
NEXT GENERATIONS' GROUND EFFECT STYLING FOR UTILITY CRUISER.

A NEW SENSITIVITY, VARY VALIANT WAS BORN 

■フロントリップスポイラー M/C後 （ウレタン） ¥20,000（税別）

■フロントバンパーマウス M/C後 （FRP） ￥25,000（税別）

■フロントバンパーマウス M/C後 （カーボン） ￥49,800（税別）

■フロントリップスポイラー M/C前 （ウレタン） ¥20,000（税別）

■フロントバンパーマウス M/C前 （FRP） ￥25,000（税別）

■フロントグリル M/C前 （FRP） ￥16,800（税別）

■アイリッド M/C前・後共通 （ウレタン） ￥  9,800（税別）

■リアルーフスポイラー M/C前・後共通 （FRP） ¥36,000（税別）

■リアアンダースポイラー M/C前・後共通 （ウレタン） ¥20,000（税別）

■リアフェンダーガーニッシュ M/C前・後共通 （ウレタン） ¥12,000（税別）

■フロントリップスポイラー M/C後 （ウレタン） ¥23,800（税別）

■フロントバンパーマウス M/C後 （FRP） ￥38,000（税別）

■フロントリップスポイラー M/C前 （ウレタン） ¥20,000（税別）

■フロントバンパーマウス M/C前 （FRP） ￥35,000（税別）

■アイリッド M/C前・後共通 （ウレタン） ￥  9,800（税別）

■リアルーフスポイラー Sport専用 （FRP） ¥36,000（税別）

■リアルーフスポイラー Sport専用 （FRP+カーボン） ¥54,000（税別）

■リアディフューザー M/C後 （FRP） ¥34,000（税別）

■リアディフューザー M/C後 （カーボン） ¥68,000（税別）

■リアサイドディフューザー Sport専用 （FRP） ¥26,000（税別）

■フロントリップスポイラー 23S・20S  M/C後 （ウレタン） ¥19,800（税別）

■フロントリップスポイラー 23S・20S  M/C前 （ウレタン） ¥19,800（税別）

■フロントリップスポイラー 20C・15F  M/C前 （ウレタン） ¥19,800（税別）

■フロントグリル本体 全車共通 （ウレタン） ￥19,800（税別）

■フロントグリルアンダー 20C・15F  M/C前 （FRP） ￥  6,200（税別）

■アイリッド 全車共通 （ウレタン） ￥  9,800（税別）

■リアルーフスポイラー 23S・20S  M/C前・後共通 （FRP） ¥36,000（税別）

■リアルーフスポイラー 23S・20S  M/C前・後共通 （カーボン） ¥60,000（税別）

■リアルーフリップ 23S・20S  M/C前・後共通 （ウレタン） ¥15,000（税別）

■フロントリップスポイラー MAZDA SPEED （ウレタン） ¥23,800（税別）

■フロントバンパーマウス MAZDA SPEED （FRP） ￥32,000（税別）

■フロントリップスカルチャー MAZDA SPEED （カーボン） ￥10,000（税別）

■フロントリップスカルチャー MAZDA SPEED （シルバークロス） ￥15,000（税別）

■エアロボンネット MAZDA SPEED （ダクト先端部シルバークロス+FRP） ￥70,000（税別）

■エアロボンネット MAZDA SPEED （ダクト先端部カーボン+FRP） ￥70,000（税別）

■リアルーフリップ MAZDA SPEED （カーボン） ¥40,000（税別）

■リアアンダーフラップ MAZDA SPEED （カーボン） ¥25,000（税別）

■アイリッド MAZDA SPEED （ウレタン） ￥  9,800（税別）

MODEL : DBA-BL 系

（M/C前 2009.6～2011.8）（M/C後 2011.9～） 

MODEL : BK系

（M/C前 ～2003.10～）（M/C後 2006.6～） 

MODEL : DBA-BL3FW（2009.6～2011.8）

MODEL : DBA-GH系（M/C前 2008.1～2010.1）

■フロントリップスポイラー 全車共通 （ウレタン） ¥24,800（税別）

■フロントスパッツ 全車共通 （FRP） ¥10,000（税別）

■フロントスパッツ 全車共通 （カーボン） ¥18,000（税別）

■サイドフラップ 全車共通 （FRP） ¥40,000（税別）

■サイドフラップ 全車共通 （カーボン） ¥80,000（税別）

■アイリッド 全車共通 （ウレタン） ¥  9,800（税別）

■フロントグリル 中央フィンFRP製 全車共通 （FRP） ¥26,000（税別）

■フロントグリル 中央フィンカーボン製 全車共通 （FRP＋カーボン） ¥32,000（税別）

■フロントグリル 中央フィンシルバークロス製 全車共通 （FRP＋シルバークロス） ¥34,000（税別）

■リアスパッツ Sport専用 （FRP） ￥18,000（税別）

■リアスパッツ Sport専用 （カーボン） ￥32,000（税別）

■リアウイング Sport専用 （FRP） ¥45,000（税別）

■リアルーフスポイラー Wagon専用 （FRP） ¥36,000（税別）

■リアスパッツ Wagon専用 （FRP） ¥18,000（税別）

