Experience a New Adventure

PARTS PRICE LIST for MITSUBISHI DELICA D:5 19+ DIESEL
No 商品名

税抜価格

取付
時間

01 JAOS フロントグリル /LEDランプ付 / 未塗装
￥64,000 C
02 JAOS フロントグリル /LEDランプ付 / マットブラック塗装済 ￥80,000 C
JAOS フロントグリル ブラックアウトステッカー
￥2,000 A
JAOS ルーフスポイラー typeA / 未塗装
￥48,000
JAOS ルーフスポイラー typeB / 未塗装
￥48,000
03 JAOS ルーフスポイラー typeB / マットブラック塗装済 ￥66,000
JAOS フェンダーガーニッシュ typeS / 未塗装
￥54,000 H
04 JAOS フェンダーガーニッシュ typeS / マットブラック塗装済 ￥74,000 H
JAOS フェンダーガーニッシュ typeX / 未塗装
￥58,000 H
05 JAOS フェンダーガーニッシュ typeX / マットブラック塗装済 ￥78,000 H
06 JAOS フロントスキッドバー / ポリッシュ×ブラスト
￥58,000 D
JAOS フロントスキッドバー / ポリッシュ×ブラック
￥58,000 D
JAOS フロントスキッドバー / ブラック×ブラスト
￥58,000 D
07 JAOS フロントスキッドバー / ブラック×ブラック
￥58,000 D
08 JAOS リヤスキッドバー / ポリッシュ×ブラスト
￥58,000 B
JAOS リヤスキッドバー / ポリッシュ×ブラック
￥58,000 B
JAOS リヤスキッドバー / ブラック×ブラスト
￥58,000 B
09 JAOS リヤスキッドバー / ブラック×ブラック
￥58,000 B
10 JAOS サイドステップ
￥98,000 F
11 JAOS サイドステップ ブラック
￥72,000 F
12 JAOS リヤラダーⅡ / ブラック /ハンドレール付
￥56,000 B
JAOS リヤラダーⅡ /ブラック / ハンドレール無
￥50,000 B
JAOS リヤラダーⅡ /ハンドレール付
￥54,000 B
13 JAOS リヤラダーⅡ /ハンドレール無
￥48,000 B
14 JAOS リヤスキッドプレート/ポリッシュ
￥14,000 A
JAOS リヤスキッドプレート/ブラック
￥14,000 A
15 JAOS スキッドプレート Ⅲ
￥26,000 A
16 JAOS マッドガードⅢ デリカD：5専用セット/フロント
￥15,000 A
JAOS マッドガードⅢ デリカD：5専用セット/リヤ
￥15,000 A
17 JAOS ドアハンドルプロテクター
￥6,000 A
18 JAOS バックドアスカッフプロテクター
￥7,000 A
19 JAOS LEDフォグランプ26C クリアー
￥40,000
20 JAOS LEDフォグランプ26C イエロー
￥40,000
21 JAOS ADAMAS BL5 (1670/SPB)
￥41,000
JAOS ADAMAS BL5 (1670/MB)
￥36,000
JAOS ADAMAS BL5 (1670/HB)
￥40,000
JAOS ADAMAS BL5 (1670/MPB・MPG)
￥46,000
JAOS ADAMAS BL5 (1775/SPB)
￥46,000
JAOS ADAMAS BL5 (1775/MB)
￥41,000
22 BATTLEZ リフトアップセット VFCA
￥162,000 H
23 BATTLEZ リフトアップセット VFAS
￥142,000 H
24 BATTLEZ リフトアップセット VFS
￥127,000 H
BATTLEZ コイルTi-W
￥55,000 G
BATTLEZ ダンパー VFAS
￥95,000 G
BATTLEZ ダンパー VFS
￥80,000 G
25 BATTLEZ コイルスペーサー リヤ
￥15,000 C
26 BATTLEZ アルカーボンタワーバー フロント
￥24,000 C
27 BATTLEZ エアクリーナー
￥8,800 A
BATTLEZ マフラーZS-S
￥46,000 C
31 BATTLEZ マフラーZS-2
￥62,000 C
31 BATTLEZ マフラーZS-2 / TC
￥70,000 C
参考
【取付時間
】F：2.0-2.5H

A：0.5H( または 0.5h 以内 ) B：0.5-1.0H C：1.0H
G：2.5H
H：2.5-3.0H I ：3.0H

「赤｣から｢銀｣へ、そして｢ヘタリ保証｣標準装備

BATTLEZ スプリング Ti-W

備考
※1※2

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

※1
※1
※2

22

※2

23

BATTLEZコイルTi-W(専用)＋BATTLEZダンパーVFCA

BATTLEZリフトアップセット VFAS
内容

※1

内容

※1
※1

BATTLEZ リフトアップセットVFAS

※1

■右図参照

※1
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※1

(ノーマル形状サスペンションセット/リヤ減衰力調整式)

