


■エクシードバイザー
¥33,180
【税抜き価格：本体¥28,000＋   ¥3,600】 
MZ562870  
●雨の日の室内換気に効果的。アクリル製ダークスモーク。
　フロント／リヤ左右セット。フロント後方に
　MITSUBISHI MOTORSロゴ入り。タイ生産品。

■ドアエッジモール
¥11,445
【税抜き価格：本体¥8,500＋   ¥2,400】 
MZ536169
●ドア開扉時の接触からドアエッジ部を保護。
　樹脂製。フロント／リヤ左右セット。

■ナンバープレートロックボルト（マックガード製）
¥3,150
【税抜き価格：本体¥3,000】 
MZ572530  
●着脱には独自の花形キーパターンの専用ソケット
　が必要なため、ナンバープレートの盗難防止に
　役立ちます。1台分／ボルト3個セット。

■アルミホイールロックナット（マックガード製）
¥7,560
【税抜き価格：本体¥6,000＋   ¥1,200】 
MZ556520  
●着脱には独自の花形キーパターンの専用ソケット
　が必要なため、アルミホイールの盗難防止に役立ち
　ます。フラットタイプ、4個セット。

■スタイリングバー
¥127,050【税抜き価格：本体¥115,000＋   ¥6,000】 
MZ555442  
●大胆な曲線を基調にしたスタイリッシュなデザイン。極太3インチ（φ76.3mm）のステンレス
　パイプを使用。製品重量：21.5kg。タイ生産品。
※ベッドライナーとの同時装着も可能です。
※受注後手配となるため、納品に時間がかかる場合があります。

トライトン。それは、
 ここまで強く、美しく、そして個性的になれる。

■フォグランプ用イエローバルブ
¥8,610
【税抜き価格：本体¥7,000＋   ¥1,200】
MZ580102 
●標準装備のホワイトバルブと交換することにより、
　一段と実用性を向上。H11タイプ12V55W。
　左右セット。

■リヤガードバー
¥86,100【税抜き価格：本体¥79,000＋   ¥3,000】 
MZ555441 
●3インチ（φ76.3mm）のステンレスパイプ製。後退時に岩などの障害物との接触からボディを保護。
　カーゴボックスへの乗降時にはステップとして利用できます。製品重量：11kg。耐荷重：180kg。
　タイ生産品。
※字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。
※受注後手配となるため、納品に時間がかかる場合があります。

■ベッドライナー
¥55,650【税抜き価格：本体¥50,000＋   ¥3,000】 
MZ567030
●荷台のキズ付を防止するとともに、一体型のため防水性にも優れ、濡れものを積んでも
　荷台を汚しません。フック4個付、樹脂製。タイ生産品。
※スタイリングバーとの同時装着も可能です。
※受注後手配となるため、納品に時間がかかる場合があります。

■マッドガードエクステンション
¥38,010【税抜き価格：本体¥32,000＋   ¥4,200】 
MZ531339
●標準装備のマッドガードに追加して装着。防泥機能を向上させるとともにオフロード車として
　の迫力もアップします。フロント／リヤ左右セット。リヤにはロゴ入り。EVA製。

■ドアハンドルプロテクター
¥16,380
【税抜き価格：本体¥12,000＋    ¥3,600】 
MZ569724
●樹脂製メッキ仕上げ。フロント／リヤ左右セット。
※ドアハンドルとドアパネル間の隙間が若干、狭く
　なります。



■ベースキャリア
¥37,590
【税抜き価格：本体¥31,000＋   ¥4,800】 
MZ532247
●THULE製、エアロバータイプ。製品重量：6.6kg。
　エアロバー長さ：1350mm。積載重量：50kg
 （ベースキャリア製品重量含む）。
※取付け時、車体全高は約110mm高くなります。

■スキー＆スノーボードアタッチメント
¥19,635 
【税抜き価格：本体¥17,500＋   ¥1,200】
MZ532174
●スキ－6セットまたはスノーボード4台積み。

