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1 メッキグリル

¥32,550
【税抜き価格：本体¥29,800＋
［全車］MZ575985

¥1,200】

●デリカD：5を彷彿させる存在感のあるメッキ
仕上げのスタイリッシュなグリル。気品のある
輝きがフロントビューを際立たせます。樹脂製。

3

2

フォグランプベゼル

2 メッキミラーカバー
（ターンランプ付ミラー用）

3 メッキミラーカバー
（ターンランプ無ミラー用）

¥15,750

¥15,750
【税抜き価格：本体¥13,200＋ ¥1,800】
［ターンランプ付ミラー車］MZ569079

●質感の高いクロムメッキ仕上げでドレスップします。
標準装備のミラーカバーと交換装着。樹脂製、
左右セット。

【税抜き価格：本体¥13,200＋ ¥1,800】
［ターンランプ無ミラー車］MZ569078

●質感の高いクロムメッキ仕上げでドレスップします。
標準装備のミラーカバーと交換装着。樹脂製、
左右セット。

◎掲載写真は、実物とイメージや仕様が異なる場合があります。

4 フォグランプ

¥38,850
【税抜き価格：フォグランプ本体¥28,600
＋ベゼル¥1,800＋ ¥6,600】
［フォグランプ未装着車］
MZ581935(フォグランプ本体)
MZ581901(ベゼル)

●シティクルーズからアウトドアまでオールラウンドに
楽しめるクリアレンズ（H11 12V55W）
。
マルチリフレクタータイプ。左右セット。CIBIE製。
※Ｓ、S AS & G類別の標準装備品と同等品です。

※太青字の価格は参考取付工賃を含む消費税込み価格です。

マークは参考取付工賃［消費税抜き］です。
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未装着時

2
1 Ｌ型バイザー

2 親水鏡面ドアミラー

¥15,750
【税抜き価格：本体¥12,000＋
［全車］MZ562829

¥11,760
¥3,000】

●雨の日の室内換気にも便利です。
アクリル製、スモーク。フロント／リヤ左右セット。

【税抜き価格：本体¥10,000＋
［2WD車］MZ569747

¥1,200】

●雨滴を膜のように広げて視界を確保します。高級感の
あるブルーミラー。
標準装備のミラーと交換タイプ、左右セット。
※ヒーテッドドアミラーの4WD車には取付けできません。
※ワックス、撥水剤、油膜除去剤などが表面に付着すると、
撥水効果低下の原因になります。
※性能維持のためには日常的に長時間太陽に照射される
環境が必要です。

装着時

3

3 ドアエッジモール

¥7,140
【税抜き価格：本体¥5,600＋
［全車］MZ536012

¥1,200】

●ドア開閉時のちょっとした接触からドアエッジを
守ります。樹脂製、光輝フィルム仕上げ。
フロント／リヤ左右セット。
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4 ナンバープレートフレーム（メッキ）

¥3,150（1枚）
【税抜き価格：本体¥3,000】
［全車］MZ572523

●手軽なドレスアップができます。
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前に
装着してください。
※字光式ナンバープレートには使用できません。
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¥3,150
【税抜き価格：本体¥3,000】
［全車］MZ572530

●独自の花形キーパターンにより、ナンバープレート
の盗難を防止します。1台3個セット。
※字光式ナンバープレートには使用できません。

6 ボディカバー

¥19,950
【税抜き価格：本体¥19,000】
［全車］MZ541715

●
（財）
日本防炎協会認定の生地を使用した防炎タイプ。
ポリエステル製、シルバー色。
※キャリア類は取外し、コーナーポールは縮めてご使用
ください。

※太青字の価格は参考取付工賃を含む消費税込み価格です。

マークは参考取付工賃［消費税抜き］です。
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▲アクセントパネルセット装着部分

▲アクセントパネルセットのパターン柄

※オーディオは合成写真です。

2

1 アクセントパネルセット

3

フロント

リヤ

2 ドアスイッチパネル

¥53,760
【税抜き価格：本体¥46,400＋
［全車＊］MZ527587

3

3 スカッフプレート

¥25,200
¥4,800】

●ブラック色を基調にして大胆なラインをあしらった
パネル。クールななかに躍動感を秘めて、コクピット
をスタイリッシュに変身させます。ダッシュボード
前面とインパネセンターのセット。貼付けタイプ。
＊フルオートエアコン付車用です。

【税抜き価格：本体¥20,400＋
［全車］MZ527589

¥20,370
¥3,600】

●アクセントパネルセットと同デザインで、室内の
コーディネイトを図ります。貼付けタイプ、フロント
左右２枚セット。

【税抜き価格：本体¥16,400＋
［全車］MZ527469

¥3,000】

●光沢のあるステンレスに立体的なラインをデザイン。
ワンポイントのドレスアップに効果的です。
フロント／リヤ左右セット。

1 グランドイルミネーション

1

¥27,930
【税抜き価格：本体¥20,600＋ ¥6,000】
［除くオートストップ＆ゴー(AS & G)搭載車］MZ590844

●スモールライトと連動してブルーLED3灯が点灯。
ナイトドライブを華やかに彩ります。
※グランドイルミネーション単独でのON／OFF切り替えは
できません。

2 フロアイルミネーション

¥14,910
【税抜き価格：本体¥10,000＋
［全車］MZ590835

¥4,200】

●ドアを開けるとブルーLEDの光がフロアを照らして、乗降を
サポートするとともに高級車の雰囲気を生み出します。閉扉後
も数秒間はフロアを照らしてくれます。フロント／リヤ4灯。

