サスペンションシリーズ
「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のBATTLEZスプリングですが、も
う一つの大きな特徴は優れた耐久性。その証としてBATTLEZスプリング Ti-Wは、使用過程に
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。
サスペンションの詳細については JAOS オフィシャルサイトをご覧ください。
ハーモフレック はKYB 株式会社の登録商標です。

BATTLEZ リフトアップセット AJ コンプリート
¥190,300（税込）
■年式：18.07- ■取付時間：3.5〜4.0H
■取付方法：純正交換
■リフトアップ：フロント 35〜40㎜、リヤ 35〜40㎜

BATTLEZ リフトアップセット AJ
¥124,300（税込）
■年式：18.07- ■取付時間：2.5〜3.0H
■取付方法：純正交換
■リフトアップ：フロント 35〜40㎜、リヤ 35〜40㎜

BATTLEZ ダンパー AJ
¥93,500（税込）
■年式：18.07- ■取付時間：2.0〜2.5H
■取付方法：純正交換
■減衰力調整：14段ダイヤル調整式

BATTLEZ リフトアップセット VFS コンプリート
¥180,400（税込）
■年式：18.07- ■取付時間：3.5〜4.0H
■取付方法：純正交換
■リフトアップ：フロント 35〜40㎜、リヤ35〜40㎜

BATTLEZ リフトアップセット VFS
¥115,500（税込）
■年式：18.07- ■取付時間：2.5〜3.0H
■取付方法：純正交換
■リフトアップ：フロント 35〜40㎜、リヤ35〜40㎜

BATTLEZ ダンパー VFS
¥74,800（税込）
■年式：18.07- ■取付時間：2.0〜2.5H
■取付方法：純正交換
■減衰力調整：固定式（ハーモフレック ® 内蔵）

※写真は フロント用 です。

商品名
JAOS フロントスポーツカウル 塗装品 マットブラック
JAOS フロントスポーツカウル 未塗装品
JAOS フロントスポーツカウル用スキッドプレート
JAOS フロントグリル カーボン調
JAOS フロントグリル 塗装品 マットブラック
JAOS フロントグリル 未塗装品
JAOS フロントブッシュバー
JAOS ボンネットディフレクター カーボン調
JAOS ボンネットディフレクター 塗装品 マットブラック
JAOS ボンネットディフレクター 未塗装品
JAOS フラットラック 1250 1400 レインモール用
JAOS リヤスポーツカウル 塗装品 マットブラック
JAOS リヤスポーツカウル 未塗装品
JAOS リヤハッチパネル カーボン調
JAOS リヤハッチパネル 塗装品 マットブラック
JAOS リヤハッチパネル 未塗装品
JAOS ホイールセンタープレート
JAOS マッドガードⅢ フロントセット
（レッド or ブラック）
JAOS マッドガードⅢ リヤセット
（レッド or ブラック）
JAOS マッドガード車種別取付キット リヤスポーツカウル用
JAOS マッドガードⅢ 汎用 Sサイズ 2枚セット
（レッド or ブラック）
JAOS タンクガードⅢ
JAOS トランスファーガード
JAOS キャニスターガード
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 ダンパープロテクター リヤ
JAOS 牽引フック フロント 左側（助手席側）
JAOS 牽引フック リヤ 左側（助手席側）
JAOS オーバーフェンダープロテクター
JAOS フューエルリッドプロテクター
JAOS ドアハンドルプロテクター
JAOS サイドシルプロテクター
JAOS EXCEL JX3／16×6.0J±0／マットガンメタリック
BATTLEZ リフトアップセット VFS コンプリート
BATTLEZ リフトアップセット AJ コンプリート
BATTLEZ リフトアップセット VFS
BATTLEZ リフトアップセット AJ
BATTLEZ ダンパー VFS
BATTLEZ ダンパー AJ
BATTLEZ ステアリングダンパー
BATTLEZ ラテラルロッド フロント
BATTLEZ ラテラルロッド リヤ
BATTLEZ アシストキット
BATTLEZ エアクリーナー
BATTLEZ クラッチ セット
BATTLEZ マフラー ZS ノーマルバンパー用
BATTLEZ マフラー ZS TC チタンカラーテール ノーマルバンパー用
BATTLEZ マフラー ZS リヤスポーツカウル用
BATTLEZ マフラー ZS TC チタンカラーテール リヤスポーツカウル用
BATTLEZ ブレーキパッド type-EX フロント
参考取付時間

