
●PJミニH56A '94-'98
●PJミニH58A '98+
●PJジュニア '95-'98
●RAV 4 '94-'00

フロントワイヤーの長さ

約110mm 約125mm 約150mm 約175mm

●R50テラノ '95-'99
●Y61サファリ '97+
●X-TRAIL '00+

●CR-V '01+ ●ビッグホーン '91+
●130サーフ '91-'95
●CR-V '95-'01
●チャレンジャー '96-'99
●パジェロBF '97-'98
●ウイザード＆ミュー '98+
●パジェロ '99+

約230mm 約290mm 約340mm 約190mm

●デリカS/G '94+
●パジェロOF '91-'97

●100ランクル '98+
●スターワゴン '90-'99
●ＲＶＲスポーツギヤ '92-'97
●185サーフ '95+

●90プラド '96+
●パジェロイオ '98+

●エアトレック '01+

●PJミニH56A '94-'98
●PJミニH58A '98+
●PJジュニア '95-'98

リヤワイヤーの長さ

約110mm 約125mm 約150mm 約175mm 約230mm

●パジェロイオ-3ドア '98+ ●RAV 4 '94-'00
●パジェロイオ-5ドア '98+

●デリカS/G '94+
●チャレンジャー '96-'99
●ミュー '98+
●CR-V '95-'01
●パジェロSHORT '99+
●ＲＶＲスポーツギヤ '92-'97

約290mm 約340mm 約400mm

●Y61サファリ '97+
●90プラド '96+
●130サーフ '91-'95
●X-TRAIL '00+
●CR-V '01+
●エアトレック '01+

●パジェロLONG '99+
●パジェロOF '91-'97
●パジェロBFSHORT'97-'99
●ビッグホーン '91+
●スターワゴン '90-'99
●パジェロBF LONG '97-'99
●ウイザード '98+

●100ランクル '98+
●185サーフ '95+
●R50テラノ '95-'99

株式会社ジャオス
〒370-3504群馬県北群馬郡榛東村広馬場3586-1 TEL.0279-20-5511 FAX.0279-20-5549

マッドガード専用　ワイヤーキット

●安全上のご注意　取り扱いを誤った場合、人が死亡、重傷を負う恐れがある内容を示しています。

●本製品がタイヤやショック、マフラー等に接触している

と摩擦や高熱で火災の原因となります。又、地面とのクリ

アランスも十分にとらないと事故の原因となります。

●取付完了後、ビス、ナット等がきちんと締まっているか

確認して下さい。

●ワイヤーロープの取り付けの際、アルミかしめやジョイン

ト金具は、工具（圧着ペンチやプライヤー等）でしっかりと

締付けて下さい。締付け不足によりワイヤーが外れるとバンパーの破

損や事故の原因となります。●走行前には、必ず各部の取付や締付を

確認し、ゆるんでいたら再度締め直して下さい。

●キット内容　
①450mmワイヤー（1本) ②ジョイント金具（2個)

③ワイヤー端子（1個) ④アルミかしめ（1個）

組み立てに必要な工具
●アルミかしめの圧着に、圧着ペンチ等の工具が必要です。

2：長さが決まったらループさせる分を残してワ

イヤーカッター等で余分な長さを切ります

●ワイヤーの長さ調節

●ワイヤ長（車種別適合表）

①

②
③ ④

1：下記の適合表を参考にワイヤーの長さを決め
ていきますが、あくまでも目安です。ワイヤ
ーを切る前に、必ず現車に合わせて調整して
ください。

注）ワイヤーロープの長さを決める際、ジョイント金具やワイヤ
ー端子の使用する、しないによって変わってきますので注意
してください。

注）ワイヤーの長さはあくまでも参考寸法です。汎用タイプのマッドガード本体を取り付ける場合、取付位置によってワイヤーの長さが変わってきます。必ず現

車に合わせながらきちんと寸法を計り調整してください。

注）マッドガードが車種専用タイプであっても、ワイヤーの取付位置が任意の場合、必ず現車に合わせながらきちんと寸法を計り調整してください。

アルミかしめ

工具
（圧着ペンチ等）

4：ワイヤーが完成したら、ジョイント金具とワイヤー端子を組み付けます。取付は、各マッドガ

ード取扱説明書を参考にしてください。

3：図の様にアルミかしめを先に通し

ジョイント金具が通るようにルー

プをつくり、工具（圧着ペンチ等）

でしっかりとかしめて下さい。
注）パジェロミニなど、車種によりワイヤー端子

がループの中に入るものがあります。
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●PJミニH56A '94-'98
●PJミニH58A '98+
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●CR-V '95-'01
●チャレンジャー '96-'99
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●パジェロイオ-3ドア '98+ ●RAV 4 '94-'00
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●デリカS/G '94+
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株式会社ジャオス
〒370-3504群馬県北群馬郡榛東村広馬場3586-1 TEL.0279-20-5511 FAX.0279-20-5549

マッドガード専用　ワイヤーキット

●安全上のご注意　取り扱いを誤った場合、人が死亡、重傷を負う恐れがある内容を示しています。

●本製品がタイヤやショック、マフラー等に接触している

と摩擦や高熱で火災の原因となります。又、地面とのクリ

アランスも十分にとらないと事故の原因となります。

●取付完了後、ビス、ナット等がきちんと締まっているか

確認して下さい。

●ワイヤーロープの取り付けの際、アルミかしめやジョイン

ト金具は、工具（圧着ペンチやプライヤー等）でしっかりと

締付けて下さい。締付け不足によりワイヤーが外れるとバンパーの破

損や事故の原因となります。●走行前には、必ず各部の取付や締付を

確認し、ゆるんでいたら再度締め直して下さい。

●キット内容　
①ワイヤー（1本)

②ジョイント金具（2個)

※パジェロミニ、ジュニアのフロント(1個)

③ワイヤー端子（1個)

※パジェロミニ、ジュニアのフロント(2個)

●ワイヤ長（車種別適合表）

①

② ③

注）ワイヤーの長さはあくまでも参考寸法です。汎用タイプのマッドガード本体を取り付ける場合、取付位置によってワイヤーの長さが変わってきます。必ず現

車に合わせながらきちんと寸法を計り調整してください。

注）マッドガードが車種専用タイプであっても、ワイヤーの取付位置が任意の場合、必ず現車に合わせながらきちんと寸法を計り調整してください。
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