
クルマのお取り扱いは、所定の取扱説明書ならびにメンテナンスノートなどをよくご覧の上、定められた点検・整備等を確実に実施し、安全で
快適なドライブをお楽しみください。ボディカラー、内装、シート色は、印刷インキの性質上、実際の色と異なって見えることがあります。
このカタログの内容は2021年12月現在のもので、仕様および装備は予告なく変更することがあります。

最長10年10万km特別保証延長
初度登録から最長10年または10万km走行のいずれか早いほうまで、無料で特別保証部品の修理・交換をいたします。
クルマを少しでも長く愛し、乗っていただくための取り組みです。
※個人のお客様が対象となります。※本保証延長には適用条件があり、有償の点検整備が必要です。一部対象外の部品があります。詳しくは営業スタッフにお問い合わせください。

〒108-8410 東京都港区芝浦3丁目1番21号

3SXTBSP21D（40/21-12）

スピードは控えめに。 エコドライブで環境にやさしく。 後席もシートベルト。 チャイルドシートも忘れずに。

www.mitsubishi-motors.co.jp お客様の個人情報は厳重に取り扱い、お問い合わせへの対応に使用いたし
ます。また、ご相談内容によっては適切な対応をさせていただくため、三菱自動車
販売会社等へ必要な範囲で情報を開示し、販売会社等からお客様にご連絡を
取らせていただく場合もございますので、予めご了承ください。なお、当社に
おける個人情報の取り扱いの詳細については三菱自動車ホームページ
（https://www.mitsubishi-motors.co.jp/privacy）にて記載しております。

三菱車に関するお問い合わせは、お近くの販売会社、または三菱自動車お客様相談センターへどうぞ。

三菱自動車お客様相談センター 0120-324-860
オープン時間：9時～17時 （土日・祝日・当社指定休日：9時～12時、13時～17時）

★：特長装備  ●：標準装備  ▲：メーカーオプション  △：ディーラーオプション主要装備 主要諸元

類別 （ベース車はG 8人乗り）

エクステリア

オーディオ

インテリア

安全装備

JASPER
コンプリート
パッケージ
［JASPER専用］

専用シート生地 スエード調人工皮革「グランリュクスⓇ」
（撥水機能付・ブラウンステッチ）＊1

インパネ&ドアトリムステッチ（ブラウンステッチ）

専用フロントグリル（アイガーグレーメタリック塗装）

専用ポジションランプガーニッシュ（アイガーグレーメタリック塗装）

専用デカール（サイド&テールゲート）

専用アルミホイール（ダーククローム調塗装）

マルチアラウンドモニター＊8

自動防眩ルームミラー（マルチアラウンドモニター付）

オーディオ非装着（10.1型スペース）＋6スピーカー＊2

DELICA D:5 オリジナル10.1型ナビゲーション＊3

10.1型後席用モニター（ルーフ取付タイプ）＊4

衝突被害軽減ブレーキシステム［FCM］

車線逸脱警報システム［LDW］

レーダークルーズコントロールシステム［ACC］

オートマチックハイビーム［AHB］

誤発進抑制機能（前進時）

後側方車両検知警報システム
（レーンチェンジアシスト機能付）［BSW/LCA］
後退時車両検知警報システム［RCTA］

フロアマット(ブラック×ダークブラウン、
JASPERロゴメタルエンブレム、吸・遮音機能付)
マッドフラップ(レッド、JASPERロゴ入りメタルプレート付)
カーゴフェンス（JASPERロゴ入り）

エンジンフードエンブレム(マットグレー)

e-Assist
（運転支援機能） 

JASPER
メーカー希望
小売価格

［  ］=消費税抜価格
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18,700円
［17,000円］

18,700円
［17,000円］

6,600円
［6,000円］

60,500円
［55,000円］

49,500円
［45,000円］

※その他の装備内容につきましては、ベース車となるデリカD:5 カタログの主要装備をご確認ください。
※メーカーオプションの「運転席パワーシート（スライド･リクライニング･ハイト･チルト）」と「運転席･助手席シートヒーター、
　ステアリングヒーター」は、ベース車のGでは選択可能ですが、JASPERでは選択できないメーカーオプションです。