■サーフボードアタッチメント
¥15,750 
【税抜き価格：本体¥13,800＋   ¥1,200】
MZ532253
●サーフボード1台積み、ベルト2本付。
※ロングボードには対応していません。

■サイクルアタッチメント
¥20,160 
【税抜き価格：本体¥18,000＋   ¥1,200】
MZ532256 
●自転車1台を正立で積載。
※自転車の種類や形状によっては、積載できない場合
　があります。

■ルーフラックアタッチメント
¥35,700 
【税抜き価格：本体¥31,000＋   ¥3,000】
MZ532258 
●長さ1280mm×幅790mm×高さ122mm。
　アルミ製。製品重量9.0kg。

■ラゲッジネット
¥3,465 
【税抜き価格：本体¥3,300】
MZ532259 
●長さ800mm×幅800mm。フック10個付。
※ルーフラックアタッチメントに荷物を固定する際
　には、必ずタイイングベルトを併用してください。

■タイイングベルトセット
¥2,940 
【税抜き価格：本体¥2,800】
MZ535987 
●荷台の荷物を固定する際にも使用できる。
　6m×2本セット。

■フロアマット
¥32,760
【税抜き価格：本体¥30,000＋   ¥1,200】
MZ511617
●カーペットタイプのマット。ブラック色。運転席、
　助手席、後席 左右＋センターのセット。フロント席
　用は「TRITON」のロゴ入り。タイ生産品。

※下記の各種アタッチメントの装着にはTHULE のベースキャリアが必要です。

　ベースキャリアには専用アタッチメント以外
　のものを装着しないでください。
　キャリア類は最大積載量を厳守してください。
　ルーフラックアタッチメントに荷物をのせる
　場合は、丈夫なストラップ等でしっかりと
　固定してください。
　キャリアに荷物をのせることにより、横風の
　影響を受けやすくなることがあります。
　安全走行を心掛けてください。
※アタッチメントの価格にはベースキャリアの
　価格は含まれません。
※スキー、スノーボードの積載数は標準的な
　目安です。スキー、スノーボードのサイズや
　ビンディングの形状によっては積載数が
　変わることがあります。

マークは参考取付工賃［税抜き］です。※青太字の価格は参考取付工賃を含む消費税込み価格です。 はキーロック付。

■ナンバープレートフレーム
¥3,150（1枚）
【税抜き価格：本体¥3,000】 
MZ572523
●樹脂製メッキ仕上げ。フロント／リヤ兼用。
※リヤに装着する場合、ナンバープレート封印
　後の装着はできません。
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チャイルドシート

チャイルドシート
（コンビ ハーネスフィットロング）

ベビーシート
（レーマー ベビーセーフプレミアム）

9kg～18kg 前向き ●

●

×

●

●

●

×

×

×

助手席 後席左右

装着場所
装着向き参考年令体　重品　　名 使用方法

後席中央

1才～4 才

前向き

後向き

ジュニアシートとして

チャイルドシートとして

15kg～36kg 3 才～11才

13kg 未満 新生児～1.5 才

■チャイルドシート
（コンビ ハーネスフィットロング）
¥31,500
【税抜き価格：本体¥30,000】
 MZ525259

■ベビーシート
（レーマー ベビーセーフプレミアム）
¥34,650
【税抜き価格：本体¥33,000】
 MZ525275

　取付けや使用方法については、車両の取扱い説明書
　およびチャイルドシートの取扱い説明書をご覧ください。
　チャイルドシートの助手席への後ろ向き装着はエアバッグ
　標準装備のため、絶対にしないでください。前向き装着の
　際は助手席を最後方にスライドさせて使用してください。
※お子様の年令や体格にあったものをお求めください。

ストロング時：レッドノーマル時：グリーン
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■サイルチェーン
¥39,900【税抜き価格：本体¥38,000】
MZ573184　
●ネット型ゴム製。静粛性に優れたチェーン。

