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本アクセサリーカタログ（YS1513）に掲載しております商品につきまして、一部内容の訂正をご案内させて

頂きます。何卒ご了承下さいますよう、宜しくお願い致します。

■■■■訂正箇所及訂正箇所及訂正箇所及訂正箇所及びびびび内容内容内容内容

2012年6月下旬以降のセカンドシート中央3点式シートベルト車に適用するシートカバーは、部品番号が異なり
ますのでご注意下さい。（2012年6月下旬以前の車両はカタログ掲載どおりの適用と部品番号になります）

【税抜き価格：本体\26,800＋工賃\4,800】 【税抜き価格：本体\20,400＋工賃\3,000】
[デリカD:3の7人乗り車]  MZ501717 [デリカバン全車]

MZ501691（DXの後席シートベルト未装着車用）
MZ501715（DXの後席シートベルト付車用）

【税抜き価格：本体\20,400＋工賃\3,000】 MZ501716（GX用）
[デリカD:3の5人乗り車]  MZ501716

2012年6月下旬以降のセカンドシート中央3点式シートベルト車に適用するチャイルドシート／ジュニアシート／
ベビーシートは、商品が異なりますのでご注意下さい。
（2012年6月下旬以前の車両はカタログ掲載の商品になります）

(注1)チャイルドシートを後向き（シートベルト固定）で使用する場合に装着してください。

【正】￥￥￥￥３３３３，，，，０４５０４５０４５０４５[税抜き価格：本体\2,900\2,900\2,900\2,900]　←　【誤】　￥２，６２５[税抜き価格：本体\2,500]
MZ568059 MZ568059

　Ｐ　Ｐ　Ｐ　Ｐ８⑧８⑧８⑧８⑧　　　　スノーブレードスノーブレードスノーブレードスノーブレード（（（（リヤリヤリヤリヤ用用用用：：：：330330330330mmmmmmmm））））

<<カタログ訂正のお知らせ>>

　Ｐ　Ｐ　Ｐ　Ｐ４①４①４①４①　　　　シートカバーシートカバーシートカバーシートカバー　　　　部品番号部品番号部品番号部品番号／／／／適用変更適用変更適用変更適用変更

2012201220122012年年年年6666月下旬以降月下旬以降月下旬以降月下旬以降のののの車両用車両用車両用車両用シートカバーシートカバーシートカバーシートカバー

¥24,570

　Ｐ　Ｐ　Ｐ　Ｐ５⑦⑧⑨５⑦⑧⑨５⑦⑧⑨５⑦⑧⑨　　　　チャイルドシートチャイルドシートチャイルドシートチャイルドシート／／／／ジュニアシートジュニアシートジュニアシートジュニアシート／／／／ベビーシートベビーシートベビーシートベビーシート商品変更商品変更商品変更商品変更

¥24,570¥33,180

\94,500\94,500\94,500\94,500
【税抜き価格：本体\50,000+ベースキット\35,000+インナークッション\5,000】
MZ525290（本体）
MZ525291（ベースキット）
MZ525292（インナークッション）(注1)

(注1)チャイルドシートを後向き（シートベルト固定）で使用する場合に装着してください。
　　　適用目安：体重7kg未満（参考年齢6ヶ月未満）

\77,200\77,200\77,200\77,200
【税抜き価格：本体\38,524+ベースキット\35,000】
MZ525293（本体）
MZ525291（ベースキット）

チャイルドセーフティシートチャイルドセーフティシートチャイルドセーフティシートチャイルドセーフティシート
\37,800\37,800\37,800\37,800
【税抜き価格：本体\31,000+インナークッション

\5,000】

MZ525295（本体）
MZ525296（インナークッション）(注1)

ジュニアセーフティシートジュニアセーフティシートジュニアセーフティシートジュニアセーフティシート
　 （ハイバックタイプ）
\38,850\38,850\38,850\38,850【税抜き価格：本体\37,000】

MZ525294（本体）

ISO FIX対応チャイルドシート

ISO-FIX対応ベビーシート

汎用タイプチャイルドシート





ベース車：デリカＤ：3［Ｇ］
＜装着用品＞ ●エクシードバイザー ●ナンバープレートフレーム（メッキ）● ナンバープレートロックボルト ●ベースキャリア ●ルーフラックアタッチメント