3 ドアハンドルイルミネーション

¥11,130
【税抜き価格：本体¥7,600＋
［全車］MZ590831

¥3,000】

●イグニッションONでブルーLEDが常時点灯。イグニッション
OFF後も数秒間、照らします。フロント左右セット。

4 グローブボックスイルミネーション

¥6,510
2

2

【税抜き価格：本体¥3,800＋
［全車］MZ590830

¥2,400】

●スモールライトと連動してブルーLEDが点灯。グローブボックス
内を照らします。

5 インパネトレイイルミネーション

¥11,550
【税抜き価格：本体¥7,400＋
［全車］MZ590833

¥3,600】

●スモールライトと連動して、インパネトレイとインパネアンダー
ボックスをブルーLEDが照らします。
リヤ

フロント

3

4

6 リチャージブルLEDライト

¥4,935
【税抜き価格：本体¥4,700】
［全車］MZ610522

●コンパクトなアルミボディのLEDハンドライト。アクセサリー
ソケットに装着すれば、レッド光イルミネーションとして車内
のムードを盛り上げながら充電します。連続点灯時間（ハンド
ライト時）：約2時間。充電時間：20分で約70％の急速充電
（満充電は約120分）。
※充電完了後もイルミネーションは消灯しません。
※イグニッションOFF時は充電しません。
※Ｐ9 2 シガーライターへの装着はできません。
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インパネトレイ

インパネ
アンダーボックス

※ イルミネーションの写真はイメージです。
※ 撮影のため点灯した状態を強調して再現しています。
※ 写真の色や照度は実際のものとは異なります。
※太青字の価格は参考取付工賃を含む消費税込み価格です。

マークは参考取付工賃［消費税抜き］です。
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3 フロアマット

¥19,950
【税抜き価格：本体¥17,800＋
［全車］MZ511797

¥1,200】

●凹凸のタテ縞模様を全体にあしらったシンプルな
デザインのマット。運転席側にはDELICA D:2の
刺繍ネーム入り。フロント左右／センター／リヤセット。

1 シートカバー

2 ラゲッジトレイ

¥36,120
【税抜き価格：本体¥31,400＋
［全車＊］MZ501679

＜フロアマットの注意事項＞

¥21,000
¥3,000】

●シートの中央部にデザイン生地を配したシックで
高級感のあるカバー。フロント／リヤセット。
＊リヤシートスライド機構とサイドエアバッグの両方
の装備車専用です。

【税抜き価格：本体¥18,200＋
［全車＊］MZ522736

¥1,800】

●リヤシートスライド機構に対応した左右分割式の
トレイ。リヤシートを前倒しして荷室を広げた時の
使いやすさも考えて、リヤシートバックの背面にも
トレイを装着しています。
＊リヤシートスライド機構付車用です。

運転席用フロアマットは、安全のため付属の固定
フック（2本）で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。

国際標準化機構（ISO）がチャイルドシートの誤装着を防止するために定めたチャイルドシートの固定方式の規格です。
ISO FIX対応チャイルドシートなら簡単に装着、取り外しができます。またチャイルドシートが車体に固定されるため、
走行中に座席からずれたり緩んだりすることなく、万一の際にも安心です。

ISO FIX対応チャイルドシート（テザータイプ）
1 ベビーシート

▼ベビーシート

¥73,500

参考年齢

◆ご使用の目安◆
生後
9カ月

0カ月

【税抜き価格：本体¥35,000＋ベースシート¥35,000】
MZ525285（本体）／ MZ525284（ベースシート）

4歳
▼チャイルドシート

2 チャイルドシート

〜15kg

¥94,500

参考身長

【税抜き価格：本体¥55,000＋ベースシート¥35,000】
MZ525286（本体）／ MZ525284（ベースシート）

体

重

〜70cm

〜85cm

〜100cm

〜9kg

〜13kg

〜18kg

注1：やむを得ず助手席にチャイルドシートを装着する場合は、
必ずシートを最後端まで下げた位置での取り付けをお願い
します。また、その場合は、シートベルトでの固定となり、
ISO FIX方式での装着はできません。
注2：チャイルドシートをベビーシートとして使用する場合は、
後向きでの装着となります。この場合は、シートベルトで
の固定となり、ISO FIX方式での装着はできません。
◆ベビーシート・チャイルドシート適用表
※ ご購入の際には、お子様に合ったものをお選びください。
助手席
リヤシート
取付位置
※ 取り付けるシートの位置および、お子様の年齢により取付方法
品 名
前向き 後向き 前向き 後向き
が異なりますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
ISO FIX ベビーシート
×
×
×
●
※ 使用について詳しくは、各商品の「取扱説明書」をご覧ください。
ISO FIX チャイルドシート ×
（注1） ×
● ●（注2）
※ 助手席及びリヤシート中央への装着はできません。
※ 2011年11月以降の生産車専用 ISO FIX対応チャイルドシートです。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。

シートベルト固定タイプ
3 ジュニアシート

¥35,700

ISO FIX
ベビーシート・チャイルドシート

※本製品はシートベルトでの固定も
可能です。
※ISO FIX方式で装着する場合は、
別途ベースシート
（MZ525284）
が
必要です。

取
付
概
要
図

■チャイルドシート
※シートベルトで固定する場合、
0ヶ月〜9ヶ月くらいまではベビー
シートとして、9ヶ月〜4歳くらい
まではチャイルドシートとして
使用できます。
※ISO FIX方式で装着する場合
（前向きのみ）は、別途ベースシート
（MZ525284）が必要です。

テザーアンカー

《装着方法の概要》
1. ISO FIXベースシートを専用アンカー
に固定します。
2. ISO FIXベビーシート・チャイルドシート
をISO FIXベースシートに装着します。
3.テザーベルトをテザーアンカーへ
取り付けます。

●ISO FIXベースシート

【税抜き価格：本体¥34,000】
MZ525283（本体）

※チャイルドシート、ベビーシート共用ですので、乳児〜4歳位まで継続して
ご使用いただけます。

◆ジュニアシート適用表
品 名

■ベビーシート

◆ご使用の目安◆

取付位置

ジュニアシート

助手席
リヤシート
前向き 後向き 前向き 後向き
×

×

●

×

※ご購入の際には、お子様に合ったものをお選びください。
※取り付けるシートの位置および、お子様の年齢により取付方法が
異なりますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※使用について詳しくは、各商品の「取扱説明書」をご覧ください。
※ISO FIX方式での取り付けはできません。
※助手席及びリヤシート中央への装着はできません。