■レギュラーチェーン
¥11,025【税抜き価格：本体¥10,500】
MZ8561220E　
●ラダー型、スチール製。
※別売のチェーンバンド（MZ800016RE 
　¥1,050/税込み）が必要です。

■スノーブレード（1本）
＜運転席用＞

  ¥5,565【税抜き価格：本体¥5,300】
   MZ568214（525mm）
＜助手席用＞

  ¥3,675【税抜き価格：本体¥3,500】
   MZ568240（450mm）
●ニューレイトン、U字フックタイプ。

■ギラレススノーブレード（1本）
＜運転席用＞

  ¥5,775【税抜き価格：本体¥5,500】
   MZ661078（500mm）
＜助手席用＞

  ¥3,465【税抜き価格：本体¥3,300】
   MZ661075（430mm）
●油膜を除去する特殊加工のスノーブレード。
　U字フックタイプ。

＜OTHERS＞------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
■レスキューマンⅢ
¥2,415【税抜き価格：本体¥2,300】
MZ612507 
●緊急脱出用のガラスハンマー。
　シートベルト切断用カッター付。

■三角停止表示板
¥3,150【税抜き価格：本体¥3,000】
MZ611103 
●収納ケース付。

■オート防眩ルームミラー
¥18,900
【税抜き価格：本体¥16,800＋    ¥1,200】 
MZ604720
●後続車のヘッドライト光を感知すると自動的に
　鏡面がブルーに変色して、眩しさを抑えます。
　電池タイプの専用バッテリー内蔵。
※交換用バッテリー（MZ6047201 ¥2,100/税込み）

＜フロアマットの注意事項＞
　運転席用フロアマットは、安全のため車両に装着
　されているフック（２本）に必ず固定してください。
　またフロアマットにその他のマット等を重ねて
　装着しないでください。フロアマットがずれたり、
　重ね敷きしたマット等が車両のペダルに干渉して、
　ペダル操作に支障をきたす場合があります。

■アロマディフューザーセット
¥2,625（各）【税抜き価格：本体¥2,500】
MZ527430（ワイルドハーブス）　
MZ527431（ピュアブリーズ）　
MZ527432（オレンジプレジャー）　
MZ527433（ラベンダースパイシ－）　
MZ527434（サンシャインシトラス）
●シガーソケットタイプのディフューザーとアット
　アロマ                    社のアロマオイル（1本／5mℓ
　ボトル）のセット。詰替え用アロマオイルも用意（別売）。



AV一体型ナビゲーション・メニュー

AV一体型HDDナビゲーション （地上デジタルTVチューナー内蔵）

（注1）USBデバイス使用時はBluetoothアダプタおよび携帯電話接続ケーブルを接続することはできません。
            また、Bluetoothアダプタと携帯電話接続ケーブルを同時装着することはできません。 
（注2）USBデバイスは社外品（別売）となります。また、＜USBデバイス使用時のご注意＞を参照ください。
（＊1）iPodのビデオファイル再生およびタッチパネル操作が可能です。ただし、一部iPodのビデオファイル再生には対応していません。
（＊2）Bluetoothアダプタもしくは携帯電話接続ケーブルを接続することにより、ハンズフリー通話や新譜の楽曲情報取得、スマートループ渋滞情報取得が可能に
            なります。また、Bluetoothアダプタは音楽再生にも対応しています。【スマートループ渋滞情報とは：全国約70万km（通常のVICSの約10倍）の渋滞情報を
            取得可能。より広範囲で正確な渋滞情報を取得することで目的地へより早く到着できるルート探索が可能。】
（＊3）USBデバイス（社外品：別売）を使って、パソコンに登録されているMP3/WMAの圧縮オーディオファイルを転送することができます。
           ただし、転送後はUSBデバイス内のデータは削除されます。
（＊4）地図更新用バージョンアップDVD-ROMを2010/2011年度版の2回分無償提供いたします。ただし、お客様登録が別途必要となります。
　 ※   MDソース機器の追加設定はできません。
　 ※  フィルムタイプTVアンテナは構成品に含まれています。
　　※   B-CASカードリーダーはナビゲーション本体に内蔵しています。
　 ※   無償の地図更新につきましてはパイオニア（株）が運営・実施いたします。

