
OVER FENDER

LOW FORFENDER TRIM

WORKS FENDER

NARROW&WIDE共通

■ローフォルムフェンダートリム
●30㎜タイプ（ウレタン）¥37,000（税別）
出幅：フロント・リア9mm  下方向：フロント・リア30mmダウン

●20㎜タイプ（ウレタン）¥32,000（税別）
出幅：フロント・リア9mm  下方向：フロント・リア20mmダウン
●フロント20㎜・リア30㎜ダウンタイプ
（ウレタン）¥37,000（税別）
出幅：フロント・リア9mm 
下方向：フロント20mm・リア30mmダウン

NARROW&WIDE共通
■オーバーフェンダー（FRP）¥36,000（税別）
出幅：フロント・リア20mm 

NARROW&WIDE共通
■ワークスフェンダー（FRP）¥48,000（税別）
出幅：フロント・リア20mm 
下方向：フロント・リア20mmダウン 

リア

フロント

フロント※ナローボディーに装着

※ワイドボディーに装着

弊社オーバーフェンダーより下方向にダウンしてデザインしてあります。

フロント リア

フロント リア

ボディーとタイヤの隙間が少なく見えるようにデザインしてあります。　 ※ナローボディーに装着

▲

▲

▲

▲

20ミリタイプ30ミリタイプ

ローフォルムフェンダートリム、ダウン量はこの部分になります。

リア

NEXT GENERATIONS' GROUND EFFECT STYLING FOR UTILITY CRUISER.

A NEW SENSITIVITY, VARY VALIANT WAS BORN 

NEXT

A NEW 

ローフォローフォローフォローフォローフォローフォ

NARROW&WIDE共通
■ローフォルムフェンダートリム（ウレタン）¥36,000（税別）

出幅：フロント・リア8mm
下方向：フロント20mmダウン リア30mmダウン
ボディーとタイヤの隙間が少なく見えるようにデザインしてあります。

フロントフロントフロント リアリアリアフロント
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■フロントハーフ専用スプリッター（カーボン） ¥00,000（税別）

■フロントリップスポイラータイプ1 （ウレタン）  ¥19,800（税別）
■アイリッド （ウレタン） ¥9,800（税別）

■フロントリップスポイラータイプ2 （ウレタン）  ¥23,000（税別）
■フロントグリル （FRP） ¥22,000（税別）

Narrow body VersionⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ

■GROWNボンネット
（FRP）¥35,000（税別）（カーボン）¥65,000（税別） 

■ワイパーガード（FRP）¥14,000（税別）

■サイドプロテクター／ロング用 （FRP） ¥34,800（税別）■サイドステップ／ロング用4P （FRP） ¥58,000（税別）

01  Vary VALIANT PARTS CATAROG for HIACE&CARVAN Vary VALIANT PARTS CATAROG for HIACE&CARVAN    02

■フロントハーフスポイラー
（ウレタン）¥29,800（税別）

■フロントグリル 
（FRP） ¥16,800（税別）（カーボン） ¥33,800（税別）

■Ⅲ型フロントハーフスポイラー専用スプリッター
（FRP） ¥9,800（税別） （カーボン） ¥19,800（税別）

■リアプロテクター （FRP） ¥13,000（税別）
※ワイド共通パーツ

■リアルーフスポイラー （FRP） ¥36,000（税別） ■コーナーパネル／左右ダクト付 （FRP） ¥30,000（税別）
※ワイド共通パーツ ※販売製品はFRP製のみとなります。

■リアフラットパネル （FRP） ¥20,000（税別）

※Ⅳ型GROWNボンネットはⅣ型専用設定になります。

■リアアンダースポイラー （FRP） ¥18,000（税別）

Ⅰ・Ⅱ型専用

Ⅳ型専用
■フロントリップスポイラー （ウレタン） ¥29,800（税別）

■GROWNボンネット （FRP） ¥40,000（税別）

■GROWNボンネット （カーボン） ¥75,000（税別）

NARROW
BODY

NEXT GENERATIONS'

GROUND EFFECT STYLING FOR UTILITY CRUISER.

A NEW SENSITIVITY, VARY VALIANT WAS BORN 

Ⅳ型専Ⅳ型専用Ⅳ型専Ⅳ型専Ⅳ型専用用
■フロントリップスポイラー （ウレタン） ¥29,¥29,¥29,800¥29,800800（税別）（税別）

■GROWNボンネット （FRP） ¥40,¥40,¥40,000¥40,000000（税別）

■GROWNボンネット （カーボン） ¥75,¥75,¥75,000¥75,000000（税別）

Ⅳ

Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型共通パーツ Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・ⅣⅢ

