BATTLEZ リフトアップサスペンションシリーズ

BATTLEZ リフトアップセット一覧

Experience a New Adventure.

ヘタリ保証を付帯したチタン配合のBATTLEZコイルTi-W
（フロント）
と、周波数感応バルブ・ハーモフレック®を内蔵した
BATTLEZ ダンパーを軸に組み合わせた JAOS のハイラックス用リフトアップサスペンションセット。様々なご要望に
お応えするべく3つのタイプをご用意。さらにそれぞれのタイプでフロントの車高調整機能有（VFCA）無（VFA）
が選択
できます。また、一部を除いてパーツ単品でもご購入いただけます。

TOYOTA

BATTLEZ リフトアップスプリング Ti-W フロント
■チタン配合コイル ■ヘタリ保証付き ■純正ダンパー使用可
■リフト量：35-40mm
（17-20） 30-35mm（20+） 40-45mm（21+）

BATTLEZ リフトアップセット

BATTLEZ リフトアップブロック リヤ
■アルミ製 ■ Uボルト付 ■純正サスペンション使用可 ■リフト量：30mm

BATTLEZ リフトアップスプリング リヤ（リーフスプリング）

BATTLEZ
リフトアップスプリング Ti-W

BATTLEZ
リフトアップブロック

VFA ver.A

BATTLEZ コンフォートスプリング リヤ（リーフスプリング）

■低圧ガス式ツインチューブダンパー ■純正形状 ■減衰力14段調整式
■ハーモフレック® 内蔵（リヤ） ■純正サスペンション使用可

Fリフト

BATTLEZ
リフトアップスプリング リヤ

BATTLEZ
ダンパー VFA

BATTLEZ ダンパー VFCA（フロント車高調整式ダンパー）

BATTLEZ リフトアップブロック リヤ

BATTLEZ リフトアップスプリング リヤ

BATTLEZ コンフォートスプリング リヤ
BATTLEZ ダンパー VFA

BATTLEZ リフトアップセット VFA ver.A

BATTLEZ リフトアップセット VFCA ver.A
BATTLEZ リフトアップセット VFA ver.B

BATTLEZ リフトアップセット VFCA ver.B
BATTLEZ リフトアップセット VFA ver.C

BATTLEZ リフトアップセット VFCA ver.C
BATTLEZ コンフォートセット VFA

JAOS バンパーダウンブラケット リヤ
JAOS インナーフェンダー フロント

¥28,600
¥26,400
¥104,500
¥104,500
¥88,000
¥113,300
¥135,300
¥135,300
¥157,300
¥212,300
¥234,300
¥187,000
¥8,800
¥15,400

乗り味変化〇

構造変更不要

年式

取付時間

D
C
E
E
F
F
F
G
G
I
I
I
C
D

17-20

17-20

注意
※1 ※2
※1 ※3 ※4

セット内容

車高アップ量

C ：1.0H
H ：3.5H

全体リフト
乗り味変化〇
構造変更不要

※5

全体リフト

※1 ※2

乗り味変化〇

※1 ※2
※1 ※2 ※3 ※4
※1 ※2 ※3 ※4
※1 ※2 ※3 ※4
※1 ※2 ※3 ※4
※5

D ：1.5H
I ：4.0H

姿勢調整◎

構造変更不要

リフトアップについてご注意いただきたいこと

リヤ」をご使用いただければ装着位置を規定まで下げることが可能です。
※ 5. 20+モデルとBATTLEZコンフォートリーフについて
2020年8月に行われたマイナーチェンジによって、純正リーフスプリングの乗り味がBATTLEZコンフォートリ

