
Experience a New Adventure.

JAOS STYLING CATALOG 2021

JEEP
WRANGLER JL

◎ハーモフレック®はKYB株式会社の登録商標です。 このカタログは2020年11月現在のものです。

JAOSのラングラーJL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】をご参照下さい。

■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。

株式会社ジャオス TEL.0279-20-5511 FAX.0279-20-5549

https://www.youtube.com/user/JAOSCORPORATION

https://instagram.com/jaos_corporation
https://www.facebook.com/JAOSCORPORATION

https://twitter.com/JAOSCORPORATION

No 商品名 税抜価格 取付
時間 備考

01 JAOS フロントスポーツカウル ソナー付車用 ￥120,000 G ※1

JAOS フロントスポーツカウル ソナー無車用 ￥110,000 G ※1

02 JAOS スキッドプレート スポーツカウル用 ￥20,000 A ※2

03 JAOS ランプバー スポーツカウル用 ￥16,000 A ※2

04 JAOS サイドステップ ブラック ￥72,000 A ※3

05 JAOS マッドガード車種別取付キット ￥8,000 D

05 JAOS マッドガードⅢ 汎用タイプ M ￥13,000

06 JAOS スペアタイヤスペーサー ￥5,000 A ※4

07 JAOS ドアハンドルプロテクター ￥6,000 A

08 JAOS フットレスト ￥13,000 A ※1

09 JAOS ADAMAS BL5 / スモークポリッシュブラック ￥46,000

JAOS ADAMAS BL5 / マットブラック ￥41,000

10 JAOS LEDフォグランプ26C / クリア ￥40,000

11 JAOS LEDフォグランプ26C / イエロー ￥40,000

BATTLEZ ダンパーMS ￥100,000 D

BATTLEZ コイルTi-W ￥55,000 E

12 BATTLEZ リフトアップセット ￥148,000 J

13 BATTLEZ ラテラルロッド /フロント ￥33,000 A ※1

14 BATTLEZ ラテラルロッド /リヤ ￥33,000 A ※1

15 BATTLEZ マフラーZS-W (2本出し) ￥106,000 B

16 BATTLEZ マフラーZS-4 (4本出し) ￥132,000 B

17 BATTLEZ エアクリーナー ￥9,800 A

PARTS PRICE LIST for WRANGLER JK

BATTLEZ エアクリーナー
■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

BATTLEZマフラーZS-W
■フルステンレス　

■1ピース (リヤピース)　
■メイン：60.5Φ　
　テール：サークル(101Φ)×2本
■大型シングルサイレンサー　
■平成22年騒音規制適合

BATTLEZマフラー ZS-4
■フルステンレス　■1ピース (リヤピース)　

■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

BATTLEZラテラルロッド
■ターンバックル調整式　
■調整範囲：-10～40mm 
　　　　　(対応車高±約100mm)
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RUBICON対応

RUBICON不可

JL36L

JL36L

BATTLEZ ダンパー MS ( 純正形状ダンパー )

基本仕様
■ 高圧ガス式モノチューブダンパー
■ 減衰力固定式　■ ボディ径：51.0 Φ　■ ピストン径：46.0 Φ

減衰力
フロント

リヤ
：伸側 3%、圧側 4%(0.3m/sec/ 純正比 )
：伸側 5%、圧側 0%(0.3m/sec/ 純正比 )

■ 純正ダンパーとは異なるロッド反発力によって突き上げを低減

ストローク フロント：+30mm　リヤ：+2mm

BATTLEZ リフトアップスプリング Ti-W (リフトアップスプリング)

内容 フロント：約 40-45mmUP　リヤ：約 35-45mmUP スプリング 1 台分

線径 フロント：13.5 Φ　リヤ：15.1 Φ

バネレート フロント：21.1N/mm　リヤ：29.0N/mm

備考 JL36S（ショート）装着不可。ルビコングレード装着未確認。

BATTLEZ リフトアップセット MS
内容 BATTLEZ リフトアップスプリング Ti-W、BATTLEZ ダンパー MS
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2.0 ターボ (JL20L) 用マフラー現在鋭意開発中