参考年齢

生後
12カ月

参考身長

〜75cm

体

〜10kg

重

15kg

4歳

12 歳

〜100cm

〜150cm

〜18kg

〜36kg

1 アレル除去フィルター（脱臭機能付）
1

2

【税抜き価格：本体¥4,000＋
［全車］MZ600191

◆アレル除去フィルター
（脱臭機能付）
の仕組み

アレル物質
（ダニの死骸やフン、
花粉）

吸
着
・
抑
制

2 シガーライター

抑制効果あり

¥3,360

特殊な薬剤を塗布したフィルターでアレル物質を吸着させて
抑制。時間とともにアレル物質はフィルターを通って車内に
侵入しますが、抑制されているため車内は快適です。

3

¥1,200】

●除塵、脱臭をはじめ、ダニの死骸や花粉（アレル物質）まで
抑制する高性能エアコンフィルター。
※標準装備のクリーンエアフィルターと交換装着になります。
※1年または12,000km毎の定期交換を推奨します。

アレル除去フィルター
特
殊
な
薬
剤

¥5,460

【税抜き価格：本体¥1,400＋
［全車］MZ607471

4

¥1,800】

●シガーライターとシガーソケットのセット。
標準装備のアクセサリーソケットと交換装着となります。
※アクセサリーソケットとしての使用は推奨していませんので、
Ｐ7 6 リチャージブルLEDライト、Ｐ11 7 アロマディフューザー
セットは使用しないでください。

3 カップ型灰皿（グリーンプラスチック）

¥2,100
【税抜き価格：本体¥2,000】
［全車］MZ520628

グリーンプラスチック

●「グリーンプラスチック」を
CO2排出量の削減に貢献する植物
採用して作られた移動式灰皿。 由来樹脂「グリーンプラスチック」を
使用しています。
※フロントドリンクホルダー
（運転席）への設置はできません。

4 LEDアッシュカップ

¥5,040
【税抜き価格：本体¥4,800】
［全車］MZ520635

●周囲にディンプル加工を施した高級感のある移動式灰皿。
ふたを開けるとブルーLEDが点灯。夜間でも使いやすく
車内のムードも高めます。LEDは電池や外部電力が不要の
ソーラー電池式。
※フロントドリンクホルダー（運転席）への設置はできません。

※太青字の価格は参考取付工賃を含む消費税込み価格です。

マークは参考取付工賃［消費税抜き］です。

1

1

1 コーナーセンサー

¥60,900
【税抜き価格：本体¥46,000＋ ¥12,000】
［除くオートストップ＆ゴー(AS & G)搭載車］MZ607510

●バンパーと障害物の距離を検知して、インジケーターと室内
ブザー音で警告します。フロント／リヤ4コーナー。
コーナーセンサーはドライバーの補助として接近物を室内
ブザー音で知らせるもので、決して衝突警報機の類ではなく、
ドライバーの注意義務を軽減するものではありません。
※字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。

2 コーナーポール
2

3

¥10,290
【税抜き価格：本体¥7,400＋
［全車］MZ587373

¥2,400】

●左前方の障害物との距離が判別しやすくなります。
手動伸縮式。ポール先端にブルーLEDライト付き。

3 リモート格納ミラー

¥35,910
【税抜き価格：本体¥29,400＋
［全車］MZ604762

¥4,800】

●キーレスオペレーションシステムで施錠するとドアミラーが
自動的に格納するシステムで、イグニッションACCまたはON
で通常の位置に戻ります。狭い駐車場でのミラー接触やいた
ずら防止に役立つほか、施錠状態の確認にも便利です。

1 ベースキャリア（TERZO）

¥28,980
【税抜き価格：本体¥25,200＋
［全車］MZ532074

¥2,400】

●各種アタッチメントを装着する際、ベースとなるキャリア。
サイズ：長さ600×幅1,370×高さ113(mm)。製品重量7.4kg、
最大積載重量30kg（ベースキャリア、アタッチメント製品
重量含む）。
※ベースキャリアのみでの使用はできません。
※装着時はルーフから約90mm高くなります。

2 スキー＆スノーボードアタッチメント

¥25,620
1

2

3

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。
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。安全運転を心掛けてください。
キャリア締付けネジ部は走行前に確認・増締めを行なって
ください。
積載物はしっかり固定し、急発進、急ブレーキ、急ハンドル
は避けてください。
※ 長尺物を積載したままバックドアを開けるとキズや破損の
原因になります。
※ 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。

4

【税抜き価格：本体¥23,200＋
［全車］MZ532134

¥1,200】

●スキー6セットまたはスノーボード4台積み。
サイズ：長さ89×幅822×高さ164(mm)。製品重量4.0kg。
※装着には 1 のベースキャリアが必要です。

3 三角停止表示板

¥3,150
【税抜き価格：本体¥3,000】
［全車］MZ611103

●取扱いが楽なコンパクトタイプ。収納ケース付。

4 消棒RESCUE

¥6,300
【税抜き価格：本体¥6,000】
［全車］MZ610020

●緊急時の車両脱出機能（シートベルトカッター、
ドアガラス
破砕）
と、二酸化炭素で初期消火する機能をあわせ持った
エマージェンシー・ツール。

5 簡易着脱チェーン

¥26,040
【税抜き価格：本体24,800】
［全車］MZ573307

5

●165/60R15タイヤ用。
※タイヤチェーンは、同サイズのタイヤでもタイヤの種類（特に
スタッドレスタイヤ）やタイヤメーカーによって装着できない
場合があります。