■リアスパッツ Wagon専用 （カーボン） ¥30,000（税別）

■ローフォルムフェンダートリム※１  全車共通 （ウレタン） ¥29,800（税別）

■オーバーフェンダー※２  全車共通 （FRP） ¥48,000（税別）

※１.出幅8mm下方向10mmダウン　※２.出幅25mm

ATENZA/GH

AXELA/BL

AXELA MAZDA SPEED/BL

MODEL : DBA-BK3P（2006.6～）

AXELA MAZDA SPEED/BK

AXELA/BK

MODEL : DBA-DE系

（M/C前 2007.7～）（M/C後 2011.6～）

DEMIO/DE

■フロントリップスポイラー MAZDA SPEED （ウレタン） ¥23,800（税別）

■フロントバンパーマウス MAZDA SPEED （FRP） ￥35,000（税別）

■フロントバンパーマウス MAZDA SPEED （カーボン） ￥65,000（税別）

■リアルーフリップ MAZDA SPEED （ウレタン） ¥16,500（税別）

■リアサイドディフューザー MAZDA SPEED （FRP） ¥26,000（税別）

■アイリッド 全車共通 （ウレタン） ￥  9,800（税別）

23S・20S M/C前

20C・15F M/C前

M/C前
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CX-3 MODEL : LDA-DK系（2015.2～）

■フロントリップスポイラー （ウレタン）  ¥24,800（税別）

■フロントグリル （FRP） ¥25,000（税別）

■フロントグリル （カーボン） ¥45,000（税別）
※フロントグリル、レーダーセンサー内蔵エンブレム装着者は取付け不可

■リアルーフスポイラー （ウレタン）  ¥28,000（税別）

■リアディフューザー （ウレタン）  ¥30,000（税別）

グリル用フィン（FRP）

グリル用フィン（カーボン）

DEMIO MODEL : LDA-DJ 系（2014.4～）

■フロントリップスポイラー （ウレタン）  ¥22,800（税別）

■グライドリップスポイラー （FRP）  ¥45,000（税別）

■フロントグリル （FRP） ¥30,000（税別）

■グリル用フィン （FRP）  ¥  8,000（税別）

■グリル用フィン （カーボン）  ¥19,000（税別）

■リアルーフスポイラー （ウレタン）  ¥19,800（税別）

■リアアンダースポイラー （ウレタン ） ¥35,000（税別）

DEMIO/CX-3/AXELA/ATENZA/CX-5/MPV/BIANTEMAZDA CAR’s PROJECT

グライドリップスポイラー
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■フロントリップスポイラー 全車共通 （ウレタン）  ¥23,800（税別）

■フロントグリル 全車共通 （FRP）  ¥30,000（税別）

■リアルーフスポイラー Sedan専用 （ウレタン）  ¥19,800（税別）

■トランクスポイラー Sedan専用 （ウレタン）  ¥23,800（税別）

■リアディフューザー Sedan専用 （ウレタン）  ¥25,800（税別）

■リアルーフリップ Sport専用 （ウレタン）  ¥23,800（税別）

■リアディフューザー※ Sport専用 （ウレタン）  ¥23,800（税別）

※マフラー出口左右用出し用。片側マフラーの車両は取り付け不可

AXELA/BM MODEL : DBA-BMEFS（2013.11～）

■フロントリップスポイラー 全車共通 （ウレタン）  ¥24,800（税別）

■フロントグリル※ 全車共通 （FRP）  ¥26,000（税別）

■フロントグリル※ 全車共通 （カーボン）  ¥50,000（税別）

■トランクスポイラー Sedan専用 （FRP）  ¥30,000（税別）

■トランクスポイラー Sedan専用 （カーボン）  ¥45,000（税別）

■ルーフスポイラー Sedan専用 （ウレタン）  ¥19,800（税別）

■リアディフューザー Sedan専用 （FRP） ） ¥38,000（税別）

■リアディフューザー Sedan専用 （カーボン）  ¥78,000（税別）

■リアルーフスポイラー Wagon専用 （FRP）  ¥35,000（税別）

■リアルーフスポイラー Wagon専用 （カーボン）  ¥55,000（税別）

■リアディフューザー Wagon専用 （FRP）  ¥40,000（税別）

■リアディフューザー Wagon専用 （カーボン）  ¥80,000（税別）

MODEL : DBA-GJ系／ LDA-GJ系

（M/C前 2011.11～2014.12）ATENZA/GJ

※SBS(スマート・ブレーキ・サポート)装着車両はフロントグリル部センサーが使用できなくなります。

Wagon

Wagon Sedan

Sedan

Sedan

Sport

DEMIO/CX-3/ATENZA/AXELA/CX-5/MPV/BIANTEMAZDA CAR’s PROJECT
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DEMIO/CX-3/AXELA/ATENZA/CX-5/MPV/BIANTE