｢ヘタリ保証｣標準装備のチタン配合スプリング

BATTLEZ スプリング Ti-W
豊かな接地感とスムーズなストロークを併せ持つモノチューブダンパー

BATTLEZ ダンパー MS

チタン配合のしなやかさとヘタリ保証によってラングラー JK でもご好評をいだいていた BATTLEZ スプリング Ti-W に
加え、ラングラー JL 用にはモノチューブならではの接地感とスムーズなストロークを併せ持った新ダンパー「MS」を
新たにご用意しました。スタビリティとコンフォートを高い次元で両立した「BATTLEZ ライド」を体感してください。

※ 1. 左ハンドル車 ( 並行輸入車 ) 装着不可。※ 2.JAOS フロントスポーツカウル付車専用。※ 3. 左ハ
ンドル車 ( 並行輸入車 ) 装着未確認。※ 4. 商品説明欄で装着可としたサイズでもタイヤ・ホイールの
種類によっては干渉する可能性あり。

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：2.5H H：2.5-3.0H  I  ：3.0H  J ：3.0-3.5H K ：3.5-4.0H【 】参考

取付時間

JAOS LED フォグランプ 26C
■ LED フォグランプ (19w/2200lm/157㎜φ / アルミダイキャストボディ、ポリカーボネイトレンズ ) ×２、ストー
ンガード (ABS) ×２、取付ブラケット×２、結束バンド、エレクトロタップ、配線セット（リレー、インジゲーター
付スイッチ、ヒューズ含む）、フォグランプ識別ステッカー
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■ 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。

■ 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。



JAOS フロントスポーツカウル
■ 本体：FRP / 未塗装 + メッシュネット　カバー：ABS ( 上面 ) EVA ( 裏面 )　ブラケット：ステンレス / 電着塗装
■ フォグランプ純正流用　■ ソナーの有無別設定　■ ランプ、ランプバー及びスキッドプレート別売

JAOS スキッドプレート スポーツカウル用
■ステンレス/電解研磨+ショットブラスト
■ 純正バンパー車装着可能
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JAOS サイドステップ ブラック
■ チューブ：スチール 76.2 φ / カチオン電着塗装 + ブラック粉体塗装 (2 コート )　ステップ：インジェクション成形樹脂　
■ 純正交換　■ 純正ステップ上部からステップ部で約 45mm アップ、純正ステップ下部からパイプ下面で約 42mm アップ
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JAOSマッドガード車種別取付キット
■ 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
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JAOS ランプバー スポーツカウル用 
■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　■ランプ別売　■ランプバー本体は外部突起規制
不適合。ランプを装着した場合、装着位置により車検不適合
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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
■ 位置調整機能付き（前後2段、上下3段階）

JAOS スペアタイヤスペーサー
■ スチール (9 ｍｍ厚 ) / カチオン電着塗装　■ 295/70R17( タイヤ
)+17 × 7.5J/44 ( ホイール ) 装着確認済　■ 純正スペアタイヤカバ
ー装着不可　■ ラバーストッパーのカット加工が必要になる場合有
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JAOSドアハンドルプロテクター
■フロント・リヤ左右ドアセット　■カーボン調PVCシート　
■裏面粘着剤付
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2トーンカラー塗装例

開発当初よりラングラーへの装着を前提としてデザインされた
ビードロックスタイルの4WD&SUV用ホイール

JAOS ADAMAS BL5

JAOS ADAMAS BL5 　ラングラー用サイズ
■サイズ：17×7.5J / 44　■カラー：スモークポリッシュブラック(SMB)、マットブラック(MB)　■規格：JWL、VIA

撮 影 車：ラングラー・アンリミテッド・サハラ '19
タ イ ヤ：BFGOODRICH MT KM3 285/70R17 ホイール：JAOS ADAMAS BL5
◎写真のデモカーは BATTLEZ リフトアップセットにより約 40㎜リフトアップされています。
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Ready to run any ground.
どんな地面でも走る準備はできている


