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品番 製品名 価格 内容
B610096 JAOS マッドガード車種別取付キット ￥72,000 マッドガード３汎用タイプの装着を容易にする車種別取付キット
B708096 BATTLEZ マフラー ZS-S サークル ￥68,000 サイド出しマフラー

未定 JAOS フロントスキッドバー ブラック / ブラック ￥58,000 フロントのチューブパイプとプレートを組み合わせたフォグランプブラケット付きのバー
B250096 JAOS フロントスキッドプレート 3 ￥26,000 フロントアンダー部に装着するプレート（ガード）
B172096BK JAOS ブラックサイドステップ 未定 チューブパイプ 76.2 φのサイドステップ

未定 ⑦ BATTLEZ リフトアップセット VFCA Ver.B（R ブロック） ￥143,000 ①⑥のセット。フロントコイル、リヤブロック、前後ダンパー ( フロントのみ車高調
整式 ) の組み合わせ。F20-50mm アップ、R 約 30mm アップ。構造変更不要。

B318096 JAOS バンパーダウンブラケット リヤ ￥8,000 リフトアップ時に後部突入防止装置の基準（550㎜）を満たせない場合の対策品。
10mm と 30mm の２段階で純正バンパーを下げることができるブラケット

B560002 JAOS LED フォグランプ 26C イエロー ￥40,000 汎用 LED フォグランプ
B622001 JAOS マッドガードⅢ 汎用タイプ　L サイズ ￥14,000 2 枚１セット、前後 1 台分装着の際は 2 セット必要
B951775GM JAOS TRIBE CLAW ガンメタリック ￥45,000 ホイール　17 × 7.5+25
B951775SI JAOS TRIBE CLAW シルバー ￥45,000 ホイール　17 × 7.5+25

YOKOHAMA GEOLANDAR M/T G003　265/70R17 タイヤ

既存パーツ適合確認および適応予定

製品名 適合 内容 対応状況

エクステリア

JAOS フロントバンパーガード × バンパー形状が異なるため 未定

JAOS エアロボンネット × ボンネット周辺形状が異なるため 未定

JAOS ルーフスポイラー 〇

JAOS フロントグリル × グリル周辺形状が異なるため 検討中

JAOS ヘッドライトガーニッシュ × ランプ形状が異なるため 未定

JAOS ウインカーキット × バンパー形状が異なるため 未定

JAOS フェンダーガーニッシュ ( オーバーフェンダー ) × フェンダー形状が異なるため 開発予定

JAOS オーバーフェンダー ( オーバーフェンダー ) typeX × フェンダー形状が異なるため 今夏リリース予定

JAOS フロントスキッドバー × バンパー形状が異なるため 今夏リリース予定

JAOS リヤスキッドバー × アドブルータンクなどのため 今夏リリース予定

JAOS サイドステップ ポリッシュ / ブラック × サイドガーニッシュ形状が異なるため 今夏リリース予定

JAOS リヤラダー ポリッシュ / ブラック × テールゲートガーニッシュ形状が異なるため 今夏リリース予定

JAOS スキッドプレート × バンパー形状が異なるため 検討中

JAOS リヤスキッドプレート ブラスト / ブラック 〇

JAOS マッドガードⅢデリカ D:5 専用セット × 取付穴位置やバンパー形状が異なるため 今夏リリース予定

JAOS LED フォグランプブラケットセット × バンパー形状が異なるため 未定

インテリア JAOS LED ルームランプ × 形状が異なるため ―

吸排気
BATTLEZ エアクリーナー 〇

BATTLEZ マフラー ZS-2 × マフラー形状が異なるのため 開発予定

サスペンション

BATTLEZ リフトアップセット VFCA × フロント形状が異なるのため 開発予定

BATTLEZ リフトアップセット VFSA × フロント形状が異なるのため 開発予定

BATTLEZ リフトアップセット VFS × フロント形状が異なるのため 開発予定

BATTLEZ リフトアップスプリング Ti-W × フロント形状が異なるのため 開発予定

BATTLEZ ダンパー VFS × フロント形状が異なるのため 開発予定

BATTLEZ リフトアップスペーサー 〇

BATTLEZ アルカーボンタワーバー × 周辺形状が異なるため 未定

BATTLEZ リヤロアアームバー × 周辺形状が異なるため 未定

ブレーキ BATTLEZ ブレーキパッド typeM Ⅱ × 形状が異なるため 検討中

ホイール JAOS ASTELLA CM-03 (16inch) 〇

対応状況凡例：【未定】…商品化未定　【検討中】…商品化または商品内容を検討中　

　　　　　　　【開発予定】…商品化を予定。ただし、開発過程において中止となる場合もあり

　　　　　　　【今夏リリース予定】…2019 年 7 月～ 9 月のリリース予定
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