6 スノーブレード

¥5,565【税抜き価格：本体¥5,300】
MZ568214（運転席側用：530mm）

¥2,520【税抜き価格：本体¥2,400】
MZ568241（助手席側用：400mm）

¥2,940【税抜き価格：本体¥2,800】
MZ568229（リヤ用：280mm）

7 アロマディフューザーセット

7

¥3,150（各）
【税抜き価格：本体¥3,000】
［全車］
MZ600225（覚醒ミント）
MZ600226（禁煙ハーブ）
MZ600227（クールグリーン）
MZ600228（フレッシュシトラス）
MZ600229（ハッピーオレンジ）
MZ600230（リラックスラベンダー）
MZ600231（original aroma of MITSUBISHI）
●アクセサリーソケット用のアロマディフューザー。本体は高級感
のあるブラック本革巻きで、使用時に光る先端のクリア部分に
クロームカラーのスリーダイヤマーク入り。OFF／Lo／Hiの切り
替えスイッチ付き、2時間オートパワーオフ機能内蔵。
オイルパッド1枚付。
※セットにはアロマオイルが1本含まれています。補充用
にはエッセンシャルアロマオイルをご使用ください。

8 エッセンシャルアロマオイル

¥1,260（各）【税抜き価格：本体¥1,200】［全車］
■アットアロマ社
で作られるこれらアロマオイルは、
自然の植物から抽出した100％天然エッセンシャルアロマ
オイルです。
はアットアロマ社の登録商標です。

MZ600235（覚醒ミント）
MZ600236（禁煙ハーブ）
MZ600237（クールグリーン）
MZ600238（フレッシュシトラス）
MZ600239（ハッピーオレンジ）
MZ600240（リラックスラベンダー）
MZ600241（original aroma of MITSUBISHI）

●アロマディフュ―ザーセットのための補充用オイル。
オイルパッド1枚付。1本、5ｍl。
※太青字の価格は参考取付工賃を含む消費税込み価格です。

マークは参考取付工賃［消費税抜き］です。

オーディオレス車用メニュー

その他拡張機器メニュー

AV一体型
ナビゲーション

AV一体型
ナビゲーション拡張機器

オーディオ

DSRC／ETC

12-14

14

15

15

三菱のナビゲーション・オーディオは、安心と満足のロングケアサービス。

◆ナビゲーションロックで盗難防止！
三菱純正ナビゲーションメニューでは、ナビゲーションロック
（マックガード製）を採用してナビゲーションの盗難を防止します。

三菱自動車純正用品のナビゲーション・オーディオは
「3年間または走行距離6万km」の長期保証。安心してお求め頂けます。
保証期間は車両にお取り付けした日から3年間（期間内でも走行距離が6万kmまで）となります。
ただし、ナビゲーション本体、オーディオ本体以外の機器の保証期間は1年間（期間内でも走行
距離2万kmまで）となります。

¥4,410 【税抜き価格：本体¥3,000＋ ¥1,200】
［適用機種：全ナビゲーション／オーディオ］ MZ598350
●ロック２個、警告ステッカー２枚入り。

オーディオレス車用の AV 一体型ナビゲーション メニュー
三菱純正ナビゲーションのオリジナル機能
車種（車空間）別音響チューニング

オリジナルオープニング画面

音響のスペシャリストがノウハウ
を駆使して、車空間別にサウンド
チューニングを実施。デリカD:2
向けに最適化されたイコライジング
データをあらかじめカーナビゲーション
ユニットに収録することにより、
車に合わせた快適なサウンドを
お楽しみいただけます。

キーオンで、スリーダイヤのオリジナル画面が表示されます。
※写真はMZ608930の表示例です。

◆三菱純正 AV 一体型ナビゲーション・ラインアップ
機 種

基本性能
SD
16GB

11

7型
VGA

三菱オリジナル機能

車空間別音響チューニング
※DIATONE音響技術採用（＊1）

オリジナルオープニング画面

システム合計価格 ¥187,215

メ
モ
リ
ー
ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョ
ン

プローブ交通情報
VICS情報（注1）

4×4

FM/AM

CD

音楽録音

DVD

※最大999曲
（4GB SD同梱）

Bluetooth
iPod/iPhone

無償地図更新

プローブ交通情報
車空間別音響チューニング
VICS情報（注1）

7型
VGA

オリジナルオープニング画面

システム合計価格 ¥161,385

2×2

FM/AM

CD

音楽録音

DVD

※最大約1,000曲
（4GB SD同梱）

Bluetooth
iPod/iPhone

無償地図更新
※最大2年間無償

SSD
8GB

3

オーディオ・ビジュアル機能

※2回無償

SD
16GB

2

ナビゲーション機能

プローブ交通情報
車空間別音響チューニング
VICS情報（注1）

6.1型
VGA

オリジナルオープニング画面

SD
8GB

車空間別音響チューニング

FM/AM

CD

DVD

音楽録音
※最大約8,000曲
（micro SD別売）

無償地図更新

Bluetooth
iPod/iPhone

（別売）

システム合計価格 ¥119,175

4

プローブ交通情報
Bluetooth

VICS情報（注2）
7型
VGA

オリジナルオープニング画面

FM/AM

CD

DVD

音楽録音
iPod/iPhone

無償地図更新

（別売）

システム合計価格 ¥103,425

ナ
ビ
ゲＨ
ーＤ
シＤ
ョ
ン

HDD
80GB

5

プローブ交通情報
車空間別音響チューニング
VICS情報（注1）

7型
VGA

オリジナルオープニング画面

システム合計価格 ¥200,865

4×4

FM/AM

CD

DVD

無償地図更新

音楽録音
※最大約10,000曲

Bluetooth
iPod/iPhone

（別売）

※2015年4月迄無償

（＊1）DIATONE®は、三菱電機（株）の登録商標です。
（注1）VICS-光/電波ビーコン受信機は別売となります。
（注2）FM-VICSのみの対応となります。VICS-光/電波ビーコン受信機の設定はありません。

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。）
※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。

