PARTS PRICE LIST for WRANGLER JK
取付
備考
時間

No 商品名

税抜価格

01 JAOS フロントスポーツカウル

￥98,000 B

02 JAOS スキッドプレートSC

￥16,000 A ※1

03 JAOS リヤバンパーカバー

￥38,000 B ※2

04 JAOS スペアタイヤブラケット/JAOSリヤバンパーカバー用

￥20,000 B

05 JAOS ランプバーSC

￥16,000 A ※3

06 JAOS ブラックサイドステップ

￥68,000 A ※4

07 JAOS スペアタイヤブラケット/純正バンパー用

￥22,000 B

08 JAOS マッドガード車種別取付キット

￥13,000

10 JAOS HID車種別ヘッドライトキット 2

￥84,000 B ※5

11 JAOS LEDルームランプ

￥7,600 A ※6

12 JAOS フットレスト

￥8,000 A

13 JAOS アクセルペダルスペーサー

￥3,000 A ※7

14 JAOS グラブハンドル/リヤ

￥55,000 E ※4

17 BATTLEZサスペンションセット

￥127,000 F ※4

BATTLEZブレーキホース延長ブラケット/フロント

￥2,000 A ※8

18 BATTLEZラテラルロッド /フロント

￥33,000 A

19 BATTLEZラテラルロッド /リヤ

￥33,000 A

20 BATTLEZマフラーZS-4サークル(4本出し)

￥128,000 B ※9

21 BATTLEZマフラーZS-4オーバル(4本出し)

￥120,000 B ※10

22 BATTLEZマフラーZS-W(2本出し)

￥98,000 B ※10

23 BATTLEZエアクリーナー

￥8,800 A

BATTLEZブレーキパッド typeMⅡ/フロント

￥19,000 A

BATTLEZブレーキパッド typeMⅡ/リヤ

【参考取付時間】 A：0.5H(または0.5H以内)
E：1.5-2.0H

￥19,000 A

B：0.5-1.0H

C：1.0H

D：1.0-1.5H

F：2.0-2.5H

※1：JAOSフロントスポーツカウル付車用(年式により設定が異なります)
※3：JAOSフロントスポーツカウル付車用

※5：12年以降モデル用

◎写真の車両はBATTLEZコイルスペー
サーでリフトアップされています。

￥80,000 B

16 BATTLEZコイルTi-W

用

撮影車(上) ︓リミテッド
タイヤ
︓265/60R18
撮影車(下) ラレード
タイヤ
︓265/60R18

￥3,000 B

15 BATTLEZダンパーVFA

アタイヤブラケット付車用

JAOS STYLING CATALOG 2018

￥7,500 B

JAOS アンプ移動ブラケット

※2：JAOSスペ

JAOSオーバーフェンダー typeX

■本体：FRP/未塗装/左右セット/エンドモール付 ダミーボル
ト：ABS/クロームメッキ ■出幅：片側約9㎜ ■タッピング
ネジ+両面テープ付エンドモール ■参考取付時間：3.0-3.5H
■各フェンダーリム部に穴あけ加工が必要（18ヵ所）

￥78,000

※4：UNLIMITED

BATTLEZマフラーZS-4

■WK36/36A/36T用 ■本体：フルステンレス ガーニッシュ
：FRP/未塗装 ■2ピース ■メイン：60.5φ テール：オーバ
ル(115×61)×4本 ■平成22年騒音規制適合 ■参考取付時間
：2.0-2.5H

￥160,000

※6：09.11〜13.01/14.03〜モデル用(2013年モデル不可)

※7：11年以降の純正サブウーハー付車(RUBICON&SAHARA)はJAOSアンプ移動ブラケッ
トが別途必要になります

※8：11年以降モデルBATTLEZダンパー装着車用

年1月以降UNLIMTED(JK36L)&UNLIMITED RUBICON(JK36LR)用

※9：2012

※10：2010年4月1日以

降UNLIMTED(JK38L/JK36L)AT車& 2010年3月31日以前車(ALL)