■7型AV一体型HDDナビゲーション　
MZ608142

ナビゲーション機能

地上デジタルTVチューナー機能

地図更新
2回無償

（＊4）4チューナー
＆

4アンテナ

構成品合計価格［税抜き］

参考取付工賃［税抜き］

システム合計価格（税込み）

品　　　　　名 部品番号 希望小売価格
［税抜き］

7型AV一体型HDDナビゲーション  

VICS-光/電波ビーコン受信機

iPod接続用ケーブル                       （＊1）

Bluetoothアダプタ                （注1）（＊2）

FOMA用

CDMA 1X/WIN用

携帯電話接続ケーブル
（注1）（＊2）

MZ608142

MZ608496

MZ608178

MZ608179

MZ608157

MZ608159

［¥263,000］

［¥20,000］

［¥4,500］

［¥15,000］

［¥5,000］

［¥4,500］

［¥1,200］

¥5,985  

○

○

iPod
接続用
ケーブル

［¥15,000］

［¥1,200］

¥17,010  

Bluetooth
アダプタ

［¥5,000］

［¥1,200］

¥6,510  

○

携帯電話
接続
ケーブル

［¥20,000］

［¥3,000］

¥24,150  

○

VICS
光/電波
ビーコン

○

［¥263,000］

［¥11,400］

¥288,120  

AV一体型
HDD

ナビゲーション

※フィルムタイプTVアンテナはフロントガラスに装着します。
※TVアンテナは高感度な車両専用品を設定していますが、電装品の使用状況、地域や
　地形の状況により受信状態が悪くなることがありますので、あらかじめご了承ください。
※陽ざしや環境によっては画面が見えにくくなる場合がありますので、あらかじめご了承
　ください。

　安全のため走行中はナビゲーション画面のみ表示可能です。
 （走行中はTVおよびDVDビデオ画面は映らず、音声のみとなります。）

＜USBデバイス使用時のご注意＞
・DRM（Digital Rights Management）形式など著作権保護処理の施された音楽ファイルの再生はできません。
・各対象機種およびデータの制約により再生できないデバイスがあります。
・USBハブ、マルチパーテーションには対応していません。
・USBマスストレージに対応し、最大電流消費量500mA未満のUSBデバイスのみ接続が可能です。
・USBデバイスの状態によっては接続できない場合があります。
・USBタイプカードリーダーには対応していません。

■7型AV一体型HDDナビゲーション　
MZ608131

（注1）USBデバイスは社外品（別売）となります。また、＜USBデバイス使用時のご注意＞を参照ください。
（注2）SD/SDHCカードは社外品（別売）となります。
（＊1）USBデバイスを使って、パソコンに登録されているMP3/WMA/AACの圧縮オーディオファイルをナビゲーションのHDDに転送することができます。
（＊2）iPodのビデオファイル再生およびタッチパネル操作が可能です。ただし、一部iPodのビデオファイル再生には対応していません。                      
（＊3）ビデオ入出力コードを装着することで、お手持ちのビデオ機器やポータブルオーディオなどの接続が可能になります。
（＊4）Bluetoothアダプタを内蔵しており、ハンズフリー通話、オーディオ再生、オンライン交通情報検索が可能です。
         【オンライン交通情報検索とは：交通情報センターから高精度・広範囲な交通情報をリアルタイムに取得し、目的地へより早く到着できるルート検索が可能です。】
（＊5）地図更新用バージョンアップDVD-ROMを2011年度版の1回分無償提供いたします。ただし、お客様登録が別途必要となります。
　 ※　MDソース機器の追加設定はできません。
　 ※   フィルムタイプTVアンテナは構成品に含まれています。                      
　 ※   B-CASカードリーダーは下段1DINボックスに装着します。
　 ※   無償の地図更新につきましてはクラリオン（株）が運営・実施いたします。