※その他の諸元につきましては、ベース車となるデリカD:5 カタログの主要諸元をご確認ください。

＊1シートの座面中央部および背もたれ面中央部はスエード調人工皮革「グランリュクスⓇ」となり、それ以外は合成皮革
となります。スエード調人工皮革「グランリュクスⓇ」はセーレン株式会社の登録商標です。＊2ガラスアンテナ（AM/FM
ラジオ用）、オーディオ取付用配線、オーディオ取付ブラケット付。＊3メーカーオプションのDELICA D:5オリジナルナ
ビ取付パッケージ［I/II］との同時装着をおすすめします。＊4メーカーオプションの後席用モニター取付パッケージとの
同時装着をおすすめします。＊5メーカーオプションのDELICA D:5オリジナルナビ取付パッケージ[Ⅰ/Ⅱ]を選択した場
合、ETC2.0のみ装着可能です。使用には別途セットアップ作業およびセットアップ費用が必要となります。＊6地デジア
ンテナフィーダー線、GPSアンテナ、ETC2.0車載器用アンテナも含まれます。＊7メーカーオプションのDELICA D:5オ
リジナルナビ取付パッケージ［I/II］との同時装着が必要です。＊8ディーラーオプションのDELICA D:5オリジナル10.1
型ナビゲーションおよびマルチアラウンドモニター接続ケーブル装着の場合、マルチアラウンドモニターの映像をナビ
ゲーションの画面に表示できます。＊9メーカーオプションのマルチアラウンドモニター、自動防眩ルームミラー（マルチ
アラウンドモニター付）が非装着の場合はDELICA D:5オリジナルナビ取付パッケージ Iを、装着した場合は
DELICA D:5オリジナルナビ取付パッケージIIをお選びください。＊10メーカーオプションのマルチアラウンドモニター、
自動防眩ルームミラー（マルチアラウンドモニター付）は、セットオプションとなります。＊11メーカーオプションの後側方
車両検知警報システム（レーンチェンジアシスト機能付）［BSW/LCA］、後退時車両検知警報システム［RCTA］は、セット
オプションとなります。また、JASPERでは選択可能ですが、ベース車のGでは選択できないメーカーオプションです。
■複数メーカーオプションの組み合わせはできない場合があります。詳しくは営業スタッフにおたずねください。■メー
カーオプションは車両ご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了
承ください。■ディーラーオプションの取り付けおよび詳細については、アクセサリーカタログをご覧いただくか、営業ス
タッフにおたずねください。

●価格はメーカー希望小売価格（消費税率10％）で参考価格です。価
格については各販売会社が独自に定めておりますので、詳しくは営業
スタッフにおたずねください。
●取扱説明書：三菱自動車の車種などの最新の取扱説明書がオンライン上（PDF形式）でご覧いただけます。

●仕様変更は発表なく実施することがあります。なお、本仕様は道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値
です。※1燃料消費率は、定められた試験条件での値です。お客様の使用環境（気象・渋滞等）や運転方法（急発進・
エアコン使用等）に応じて燃料消費率は異なります。※2 WLTCモード：市街地、郊外、高速道路の各走行モードを
平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モード：信号や渋滞等の影響を受ける比較的低
速な走行を想定したモードです。郊外モード：信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定したモードです。高
速道路モード：高速道路等での走行を想定したモードです。●kW（キロワット）、N・m（ニュートンメートル）はSI（国
際単位系）に準拠した表示です。●製造事業者：三菱自動車工業株式会社

フロン法において、カーエアコン冷媒は、2023年度までにGWP=Global Warming Potential（地球温暖化係
数）値150以下（対象の乗用車における国内向け年間出荷台数の加重平均値）にすることが求められております。
DELICA D:5 JASPERのエアコンは、HFO-1234yf[GWP値：1] を700g使用しています。

