
このカタログは 2015 年 9 月現在のものです。

PRICE LIST for MINI CROSSOVER R60
No 商品名 税抜価格 取付

時間

01
JAOS フロントコーナースポイラー (LEDデイランプ付) ¥78,000 H

塗装オプション：マットブラック ¥10,000
グレーメタリック ( オリジナル ) ¥12,000

02
JAOS オーバーフェンダーtypeX ¥78,000 H

塗装オプション：マットブラック ¥24,000
グレーメタリック ( オリジナル ) ¥28,000

03 JAOS マッドガード汎用タイプ車種別取付キット(1台分セット) ¥5,000 D
04 JAOS マッドガードⅢ汎用タイプM(2枚セット) ￥13,000
05 JAOS ルーフスポイラー ￥54,000 D

06
JAOS リヤハッチスポイラー ￥42,000 D

塗装オプション：マットブラック ¥18,000
グレーメタリック ( オリジナル ) ¥20,000

07
BATTLEZ×EX typeZS-WTi ￥135,000 F

ガーニッシュ塗装オプション：マットブラック ¥8,000
グレーメタリック ( オリジナル ) ¥12,000

08 BATTLEZ×SUS コイルスペーサー ￥58,000 F
【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

Experience a New Adventure
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MINI CROSSOVER R60
JAOS X-OVERLINE

BATTLEZ×EX type ZS-WTi
■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　■純正マフラー及び純正バンパーのカットが
必要　■平成22年騒音規制適合(JQR20152133)

BATTLEZ×SUSコイルスペーサー
■フロント：スチール/カチオン電着塗装　リヤ：ア
ルミ/アルマイト　■リフト量：約35~40㎜　■アッ
パーマウントとボディの間に挿入　■フロントショ
ートスタビライザーリンク付属　■JCW未確認

JAOS X-OVER LINEには欠かせない
リフトアップ用アイテム

BATTLEZ×SUS
コイルスペーサー

バンパーガーニッシュを付属した
左右出しチタンテールマフラー

BATTLEZ×EX typeZS-WTi
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JAOS リヤハッチスポイラー
■FRP/未塗装/1ピース　■ボルトオン+両面テープ　■要ハッチゲート
穴開け加工　■白車両装着の商品はデモカー用に塗装しています。緑車
両装着の商品は塗装オプションのマットブラック仕様です。

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　■要ハッチゲート
穴開け加工　■画像の商品はデモカー用に塗り分けしています

エクステリア & インテリアアイテムとホイールを網羅する ｢JAOS｣、チューニングアイテムの
｢BATTLEZ｣ と、カテゴリー別に 2 つのブランド展開をしている 4WD&SUV 総合パーツメーカーです。
創立 30 周年を記念して掲げた ｢Experience a New Adventure ( 新たな冒険を体験 )｣ というスロー
ガンのもと、1985 年の創業以来積み上げてきた 4WD&SUV 専業メーカーとしての経験と、自動車メー
カーへの OEM 供給で培われたクォリティコントロールを用いて、エントリーユーザー様には「安心し
て楽しめるカスタマイズ」、ベテランユーザー様には「ご満足いただけるカスタマイズ」と、多くの皆
様に感じていただけるような幅広く魅力的なアイテム開発を目指しています。

About JAOS

COOPER D / COOPER D ALL4専用

S/SD/JCW

塗装OP

塗装OP

◎当カタログ内にて特に記載のない商品は 2011 年１月以降のミニ・クロスオーバー全グレードに対応しています。

JAOSのミニ クロスオーバ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。

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

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

http://www.facebook.com/JAOSCORPORATION

https://instagram.com/jaos_corporation/

http://minkara.carview.co.jp/userid/839780/blog/WWW.JAOS.CO.JP
■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。



JAOS フロントコーナースポイラー (LED デイランプ付 )
■本体(FRP/未塗装)+専用LEDデイランプ(左右合計10個)+配線セット　■ボルトオン+両面テープ　■オフロードデザイン
キット付車装着不可

JAOSオーバーフェンダーtypeX
■FRP/未塗装/6ピース/ダミーボルト(ABS製/28個)/エンド
モール　■出幅：約9㎜以内(片側)　■タッピング+両面テ
ープ付エンドモール　■フェンダーリム部に穴開け加工必
要　■商品自体は申請の必要のないサイズ(片側9㎜以内)で
設計されています。しかし、車両本体の誤差などによって
装着後の実測全幅が車両寸法+20㎜を超えてしまう場合は
構造変更が必要となります。

MINI CROSSOVER R60 "JAOS X-OVER LINE" 始動
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撮 影 車：COOPER D ALL4
CROSSOVER R60 '14

タ イ ヤ：YOKOHAMA GEOLANDAR
A/T-S 215/60R17

ホイール：純正

JAOS の提案する
クロスオーバーのカタチ

MINI CROSSOVER R60
 JAOS X-OVER LINE

DEBUT!!

「JAOS X-OVER LINE」 と は、4WD&SUV エ キ ス パ ー ト で あ る 我 々 JAOS が 提 案 す る、
4WD&SUV ならではの機動力拡張とオンロードパフォ + ンスアイテムを開発しています。その第
一弾として登場したのは、ダミーボルトが印象的なオーバーフェンダーとリヤビューを引き締め
るハッチスポイラー。そして2015年夏、よりワイルドなエクステリアを実現するフロントコーナー
スポイラーとルーフスポイラーを追加。更に、スタイリッシュなバンパーガーニッシュがセット

されたチタンテールマフラーや、約 40 ㎜のリフトアップを実現するコイルスペーサーもリリース開始。
“一味違う” ミニクロスオーバーのエクステリア & パフォーマンスを検討されている方は、是非ご検討
ください。

塗装OP

塗装OP
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JAOSマッドガード汎用タイプ車種別取付キット
■車種別取付ブラケット+型紙/1台分　■フェンダーリム部
他に穴開け加工必要　■1台分の装着にはJAOSマッドガード
汎用タイプMが2セット必要

JAOSマッドガードⅢ汎用タイプM
■レッドとブラックの2タイプ　■EVA製フラップ×2+アルミ製
ハンガープレート×2+ナイロン製ハンガーベルト×2　■1台
分・前後装着には2セット必要　■装着にはカット加工が必要

汎用

S/SD/JCW

◎当カタログ内にて特に記載のない商品は 2011 年１月以降のミニ・クロスオーバー全グレードに対応しています。