CX-5
MODEL : DBA-KEE系／ LDA-KE2系

（M/C前 2012.2～）（M/C後 2015.1～）

■フロントリップスポイラー 全車共通 （ウレタン）  ¥24,800（税別）

■フロントリップスポイラータイプⅡ 全車共通 （ウレタン）  ¥30,000（税別）

■フロントグリル 全車共通 （FRP） ¥35,000（税別）

■フロントグリル 全車共通 （カーボン）  ¥70,000（税別）
※M/C後車両：レーダーセンサー内蔵エンブレム装着車両は一部の機能に支障が発生します。

■フォグランプパネル M/C前専用 （FRP ） ¥25,000（税別）

■フォグランプパネル M/C前専用 （カーボン）  ¥55,000（税別）

■リアルーフスポイラー 全車共通 （ウレタン）  ¥30,000（税別）

■リアルーフリップ 全車共通 （FRP）  ¥25,000（税別）

■リアルーフリップ 全車共通 （カーボン） ¥40,000（税別）

■リアアンダースポイラー 全車共通 （ウレタン）  ¥35,000（税別）

■リアディフューザー 全車共通 （ウレタン） ¥19,800（税別）

BIANTE/CC
MODEL : DBA-CC系（2008.7～）

■フロントリップスポイラー Granz専用 （ウレタン） ¥24,800（税別）

■フロントグリル ※1 Granz専用 （FRP+ウレタン） ￥28,000（税別）

■フロントリップスポイラー 23S・20S・専用 （ウレタン） ¥24,800（税別）

■フロントグリル フィンタイプ 23S・20S・20CS専用 （FRP+ウレタン） ￥38,000（税別）

■フロントグリル フラットタイプ 23S・20S・20CS専用 （FRP+ウレタン） ￥32,000（税別）

■アイリッド 全車共通 （ウレタン） ￥12,000（税別）

■リアルーフスポイラー ※2 全車共通 （FRP） ¥36,000（税別）

■リアガーニッシュType-1 全車共通 （ウレタン） ¥18,000（税別）

■リアガーニッシュType-2 全車共通 （ウレタン） ¥18,000（税別）

※１．グランツ専用フロントグリルはエンブレムのカットが必要。 ※２．リアルーフ装着車両のみ装着取付け可。

※フロントグリルはボンネット側のパーツとのSET価格です。

フロントグリル フラットタイプ

フロントグリル フィンタイプ

リアガーニッシュType-2

■フロントリップスポイラー M/C前専用 （ウレタン） ¥24,800（税別）

■フロントグリルカバー M/C前専用 （FRP） ￥12,000（税別）

■フロントグリルカバー M/C前専用 （カーボン） ￥19,800（税別）

■フロントグリルカバー M/C前専用 （シルバークロス） ￥23,000（税別）

■フロントリップスポイラー M/C後専用 （ウレタン） ¥24,800（税別）

■フロントグリルAタイプ ※1 M/C後専用 （FRP） ￥22,000（税別）

■フロントグリルBタイプ ※1 M/C後専用 （FRP） ￥25,500（税別）

■フードトップモール ※2 M/C後専用 （ウレタン） ¥  9,800（税別）

■バンパーマウスAタイプ ※1 M/C後専用 （FRP） ￥32,000（税別）

■バンパーマウスBタイプ ※1 M/C後専用 （FRP） ￥37,000（税別）

■フロントグリルAタイプ+フードトップモール M/C後専用 （FRP） ￥30,000（税別）

■フロントグリルBタイプ+フードトップモール M/C後専用 （FRP） ￥33,500（税別）

■ボンネット 先端部カーボン 全車共通 （FRP） ￥75,000（税別）

■ボンネット 先端部シルバークロス 全車共通 （FRP） ￥75,000（税別）

■アイリッド 全車共通 （ウレタン） ￥  9,800（税別）

■リアルーフスポイラー 全車共通 （FRP） ¥36,000（税別）

■リアルーフスポイラー 全車共通 （カーボン） ¥68,000（税別）

MPV/LY
MODEL : DBA-LY3P

（M/C前 2006.2～2008.1）（M/C後 2008.1～）

M/C前

M/C後

グレード：Granz

グレード：23S

←Aタイプ

↑Bタイプ

リアガーニッシュType-1

※１．Aタイプ、Bタイプは網目の違いです。 

※２．純正グリルとの併用可。

MAZDA CAR’s PROJECT

リアディフューザー リアアンダースポイラー リアルーフスポイラー

リアルーフリップ

フロントリップスポイラータイプⅡ

フロントリップスポイラー・フォグランプパネル
※写真：フロントリップスポイラーは3色に塗分けしてあります。