VFA Ver.A

フロント

リフトアップコイル
減衰力14段調整式ダンパー

35-40（17-20）
30-35（20+、21+）

リヤ

減衰力14段調整式ダンパー

ー

リフトアップコイル
減衰力14段調整式車高調ダンパー

20-50

減衰力14段調整式ダンパー

ー

フロント

リフトアップコイル
減衰力14段調整式ダンパー

35-40（17-20）
30-35（20+、21+）

リヤ

リフトアップブロック
減衰力14段調整式ダンパー

30

■リヤ…ダンパーのみ

BATTLEZ リフトアップセット

VFCA Ver.A

フロント
リヤ

■リヤ…ダンパーのみ

BATTLEZ リフトアップセット

VFA ver.B

■リヤ…ブロック

BATTLEZ リフトアップセット

VFCA ver.B

リフトアップコイル
フロント
減衰力14段調整式車高調ダンパー
リヤ

■リヤ…ブロック

リフトアップブロック
減衰力14段調整式ダンパー

20-50
30

BATTLEZテイストが堪能できる
「BATTLEZ Theハイスタンダード」
全体リフト
乗り味変化◎
構造変更必要
全体リフト

姿勢調整◎

乗り味変化◎

構造変更必要

BATTLEZ リフトアップセット

VFA ver.C

フロント

リフトアップコイル
減衰力14段調整式ダンパー

35-40（17-20）
30-35（20+、21+）

リヤ

リフトアップリーフ
減衰力14段調整式ダンパー

40-45（17-20）
45-50（20+、21+）

リフトアップコイル
減衰力14段調整式車高調ダンパー

20-50

リフトアップリーフ
減衰力14段調整式ダンパー

40-45（17-20）
45-50（20+、21+）

■リヤ…リーフ

BATTLEZ リフトアップセット

VFCA ver.C

フロント

■リヤ…リーフ

リヤ

リフトアップせずに乗り心地を改善
乗り味変化★

※1. 車両安全装備について
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。
※ 2. 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。
※ 3. バックフォグランプについて
ハイラックスに標準で装着されているリヤフォグランプは、リヤ側のリフトアップによって保安基準の高さを越えて
しまう場合があります。しかし、リヤフォグランプは必須の灯火装置ではないので製品付属の手順に従って物理
的にキャンセル
（取外し）
していただければ保安基準不適合の状態は解消されます。リフトアップセットver.Bおよ
び ver.Cにはその際に必要となるバルブグロメットが同梱されています。
※ 4. 後部突入防止装置について
保安基準では「地上から550㎜以下に突入防止装置を設けること」となっていますが、ハイラックスで突入防止
装置とされているリヤバンパーは装着位置が規定ギリギリのため、リフトアップによって規定位置を超えてしまう
可能性があります。バンパーの取付調整で規定内に収めきれない場合は、別途「JAOS バンパーダウンブラケット

BATTLEZ リフトアップセット

構造変更の必要なくリフトアップを実現したスマートセット

※1 ※3 ※4

【年式】17-20（2017年9月～2020年8月） 18-20（2018年11月～2020年8月：ブラックラリーエディション）
20+（2020年8月～） 21+（2021年10月～：Z“GR SPORT”） 無印（全年式）
（または0.5H 以内） B ：0.5-1.0H
【参考取付時間】 A：0.5H
E：2.0H
F ：2.5H
G ：3.0H

乗り味変化〇

構造変更不要
姿勢調整◎

PARTS PRICE LIST for HILUX / BATTLEZ
BATTLEZ リフトアップスプリング Ti-W フロント

姿勢調整〇

Fリフト

■低圧ガス式ツインチューブダンパー ■フロント車高調整式（専用コイル） ■リフト量：20-50mm
（フロント）
■減衰力14段調整式 ■ハーモフレック®内蔵（フロント、リヤ） ※付属の専用コイル以外使用不可