ナビゲーション機能

地上デジタルTVチューナー機能

4チューナー
＆

4アンテナ

構成品合計価格［税抜き］

参考取付工賃［税抜き］

システム合計価格（税込み）

品　　　　　名 部品番号 希望小売価格
［税抜き］

7型AV一体型HDDナビゲーション  

VICS-光/電波ビーコン受信機

USB接続ケーブル                           （＊1）

iPod接続用ケーブル                       （＊2）

ビデオ入出力コード（20cm）          （＊3）

ナビリモコン

MZ608131

MZ608172

MZ608165

MZ608170

MZ608468

MZ608173

［¥260,000］

［¥26,200］

［¥2,000］

［¥9,800］

［¥3,000］

［¥6,000］

iPod
接続用
ケーブル

［¥2,000］

［¥1,200］

¥3,360  

○

USB
接続
ケーブル

［¥9,800］

［¥1,200］

¥11,550  

○

ビデオ
入出力
コード

［¥3,000］

［¥1,200］

¥4,410  

○

［¥6,000］

ー        

¥6,300  

○

ナビ
リモコン

［¥26,200］

［¥3,000］

¥30,660  

○

VICS
光/電波
ビーコン

○

［¥260,000］

［¥13,200］

¥286,860  

AV一体型
HDD

ナビゲーション

（別売）（別売）（別売） （＊4）（別売）（注1） （注2）

約
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>>>>>>>地デジ、高精細 VGAモニター搭載。操作性と高性能を両立したHDDナビゲーション<<<<<<<

>>>地デジ、VGAモニターに加えてオンライン交通情報検索機能も搭載。先進のハイスペックモデル <<<

（別売）（別売）（注1,2）（＊3）

約

地図更新
1回無償

（＊5）

Navigation & Audio 保証期間は車両にお取り付けした日から3年間です。
ただし、その期間内でも走行距離が6万kmまでです。
（ナビゲーション本体、オーディオ本体のみの対象となります。）



>>>ワンセグ視聴が可能で、Bluetoothにも対応したハイパフォーマンスナビゲーション<<<

AV一体型HDDナビゲーション（ワンセグ TVチューナー内蔵）

■7型AV一体型HDDナビゲーション　
MZ608144

■7型AV一体型HDDナビゲーション　
MZ608132

（注1）USBデバイスは社外品（別売）となります。また、＜USBデバイス使用時のご注意＞を参照ください。
（注2）SD/SDHCカードは社外品（別売）となります。　
（＊1）USBデバイスを使ってパソコンに登録されているMP3/WMA/AACの圧縮オーディオを再生することができます。
           また、USB接続アダプタにはiPod接続用ケーブルも同梱しています。（iPodのビデオファイル再生には対応していません。）
（＊2）タッチパネル、音声の他、別売のハンドルリモコン／ナビリモコンでも操作ができます。
（＊3）携帯電話接続ケーブルを接続することにより、ハンズフリー通話や新譜の楽曲情報取得が可能になります。 
（＊4）Bluetoothアダプタを内蔵しており、ハンズフリー通話が可能です。ただし、オーディオ再生には対応していません。
　 ※   MDソース機器の追加設定はできません。
　　※   フィルムタイプTVアンテナは構成品に含まれています。