車名・型式

駆動方式

寸法・重量

性能

エンジン

動力伝達装置

走行装置

三菱・3DA-CV1W

4WD

LUDFZ（J00）

JASPER

4800/1795/1875

2850

185

1950

8

5.6

13.6

12.6

10.1

12.6

14.1

全長/全幅/全高

ホイールベース

最低地上高

車両重量

乗車定員

最小回転半径

燃料消費率

（mm）

（mm）

（mm）

（kg）

（名）

（m）

 （km/L）

WLTCモード   　（km/L）

市街地モード　（km/L）

郊外モード　　（km/L）

高速道路モード（km/L）

（kW［PS］/rpm）

（N・m［kgf・m］/rpm）

（L）

型式

最高出力

最大トルク

使用燃料・タンク容量

変速機形式

タイヤ

4N14（コモンレール式
DI-D インタークーラー付
ターボチャージャー）

107［145］/3500

380［38.7］/2000

軽油・64

8速スポーツモード A/T

225/55R18

（国土交通省審査値）※1

（国土交通省審査値）※1 ※2

類別 （ベース車はG 8人乗り）

BODY COLORS

INTERIOR COLOR

ブラックダイヤモンド／
グラファイトグレーメタリック＊ ［XDU］
（ブラック内装：BD）

ブラック

＊有料色：77,000円(消費税抜価格70,000円）高となります。

ホワイトダイヤモンド／
グラファイトグレーメタリック＊ ［WU4］
（ブラック内装：TY）

グラファイトグレーメタリック／
ブラックマイカ ［HX2］
（ブラック内装：UG）

自動車でのドライブなど、私達の生活とは切り離せないCO2の排出。CO2を
吸収する森林の保護を応援し、少しでも地球環境に貢献したいという想い
から、このカタログに「FSC®認証紙」を採用しました。FSC認証紙とは適切
に管理されたFSC認証林からの原材料および再生資源を使用した用紙で
す。今後、FSC認証紙をバランスよく使用することで、CO2の削減と資源の有
効利用を同時に図り、より一層環境保護に貢献していきたいと考えます。

JASPER専用色

DELICA D:5 オリジナルナビ取付パッケージI（ステアリング
オーディオリモコンスイッチ、ステアリングハンズフリー/
ボイスコマンドスイッチ）＊6

DELICA D:5 オリジナルナビ取付パッケージII（ステアリング
オーディオリモコンスイッチ、ステアリングハンズフリー/
ボイスコマンドスイッチ、ステアリングカメラスイッチ）＊6

後席用モニター取付パッケージ＊7

ETC/ETC2.0車載器＊5

エアコン冷媒

DELICA D:5 JASPER コンプリートパッケージ装着車
ボディカラー ： ブラックダイヤモンド／グラファイトグレー
メタリック（有料色）
●マルチアラウンドモニター、自動防眩ルームミラー
　（マルチアラウンドモニター付）、DELICA D:5 オリジナル
　ナビ取付パッケージⅡはメーカーオプション
●DELICA D:5 オリジナル10.1型ナビゲーションは
　ディーラーオプション 
●写真はイメージです。

表
紙
の
写
真

（前方のみ）

デリカD:5 JASPERの先進安全装備［全車標準装備］
●衝突被害軽減ブレーキシステム［FCM］＊対車両/対歩行者 ●誤発進抑制機能（前進時）
●車線逸脱警報システム［LDW］ ●オートマチックハイビーム［AHB］

デリカD:5 JASPERは、「サポカーS ワイド」対象車です。

セーフティ・サポートカーS ワイド（サポカーS ワイド）は安全運転をサポートする先進
技術を搭載したクルマです。高齢運転者を含めたすべてのドライバーによる交通事故の発
生防止・被害軽減対策の一環として、国が推奨する新しい自動車安全コンセプトです。



PHOTO ： DELICA D:5 JASPER コンプリートパッケージ装着車  ボディカラー ： ブラックダイヤモンド／グラファイトグレーメタリック（有料色） ●マルチアラウンドモニター、自動防眩ルームミラー（マルチアラウンドモニター付）、
DELICA D:5 オリジナルナビ取付パッケージⅡはメーカーオプション ●DELICA D:5 オリジナル10.1型ナビゲーションはディーラーオプション ●インテリア写真はカットボディによる撮影 ●写真はイメージです。