税抜価格

VFCA ver.C

HILUX

フロントのみのリフトアップで前傾姿勢を補正しながら乗り心地も改善するシンプルセット

■純正同枚数 ■リフト量：±5mm
（17-20） ※20+、21+は装着不可

BATTLEZ ダンパー VFA（ノーマル形状ダンパー）

BATTLEZ リフトアップセット

VFCA ver.B

製品名/特徴

■純正同枚数 ■リフト量：40-45mm（17-20） 45-50mm（20+）

商品名

BATTLEZ リフトアップセット

構造変更必要
全体リフト

BATTLEZ コンフォートセット フロント 減衰力14段調整式ダンパー

VFA

■リヤ…リーフ

リヤ

コンフォートリーフ
減衰力14段調整式ダンパー

0
±5（17-20）

前後共にリフトアップ

Fリフト

フロントのみリフトアップ

姿勢調整◎

細かな前後姿勢調整可能

姿勢調整〇

フロントのリフトアップで前傾姿勢を補正

乗り味変化◎

フロントコイルとリヤリーフスプリング、そして前後ダンパーの交換によって、しなやかで腰のあるBATTLEZ
テイストを実現

乗り味変化〇

フロントコイルと前後ダンパーの交換によって、しなやかなハンドリングとマイルドな乗り心地を実現

乗り味変化★

リヤリーフスプリングと前後ダンパーの交換によって、しなやかで突き上げの少ない乗り味を実現

構造変更必要

リヤリーフスプリングの交換を行うため、構造変更手続きが必要となります

構造変更不要

構造変更の必要はありません

■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ください。

ハイラック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。

ーフに近くなったため、同モデルへの装着は不可としています。

JAOSのハイラックス用エクステリアアイテムは全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
ーシリーズも全て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。

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5月現在のものです。

JAOS STYLING CATALOG

2022

JAOS STYLING CATALOG 2022

TOYOTA HILUX
GM

Wフランジとフィン状リブで武装したトライブシリーズ第三弾

JAOS TRIBE CROSS
¥49,500（税込）
17×7.5J＋25／ガンメタリック

TEAM JAOS HILUX 2021 ver.

¥49,500（税込）

TGD

TOYO TIRESとのコラボレーションPV 絶賛公開中

JAOS インナーフェンダー
¥15,400（税込）
17×8.0J＋20／ダークシルバー

¥50,600（税込）

■サイズ：17×8.0J＋20、17×8.0J±0 ■仕様：鋳造（マットプロセス）、1ピース
（TGD）、マットガンメタリック
（MGM）
■カラー：チタニウムゴールド
■規格：JWL、JWL-T、VIA ■付属品：センターキャップ、エアバルブ

BM
〈PR 編〉

〈インプレッション編〉

〈メイキング編〉

17×8.0J＋20／ブラックミーリング

JAOS バンパーダウンブラケット リヤ
¥8,800（税込）
20+

ポリッシュ／ブラスト

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

¥55,000（税込）

JAOS TRIBE CLAW

JAOS BACCHUS CM-11
¥69,300（税込）

MAB

■サイズ：20×8.5J＋18
■仕様：鋳造、1ピース
■カラー：マットアッシュブロンズ
（MAB）、
スモークポリッシュブラック
（SPB）
■規格：JWL、JWL-T、VIA
■付属品：センターキャップ、エアバルブ