ナビゲーション機能

ワンセグTVチューナー機能

構成品合計価格［税抜き］

参考取付工賃［税抜き］

システム合計価格（税込み）

品　　　　　名 部品番号 希望小売価格
［税抜き］

7型AV一体型HDDナビゲーション

オーディオ変換ハーネス

VICS-光/電波ビーコン受信機

USB接続アダプタ

ハンドルリモコン

ナビリモコン

FOMA用

CDMA 1X/WIN用
携帯電話
接続ケーブル（＊3）

MZ608144

MZ608739

MZ608607

MZ608166

MZ608167

MZ608177

MZ608168

MZ608169

［¥196,000］

［¥1,500］

［¥29,800］

［¥12,800］

［¥6,000］

［¥4,000］

［¥4,800］

USB
接続用
アダプタ

［¥12,800］

［¥1,200］

¥14,700  

○

携帯電話
接続
ケーブル

［¥4,000］

ー         

¥4,200  

○

ナビ
リモコン

［¥4,800］

［¥1,200］

¥6,300  

○

［¥6,000］

［¥1,200］

¥7,560  

ハンドル
リモコン

○

［¥29,800］

［¥3,000］

¥34,440  

○

VICS
光/電波
ビーコン

○

○

［¥197,500］

［¥9,600］

¥217,455  

AV一体型
HDD

ナビゲーション

（＊2）

（＊2）

（＊1）

（別売）（＊2） （別売）（＊2） （＊2） （＊4）（注2）（別売）（注1）

AV一体型メモリーナビゲーション（地上デジタルTVチューナー内蔵）

>>> 軽快なパフォーマンスが魅力のフラッシュメモリー（8GB）搭載スタンダードナビ<<<
ナビゲーション機能

地上デジタルTVチューナー機能

（別売）（別売） （別売）（別売） （注3） （＊5）（注2）

（注4）

（注1）iPod接続用ケーブルを使用する場合、USB接続ケーブルおよびビデオ入出力コードが必要となります。
　　   また、iPod接続用ケーブルはビデオ入出力コードと接続するため、ビデオ入出力コードにお手持ちのビデオ機器などの接続ができなくなります。 
（注2）USBデバイスは社外品（別売）となります。また、＜USBデバイス使用時のご注意＞を参照ください。
（注3）SD/SDHCカードは社外品（別売）となります。
（＊1）USBデバイスを使ってパソコンに登録されているMP3/WMAの圧縮オーディオファイルを再生することができます。
（＊2）iPodに同梱のUSBケーブルを使用することによりiPodを接続することができます。また、タッチパネル操作にも対応しています。
　　    ただし、iPodのビデオファイル再生には対応していません。
（＊3）本ケーブルを使用することによりiPodのビデオファイル再生が可能となります。ただし、一部iPodのビデオファイル再生には対応していません。
（＊4）ビデオ入出力コードを装着することで、お手持ちのビデオ機器やポータブルオーディオなどの接続が可能になります。
（＊5）Bluetoothアダプタを内蔵しており、ハンズフリー通話、オーディオ再生、オンライン交通情報検索が可能です。
　　【オンライン交通情報検索とは：交通情報センターから高精度・広範囲な交通情報をリアルタイムに取得。目的地へより早く到着できるルート検索が可能。】
　　※   MDソース機器の追加設定はできません。
　※   フィルムタイプTVアンテナは構成品に含まれています。
　※   B-CASカードリーダーはナビゲーション本体に内蔵しています。

20

VICS
光/電波
ビーコン

希望小売価格
［税抜き］

品　　　　名

7 型 AV一体型メモリーナビゲーション

VICS- 光 / 電波ビーコン受信機

USB 接続ケーブル

iPod 接続用ケーブル（ビデオ用）

ビデオ入出力コード（20cm）

ナビリモコン

MZ608132

MZ608172

MZ608165

MZ608171

MZ608468

MZ608173

○

○

○

○

○

［¥200,000］

［¥26,200］

［¥2,000］

［¥7,000］

［¥3,000］

［¥6,000］
［¥200,000］

［¥11,400］

¥221,970 

［¥26,200］

［¥3,000］

¥30,660 

USB
接続
ケーブル

○

［¥2,000］

［¥1,200］

¥3,360 

［¥12,000］

［¥2,400］

¥15,120 

構成品合計価格［税抜き］

参考取付工賃［税抜き］

システム合計価格（税込み）

部品番号
AV一体型
メモリー

ナビゲーション

iPod
接続用
ケーブル

○

［¥3,000］

［¥1,200］

¥4,410 

ビデオ
入出力
コード

［¥6,000］

ー      

¥6,300 

○

ナビ
リモコン

iPod対応

iPod対応

（＊3）（注1）

（＊1）（＊2）

（＊4）（注1）

スピーカー内蔵

VICS-光/電波ビーコンと同時装着する場合//////////////////////////////////////////////////////////////