楽しさでっかい
ちょっとそこまで。ちょっとショッピングに。ちょっと仕事で。
毎日毎日、便利に快適に乗りこなしたい新しいデリカシリーズ。
スタイリッシュなボディで小まわり上手、それでいて室内は広びろ。
専用装備を加えれば積んで運んで、ますます便利に使えます。

ベース車車車：デリカデリカ：デ：デ：デ Ｄ：3［［ＧＧ］］
＜装着用品品用品＞＞＞＞●エク●エクシードバイドバイイザザー ●ザー ●ナンバーナ プレートプレ トフレームフレ ム（メッキキ）● ナ●ナナ）● ナンバープバ プンバープンバ レートロレートロレ トロックボルボックボルッ ト●ト ●ト ●ベ スキベースキベ スキャリアャリア ●ルーフ●ルーフラックアラックアタッチメタッチメントント



※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。

¥13,440
【税抜き価格：本体¥10,400＋    ¥2,400】
［全車］MZ587381
●スモールライトに連動してポール先端がブルーに点灯。
　左前方の障害物との距離が確認しやすくなり、すれ違い
　や駐車をサポートします。ポール長：約325mm。
※ポール部を取外すことはできません。

コーナーポール（固定式）1

¥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後の取付け
　はできません。
※字光式ナンバープレートには使用できません。

ナンバープレートフレーム3

¥17,010
【税抜き価格：本体¥13,800＋    ¥2,400】
［全車］MZ562869
●雨の日の室内換気に便利です。アクリル製、スモーク色。
　MITSUBISHI MOTORSロゴ入り。フロント左右セット。

エクシードバイザー2

¥17,220
【税抜き価格：本体¥12,800＋    ¥3,600】
［全車］MZ530007
●石や泥はねによるボディの汚れやキズつきを軽減します。
　樹脂製、原着ブラック色。フロント／リヤ左右セット。
※マッドガード未装着状態より、最大でフロント約57mm、
　リヤ66mmダウンします。
※石や泥はねによるキズつきや汚れを完全に防ぐもので
　はありません。
※本商品を装着した場合、縁石や段差の大きな場所では
　路面と干渉する場合がありますのでご注意ください。

マッドガード4

¥3,150
【税抜き価格：本体¥3,000】
［全車］MZ572530
●ナンバープレートの盗難を防止。マックガード製。
　1台分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。

ナンバープレートロックボルト5

●ドアをこじ開けられた場合、警報が鳴り、盗難を周囲
　に知らせます。

●窓ガラスに盗難警報装置を装備
　した車両であることをしめす
　ステッカー付。

●施錠中はセキュリティーランプが
　点滅し、警報装置が警戒している
　ことを周囲に知らせます。

※太青字の価

¥17,010
【税抜き価格：本体¥13,800＋    ¥2,
［全車］MZ562869
●雨の日の室内換気に便利です。アク
　MITSUBISHI MOTORSロゴ入り。フ

¥17,220
【税抜き価格：本体¥12,800＋   ¥3,
［全車］MZ530007
●石や泥はねによるボディの汚れやキ
　樹脂製、原着ブラック色。フロント／
※マッドガード未装着状態より、最大で
　リヤ66mmダウンします。
※石や泥はねによるキズつきや汚れを
　はありません。
※本商品を装着した場合、縁石や段差
　路面と干渉する場合がありますので

マッドガード4

●ドアをこじ開けられた場合、警報が鳴
　に知らせます。

¥19,110
【税抜き価格：本体¥14,000＋    ¥4,200】
［全車］MZ608004
●ドアをこじ開けられた場合、警報を鳴らして周囲に
　知らせます。施錠中はセキュリティーランプが点滅し、
　警報装置が作動中であることを周囲に知らせます。
　窓ガラスに貼るステッカー付。
　本商品は規定操作以外の方法でドアを開けた時に、警報を周囲に知らせる装置であり、盗難を防ぐことはできません。
　クルマから離れる際は、車内に金品・貴重品等を置かないようにしてください。