JAOSスタイリングパッケージ好評発売中
ver.A(リヤバンパーカバーセット) … ￥216,000
01 + 02 + 03 + 04 + 06

(全未塗装)+専用クロームエンブレム
○通常合計金額￥240,000

ver.B(ランプバーセット) …………… ￥210,000
01 + 02 + 05 + 06 + 07

(全未塗装)+専用クロームエンブレム

JAOSブラックサイドステップ

■チューブ：スチール76.2φ/カチオン電着塗装+ブラック粉体塗装
ステップ：インジェクション成形樹脂 ■ボルトオン ■参考取付
時間：0.5-1.5H
￥72,000

BATTLEZコイルスペーサーセット

■SS400(スチール)製/カチオン処理 ■リフト量：フロント…約
50〜55㎜UP リヤ…約20〜30㎜UP ■参考取付時間：3.0-3.5H

￥35,000

○通常合計金額￥220,000)
スタイリングパッケージ専用
クロームエンブレム(非売)

ver.A,B共に
「07-10年モデル用」
「11年以降モデル用」
の2設定があります。

株式会社ジャオス TEL.0279-20-5511 FAX.0279-20-5549
JAOSのラングラーJK&グランドチェロキーWK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マフラーシリーズ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。

JEEP
WRANGLER JK

& GRAND CHEROKEE WK

￥5,000 D

09 JAOS マッドガードⅢ 汎用タイプ M
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GRAND CHEROKEE WK JAOS style

Experience a New Adventure.

■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。
◎ハーモフレック®はKYB株式会社の登録商標です。

http://www.facebook.com/JAOSCORPORATION
http://minkara.carview.co.jp/userid/839780/blog/
https://www.youtube.com/user/JAOSCORPORATION
https://instagram.com/jaos̲corporation/
このカタログは2018年1月現在のものです。

WRANGLER JK UNLIMITED "JAOS STYLE"

「赤｣から｢銀｣へ、そして｢ヘタリ保証｣標準装備

BATTLEZコイルTi-W
周波数感応バルブ｢ハーモフレック®｣内蔵プレミアムダンパー

BATTLEZダンパーVFシリーズ

好評発売中

2015 年夏、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。

撮 影 車︓ラングラー・アンリミテッド・サハラ '12
タ イ ヤ︓BF GOODRICH M/T+ 285/70R17
ホイール︓VICTRON ASTELLA CM-03

16

BATTLEZダンパーVFA

BATTLEZコイルTi-W

17

18

■低圧ガス式ツインチューブダンパー ■減衰力14段調整ダイヤル付
■ハーモフレック®(周波数感応バルブ)内蔵 ■ノーマル〜50㎜アップ対
応 ■2011以降車はBATTLEZブレーキホース延長ブラケットが別途必要

◎写真のデモカーはBATTLEZサスペンションセットにより約50㎜リフトアップされています。

01

15

02

03

04

■チタン配合リフトアップコイル ■バネレート：フロン
ト…24N/㎜ リヤ…31N/㎜ ■リフト量：フロント…50
〜55㎜ リヤ…50〜60㎜

フロント
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リヤ

JAOSフロントスポーツカウル

JAOSスキッドプレートSC

05

06

■FRP(モノコック)/未塗装
正流用

■ボルトオン■フォグランプ純

■ステンレス/電解研磨+ショットブラスト
トスポーツカウル用

■JAOSフロン

JAOSリヤバンパーカバー

■FRP/未塗装 ■タッピングネジ ■バンパーカット及び配線
加工、ナンバープレートの再封印が必要 ■純正スペアタイヤ
ブラケットのままでは、スペアタイヤが装着できません。

