
ランサーレグナム用エアロミラー&海外仕様純正ミラー/カバーセット
　欲しかったエアロミラーがリーズナブルな価格にて登場、ミラーも大きめで、目にやさしい防塵仕様のブルーミラーを

　採用、ミラーは手動式ですが、一部電動式の設定もありますので問合せ願います。、さらに欧州にて新採用のLED式

　フラッシャー付タイプも設定しました。勿論、安全の為、ミラーは衝撃吸収式及び脱落式（Break　Away)　タイプです。　

　尚、脱落後の再使用はできません。（含むZ３モデル）

　　　　　●ミラー本体と取付けベースは別売になっておりますので、ご注意ください。また事前に在庫の確認をお願いします。

　　部品番号 タイプ 価格 　　　　　　備　　　　　　　　　　　　　　　考

MR1000-M89 手動式　ブラック  在庫限り ¥11,000 純正色塗装の場合は別途費用がかかります（￥１２，０００/セット）

MR1000CN-M89 手動式　カーボン調　在庫限り ¥14,000

PP-33797 手動式　M-STYLE　ブラック ¥9,500 MR1000の代替品（NEW　MODEL)

　　　ブラック(樹脂色）　　　　　　　　　    　　 カーボン調ミラー　　　　　　　   　　　　LEDサイドランプ付き　　　　　　　　　M-STYLE　(新型）　

　　部品番号 タイプ 価格 　　　　　　備　　　　　　　　　　　　　　　考

MR1002-M89 手動式サイドLEDランプ付 ¥16,000 樹脂ブラック 在庫限り

MR1002CN-M22 手動式カーボン調LEDランプ付 ¥19,000 在庫限り

MR6000-M89 手動式　NEW　ZIIIモデル ¥13,000 固定式ですが、脱落式です。　脱落後の再使用はできません。

MR6000CN-M89 手動式　カーボン調モデル ¥16,000 車幅内寸法です。

　　　　                  　　　　ZIII　モデル CB～CE用ベース　　　　　　  　CK～CP用ベース   　　　　　　  CS/CT用ベース

●ミラー及びブラケット形状及びデザインはメーカー都合により予告なく新型に変更される

　場合がありますので、在庫の確認をお願いします。

　　　　　　　　●上記、ミラーセットはすべてランサーに取付け出来ますが、取付けブラケットは上記より選定ください。

　　部品番号 対応モデル 価格 　　　　　　備　　　　　　　　　　　　　　　考

SMI-CB/CD リベロからEVO-3まで ¥3,000 専用取付け部品ですので、適合車種以外は互換性ありません。

SMI-CK/CP CKランサーからEVO-6まで ¥4,000 材質は黒樹脂製です。

SMI-CS/CT セディア・ワゴンからEVO-8 ¥5,000 ●ミラーとセット販売になります。単品販売はしておりません。

補修用スペアミラー（鏡及びベース、両面テープのセットです）
　　部品番号 対応モデル 価格 　　備　　考

SMI-P21LH 補修用ミラー　左側 ¥2,500 ミラー単体＋ベース

SMI-P21RH 補修用ミラー　左側 ¥2,500 ミラー単体＋ベース

SMI-Z3LH 補修用ミラー　Z3専用　左側 ¥2,500 ミラー単体＋ベース

SMI-Z3RH 補修用ミラー　Z3専用　右側 ¥2,500 ミラー単体＋ベース

GANADOR スーパーミラー　 （日本製） ●一部非在庫部品（取寄せ部品）です。問合せ願います。

　　部品番号 対応モデル 価格 　　備　　考

SM-56PCL ランサー　Evolution-X ¥39,900 クリアレンズ サーフェーサー仕上げ

SM-56PBL ¥39,900 ブルーレンズ サーフェーサー仕上げ

SM-56FBL ¥50,400 ブルーレンズ カーボン調スタイル

SM-35PCL ランサー　CT9A/CS5W ¥38,000 クリアレンズ サーフェーサー仕上げ

SM-35PBL 　　　　（Evo-7/8) ¥38,000 ブルーレンズ サーフェーサー仕上げ

SM-35FBL ¥48,000 ブルーレンズ カーボン調スタイル

LM-35PCL ¥48,000 クリアレンズ LEDサーフェーサー仕上げ　　　　　　　　通常モデル

LM-35PBL ¥48,000 ブルーレンズ LEDサーフェーサー仕上げ

LM-35FBL ¥57,000 ブルーレンズ LEDカーボン調スタイル

SM-20PCL ランサー　CN9A/CP9A ¥38,000 クリアレンズ サーフェーサー仕上げ　　　　　　　　　　

SM-20PBL 　　　　（Evo-4/5/6) ¥38,000 ブルーレンズ サーフェーサー仕上げ　　　　　　　　　　

SM-20FBL ¥48,000 ブルーレンズ カーボン調スタイル

LM-20PCL ¥48,000 クリアレンズ LEDサーフェーサー仕上げ

LM-20PBL ¥48,000 ブルーレンズ LEDサーフェーサー仕上げ　　　　　　　　LEDモデル

LM-20FBL ¥57,000 ブルーレンズ LEDカーボン調スタイル　　　　　　　　　



　　部品番号 対応モデル 価格 　　備　　考