＜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。

※太青字の価格は参考取付工賃を含む消費税込み価格です。

マークは参考取付工賃［消費税抜き］です。

オーディオレス車用メニュー

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）

1

高音質を追求する DIATONE® 音響技術を採用した高級オーディオ・ナビゲーションシステム。
● 7型AV一体型メモリーナビゲーション

プラス拡張機器

¥187,215

◆VICS-光/電波ビーコン受信機

【税抜き価格：本体￥160,000＋オーディオ取付キット¥4,500
＋ナビゲーションロック¥3,000＋ ¥10,800】
MZ608930（本体）／MZ608148（オーディオ取付キット）
MZ598350（ナビゲーションロック）

（＊6）

MZ608192
¥3,780 MZ609506
【税抜き価格：本体¥27,000＋ ¥3,000】 【税抜き価格：本体¥3,600】

三菱電機の音響機器ブランドで、その歴史は1946年ま
でさかのぼります。2006年以降は車載用としても高音
質を追求した音響製品を投入し、市場から非常に高い
評価を受けています。本製品には、そのDIATONEが持
つ高音質テクノロジーを惜しみなく搭載しております。

MZ608930

◆iPod接続用ケーブル（ビデオ対応）

¥31,500

◆ビデオ入出力コード（約15cm）

◆HDMI変換ケーブル（約1m）

（＊7）
（＊8）
MZ609508
¥9,345 MZ609507
【税抜き価格：本体¥1,550＋ ¥1,200】 【税抜き価格：本体¥7,700＋ ¥1,200】

¥2,887

※地図更新バージョンアップを2012年/2013年/2014年度版のいずれか2回を無償提供致します。ただし、お客様登録が別途必要となります。※無償の地図更新につきましては三菱電機(株)が運営・実施致します。
（＊1）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、openinfoが可能です。
（open infoとは：パイオニア（株）が運営・管理するリアルタイムプローブデータを共有した渋滞情報の提供や、充電スポット開設情報のダウンロード、高速道路/主要国道開通情報のダウンロード等が可能です。な
お、open infoのご利用には、事前に三菱電機ホームページよりユーザー登録が必要となります。）
（＊2）リヤビューカメラ（MZ607474）を装着することにより、高速道路にある白線を検知し、走行レーンから外れそうになると、警告音と画像表示でお知らせします。
（＊3）SDHCカード
（4GB）
を同梱しており、最大999曲(またはCD最大99枚分)を録音することができます。
（＊4）USBケーブルを同梱しており、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/AACの圧縮オーディオファイル、
MPEG-4/WMV動画ファイルの再生をすることができます。また、P12下記の＜USBデバイス使用時のご注意＞を参照ください。
（＊5）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、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。
（＊6）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。
（＊7）RCA端子を有した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。
（＊8）HDMI端子を有したスマートフォンなどの接続が可能になります。
（スマートフォンの画面をナビ側でも見る事ができます。）

基本機能

7

三菱オリジナル機能

ナビゲーション機能

その他拡張機器（P14,P15）

オリジナル
車種別音響調整 オープニング画面

地図更新 VICS VICS プローブ
2 回無償 FM 交通情報 ビーコン交通情報 交通情報

DSRC

型

VGA

ディスプレイ タッチパネル操作 リモコン操作 音声認識

（※）

（別売）

（＊1）

ETC
リヤ

DSRC 車載器 ETC 車載器 ビューカメラ

（別売） （別売） （別売）（＊2）

AV機能
USB
MP3
12 セグ 緊急 データ EPG AM/FM
SD
Bluetooth iPod RCA
放送
警報
WMA
最大
4 倍速
SDHC
ワンセグ
999 曲
CD DVD DVD DVD DVD AAC
4×4
チューナー＆アンテナ 自動切替 緊急警報放送 データ放送 電子番組表 AM/FM CD-R/RW VIDEO -R/RW +R/RW VR(CPRM) 音楽フォーマット 音楽蓄積機能 倍速録音 USB 対応 対応カード ブルートゥース対応 iPod 対応 外部入力
（＊3）

2

（＊4）

（＊3）

（＊1）

（＊5） （別売）

車種別ＥＱ
（イコライザー）による音響チューニングを施したフルセグ対応ハイスペックモデル。
● 7型AV一体型メモリーナビゲーション

プラス拡張機器

¥161,385

◆VICS-光/電波ビーコン受信機

【税抜き価格：本体￥136,000＋オーディオ取付キット¥4,500
＋ナビゲーションロック¥3,000＋ ¥10,200】
MZ608931（本体）／MZ608148（オーディオ取付キット）
MZ598350（ナビゲーションロック）

■ナビリモコン
後席からでも操作
可能なリモコン。

MZ608931

◆iPod接続用ケーブル（ビデオ対応）

（注1）
（＊4）
MZ608172
¥12,810
【税抜き価格：本体¥26,200＋ ¥3,000】 【税抜き価格：本体¥8,000
＋ビデオ入出力コード¥3,000＋ ¥1,200】
MZ608180（本体）
MZ608468（ビデオ入出力コード）

¥30,660

◆ビデオ入出力コード（約20cm）

◆ナビリモコン

¥4,410

（注1）
（＊5） ¥6,300 MZ608173
MZ608468
【税抜き価格：本体¥3,000＋ ¥1,200】 【税抜き価格：本体¥6,000】

（注1）iPod接続用ケーブル（MZ608180）は、ビデオ入出力コード（MZ608468）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。※地図更新バージョンアップをご利用開始日から、2年間無償提供いたします。ただし、
無償更新有効期間は2016年5月までとなります。また、お客様登録が別途必要となります。※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。
（＊1）SDHCカード
（4GB）
を同梱しており、最大約1,000曲を録音することができます。また、16GB
以上のSDHCカード(社外品：別売)を使用することにより最大約4,000曲の録音が可能となります。
（＊2）USBケーブルを同梱しており、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/AACの圧縮オーディオファイルを再生することがで
きます。また、P12下記の＜USBデバイス使用時のご注意＞を参照ください。
（＊3）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、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。
（＊4）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。
（＊5）RCA端子を有した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。