07

JAOSスペアタイヤブラケット/JAOSリヤバンパーカバー用

■スチール/ブラック粉体塗装 ■純正交換 ■オフセット調整
機能付(20㎜) ■適応サイズ：ホイール…17x7.5Ｊインセット44
〜タイヤ外径…〜835㎜(285/70R17) ■ラグナットは純正を使用

08

09

BATTLEZサスペンションセット

■セット内容：BATTLEZコイル Ti-W+BATTLEZダンパー VFA

20

BATTLEZラテラルロッド
■ターンバックル調整式
±約100㎜)

JK36L・36LR

21

■調整範囲：-10〜40㎜(対応車高

JK38L・36L

RUBICON

BATTLEZマフラーZS-4オーバル
JAOSランプバーSC

■スチール/ブラック粉体塗装 ■フロントスポーツカウル
装着車専用 ■ランプバー本体は外部突起規制不適合。ま
た、ランプを装着した場合、装着位置により車検不適合

10

JAOSブラックサイドステップ

JAOSスペアタイヤブラケット/純正バンパー用

JAOSマッドガード車種別取付キット JAOSマッドガードⅢ汎用タイプM

■チューブ：スチール76.2φ/カチオン電着塗装+ブラック粉体
塗装 ステップ：インジェクション成形樹脂 ■純正交換
■地上高：420㎜(純正車高/パイプ下面)

■スチール/ブラック粉体塗装 ■純正交換 ■オフセット調整機
能付(20㎜) ■適応サイズ：ホイール…17x7.5Ｊインセット44〜
タイヤ外径…〜900㎜(35×12.5R17) ■ラグナットは純正を使用

■車種別取付ブラケット+型紙/1台分
■1台分の装着にはJAOSマッドガード汎用
タイプM(税抜￥13,000)が2セット必要

■レッドとブラックの2タイプ ■EVA製フラ
ップ×2+アルミプレート×2+ナイロン製ベル
ト×2 ■1台分・前後装着には2セット必要

11

12

13

14

■フルステンレス ■1ピース
■メイン：60.5φ テール：オーバル(115×61)×4本
■大型シングルサイレンサー
■平成22年騒音規制適合

RUBICON対応

BATTLEZマフラー ZS-4サークル

■フルステンレス ■1ピース
■メイン：60.5φ テール：サークル(101φ)×4本
■大型シングルサイレンサー ■平成22年騒音規制適合

22

JK38L・36L

BATTLEZマフラーZS-W
■フルステンレス ■1ピース
■メイン：60.5φテール：オーバル(115×61)×2本
■ツインサイレンサー ■平成22年騒音規制適合

専用ブラケット

23

2013モデル

JAOS HIDヘッドライト車種別専用キット2

JAOS LEDルームランプ
■センター+リヤ

RUBICON

■ウレタン(パイパークロスフォーム)3層構
造/スチールメッシュ付 ■純正交換タイプ

左ハンドル
■HIDバルブ：H4DUAL(Hi/Low切替)6000K(ライトブルーホ
ワイト/PHILIPS製) ■HIDバラスト：インバーター・イグナ
イター(Panasonic製) ■専用ブラケット： ステンレス製/カ
チオン塗装

BATTLEZ
エアクリーナー

■LED総数24個(約1.9W)

■純正交換

JAOSフットレスト

■スチール/カチオン電着/滑り止めシート
付 ■ボルトオン ■左ハンドル車装着
不可

JAOSアクセルペダルスペーサー

■ステンレス/カチオン電着 ■ボルトオン
■左ハンドル車装着不可 ■2011年以降
のサブウーハー装着車はJAOSアンプ移動ブ
ラケットが別途必要

JAOSグラブハンドル/リヤ

■グラブハンドル：ポリプロピレン (PP)、
ブラケット：スチール / カチオン電着塗装、
ボルトセット ■左右セット ■リヤシー
ト座面、裏側部分に穴あけ加工が必要

BATTLEZブレーキパッド typeMⅡ

■ノンアスベストタイプ 適応温度：0〜500℃
■純正交換 ■前後別売
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