BATTLEZ リフトアップスプリング Ti-W、BATTLEZ ダンパー VFAS

BATTLEZリフトアップセット VFS

※1

(ノーマル形状サスペンションセット/減衰力固定式)

BATTLEZ リフトアップスプリング Ti-W、BATTLEZ ダンパー VFS

■純正交換 ■純正サスペンションとの組み合わせ OK ■リヤショートスタビリ
VFS / VFAS ンク付属 ■ストローク…フロント：+17 ｍｍ リヤ：+14 ｍｍ
共通情報 ■フロント仕様…低圧ガス式ツインチューブダンパー / 減衰力固定
減衰力：伸側 13% アップ / 圧側 65% アップ

BATTLEZダンパー VFAS (ノーマル形状ダンパー/リヤ減衰力調整式)

※1

内容

※3

リヤ仕様

※3

※1

BATTLEZ ダンパー VF シリーズも好評発売中です。

〔フロント〕 ■低圧ガス式ツインチューブダンパー / 車高調整機能付 / ロッド式
ダンパー 減衰力4段調整 ■減衰力：伸側-10～36%アップ / 圧側63～85%アップ
■ストローク：+18㎜ ■専用車高調整用レンチ付属
仕様
〔リヤ〕 ■下記ダンパーVFASを参照 ■ショートスタビリンク付属

BATTLEZ リフトアップセットVFCA

※1

※3

JAOS オフィシャルサイトをご参照ください。更に
「ハーモフレック ®」を内蔵したプレミアムダンパー

スプリング ■フロント(専用)：線径16.0Φ バネレート42.0N/mm
仕様
■リヤは下記リフトアップスプリングTi-Wを参照

■右図参照

※3

Ti-W の「ヘタリ保証」。保証内容の詳細については、

(フロント車高調サスペンションセット/前後減衰力調整式)

※2

※1

売している限り交換保証するというのが BATTLEZ

BATTLEZリフトアップセット VFCA
内容

※2

サスペンションコイルの「ヘタリ」を同製品が販

BATTLEZ リフトアップセットVFS
■右図参照

フロント減衰固定(上記参照)、リヤ減衰力調整式ダンパー1台分
■ハーモフレック®機構内蔵低圧ガス式ツインチューブダンパー / ダイヤル式減衰力14段調整
■減衰力：伸側9～40%アップ / 圧側-7～0%アップ

BATTLEZダンパー VFS (ノーマル形状ダンパー)
内容
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リヤ仕様

※1

フロント減衰固定(上記参照)、リヤ減衰力固定式ダンパー1台分
■ハーモフレック®機構内蔵低圧ガス式ツインチューブダンパー / 減衰力固定
■減衰力：伸側3%アップ / 圧側11%アップ

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)

※1
※4

内容

フロント：約 20 ｍｍ UP

※4

線径

フロント：16.5 Φ リヤ：16.5 Φ バネレート フロント：42.9N/mm リヤ：73.0N/mm

BATTLEZ コイルスペーサー リヤ
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■スチール(SS400)/カチオン
■12.5㎜厚 ■リフト量：約20㎜
■BATTLEZコイル Ti-W同時装着可

リヤ：20 ～ 25mmUP コイルスプリング 1 台分

BATTLEZ アルカーボンタワーバー
■シャフト：アルミオーバル/リアルカーボン巻
プレート：スチール/焼付塗装
■ボルトオン

27
28

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 ■レ
ッドアルミカラー付(画像/ガソリン車
のみ) ■純正交換タイプ
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※5

■フルステンレス/プレーン(ZS-2)またはチタンカラー(ZS-2TC)
■リヤピース：50φ テール：サークル(101Φ)×2本
■平成22年騒音規制適合 ■ステンレス製テールカバー付属

※1

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

※1

※ 1. アーバンギア除。※ 2. 車両に装着する際には塗装が必要です。※ 3. エレクトリックテールゲート車
装着不可。※ 4. アーバンギア未確認。※ 5. 他の商品との同時装着によって、車高が 40㎜以上アップした
場合は構造変更が必要となる場合があります。また、BATTLEZ リフトアップスプリング Ti-W と同時装着
した場合はスプリングの「ヘタリ保証」適用外となります。

■フルステンレス
■リヤピース：50φ テール：オーバル(115×61mm)
■平成22年騒音規制適合 ■ステンレス製テールカバー付属

BATTLEZマフラー ZS-2 / ZS-2TC

※1

D：1.0-1.5H E：1.5-2.0H
J：3.0-3.5H K：3.5-4.0H

BATTLEZマフラー ZS-S

■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。

https://www.facebook.com/JAOSCORPORATION
https://instagram.com/jaos_corporation
https://twitter.com/JAOSCORPORATION
https://www.youtube.com/user/JAOSCORPORATION