基本機能

三菱オリジナル機能

ナビゲーション機能

その他拡張機器（P14）

オリジナル
車種別音響調整 オープニング画面

地図更新 VICS VICS プローブ
2年間無償 FM 交通情報 ビーコン交通情報 交通情報

DSRC

7型
VGA

ディスプレイ タッチパネル操作 リモコン操作 音声認識

（※）

（別売）

（別売）

ETC
リヤ

DSRC 車載器 ETC 車載器 ビューカメラ

（別売）

AV機能
USB
MP3
12 セグ 緊急 データ EPG AM/FM
SD
Bluetooth iPod RCA
警報
放送
WMA
最大約
4 倍速
SDHC
ワンセグ
CD DVD DVD DVD DVD AAC 1,000 曲
2×2
チューナー＆アンテナ 自動切替 緊急警報放送 データ放送 電子番組表 AM/FM CD-R/RW VIDEO -R/RW +R/RW VR(CPRM) 音楽フォーマット 音楽蓄積機能 倍速録音 USB 対応 対応カード ブルートゥース対応 iPod 対応 外部入力
（＊1）

オーディオレス車用メニュー

（＊2）

（＊3） （別売）

AV一体型メモリーナビゲーション（ワンセグTVチューナー内蔵）

3

DVD 再生に対応し、
多彩な AV 機能を搭載したミドルクラスのナビゲーション。
● 6.1型AV一体型メモリーナビゲーション

プラス拡張機器

¥119,175

◆VICS-光/電波ビーコン受信機

【税抜き価格：本体￥97,000＋オーディオ取付キット¥4,500
＋ナビゲーションロック¥3,000＋ ¥9,000】
MZ608932（本体）
MZ608148（オーディオ取付キット）
MZ598350（ナビゲーションロック）

◆iPod接続用ケーブル

¥29,400

MZ608150
¥2,100 MZ607431
【税抜き価格：本体¥25,000＋ ¥3,000】 【税抜き価格：本体¥2,000】

（＊3）

◆iPod接続用ケーブル（ビデオ対応）

¥3,885

MZ609505
【税抜き価格：本体¥2,500＋

（＊4）

¥1,200】

MZ608932
※リヤビューカメラのガイド線表示機能はありません。
（＊1）別売のmicro SDカード/micro SDHCカード(最大32GB)を使用する事により、最大約8,000曲を録音する事ができます。
（＊2）USBケーブルにUSBデバイス（社外品：別売）を接続することにより、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再生することができます。また、P12下記の＜USBデバイス使用時のご注意＞を参照ください。
（＊3）iPodの音楽を再生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。
（＊4）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になります。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。
（＊5）フロントにもAUX（外部入力）端子があります。

基本機能

三菱オリジナル機能

ナビゲーション機能

その他拡張機器（P14,P15）

オリジナル
車種別音響調整 オープニング画面

地図更新 VICS VICS プローブ
無償 FM 交通情報 ビーコン交通情報 交通情報

DSRC

6.1型
VGA

ディスプレイ タッチパネル操作 リモコン操作 音声認識

ETC
リヤ

DSRC 車載器 ETC 車載器 ビューカメラ

（別売）

（別売） （別売）（※）

AV機能
緊急
警報

データ
放送

EPG

AM/FM
CD

DVD

DVD

DVD

DVD

MP3
WMA
AAC

USB
最大約
8,000 曲

4 倍速

SD
SDHC

Bluetooth iPod

RCA

緊急警報放送 データ放送 電子番組表 AM/FM CD-R/RW VIDEO -R/RW +R/RW VR(CPRM) 音楽フォーマット 音楽蓄積機能 倍速録音 USB 対応 対応カード ブルートゥース対応 iPod 対応 外部入力
（別売）（＊1）

（＊2）

（別売） （＊5）

オーディオレス車用メニュー

AV一体型メモリーナビゲーション（ワンセグTVチューナー内蔵）

4

シンプルな操作性が魅力のエントリーモデル。
● 7型AV一体型メモリーナビゲーション

プラス拡張機器

¥103,425

◆USB接続ケーブル

【税抜き価格：本体￥82,000＋オーディオ取付キット¥4,500
＋ナビゲーションロック¥3,000＋ ¥9,000】
MZ608933（本体）／MZ608148（オーディオ取付キット）
MZ598350（ナビゲーションロック）

◆iPod接続用ケーブル

（＊2）
（＊1） ¥6,510
MZ608197
【税抜き価格：本体¥2,000＋ ¥1,200】 【税抜き価格：USB接続ケーブル
¥2,000＋iPod接続用ケーブル
◆ビデオ入力ケーブル（約30cm）
¥3,000＋ ¥1,200】
（＊3）
MZ608197（USB接続ケーブル）
¥3,360 MZ605169
MZ608198（iPod接続用ケーブル）
【税抜き価格：本体¥2,000＋ ¥1,200】

¥3,360

MZ608933
（＊1）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再生することができます。また、P12下記の＜USBデバイス使用時のご注意＞を参照ください。
（＊2）iPodの音楽を再生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）RCA端子を有した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。

基本機能

三菱オリジナル機能

ナビゲーション機能

その他拡張機器（P14）

オリジナル
車種別音響調整 オープニング画面

地図更新 VICS VICS プローブ
無償 FM 交通情報 ビーコン交通情報 交通情報

DSRC

7型
VGA

ディスプレイ タッチパネル操作 リモコン操作 音声認識

ETC
リヤ

DSRC 車載器 ETC 車載器 ビューカメラ
（別売）

AV機能
緊急
警報

データ
放送

EPG

AM/FM
CD

DVD

DVD

DVD

DVD

USB

MP3
WMA
AAC

SD
SDHC

Bluetooth iPod

RCA

緊急警報放送 データ放送 電子番組表 AM/FM CD-R/RW VIDEO -R/RW +R/RW VR(CPRM) 音楽フォーマット 音楽蓄積機能 倍速録音 USB 対応 対応カード ブルートゥース対応 iPod 対応 外部入力
（別売）