SPB

■仕様：鋳造（マットプロセス）、1ピース
■規格：JWL、JWL-T、VIA
■付属品：センターキャップ、エアバルブ

PARTS PRICE LIST for HILUX / JAOS & BATTLEZ

JAOS フロントスキッドバー
¥69,300（税込）

JAOS サイドステップ ポリッシュ
¥107,800（税込）

JAOS サイドステップ ブラック
¥85,800（税込）

20+

※グレード：「Z“GR SPORT”」、「X」装着不可

L」は別売りです。
※「JAOS マッドガードⅢ 汎用タイプ L」は別売りです。

JAOS フロントグリルガーニッシュ
【マットブラック】¥74,800（税込） 【未塗装品】¥63,800（税込）

JAOS LED フォグランプ 26C
【クリアー／イエロー】各 ¥50,600（税込）

20+

JAOS マッドガード車種別取付キット
¥5,500（税込）

JAOS 牽引フック リヤ
¥19,800（税込）

20+

ABS 製

ABS 製

JAOS フェンダーガーニッシュ type-X
【マットブラック】¥92,400（税込） 【未塗装品】¥74,800（税込）

JAOS オーバーフェンダー type-X
【マットブラック】¥101,200（税込） 【未塗装品】¥83,600（税込）

JAOS スキッドプレートⅢ
¥29,700（税込）

MGM

DS

片側25mmワイド

JAOS スキッドプレート type-R
¥59,400（税込）

※写真は「BATTLEZ マフラー ZS-S」です。

※写真は「BATTLEZ マフラー ZS-2 TC」です。

BATTLEZ マフラー ZS-S ／ ZS-S TC
【ZS-S】¥79,200（税込） 【ZS-S TC チタンカラーテール】¥85,800（税込）

【ZS-2】¥90,200（税込） 【ZS-2 TC チタンカラーテール】¥101,200（税込）

JAOS フューエルリッドプロテクター
¥5,500（税込）

BATTLEZ マフラー ZS-2／ ZS-2 TC

JAOS ドアハンドルプロテクター type-A
¥5,500（税込）

商品名
税込価格
JAOS フロントスキッドバー ポリッシュ／ブラスト
¥69,300
JAOS フロントスキッドバー ポリッシュ／ブラック
¥69,300
JAOS フロントスキッドバー ブラック／ブラスト
¥69,300
JAOS フロントスキッドバー ブラック／ブラック
¥69,300
JAOS スキッドプレートⅢ
¥29,700
JAOS スキッドプレート type-R
¥59,400
JAOS サイドステップ ポリッシュ
¥107,800
JAOS サイドステップ ブラック
¥85,800
JAOS フェンダーガーニッシュ type-X ／塗装品 マットブラック
¥92,400
JAOS フェンダーガーニッシュ type-X ／未塗装品
¥74,800
JAOS オーバーフェンダー type-X ／塗装品 マットブラック
¥101,200
JAOS オーバーフェンダー type-X ／未塗装品
¥83,600
JAOS フロントグリルガーニッシュ／塗装品 マットブラック
¥74,800
JAOS フロントグリルガーニッシュ／未塗装品
¥63,800
JAOS マッドガード車種別取付キット
¥5,500
JAOS マッドガードⅢ 汎用タイプ L（2枚セット／赤または黒）
¥15,400
JAOS フューエルリッドプロテクター
¥5,500
JAOSドアハンドルプロテクター
¥5,500
JAOS 牽引フック リヤ
¥19,800
JAOS LEDフォグランプ26C ／クリアー &イエロー
¥50,600
BATTLEZ エアクリーナー
¥10,780
BATTLEZ インタークーラーホースセット
¥55,000
BATTLEZ サクションホース
¥25,300
BATTLEZ インテークホースセット
¥74,800
BATTLEZ マフラー ZS-S（シングルサイド出し）
¥79,200
BATTLEZ マフラー ZS-S TC（シングルチタンカラーテールサイド出し）
¥85,800
BATTLEZ マフラー ZS-2（デュアルテール）
¥90,200
BATTLEZ マフラー ZS-2 TC（デュアルチタンカラーテール）
¥101,200
BATTLEZ ブレーキパッド type-EX フロント
¥19,800
JAOS BACCHUS CM-11／マットアッシュブロンズ
¥69,300
JAOS BACCHUS CM-11／スモークポリッシュブラック
¥69,300
JAOS TRIBE CROSS ／チタニウムゴールド
¥49,500
JAOS TRIBE CROSS ／マットガンメタリック
¥49,500
JAOS TRIBE CLAW ／ガンメタリック
¥49,500
JAOS TRIBE CLAW ／ダークシルバー
¥50,600
JAOS TRIBE CLAW ／ブラックミーリング
¥55,000

年式

20+
20+
20+
20+
20+

取付時間
C
C
C
C
A
A
A
A
G
G
G
G
D
D
D
A
A
A

17-20
17-20

A
A
A
B
A
A
A
A
A

【年式】17-20（2017年9月～2020年8月） 18-20（2018年11月～2020年8月：ブラックラリーエディション）
20+（2020年8月～） 21+（2021年10月～：Z“GR SPORT”） 無印（全年式）
【参考取付時間】 A：0.5H（または0.5H 以内） B ：0.5-1.0H
E：2.0H
F ：2.5H
G ：3.0H

C ：1.0H
H ：3.5H

D ：1.5H
I ：4.0H

