3BA-TRH219W（6AT） ■取付時間：0.5H ■取付方法：純正交換
■仕様：【リヤピース】
ステンレス、60.5φ 【テール】
ステンレス、オーバルタイプ115 82φ、BATTLEZロゴ刻印 、サイド出し

JAOS ADAMAS BL5

JAOS ADAMAS BL5／マットポリッシュブラック／15×6.0J＋33

BATTLEZ リフトアップセット VFA
BATTLEZ リフトアップスプリング リヤ
BATTLEZ ダンパー VFA
BATTLEZ マフラー ZS-S
参考取付時間

A：0.5H（または0.5H 以内〜） B：0.5〜1.0H
E：1.5〜2.0H F：2.0-2.5H G：2.5〜3.0H

¥85,800
¥63,800
¥3,300
¥9,900

¥16,500

JAOS マッドガードⅢ ハイエース専用タイプ／リヤ

JAOS LEDフォグランプ 26C イエロー

¥8,360

¥16,500

JAOS マッドガードⅢ ハイエース専用タイプ／フロント

JAOS LEDフォグランプ 26C クリアー

¥231,000

¥7,700

JAOS スカッフプロテクター

JAOS ADAMAS BL5／マットポリッシュブラック／16×6.5＋38

ハイエース専用ホイール

¥231,000
¥231,000

¥2,640

JAOS フラットラック オプション アイナットセット
（4個入）

BATTLEZ マフラー ZS-S

参考取付時間

¥35,200
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¥37,400
¥50,600
¥50,600
¥192,500
¥107,800

G
C

¥88,000

C

¥107,800

A

C：1.0H D：1.0〜1.5H
H：3.0〜3.5H

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。
■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。 ■表示価格はすべて税込みです。
■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ください。

ハイエース用アイテムの詳細は JAOS オフィシャルサイトをご参照ください。

JAOS ADAMAS BL5

【15inch】¥35,200（税込） 【16inch】¥37,400（税込）

■サイズ：15×6.0＋33、16×6.5＋38 ■仕様：鋳造、1ピース、ノーマルリム ■カラー：マットポリッシュブラック
（MPB）
■規格：JWL、JWL-T、VIA P-800KG、VIA T-955KG ■付属品：センターキャップ、エアバルブ

株式会社ジャオス TEL. 0279-20-5511 FAX. 0279-20-5549 E-MAIL. info@jaos.co.jp
このカタログは2022年2月現在のものです。

2022

JAOS STYLING CATALOG 2022

TOYOTA HIACE

THE BOX FORM SUV

撮影車 ：ハイエース ワイド 4WD スーパー GL “DARK PRIME” ʼ17
ホイール：JAOS ADAMAS BL5 16×6.5J+38
タイヤ ：TOYO TIRES OPEN COUNTRY R/T 215/65R16

◎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。

JAOS フェンダーガーニッシュ type-X

OPT

【マットブラック】¥85,800（税込） 【未塗装品】¥63,800（税込）

■年式：04.08- ■適応：ALL ■取付時間：2.5時間
■商品内容：フェンダーガーニッシュ左右セット
（6ピース）
、ダミーボルト
（26個） ■仕様 ： フェンダーガーニッシュ
（ABS）、ダミーボルト
（ABS、
クロームメッキ） ■取付方法 ： 要加工 ■装着時寸法 ：【全幅】
＋
20mm 以内

ブラック

JAOS SKID BAR for HIACE
[ Made i n JA PA N ]

1型～2型
4

4

3型～

1型～

4

目指したのは 日本製の確かな信頼と多彩な機能性を兼ね備えた 拡張型ラック

JAOS フラットラック 1470×2950 ハイエース用

標準ダミーボルト

ブラックダミーボルト

レッド

JAOS マッドガードⅢ
ハイエース専用セット（レッド／ブラック）
【フロント、リヤ】 各 ¥16,500（税込）

■年式：04.08- ■適応：ALL ■取付時間：0.5時間
■商品内容 ：フロントまたはリヤの左右セット、ハンガー
ベルト左右（ブラック）、ハンガーベルトプレート左右
■仕様：マッドガード
（EVAシート）
、ハンガーベルト
（PP）
、
ハンガーベルトプレート
（アルミ）
■取付方法：ボルトオン

JAOS フューエルリッドプロテクター
¥5,500（税込）

■年式：04.08- ■適応：ALL ■取付時間：0.5時間
■商品内容：フューエルリッド用 1枚
■仕様：カーボン調 PVC 材
■取付方法：両面テープ貼り付け

【標準ルーフ、ミドルルーフ、ハイルーフ】 各 ¥231,000（税込）

■年式：04.08- ■適応：標準ルーフ、ミドルルーフ、ハイルーフ ■取付時間：3.0〜3.5時間
■商品内容：フラットラック本体（フロアバー×12）、フットセット×8、エンブレムステッカー×1
■仕様：【フラットラック本体】 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）
■取付方法：ボルトオン

JAOS フロントスキッドバー

ポリッシュ／ブラスト

JAOS リヤスキッドバー

ポリッシュ／ブラック

ブラック／ブラスト

ブラック／ブラック

JAOS フロントスキッドバー ¥69,300（税込）

■年式：04.08-10.06、10.07- ■適応：ワイドボディ、標準ボディ
■取付時間：0.5〜1.0時間 ■商品内容：バー、プレート、ブラケット、ランプブラケット
■仕様 ：【バー本体 共通 ：ステンレス、Ø60.5】 ポリッシュ： ポリッシュ
（エンドキャップ ： ABS、メッキ） ブラック： 粉体塗装
（エンドキャップ ： ABS）【プレート 共通 ： ステンレス、2.5mm】 ブラスト：ショットブラスト＋電解研磨 ブラック： 粉体塗装
【ブラケット共通：ステンレス、カチオン電着塗装】 ■取付方法：ボルトオン

JAOS フラットラック オプション ウォールバー ¥8,360（税込）

■取付時間：0.5時間
■商品内容：ウォールバー本体×1、ボルトナットセット×3、スペーサー×3
■仕様：素材：スチール カラー：ブラック粉体塗装（半艶）
■取付方法：ボルトオン

JAOS リヤスキッドバー ¥69,300（税込）

■年式：04.08-10.06、10.07- ■適応：ワイドボディ、標準ボディ
■取付時間：0.5〜1.0時間 ■商品内容：バー、プレート、ブラケット
■仕様 ：【バー本体 共通 ：ステンレス、Ø60.5】 ポリッシュ： ポリッシュ
（エンドキャップ ： ABS、メッキ） ブラック： 粉体塗装
（エンドキャップ ： ABS）【プレート 共通 ： ステンレス、2.5mm】 ブラスト：ショットブラスト＋電解研磨 ブラック： 粉体塗装
【ブラケット共通：ステンレス、カチオン電着塗装】 ■取付方法：ボルトオン

JAOS ドアハンドルプロテクター
¥9,900（税込）

■年式：04.08- ■適応：ALL ■取付時間：0.5時間
■商品内容：フロントドア用2枚、スライドドア用2セット
■仕様：カーボン調 PVC 材
■取付方法：両面テープ貼り付け

JAOS LEDフォグランプ26C

【クリアー、イエロー】 各 ¥50,600（税込）
■ 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

JAOS スカッフプロテクター
¥7,700（税込）

■年式：04.08- ■適応：ALL ■取付時間：0.5時間
■商品内容：フロントドア用2枚
■仕様：カーボン調 PVC 材
■取付方法：両面テープ貼り付け