Ⅰ・Ⅱ

■Ⅰ・Ⅱ型純正リップ専用アンダーフラップ
（ウレタン）  ¥16,800（税別）

■チンスポ （ウレタン） ¥18,000（税別）



■フロントリップスポイラータイプ1 （ウレタン）  ¥29,800（税別） ■フロントリップスポイラータイプ2 （ウレタン）  ¥33,000（税別）

■GROWNボンネット
（FRP）¥40,000（税別） （カーボン）¥70,000（税別） 

■サイドプロテクター／スーパーロング用
（FRP） ¥39,800（税別）

■サイドステップ／スーパーロング用
（FRP） ¥68,000（税別）

■トップスポイラー／ハイルーフ専用
（FRP） ¥45,000（税別） ※ミドルルーフ設定有

■リアプロテクター（FRP） ¥13,000（税別）※ナロー共通パーツ

■リアルーフスポイラー／ハイルーフ用
（FRP） ¥36,000（税別）

■リアルーフスポイラー／ミドルルーフ用
（FRP） ¥39,800（税別）

※Ⅳ型GROWNボンネットはⅣ型専用設定になります。

※ロング用設定有り（FRP） ¥34,800

■リアアンダースポイラー （FRP）¥28,000（税別）
■リアフラットパネル  （FRP）¥20,000（税別）

Ⅳ型専用
■フロントリップスポイラー （ウレタン） ¥35,000（税別）

■GROWNボンネット （FRP） ¥45,000（税別）

■GROWNボンネット （カーボン） ¥80,000（税別）

WIDE BODY
NEXT GENERATIONS'

GROUND EFFECT STYLING FOR UTILITY CRUISER.

A NEW SENSITIVITY, VARY VALIANT WAS BORN 

■フロントハーフスポイラー専用スプリッター
（カーボン） ¥12,000（税別）
■フロン■フロン■フロン■フロン■フロン■フロン■フロン■フロン■フロン■フロン■フロン■フロン■フロン■フロン■フロントハーフトハーフトハーフトハーフトハーフトハーフトハーフスポイラスポイラスポイラスポイラスポイラスポイラスポイラー専用スー専用スー専用スー専用スー専用スー専用スー専用スー専用スー専用スー専用スー専用スー専用スー専用スー専用スー専用スー専用スー専用スプリッタプリッタプリッタプリッタプリッターーー
（カーボ（カーボン） ン） ¥12,¥12,000（税別）（税別）（税別）

■フロントハーフスポイラー
（ウレタン） ¥35,000（税別）
■フロントグリル
（FRP） ¥19,800（税別）
（カーボン） ¥39,800（税別）

Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型共通パーツ

Ⅳ型専用Ⅳ型専Ⅳ型専Ⅳ型専Ⅳ型専Ⅳ型専Ⅳ型専
■フロントリップスポイラー （ウレタン） スポイラスポイラトリップトリップスポイラスポイラ■フロン■フロントリップトリップ■フロン■フロン ¥35,000¥35,000000¥35,¥35, （税別）（税別）

■GROWNボンネット （FRP） ネット ネット WNボンWNボンWNボンWNボンWNボン ¥45,000（税別）

■GROWNボンネット （カーボン） ¥80,000（税別）
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■アイリッド （ウレタン） ¥9,800（税別）
■フロントグリル （FRP） ¥27,000（税別）

Ⅲ

Ⅳ

Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ

Ⅰ・Ⅱ

■チンスポ （ウレタン） ¥23,000（税別）

■ワイパーガード （FRP） ¥16,000（税別）
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■サイドプロテクター
（FRP） ¥55,000（税別）

■サイドプロテクター
（FRP）¥34,800（税別）

■リアルーフスポイラー （FRP） ¥36,000（税別）

■リアルーフスポイラー （FRP） ¥48,000（税別）

■リアプロテクター （FRP） ¥13,000（税別）※ワイド共通■リアプロテクター （FRP） ¥13,000（税別）※ナロー共通■ルーフレールスムージングパネル （FRP） ¥30,000（税別）

■フロントリップスポイラー （ウレタン） ¥29,800（税別）

■フロントグリル／網付 （FRP） ¥26,000（税別）

■フロントリップスポイラー （ウレタン） ¥38,000（税別）

■フロントグリル （FRP） ¥40,000（税別）

■デイライトキットパネル／LED付 （FRP） ¥50,000（税別）

■デイライトキットパネル／LED付 （カーボン） ¥73,000（税別）

■フロンバンパースポイラー （FRP） ¥75,000（税別）

■エアロバンパー用フォグランプパネル
●純正フォグ使用

（FRP） ¥10,000（税別）
●デイライト取り付けキット／ライト付

（FRP） ¥22,000（税別）

NARROW BODY
■バッドフェイススムージングパネル （FRP） ¥35,000（税別）

■バッドフェイススムージングパネル （カーボン） ¥80,000（税別）

■ワイパーガード （FRP） ¥25,000（税別）

NEXT GENERATIONS'

GROUND EFFECT STYLING FOR UTILITY CRUISER.

A NEW SENSITIVITY, VARY VALIANT WAS BORN 

WIDE BODY
■バッドフェイススムージングパネル （FRP） ¥50,000（税別）

■バッドフェイススムージングパネル （カーボン） ¥100,000（税別）

■ワイパーガード （FRP） ¥44,000（税別）

ワイパーガード装着

ワイパーガード装着