JAOSのデリカD:5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。
◎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。
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01

DELICA D:5 19+ DIESEL
JAOS STYLE

ピンクで囲われた部分が製品

02

URBAN GEAR

ツートーンカラー塗装例

JAOS フロントグリル

■ FRP ( 上下一体 ) / 未塗装またはマットブラック塗装済 / LED ランプ

マットブラック塗装済品

■ボルトオン + 両面テープ

03

JAOSルーフスポイラー typeB

■FRP / 未塗装またはマットブラック塗装済
■ハッチへの穴あけ加工が必要

マットブラック塗装済品
04

05

マットブラック塗装済品

06

マットブラック塗装済品

07

URBAN GEAR

ポリッシュ×ブラスト

URBAN GEAR

08

ブラック×ブラック

JAOS フロントスキッドバー / ポリッシュ & ブラック

JAOSフェンダーガーニッシュ type-S

JAOSフェンダーガーニッシュ type-X

■本体：ABS / 未塗装またはマットブラック塗装 / エンドモ
ール付 ■出幅：約9㎜ ■タッピングネジ+両面テープ

■バー：ステンレス / ポリッシュまたは紛体塗装 ( ブラック ) プレート：ステンレス / ショット + 電解研磨 ( ブラスト ) または紛体
塗装 ( ブラック ) ■バーとプレートは「ポリッシュバー×ブラックプレート」「ブラックバー×ブラストプレート」等の組み合わせ
も可能 ■ランプブラケット付

10

11

12

■本体：ABS / 未塗装またはマットブラック塗装 / エンドモ
ール付 ■出幅：約9㎜ ■タッピングネジ+両面テープ

13
12

JAOS リヤラダーⅡ/ハンドレール付&無

URBAN GEAR

09

ポリッシュ×ブラスト

URBAN GEAR

■バー：ステンレス/ポリッシュまたは紛体塗装(ブラック) プレート：ステンレス/ショット+電解研磨(ブラスト)または
紛体塗装(ブラック) ■ボルトオン ■バーとプレートは「ポリッシュバー×ブラックプレート」「ブラックバー×ブラ
ストプレート」等の組み合わせも可能 ■バックアップランプブラケット付
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■ステンレス(メイン32φ+ステップ22φ)/ポリッシュまたはブラック紛体
塗装 ■ボルトオン ■ポリッシュタイプ、ブラックタイプ共にハンドレ
ールの有無による2タイプ有 ■装着にはナンバープレートの再封印が必要

URBAN GEAR

JAOSサイドステップ

JAOSサイドステップ ブラック

■チューブ：ステンレス 76.2 φ / ポリッシュ ステップ：
インジェクション成形樹脂 ■ボディ側に穴あけ加工が必要
■サイドシル部の地上高約 100㎜ダウン

15

ラギッド感あふれる 5 スプリットディッシュスポークと
力強いビードロックスタイルを組み合わせた 4WD&SUV 用ホイール
URBAN GEAR

■チューブ：スチール 76.2 φ / カチオン電着塗装 + 紛体塗
装 ステップ：インジェクション成形樹脂 ■ボディ側に穴
あけ加工が必要 ■サイドシル部の地上高約 100㎜ダウン

JAOS リヤスキッドプレート

■ステンレス / 電解研磨 + ショットブラストまたはブラック紛体塗装
■ボルトオン ■上記画像は 2018 年以前車。2019 年以降車はノーマル
または BATTLEZ マフラー ZS-S 装着車のみ装着可

16
17

18

URBAN GEAR

JAOSスキッドプレートⅢ

■ステンレス / 電解研磨 + ショットブラスト
ントスキッドバー同時装着不可

■ JAOS フロ

JAOSマッドガードⅢ デリカD：5専用タイプ

■EVAフラップ(カット済Mサイズ/レッド・ブラック)×2、ハン
ガーベルトキット×2、専用取付ブラケット ■ボルトオン
■フロントまたはリヤの左右セット ■URBAN GEAR 未確認

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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URBAN GEAR

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

JAOSバックドアスカッフプロテクター
■PVCシート ■裏面粘着剤付

ブラック×ブラック

JAOSリヤスキッドバー/ポリッシュ&ブラック

JAOS
ADAMAS
BL5
デリカD:5 推奨サイズ
■サイズ：16×7.0J / 40、17×7.5J/40
■カラー：スモークポリッシュブラック(SPB)
マットブラック(MB)、ハイパーブラック(HB)
マットポリッシュブラック(MPB)
マットポリッシュゴールド(MPG)
※ HB、MPB、MPGは16inchのみ
■規格：JWL、VIA
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