SM-30PCL ランサー　CD9A/CE9A ¥38,000 クリアレンズ サーフェーサー仕上げ

SM-30PBL 　　　　（Evo-1/2/3) ¥38,000 ブルーレンズ サーフェーサー仕上げ

SM-30FBL ¥48,000 ブルーレンズ カーボン調スタイル

SM-14PCL レグナム　EC5W ¥38,000 クリアレンズ サーフェーサー仕上げ

SM-14PBL （ギャラン不可） ¥38,000 ブルーレンズ サーフェーサー仕上げ

SM-14FBL ¥48,000 ブルーレンズ フルカーボンスタイル　　　　　　　　　　　　

海外仕様純正ミラーセット(色の選択はできません） ●一部非在庫部品（取寄せ部品）です。問合せ願います。

　　部品番号 対応モデル 価格 　　備　　考

M3957700 A183/187A　STRION ¥46,800 USA仕様　左ハンドル車　電動

M4791530 D27A　ECLIPS ¥43,000 USA仕様　左ハンドル車　電動

M707503R D32A　ECLIPS ¥82,000 USA仕様　左ハンドル車　電動

M987873RX D52A　ECLIPS ¥80,000 USA仕様　左ハンドル車　電動

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ECLIPS用

国内外オプションミラーカバーセット ●純正ミラー仕様のみ使用可能です。

　　部品番号 対応モデル 価格 　　備　　考

MZ569084 CB/CE　ランサー ¥12,000 クロームメッキ仕様

SMI-MK02 CK/CP　ランサー ¥12,000 クロームメッキ仕様

MZ569556 CQ/CR　ディオン/ディンゴ ¥5,200 クロームメッキ仕様

MZ569082 N10系シャリオ/RVR ¥12,000 クロームメッキ仕様

MZ569463 N80系シャリオグランディス ¥13,800 クロームメッキ仕様

MZ569464 N60系　RVR ¥13,800 クロームメッキ仕様

YH-ML001 CS/CT　ランサー　LEDランプ付 ¥12,000 無塗装

GH-ML001 CS/CT　ランサー　LEDランプ付 ¥21,400 純正色塗装済み

YH-053CX CY4/CZ4A  Fortis&ランサー ¥13,000 無塗装/交換ﾀｲﾌﾟ

MZ569482 H60/70　Pajero　io ¥8,000 クロームメッキ仕様

SMI-MK02 PD/PF　Space　Gear ¥12,000 クロームメッキ仕様 　　　　　　　　　　　　　　パジェロ塗装用素材　V20/40用

MT-020 TRITON ¥16,900 LEDランプ付クロームメッキ仕様

Z1763303S V20/40　Pajero　素材仕様 ¥2,000 無塗装　（塗装用のベースです）

Z1763303X V20/40　Pajero　 ¥12,000 ニッケルメッキ（淡黄色）仕様

WE-1757-CH V20/40　Pajero　 ¥19,800 LEDランプ付クロームメッキ仕様

WE-M1760-CH V60/70　Pajero ¥19,800 LEDランプ付クロームメッキ仕様

MZ576220 V80/90　Pajero ¥8,500 クロームメッキ純正/SUPER　EXCEEDに装備のものと同等品

MZ576225 CV5W　DELICA　D:5 ¥12,000 ミラーカバー/クロームメッキ純正

MZ576227 CV5W　DELICA　D:5 ¥9,500 サイアンダードミラーカバー/クロームメッキ純正

　　DELICAミラーカバー　　　　　　　　DELICAアンダーミラーカバー　　　　　Pajero/Triton　LEDランプ付クロームミラーカバー（共通品ではありません）

　　CS/CTランサーLEDランプ付ミラーカバー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　CK/CPランサークロームメッキカバー　　　　　　　　　　

　CY/CX/CZ４A　LEDランプ付クロームミラーカバー



北米オプション（U.S.A.仕様）純正ノーズマスク ●U.S.A.純正用品になります。

　　部品番号 対応モデル 価格 　　備　　考

AECOYM1B02 ECLIPS D20系　ＧＳ ¥39,600

AECOYM1B03 ECLIPS D20系　ＧＳＲ ¥39,600 　　　エアトレック装着例

AEC5YN1B01 ECLIPS D30系　前期型 ¥32,000

AEC7YM1B01 ECLIPS D30系　後期型 ¥32,000

AEC03YMB02 ECLIPS D52 ¥40,000

ACU03YMB02 エアトレック CU4/5W ¥36,000 スポーツギア

MZ313810 OUTLANDER ¥34,000

AGT1YM1B01 MITUBISHI GTO 　初期型 ¥39,600

AGT4YM1B01 MITUBISHI GTO　最終型 ¥42,000

　　　　　　　OUTLANDER装着例

●ナンバー枠非装着仕様の為、一部穴あけ等の加工が必要です。 平成２１年８月現在