オーディオレス車用メニュー

（別売） （別売）

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）

5

大容量ハードディスクがもたらす高機能ナビゲーション・オーディオシステム。
● 7型AV一体型HDDナビゲーション

プラス拡張機器

¥200,865

◆iPod接続用ケーブル（ビデオ対応）

◆VICS-光/電波ビーコン受信機

【税抜き価格：本体￥173,000＋オーディオ取付キット¥4,500
＋ナビゲーションロック¥3,000＋ ¥10,800】
MZ608929（本体）／MZ608148（オーディオ取付キット）
MZ598350（ナビゲーションロック）

¥24,150

（＊3）
MZ608496
¥4,935 MZ608189
【税抜き価格：本体¥20,000＋ ¥3,000】 【税抜き価格：本体¥3,500＋ ¥1,200】

◆ビデオ入力コード（約15cm）
（＊4）
MZ608190
【税抜き価格：本体¥2,500＋ ¥1,200】

¥3,885

MZ608929
※地図更新バージョンアップを2015年4月まで無償提供いたします。また、お客様登録が別途必要となります。※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。
（＊1）Bluetoothアダプタを内蔵しており、ハンズフリー通話、音楽再生、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です。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検索が可能です。
（＊2）USBケーブルを同梱しており、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/AACの圧縮オーディオファイルを再生することができます。また、P12下記の＜USBデバイス使用時のご注意＞を参照ください。
（＊3）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。
（＊4）RCA端子を有した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。

基本機能

三菱オリジナル機能

ナビゲーション機能

その他拡張機器（P14,P15）

オリジナル
車種別音響調整 オープニング画面

地図更新 VICS VICS プローブ
無償 FM 交通情報 ビーコン交通情報 交通情報

DSRC

7型

HDD

VGA

80 GB ディスプレイ タッチパネル操作 リモコン操作 音声認識

（※）

（別売）

（＊1）

ETC
リヤ

DSRC 車載器 ETC 車載器 ビューカメラ

（別売） （別売） （別売）

AV機能
USB
MP3
12 セグ 緊急 データ EPG AM/FM
SD
Bluetooth iPod RCA
警報
放送
WMA
最大
最大約
SDHC
ワンセグ
CD DVD DVD DVD DVD AAC 10,000 曲 18 倍速
4×4
チューナー＆アンテナ 自動切替 緊急警報放送 データ放送 電子番組表 AM/FM CD-R/RW VIDEO -R/RW +R/RW VR(CPRM) 音楽フォーマット 音楽蓄積機能 倍速録音 USB 対応 対応カード ブルートゥース対応 iPod 対応 外部入力
（＊2）

オーディオレス車用メニュー

（＊1） （別売） （別売）

AV一体型ナビゲーション拡張機器

リヤビューカメラ

USBソケット

後退時の後方視界がナビゲーション画面で確認できます。

取付位置：インパネトレイ（センター）上

¥33,180
【税抜き価格：本体¥22,600＋ ¥9,000】
［全車］
MZ607472
適用機種：MZ608931

※字光式ナンバープレート装着車には
取付けできません。
※リヤビューカメラは、夜間や雨天時
は見えにくくなる場合があります。
¥37,905
※リヤビューカメラは、あくまでドライ
【税抜き価格：本体¥22,600＋カメラ接続ケーブル¥4,500＋ ¥9,000】
［全車］
バーの運転操作や視界を補う機構
MZ607474（本体）／MZ607480（カメラ接続ケーブル）
です。安全の確認や周囲の状況確認
適用機種：MZ608930
は必ずドライバー本人が行いながら
¥33,180
十分に注意して運転してください。
【税抜き価格：本体¥22,600＋ ¥9,000】
［全車］
MZ607474
適用機種：MZ608929/MZ608932/MZ608933

¥8,400
【税抜き価格：USBソケット¥3,000＋USB接続ケーブル¥3,200＋ ¥1,800】
［全車］
MZ608186（USBソケット）
MZ608187（USB接続ケーブル）
※ナビゲーションに同梱のUSB接続ケーブルは使用できません。
※iPod接続用ケーブル（MZ608180）との同時装着はできません。
※iPodを接続する場合、iPodに同梱のUSB接続ケーブルが必要となります。
（iPodのビデオファイル再生には対応していません。）
適用機種：MZ608931

オーディオレス車用メニュー

オーディオ
4.3 型ディスプレイを搭載した次世代 CD オーディオ。
4.3型ディスプレイ付CDチューナーアンプ

プラス拡張機器

¥60,795

◆リヤビューカメラ

【税抜き価格：本体¥45,000＋変換ハーネス¥4,500
＋ナビゲーションロック¥3,000＋ ¥5,400】
MZ594838（本体）
MZ608148（変換ハーネス）
MZ598350（ナビゲーションロック）

¥33,180
【税抜き価格：本体¥22,600＋ ¥9,000】
MZ607472
●リヤビューカメラを接続することにより、バックギアに連動してリヤビューカメラの画像
を映すことができます。
※字光式ナンバープレート装着車には取付けできません。

オーディオ機能
4.3型
ディスプレイ

タッチパネル
操作

◆ビデオ入力コード（約15cm）

¥4,410

【税抜き価格：本体¥2,000＋ ¥1,200】
【税抜き価格：本体¥3,000＋ ¥1,200】
MZ607452
MZ608185
●USBデバイスやiPod / iPhoneを接続
●お手持ちのビデオ機器などを接続して、
することによりお気に入りの音楽（MP3
4.3型ディスプレイでビデオ等を楽しむ
/WMA/AAC）
を車内でお楽しみいただけ
ことができます。
ます。
※走行中は音声のみとなります。
※iPodを接続する場合、
iPodに同梱の
USBケーブルが必要となります。
（iPodのビデオファイル再生には対応していません。）

