
JAOS ADAMAS BL5
■サイズ：16×7.0J(40) 17×7.5J(40)　■カラー：マットブラック
(MB)、ハイパーブラック(HB)、スモークポリッシュブラック(SPB)、
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)
■鋳造1ピース　■規格：JWL、VIA　■Made in Japan

このカタログは2020年2月現在のものです。

■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

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。

https://www.youtube.com/user/JAOSCORPORATION
https://instagram.com/jaos_corporationhttps://www.facebook.com/JAOSCORPORATION

https://twitter.com/JAOSCORPORATION

JAOS フェイスチェンジキット(仮)
■FRP製(上下一体)/未塗装　■LEDランプ(有無選択
可　■ボルトオン

BATTLEZリフトアップセットシリーズ
シリーズ
名称

フロント リヤ
他

ダンパー スプリング リフト量 ダンパー スプリング リフト量

VFCA 車高調+減衰力調整式 専用形状 10～30mm 純正形状+減衰力調整式 純正形状 20～25mm リヤショートスタビリンク

VFAS 純正形状(減衰力固定) 純正形状 約20mm 純正形状+減衰力調整式 純正形状 20～25mm リヤショートスタビリンク

VFS 純正形状(減衰力固定) 純正形状 約20mm 純正形状(減衰力固定) 純正形状 20～25mm リヤショートスタビリンク

BATTLEZ マフラー ZS-S 
■サイド出しフルステンレスマフラー　
■バンパー用ステンレス製テールカバー付
■平成22年騒音規制適合予定

BATTLEZ マフラー ZS-2 / ZS-2TC 
■デュアルテールフルステンレスマフラー(TCはチタンカラー)　
■バンパー用ステンレス製テールカバー付
■平成22年騒音規制適合(JQR10191132)

〇：DIESEL '19以降モデル専用 ◎：他年式モデル共用

商品名 適応 税抜価格

JAOS フェイスチェンジキット(仮) /LEDランプ付 〇 近日発売予定

JAOS フェイスチェンジキット(仮) /LEDランプ無 〇 近日発売予定

JAOS ルーフスポイラー ◎ ￥48,000

JAOS フェンダーガーニッシュ typeX マットブラック 〇 ￥78,000

JAOS フェンダーガーニッシュ typeX 〇 ￥58,000

JAOS フェンダーガーニッシュ typeS マットブラック 〇 ￥74,000

JAOS フェンダーガーニッシュ typeS 〇 ￥54,000

JAOS フロントスキッドバー/ポリッシュ&ブラック 〇 ￥58,000

JAOS リヤスキッドバー/ポリッシュ&ブラック 〇 ￥53,000

JAOS サイドステップ 〇 ￥98,000

JAOS ブラックサイドステップ 〇 ￥72,000

JAOS ブラックリヤラダーⅡ /ハンドレール付 ◎ ￥56,000

JAOS ブラックリヤラダーⅡ /ハンドレール無 ◎ ￥50,000

JAOS リヤラダーⅡ /ハンドレール付 ◎ ￥54,000

JAOS リヤラダーⅡ /ハンドレール無 ◎ ￥48,000

JAOS スキッドプレート Ⅲ 〇 ￥26,000

JAOS ドアハンドルプロテクター ◎ ￥6,000

JAOS マッドガードⅢ デリカD：5専用セット/フロント 〇 ￥15,000

JAOS マッドガードⅢ デリカD：5専用セット/リヤ 〇 ￥15,000

JAOS LEDフォグランプ26C クリアーorイエロー ー ￥40,000

商品名 適応 税抜価格

JAOS ADAMAS BL5 (1670/MB) ー ￥36,000

JAOS ADAMAS BL5 (1670/HB) ー ￥40,000

JAOS ADAMAS BL5 (1670/SPB) ー ￥41,000

JAOS ADAMAS BL5 (1670/MPB・MPG) ー ￥46,000

JAOS ADAMAS BL5 (1775/MB) ー ￥41,000

JAOS ADAMAS BL5 (1775/SPB) ー ￥46,000

JAOS ASTELLA CM-03 (1670/ブラックポリッシュ) ー ￥32,000

JAOS ASTELLA CM-03 (1670/ディープガンメタ) ー ￥30,000

BATTLEZ エアクリーナー (ディーゼル) ◎ ￥8,800

BATTLEZ マフラーZS-S 〇 近日発売予定

BATTLEZ マフラーZS-2TC 〇 ￥70,000

BATTLEZ マフラーZS-2 〇 ￥62,000

BATTLEZ リフトアップセット VFCA 〇 ￥162,000

BATTLEZ リフトアップセット VFAS 〇 ￥142,000

BATTLEZ リフトアップセット VFS 〇 ￥127,000

BATTLEZ リフトアップスプリング Ti-W 〇 ￥55,000

BATTLEZ ダンパー VFAS 〇 ￥95,000

BATTLEZ ダンパー VFS 〇 ￥80,000

BATTLEZ リフトアップコイルスペーサー/リヤ ◎ ￥15,000

ミツビシ デリカ D:5 DIESEL '19 以降モデル用アイテム

MBSPB

VFASにフロントの減衰と車高調整機能を追加…VFCA VFSにリヤの減衰力調整機能を追加…VFAS

ポリッシュ×ブラスト ブラック×ブラック

JAOSリフトアップのスタンダード…VFS

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 リフトアップコイルスペーサー/リヤ
■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

※画像は旧タイプです

JAOSフロントスキッドバー/ポリッシュ&ブラック
■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

JAOSフェンダーガーニッシュ typeS
■ABS/未塗装/エンドモール付　■出幅：約9㎜　
■タッピングネジ+両面テープ

JAOSドアハンドルプロテクター
■カーボン調PVC(ハイボスカル)　
■前後ドア用4枚セット　■両面テープ

MITSUBISHI
DELICA D:5

JAOS STYLING CATALOG 2020

DIESEL
'19 ～

JAOS ブラックリヤラダーⅡ/ハンドレール付&無
■ステンレス(メイン32φ+ステップ22φ)/紛体塗装　■ボルトオン
■ハンドレールの有無による2タイプ有　■ナンバープレートを外
して装着するので再封印が必要

MITSUBISHI DELICA D:5 DT '19
ホイール：JAOS ADAMAS BL5 16 × 7.0J SPB タイヤサイズ：235/70R16
◎写真のデモカーはBATTLEZリフトアップセット VFCAにより約25㎜リフトアップしています。

JAOSフェンダーガーニッシュ typeX
マットブラック
■ABS/マットブラック塗装/ダミーボルト付/エン
ドモール付　■出幅：約9㎜　■タッピングネジ+
両面テープ　■未塗装品もあり

JAOSブラックサイドステップ
■チューブ：スチール76.2φ/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