カーアラーム6



¥29,400
【税抜き価格：本体¥26,800＋    ¥1,200】
［デリカD:3の7人乗り車］MZ511830

¥16,800
【税抜き価格：本体¥14,800＋    ¥1,200】
［デリカD:3の5人乗り車］MZ511831

¥8,400
【税抜き価格：本体¥7,400＋    ¥600】
［デリカバン全車］
  MZ511832（1列席）
MZ511833（2列席）

●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
　カーペットマット。運転席マットには車名ロゴ入り（デリカＤ：3
　は刺繍タイプの専用ネーム付き、デリカバンは専用タグ付き）。
※3ラバーマットとの同時装着はできません。

フロアカーペット2

¥33,180
【税抜き価格：本体¥26,800＋    ¥4,800】
［デリカD:3の7人乗り車］MZ501694

¥24,570
【税抜き価格：本体¥20,400＋    ¥3,000】
［デリカD:3の5人乗り車］
  MZ501693

¥24,570
【税抜き価格：本体¥20,400＋    ¥3,000】
［デリカバン全車］
  MZ501691（DXの後席シートベルト未装着車用）
MZ501692（DXの後席シートベルト付車用）
MZ501693（GX用）

●シートを汚れから守ります。専用設計でシート形状
　にフィット。ポリエステル製。

シートカバー1 ＜デリカバン専用タグ＞＜デリカD:3専用ネーム＞

室内が広いから、乗る人みんながゆったり快適。
ちょっと贅沢なフロアカーペットや、さわやかアロマの香りに包まれて
遊びも仕事もハツラツ発進、さあ、ゆったり気分でお出かけください。

おでかけ愉快、きもちいい。

¥12,600
【税抜き価格：本体¥10,800＋    ¥1,200】
［デリカバン全車］MZ522739

●大切な荷物のズレ防止に役立つ実用性の高いマット。
　取付後もフロアフックをそのまま使用できます。
※車両に合わせて、加工してからの装着となります。

ラゲッジマット4

¥5,355
【税抜き価格：本体¥4,500＋    ¥600】
［デリカバン全車］
MZ511834（1列席）
MZ511835（2列席）
●泥や水などの汚れを寄せ付けないラバー製マット。
　汚れた時は水洗いができ手入れもラクです。
※2フロアカーペットとの同時装着はできません。

ラバーマット3

＜フロアカーペット、ラバーマットの注意事項＞
　運転席用フロアカーペット、ラバーマットは、安全のため
　車両に装着されているフックに必ず固定してください。
　またフロアカーペットやラバー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。フロアカーペットおよび
　ラバーマットがずれたり、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。

※写真はデリカD:3用運転席マット。

¥16,380
【税抜き価格：本体¥13,800＋    ¥1,800】
［デリカバン全車］MZ590827
●標準装備のランプと交換装着する省電力＆長寿命のLEDランプ
　です。標準装備品と比べて約1.5倍の光量を誇り、フロアをはじめ
　左右の壁面にも均一な明るさを提供します。

LEDラゲッジルームランプ6

¥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。シガーソケットに
　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。

リチャージブルLEDライト5



¥3,150
【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）
●シガーソケット専用のアロマディフューザー。
　車内でお気に入りのアロマの香りを楽しめます。
　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qエッセンシャルアロマオイルを
　ご使用ください。

アロマディフューザーセット14

¥5,775
【税抜き価格：本体¥5,500】
［全車］
MZ600210（レッド）
MZ600211（ホワイト）
MZ600212（ミントグリーン）
MZ600213（オーシャンブルー）
MZ600214（アースオーカー）
MZ600215（ブラック）
●気軽に車内から持ち出せて、いつでも好きな香り
　が楽しめます。ヒーター＆ファンにより香りの拡散
　力をアップ。3段階の強弱調整機能付。カラード
　本革ケースとオリジナル本革ストラップ付。オイル
　パッド１枚付。本体サイズ：95×35×12mm、
　本体重量：40g（電池、本革ケース、ストラップを
　除く）、3時間オートパワーオフ機能内蔵。
　電源（別売）：DCアダプター、ACアダプター、
　単四電池2本。
※アロマオイルは含まれません。
　別売のqエッセンシャルアロマオイルからお選び
　ください。