30
（別売）

リヤビュー
カメラ
（別売） （別売）

◆USB接続ケーブル

¥3,360

（別売）

（注1）iPodとUSBデバイスの同時接続はできません。

12DIN-CD/USBチューナーアンプ

22DIN-CD/USBチューナーアンプ

3CD/USBチューナーアンプ

¥46,305

¥38,430

¥26,250

【税抜き価格：本体¥36,500＋変換ハーネスA
¥4,500＋変換ハーネスB¥700＋ ¥2,400】
MZ595623（本体）
MZ608148（変換ハーネスA）
MZ608724（変換ハーネスB）

【税抜き価格：本体¥29,000＋変換ハーネスA
¥4,500＋変換ハーネスB¥700＋ ¥2,400】
MZ595624（本体）
MZ608148（変換ハーネスA）
MZ608724（変換ハーネスB）

音場
調整機能

（注1）

【税抜き価格：本体¥2,000】
MZ607431

その他拡張機器メニュー

音場
調整機能

（注1）

（別売）
（注1）

（別売）
（注1）

◆外部入力（RCA）ケーブル

iPod対応

¥2,100

【税抜き価格：本体¥16,900＋変換ハーネスA
¥4,500＋変換ハーネスB¥700＋ ¥2,400】
MZ595627（本体）
MZ608148（変換ハーネスA）
MZ608724（変換ハーネスB）

音場
調整機能

（注1）

◆iPod接続用ケーブル

¥25,725

【税抜き価格：本体¥17,400＋変換ハーネスA
¥4,500＋変換ハーネスB¥700＋ ¥2,400】
MZ595628（本体）
MZ608148（変換ハーネスA）
MZ608724（変換ハーネスB）

音場
調整機能

（別売）（別売）
（注1）

4CDチューナーアンプ

¥4,200

適用機種：MZ595623/MZ595624
MZ595628

【税抜き価格：本体¥2,800＋ ¥1,200】
MZ608561

適用機種：MZ595623

DSRC / ETC

（DSRCサービス）

高速道路に設置された「ITSスポット」と車載のDSRC対応ナビゲーションとの間で、高速＆大容量通信を行うことにより広域（最大約1,000km）にわたる
道路交通情報や画像を提供し、安全運転や快適ドライブをバックアップする次世代の通信システムです。

■三菱電機製DSRC車載器（アンテナ別体、表示なしタイプ）
1ナビゲーション接続専用
●MITSUBISHIナビゲーション
（MZ608930）に接続する場合

（自動料金収受システム）

合流部での情報提供

この先 トンネル付近渋滞追突注意！

左から合流車、注意！

道路交通情報の提供

●carrozzeriaナビゲーション
（MZ608929）に接続する場合

¥40,845
【税抜き価格：本体￥29,000
＋接続ケーブル￥4,500
＋ ¥5,400】
MZ608790（本体）
MZ608813（接続ケーブル）

安全運転のサポート

¥43,995
【税抜き価格：本体￥29,000
＋接続ケーブル￥7,500
＋ ¥5,400】
MZ608790（本体）
MZ608814（接続ケーブル）

この先約○km△△△の現在の状況です！

※DSRCとはDedicated Short Range Communicationの略で専用の狭域通信という意味です。
※DSRC車載器には、ETC機能も搭載しています。
※DSRC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。
※DSRC車載器の取付位置はステアリングホイールの左下（インストルメントロワーパネル）となります。
※ETC車載器との同時装着はできません。

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。

■三菱電機製（アンテナ別体、表示なしタイプ）
1スピーカー内蔵

■三菱電機製（アンテナ別体、表示なしタイプ）
2MITSUBISHIナビゲーション（MZ608930）接続専用

●ナビゲーションに接続しない場合--------------------------------------------------

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

¥24,255【税抜き価格：本体￥13,200＋電源変換ハーネス¥4,500＋

¥29,610【税抜き価格：本体￥12,900＋接続ケーブル¥9,900

¥5,400】

MZ608789（本体）／MZ608148（電源変換ハーネス）
（注1）
（注1）ディーラーオプションのオーディオもしくはナビゲーションと同時装着する場合、
電源変換ハーネス（MZ608148）は1本で取り付けできます。
●carrozzeriaナビゲーション（MZ608929）に接続する場合---------------------

¥24,780【税抜き価格：本体￥13,200＋接続ケーブル￥5,000＋

¥5,400】

MZ608789（本体）／MZ608811（接続ケーブル）

＋ ¥5,400】

MZ608785（本体）／MZ608803（接続ケーブル）
●VICS-光/電波ビーコンと同時装着しない場合------------------

¥24,465【税抜き価格：本体￥12,900＋接続ケーブル¥5,000
＋ ¥5,400】
MZ608785（本体）／MZ608802（接続ケーブル）

●KENWOODナビゲーション（MZ608932）に接続する場合-------------------

¥24,780【税抜き価格：本体￥13,200＋接続ケーブル￥5,000＋

¥5,400】

MZ608789（本体）／MZ608812（接続ケーブル）
※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。
※ETC車載器の取付位置はステアリングホイールの左下（インストルメントロワーパネル）となります。
※DSRC車載器との同時装着はできません。

※太青字の価格は参考取付工賃を含む消費税込み価格です。

マークは参考取付工賃［消費税抜き］です。

＜三菱自動車 純正用品に関するお取り扱い上の注意事項＞
※ROAR商品に関するお取り扱い上の注意、お問い合わせ窓口、保証についてはROAR商品掲載ページ
（Ｐ10）
をご参照ください。

◎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2012年10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。
◎掲載写真は、実物とイメージや仕様が異なる場合があります。
◎撮影のための小道具は商品に含まれておりません。
◎装着する用品や組み合わせによっては、車高および重量が変化することがりますのでご了承ください。
◎一部車種については装着できないものがあります。また取付場所が同一のため、複数のものを同時に装着できないものもありますので
販売会社にお問い合わせください。
◎撮影上の都合で、一部旧型車両や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。

三菱自動車カーライフプロダクツ ホームページ

純正用品製造事業者

〒 108 - 0014 東京都港区芝5丁目33番8号 第一田町ビル6F

〒 108 - 8410 東京都港区芝5丁目33番8号

YS1506B-1210