A：0.5H（または0.5H 以内）
F：2.0〜2.5H
G：2.5H

B：0.5〜1.0H
H：2.5〜3.0H

C：1.0H
I ：3.0H

Experience a New Adventure.
税込価格
参考取付時間
¥77,000
E
¥59,400
E
¥13,200
A
¥52,800
A
¥52,800
A
¥35,200
A
¥44,000
A
¥61,600
E
¥61,600
E
¥52,800
E
¥107,800
F
¥103,400
E
¥85,800
E
¥50,600
D
¥50,600
D
¥37,400
D
¥2,750
A
各 ¥15,400
A
各 ¥15,400
A
¥5,500
D
¥13,200
A
¥19,800
A
¥13,200
A
¥11,000
A
¥16,500
A
¥16,500
A
¥13,200
A
¥15,400
A
¥15,400
A
¥8,800
A
¥5,500
A
¥5,500
A
¥14,300
A
¥31,900
¥180,400
K
¥190,300
K
¥115,500
H
¥124,300
H
¥74,800
F
¥93,500
F
¥20,900
A
¥28,600
A
¥28,600
A
¥11,000
B
¥10,780
A
¥85,800
K
¥74,800
C
¥81,400
C
¥74,800
C
¥81,400
C
¥17,600
A

D：1.0〜1.5H
J：3.0〜3.5H

E：1.5〜2.0H
K：3.5〜4.0H

■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。

BATTLEZ ラテラルロッド
フロント
¥28,600（税込）
BATTLEZ ラテラルロッド
リヤ
¥28,600（税込）

PARTS PRICE LIST for JIMNY SIERRA JB74

BATTLEZ
クラッチ セット
¥85,800（税込）

前方視界について

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】
をご参照ください。

ジムニー シエラ JB74系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。

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。

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。

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4月現在のものです。

SUZUKI

JIMNY SIEERA
JAOS STYLING CATALOG

2022

JAOS STYLING CATALOG 2022

SUZUKI JIMNY SIERRA JB74
JIMNY SIERRA JB74
JAOS STYLE
JAOS タンクガードⅢ
¥19,800（税込）

JAOS トランスファーガード
¥13,200（税込）

※写真は「フロント用」です。

JAOS フラットラック 1250×1400
¥107,800（税込）

JAOS キャニスターガード
¥11,000（税込）

JAOS アームプロテクター
【フロント】
【リヤ】各 ¥16,500（税込）

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

JAOS フラットラック オプション 好評発売中!!

■ 詳しくはJAOSオフィシャルサイトをご覧ください。

JAOS ダンパープロテクター リヤ
¥13,200（税込）

※ピンクで囲われた部分が製品です。
※写真は「マットブラック塗装済品」です。

JAOS フロントスポーツカウル

※ピンクで囲われた部分が製品です。
※写真は「マットブラック塗装済品」です。

※マッドガード本体は含まれていません。

JAOS リヤスポーツカウル

【マットブラック】¥77,000（税込） 【未塗装品】¥59,400（税込）

JAOS マッドガード車種別取付キット リヤスポーツカウル用
¥5,500（税込）

【マットブラック】¥103,400（税込） 【未塗装品】¥85,800（税込）

※ピンクで囲われた部分が製品です。
※写真は「マットブラック塗装済品」です。
※ピンクで囲われた部分が製品です。
※写真は「カーボン調」です。

JAOS フロントグリル

【カーボン調（AES）】¥52,800（税込） 【マットブラック（ABS）】¥52,800（税込） 【未塗装品（ABS）】¥35,200（税込）

JAOS リヤハッチパネル

BATTLEZ マフラー ZS ／ ZS TC
リヤスポーツカウル用
【ZS】¥74,800（税込） 【ZS TC】¥81,400（税込）

【カーボン調（AES）】¥50,600（税込） 【マットブラック（ABS）】¥50,600（税込） 【未塗装品（ABS）】¥37,400（税込）

ジムニーシエラ専用1ピースホイール

JAOS
EXCEL
JX3

※ピンクで囲われた部分が製品です。
※写真は「カーボン調」です。

JAOS ボンネットディフレクター

【カーボン調（AES）】¥61,600（税込） 【マットブラック（ABS）】¥61,600（税込） 【未塗装品（ABS）】¥52,800（税込）

JAOS ドアハンドルプロテクター
¥5,500（税込）

¥31,900／本（税込）
JAOS フロントスポーツカウル用スキッドプレート
¥13,200（税込）

JAOS フロントブッシュバー
¥44,000（税込）

■仕様：鋳造、1ピース
■規格：JWL、JWL-T、VIA P-620KG、VIA T-700KG
■付属品：センターキャップ、エアバルブ
■サイズ：16×6.0J±0

※写真は ブラック を装着しています。

JAOS マッドガードⅢ（レッド or ブラック）
【フロント／リヤ】各 ¥15,400（税込）

BATTLEZ マフラー ZS ／ ZS TC
ノーマルバンパー用
【ZS】¥74,800（税込） 【ZS TC】¥81,400（税込）