ポータブルアロマディフューザー10

■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。

¥1,260
【税抜き価格：本体¥1,200】
［ポータブルアロマディフューザー、
 アロマディフューザーセット用］
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）　
●ポータブルアロマディフューザー用オイル。
　アロマディフュ―ザーセットの補充用オイル。
　オイルパッド1枚付。1本、5ｍl。
※同梱されているオイルパッドはrアロマディフューザー
　セット用となりますので、0ポータブルアロマディフュ
　ーザーには使用できません。

エッセンシャルアロマオイル11

＜装着イメージ・Lo時LED点灯＞

＜装着イメージ・Hi時LED点灯＞

※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。

¥58,590
【税抜き価格：チャイルドシート¥36,800
＋ベースシート¥19,000】
［ISO FIX固定専用バー付車］
MZ525268（チャイルドシート本体）
MZ525266（ベースシート）
●乳児用クッション付。
※ベースシートと本体の両方を購入する必要
　があります。また本体を後向きに装着する
　ことにより、ベビーシートとしても使用
　できます。

ISO FIX チャイルドシート7

¥39,900
【税抜き価格：本体¥38,000】
［全車］
MZ525270

ジュニアシート

（レーマー キッドプラス）

8

¥34,650
【税抜き価格：本体¥33,000】
［全車］
MZ525277

ベビーシート

（レーマー ベビーセーフプレミアム SHR2）

9

ISO FIX 対応チャイルドシート 汎用タイプチャイルドシート

●ISO FIX（アイエスオーフィックス）：
　ISO（国際標準化機構）が固定装置の大きさや
　取付方法を統一した規定をISO FIXといいます。
●簡単に確実にチャイルドシートを固定できるため、
　手間が省けてしかも誤操作による事故が防げます。

■汎用タイプチャイルドシート装着適用表

（注1）ジュニアシート（レーマーキッドプラス）をデリカD:3に装着する場合は車両のヘッドレストを外して装着してください。
（注2）助手席にジュニアシート（レーマーキッドプラス）を装着した場合はセカンドシート左側への装着はできません。

品　　名 体　重 参考年令

ジュニアシート
（レーマー キッドプラス）

デリカD:3
デリカバン

15kg～36kg 3才～12才前向き
● ×●

ベビーシート
（レーマー ベビーセーフプレミアム SHR2）

13kg未満 新生児～1.5才後向き × ×●

装着向
セカンド
シート

左右 中央

助
手
席

サ
ー
ド

シ
ー
ト

●
● ×× ×

×
× ×× ×

デリカD:3
デリカバン

■ISO FIX対応チャイルドシート装着適用表

品　　名 体　重 参考年令

ベビーシートとして使用
チャイルドシートとして使用 9kg～18kg 9ヵ月～4才前向き ×

9kg未満 ～9ヵ月後向き × ×●

装着向
セカンド
シート

サード
シート

左右 中央

助
手
席

×
××

× ● ×
左右 中央

　取付けや使用方法などについては、車両の取扱説明書および商品の取扱説明書を必ずご覧ください。
　助手席への後向き装着は、エアバッグ標準装備のため絶対にしないでください。

※取付けにより、ヘッドレストが干渉する場合は、ヘッドレストの高さを調整
　するか、ヘッドレストを取り外してご使用ください。
※お子さまの年令や体格にあったものをお求めください。

¥315
【税抜き価格：本体¥300】
MZ600222（ポータブルアロマディフューザー用）
MZ600223（アロマディフューザーセット用）
●オイルパッド5枚入り。

交換用オイルパッド15

¥2,100【税抜き価格：本体¥2,000】
［ポータブルアロマディフューザー専用］MZ600220
●車両のシガーソケットやパソコンなどのＵＳＢ端子に
　接続すれば、ポータブルアロマディフューザーを電池
　不要で使うことができます。ポータブルアロマディフュ
　ーザーに充電池をセットしている場合には充電します。

DC12Vアダプター12

¥2,100【税抜き価格：本体¥2,000】
［ポータブルアロマディフューザー専用］MZ600221
●家庭用の100Ｖコンセントでポータブルアロマディ
　フューザーを室内で使うことができます。充電池の
　充電にも対応。

AC100Vアダプター13

（注1）

（注2）

（注2）



広いラゲッジにたっぷり積める。
そのうえ積荷の形やレジャーグッズにあわせて、便利アイテムを追加装着すれば
使い勝手がさらに広がって、くらしやビジネスをしっかりサポートします。