¥31,185
【税抜き価格：本体￥12,900＋接続ケーブル¥9,900＋変換ハーネス¥900＋　 ¥6,000】
MZ608785（本体）／MZ608803（接続ケーブル）／MZ608723（電源変換ハーネス）

VICS-光/電波ビーコンと同時装着しない場合//////////////////////////////////////////////////////////////

¥26,040
【税抜き価格：本体￥12,900＋接続ケーブル¥5,000＋変換ハーネス¥900＋　 ¥6,000】
MZ608785（本体）／MZ608802（接続ケーブル）／MZ608723（電源変換ハーネス）

スピーカーなし（三菱電機製ナビゲーション接続専用）

三菱電機製（アンテナ別体、表示なしタイプ）

三菱電機製（アンテナ別体、表示なしタイプ）

スピーカー内蔵

三菱重工製（アンテナ別体、表示なしタイプ）

（自動料金収受システム）
ETCは高速道路料金所付近の渋滞を緩和することを目的に開発されたシステムです。
※ETC車載器ご利用には手続き（セットアップ［有料］）およびクレジット会社へのETCカード申込が別途必要です。詳しい内容については販売会社にお問い合わせください。

MZ608783 MZ608784

【税抜き価格：本体￥13,800＋変換ハーネス¥900
  ＋　¥6,000】

¥21,735

（注）Clarionナビゲーションと接続する場合は不要となります。
    ※  ナビゲーション接続用ケーブル（MZ608810 ¥5,250/税込み）を使用することで、
          Clarionナビゲーション（MZ608131/MZ608132）に接続することができます。

シルバー ブラック

【税抜き価格：本体￥13,900＋変換ハーネス¥900
  ＋　 ¥6,000】

¥21,840

MZ608783（シルバー）
MZ608784（ブラック）
MZ608723（電源変換ハーネス）

MZ608787（シルバー）／MZ608788（ブラック）
MZ608723（電源変換ハーネス）（注）



YS1484-1004 〒108-8410 東京都港区芝5丁目33番8号

〒108-0014 東京都港区芝5丁目33番7号

純正用品製造事業者

三菱自動車カーライフプロダクツ ホームページ

◎カタログ中の※マークはその他の注意事項。●は補足説明を表わします。
◎個別の製品の注意事項をすべては記載しておりません。それぞれの製品の取扱説明書をよく読んでお使いください。
◎保証期間はご購入から1年間（期間内でも走行距離が2万kmまで）となります。
　ただし、ナビゲーション本体、オーディオ本体のみ保証期間は3年間（期間内でも走行距離6万kmまで）となります。
◎本カタログの太青字の表示価格は2010年4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（6,000円／時間）
　＋消費税が含まれております。なお取付工賃レートは、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。
◎仕様および表示価格は、製品改良や材料高騰、その他の理由により予告なく変更することがありますので販売会社にお問い合わせください。
◎写真は、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。
◎撮影のための小道具は商品に含まれておりません。
◎撮影上の都合で、一部他車種を使用しています。
◎ホームページを開設していますのでご利用ください。