挑戦は、本気なほうが楽しい。生きる歓びや絆も深めてくれそうだ。

行きたいところへ。やりたいことへ。JASPERがひっぱってくれる。

生きたい自分へ、突き進もう。

山あり、谷あり、
遊びあり。



このクルマがベースキャンプになる。
JASPER それは、アウトドアギアとして鍛え上げた唯一無二、

全天候型のオールラウンドミニバン。精悍な顔つきの専用エクステリア。

アウトドアユースに応える専用撥水機能付シート。個性が際立つ

JASPERコンプリートパッケージ＊。走る、積む、寛ぐ、遊ぶ・・・

すべてに本気な大人たちの挑戦が、ここから始まる。

＊ ディーラーオプション

PHOTO ： DELICA D:5 JASPER コンプリートパッケージ装着車 ●マルチアラウンドモニター、自動防眩ルームミラー（マルチアラウンドモニター付）、
DELICA D:5 オリジナルナビ取付パッケージⅡはメーカーオプション ●DELICA D:5 オリジナル10.1型ナビゲーションはディーラーオプション
ボディカラー ： （左）ブラックダイヤモンド／グラファイトグレーメタリック（有料色）、（右）ホワイトダイヤモンド／グラファイトグレーメタリック（有料色）
●写真はイメージです。　

サイドフロント サイドリヤ テールゲート

インパネ ドアトリム

助手席



※シートの座面中央部および背もたれ面中央部はスエード調人工皮革「グランリュクスⓇ」となり、それ以外は合成皮革となります。スエード調人工皮革「グランリュクスⓇ」はセーレン株式会社の登録商標です。

●価格はメーカー希望小売価格（消費税率10%）で参考価格です。
価格については各販売会社が独自に定めておりますので、詳しくは営業スタッフにおたずねください。

＊リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者（譲渡人）は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者（譲受人）からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しくは営業
スタッフにおたずねください。●メーカー希望小売価格は、パンクタイヤ応急修理キット（スペアタイヤは付属しません）、標準工具一式付価格です。販売会社でセットする付属品は別途扱いとなります。●保険料、税金（除く消費税）、登録等に伴う費用
は別途申し受けます。●写真の荷物、小物は撮影のために用意したものです。●走行中は荷物や小物をしっかりと固定してください。●インテリア写真はカットボディによる撮影 ●撮影のために点灯 ●写真はイメージです。●ボディカラー、シート色
は印刷インキの性質上、実際の色と異なって見える場合があります。ご購入の際には、実車・カラーサンプル等によってご確認ください。

メーカー希望小売価格

4,236,540円
（消費税抜価格 3,851,400円）

車両本体

135,740円
（メーカー希望小売価格）

［  本体  128,480円  ／  参考取付工賃  7 ,260円  ］

JASPER
コンプリートパッケージ
（ディーラーオプション）

4,100,800円
（メーカー希望小売価格）

DEALER OPTION

コンプリートパッケージ もっと自然の中へ。
行動力をサポートするJASPER専用アクセサリー。

SPECIAL EQUIPMENT

特長装備 もっとワイルドに。
遊び心を刺激するJASPER専用装備。

専用シート生地 スエード調人工皮革「グランリュクスⓇ」
（撥水機能付・ブラウンステッチ）※

滑らかな肌触りのスエード調のシート生地を座面と背もたれ面に採用。
雨や雪、水辺のアクティビティでも嬉しい撥水機能付です。

インパネ&ドアトリムステッチ（ブラウンステッチ）

専用デカール（サイド&テールゲート）
専用フロントグリル&ポジションランプ
ガーニッシュ（アイガーグレーメタリック塗装）

専用アルミホイール
（ダーククローム調塗装）

円

40円
売価格）

00円
）

■ 2.2L コモンレール式 DI-Dクリーンディーゼルエンジン DOHC 16VALVE
■ 電子制御4WD  ■ 8速スポーツモード A/T  ■ 8人乗り  ■ ブラック内装

