Experience a New Adventure.
「赤｣から｢銀｣へ、そして｢ヘタリ保証｣標準装備

04

BATTLEZ×COIL typeTi-W新発売
ロングストロークタイプスポーツダンパー

BATTLEZ×DP typeS好評発売中
2015 年、BATTLEZ コイルシリーズ最大ともいえるリニューアルを行いました。そ
の軸となるのは保証体制。「ヘタリ」を同製品が販売している限り交換保証するとい

06

4WD車用

うものです。その名も「Ti-W(Warranty= 保証 )」。また、今回のリニューアルに伴っ
て、コイルカラーを「BATTLEZ レッド」から「BATTLEZ シルバー」へと変更して
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。
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JAOS LEDルームランプ
■フロント+リヤセット

4WD車用

BATTLEZ×COIL type25Ti-W (チタン配合リフトアップコイル)
適

■LED総数：30個(約2.4W)

応

リフト量

■純正交換

バネレート
備

05

考

4WD車

取

仕

BATTLEZ×SUS セット

■BATTLEZ×COIL type25Ti-W+BATTLEZ×DP typeS
■リヤダンパー延長ブラケットは付属しません
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ターボ車(15.12以前)

様

フロント：約 25 ～ 30㎜アップ
リヤ：約 25 ～ 30㎜アップ
フロント：2.04kgf/mm

リヤ：2.02kgf/mm

リヤダンパー延長ブラケット付
+約25㎜

取

付 純正交換

ガス式ツインチューブダンパー / 減衰力固定式

ストローク(純正比)

前後共：+25㎜(L-max)

減衰力(純正比)

フロント：伸側 30% アップ / 圧側 20% アップ
リヤ：伸側 90% アップ / 圧側 10% アップ

備

考

ダンパー単体販売はありません

Sエネチャージ車(ターボ＆NA)

JAOS LEDバニティーミラーランプ

■左右セット ■純正交換 ■X/Xターボ (バニティーミラーランプ付車)用

PARTS PRICE LIST for SUZUKI HUSTLER & MAZDA FLAIR CROSSOVER
取付
時間

No 商品名

税抜価格

01 JAOS フロントスポーツカウル

¥62,000 E

02 JAOS ルーフスポイラー

¥30,000 D

03 JAOS マッドガードⅢハスラー専用タイプ(2枚セット)

¥14,000 A

04 JAOS LEDルームランプ

￥8,500 A

05 JAOS LEDバニティーミラーランプ

￥44,000 F

07 BATTLEZ×SUS セット

￥91,000 F

08

BATTLEZ×EX typeZS-Ti

BATTLEZ×EX type ZS-Ti

■本体：ステンレス+テール：チタン ■純正交換
■センター+リヤ(2ピース) ■メイン：50.8φ テール：90φ
■平成22年騒音規制適合/性能等確認済表示内容
ターボ車(15.12以前)：JQR10152033S Sエネチャージ車：JQR10152275

￥4,000 A

06 BATTLEZ×COIL typeTi-W
BATTLEZ×EX typeZS-Ti / ターボ車(15.12以前)

焼け色鮮やかなチタンテールマフラー

￥50,000 A

BATTLEZ×EX typeZS-Ti / Sエネチャージ車(ターボ＆NA) ￥55,000 A

【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：3.0-3.5 I：3.5 h以上

株式会社ジャオス TEL.0279-20-5511 FAX.0279-20-5549
http://www.jaos.co.jp
http://www.facebook.com/JAOSCORPORATION
■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、
4×4ショップ又は全国ビッグランチェーン店までお問い合わせ下さい。

HUSTLER
MAZDA FLAIR CROSSOVER

付 純正交換

BATTLEZ×DP typeS (BATTLEZ×COIL typeTi-W専用ダンパー)
対応車高

SUZUKI

http://minkara.carview.co.jp/userid/839780/blog/
https://www.youtube.com/user/JAOSCORPORATION
https://instagram.com/jaos_corporation/

JAOSのハスラー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。また、BATTLEZ×EX(マフラー)シリーズも全て
平成21年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。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 2016 年 5 月現在のものです。

JAOS STYLING CATALOG 2016

「遊べる軽」から「攻める軽」!
HUSTLER JAOS STYLE
好評発売中

01

JAOSフロントスポーツカウル

■FRP/未塗装/1ピース/アルミメッシュネット付 ■ボ
ルトオン ■フォグランプは純正流用(未装着車の場合
は別途必要) ■インナーフェンダーのカットが必要
■左画像の赤線で囲った部分が一体となった商品です。
デモカーには三色で塗り分けて装着しています

02

JAOSルーフスポイラー

■FRP/未塗装/1ピース ■ボルトオン+両面テープ
ートへの穴開け加工が必要

03

撮 影 車： X ターボ
タ イ ヤ： YOKOHAMA ECOS ES31 165/65R15
ホ イ ー ル： CRIMSON DEAN MINI 15 × 5.0J/45

HUSTLER "JAOS STYLE"
「遊べる軽」としてデビューし、そのキュートなスタイリングと優れたユーティリティによって瞬
く間に人気モデルとなったハスラーですが、我々ジャオスでは、その卓越した 4WD 性能に着目し、
「攻める軽」へと進化させるエクステリア & パフォーマンスアイテムをご用意しました。その筆頭
ともいえるのが「JAOS スポーツカウル」。一体成型品ながら、塗り分けを前提としたデザインに

◎写真のデモカーはBATTLEZ×SUSセットにより約25㎜リフト
アップされています。

よって切れ上がったクロスカントリー系バンパーを再現。更に、マッドガードとルーフスポイラーでリ
ヤビューを引き締め、エクステリアイメージをスポーティーに演出しています。もちろん、機能面でも
抜かりなし。チタンテールマフラー「BATTLEZ × EX」や、リフトアップサスペンション「BATTLEZ
× SUS セット」の装着で “一味違う” ハスラーのスタイリング & パフォーマンスを実現しています。

JAOSマッドガードⅢ ハスラー専用タイプ

■EVAフラップ(カット済S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 ■ボルトオン ■フロントま
たはリヤの左右セット

■リヤハッチゲ