❶2DIN-MD/CDチューナーアンプ

¥44,940
【税抜き価格：本体¥39,800
＋    ¥3,000】
MZ595589（本体）

❶2DIN-CD/USBチューナーアンプ

¥47,250
【税抜き価格：本体¥42,000
＋    ¥3,000】
MZ595593（本体）

❻1DIN-CDチューナーアンプ

¥21,105（注1）
【税抜き価格：本体¥17,100
＋    ¥3,000】
MZ595596（本体）

❷2DIN-MD/CDチューナーアンプ

¥46,200
【税抜き価格：本体¥41,000
＋    ¥3,000】
MZ595575（本体）

❸2DIN-CD/カセットチューナーアンプ

¥42,000
【税抜き価格：本体¥37,000
＋    ¥3,000】
MZ595576（本体）

❹1DIN-CD/USBチューナーアンプ

¥29,820（注1）
【税抜き価格：本体¥25,400
＋    ¥3,000】
MZ595594（本体）

❸1DIN-CDチューナーアンプ

¥26,775（注1）
【税抜き価格：本体¥22,500
＋    ¥3,000】
MZ595591（本体）

❷1DIN-MD/CDチューナーアンプ

¥54,810（注1）
【税抜き価格：本体¥49,200
＋    ¥3,000】
MZ595590（本体）

音場
調整機能

音場
調整機能

★約1,000種類のバリアブルカラーイルミネーションを搭載★

（注2） （注2） （注2）

音場
調整機能

❺1DIN-CD/USBチューナーアンプ

¥25,620（注1）
【税抜き価格：本体¥21,400
＋    ¥3,000】
MZ595595（本体）

音場
調整機能

❶2DIN-MD/CDチューナーアンプ

¥44,625
【税抜き価格：本体¥39,500
＋    ¥3,000】
MZ595581（本体）

❷2DIN-CD/カセットチューナーアンプ

¥42,525
【税抜き価格：本体¥37,500
＋    ¥3,000】
MZ595588（本体）

音場
調整機能

（別売）

音場
調整機能

（別売）（別売）

音場
調整機能

（別売）（別売）

音場
調整機能

（別売）（別売）

音場
調整機能

（別売）（注2） （別売）（注2）

（別売） （別売）（注2）

音場
調整機能

（別売）（別売）

音場
調整機能

（別売）（別売）

（注1）1DINオーディオを1台のみ装着する場合、別途1DINアクセサリーボックス
          （MB877180）およびスクリュ（MB409437×4本）を装着することにより、
             空きスペースを小物入れとして有効活用することができます。
（注2）iPodとUSBデバイスの同時接続はできません。

※DRM（Digital  Rights  Management）形式など著作権保護処理の施された音楽
　ファイルの再生はできません。
※各対象機種およびデータの制約により再生できないデバイスがあります。
※USBハブ、マルチパーテーションには対応しておりません。
※USBマスストレージクラスに対応し、最大電流消費量500mA未満のUSBデバイス
　のみ接続が可能です。
※USBデバイスの状態によっては接続できない場合があります。

＜USBデバイス使用時のご注意＞

適用機種：MZ595590/MZ595591

❶iPod接続用アダプタ

¥17,430
【税抜き価格：本体¥13,000＋    ¥3,600】 
MZ607411

適用機種：MZ595593/MZ595575
　　　　   MZ595576/MZ595594

❺iPod接続用ケーブル

¥2,100
【税抜き価格：本体¥2,000】 
MZ607448

適用機種：MZ595581/MZ595588

❸iPod接続用アダプタ

¥16,380
【税抜き価格：本体¥12,000＋    ¥3,600】 
MZ607412

適用機種：MZ595590

❷外部入力（ステレオミニプラグ）ケーブル

¥5,985
【税抜き価格：本体¥4,500＋    ¥1,200】 
MZ608645

❻iPod接続用アダプタ

¥14,280
【税抜き価格：本体¥10,000＋    ¥3,600】 
MZ607413

※外部入力（RCA）ケーブルとの同時装着は
　できません。

適用機種：MZ595581/MZ595588

❹外部入力（RCA）ケーブル
¥5,460
【税抜き価格：本体¥4,000＋    ¥1,200】 
 MZ608564

❼外部入力（RCA）ケーブル
¥4,200
【税抜き価格：本体¥2,800＋    ¥1,200】 
 MZ608561

※iPod接続用アダプタとの同時装着はできません。

適用機種：MZ595575/MZ595576

適用機種：MZ595593/MZ595595

オーディオ・メニュー