JASPER
メーカー希望小売価格

4,100,800円
（消費税抜価格 3,728,000円）

●リサイクル料金14,040円が別途必要となります＊。

JASPER コンプリートパッケージ
（ディーラーオプション）装着車

PHOTO ： DELICA D:5 JASPER  ボディカラー ： グラファイトグレーメタリック／ブラックマイカ

PHOTO ： DELICA D:5 JASPER コンプリートパッケージ装着車
ボディカラー ： ブラックダイヤモンド／グラファイトグレーメタリック（有料色：77,000円高／消費税抜価格：70,000円高）

［e-Assist（運転支援機能）のご注意］ ●FCM、誤発進抑制機能（前進時）、ACC、LDW、BSW/LCA、RCTAは、対象物、交通（急な割り込みなど）、天候（雨・雪
など）、道路状況（連続するカーブなど）などの条件によっては正常に作動しない場合があります。 ●FCMは、前方車両と歩行者に対して作動します。二輪車など
は作動対象ではありませんが、状況によって作動する場合があります。 ●誤発進抑制機能（前進時）は、進行方向の障害物を検知している場合に作動します。
二輪車・歩行者などは作動対象ではありませんが、状況によって作動する場合があります。車両の停止状態を保持する機能はありませんので、周囲の状況に応じ
てブレーキペダルを踏んでください。 ●ACCは、先行車両に対して作動します。二輪車・歩行者などは作動対象ではありませんが、状況によって作動する場合が
あります。 ●BSW/LCA、RCTAは、後側方車両に対して作動します。小型の二輪車・歩行者などは作動対象ではありませんが、状況によって作動する場合があり
ます。 ●FCM、誤発進抑制機能（前進時）、ACC、LDW、BSW/LCA、RCTAは、ドライバーの安全運転を前提としたシステムであり、運転操作の負担や衝突被害
を軽減することを目的としています。システムの検知性能・制御性能には限界があるため、このシステムに頼った運転はせず、常に安全運転を心がけてください。

フロアマット（ブラック×ダークブラウン、JASPERロゴメタルエンブレム、吸･遮音機能付）
3層構造により吸・遮音性能の高いフロアマット。
JASPERのインテリアに合わせ、ブラウンをアクセントに専用エンブレムを配しました。

マッドフラップ（レッド、JASPERロゴ入りメタルプレート付）
石や泥はねからボディを守る大型マッドフラップ。JASPERロゴ入りメタルプレートでよりワイルドな印象に。

カーゴフェンス（JASPERロゴ入り）
ラゲッジルームの荷物をしっかりガード。
テールゲートを開けた時の荷崩れも防止。

エンジンフードエンブレム（マットグレー）
逞しさと洗練された印象を与えるマットグレーの
立体感のあるエンブレム。

第2列席 第3列席、ラゲッジルーム

●リサイクル料金14,040円が別途必要となります＊。
●価格には、有料色代は含まれておりません。
※本パッケージはJASPER専用です。

●ディーラーオプション価格は2021年12月現在のもので、
　本体価格（メーカー希望小売価格）＋参考取付工賃です。
●取付工賃レート（消費税込価格：7,260円/時間）は、
　地域・製品・装着時により異なる場合がありますのでご了承ください。
●三菱自動車純正用品の保証内容については、営業スタッフに
　おたずねください。

メタルエンブレム

サイドフロントサイドフロント サイドリヤサイドリヤ テールゲートテールゲート

インパネインパネ ドアトリムドアトリム

助手席

サイドフロント サイドリヤ テールゲート

インパネ ドアトリム

助手席

〈エコカー減税について〉 ●環境対応車普及促進税制に基づき、ご購入時の自動車重量税が免税となります。2022年4月30日までに
新車新規登録等（初回検査）を行った車両が対象となります。詳しくは営業スタッフにおたずねください。