いっぱい積んで、きれいに走る。

¥2,520
【税抜き価格：本体¥1,800＋　 ¥600】
［デリカバン全車］MZ521858
●ロープ等を引っかけるフックとして、また
　別売システムバーの取付ベースとして、
　ラゲッジをフル活用するためのアイテムです。
　ルーフ部とウエスト部を合わせた左右合計
　10カ所に取付けできます。１セット２個入り。
※耐荷重は１カ所当たり、ルーフ部：5kg、
　ウエスト部：3kgとなります。
※走行前に、フックにかけたものが運転を
　妨げたり、運転者や同乗者に危害を及ぼし
　たりしないか、必ず確認してください。

ユーティリティフック1

●服やタオルなどを掛けたり、高さのある荷物が倒れないように支えとして使うこともできます。

¥7,455（1本）
【税抜き価格：本体¥7,100】
［ユーティリティフック装着車］MZ521853
●別売のユーティリティフックに取り付けて
　利用するアルミ製バー。脱着可能で自由な
　アイデアで活用できます。最大5本まで
　取り付けが可能です。
※装着には1ユーティリティフックが必要となります。
※耐荷重5kg、ラゲッジルームルーフ部（フロント側）
　については耐荷重10kgとなります。
※マルチラゲッジネットとの組み合わせ使用例は
　P73マルチラゲッジネットをご参照ください。

システムバー2

ルーフ部

ウエスト部

●マルチラゲッジネット組み合わせ使用例



¥20,160
【税抜き価格：本体¥18,000＋    ¥1,200】
［ベースキャリア装着車］MZ535001
●スキー6セットまたはスノーボード4台積み。

スキー＆スノーボードアタッチメント8

¥74,550
【税抜き価格：本体¥63,800＋    ¥7,200】
［全車］MZ533011
●ルーフに直接ラックを取り付ける専用設計
　により、最大積載重量100kgという圧倒的
　な性能を実現。アルミハイブリッドタイプで、
　ビジネスからプライベートまで大活躍。
　外寸／長さ1,575×幅1,365×高さ230mm、
　内寸／長さ1,480×幅1,270mm。

ヘビーデューティキャリア6
¥13,650
【税抜き価格：本体¥10,000＋    ¥3,000】
［デリカバン全車］MZ521908
●万一、走行中に荷物が倒れたりした際に、
　衝撃から窓を守ります。左右2本セット。
※本商品に物をぶら下げないでください。

クォーターウインドウパイプ5

¥23,520
【税抜き価格：本体¥16,400＋    ¥6,000】
［デリカバン全車］MZ516493
●エアコンの冷暖房効果を高める透明タイプ
　のカーテン。キャビンと区切ることにより、
　ラゲッジルームの荷物に直接風が当たる
　のを防ぎます。

脱着式仕切カーテン4

¥13,860
【税抜き価格：本体¥13,200】
［全車］MZ521854
●車両のフロアフックに固定して、荷物の横滑り
　や飛び出しによる散乱を防ぐネットです。さらに
　デリカバンでは、別売のユーティリティフック
　やシステムバーと組み合わせることでマルチな
　使い方が可能になります。
※デリカバンは最高で4通り、デリカD:3は1通り
　の使い方が可能です。（装着使用例をご参照
　ください。）

マルチラゲッジネット3

¥6,090
【税抜き価格：本体¥5,800】
［全車］MZ535040
●長さ800×幅800mm。

ルーフネット10

¥3,150
【税抜き価格：本体¥3,000】
［全車］MZ535918
●5m×2本セット。

タイイングベルトセット11

　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載せる場合は、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などによっては積載数が変わることがあります。

※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。

●ネットを2重にした袋構造を採用しているので、
　中に小物を入れることができます。

¥34,650
【税抜き価格：本体¥30,000＋    ¥3,000】
［ベースキャリア装着車］MZ535032
●長さ1,052×幅750×高さ100mm。
※製品重量：約10kg。最大積載重量は
　30kgとなります。

ルーフラックアタッチメント9

1,480mm

1
,2
7
0
m
m

¥31,500
【税抜き価格：本体¥27,600＋    ¥2,400】
［全車］MZ533012

ベースキャリア7 ●各種アタッチメントを装着するための
　ベースとなるキャリア。最大積載重量50kg。
※ベースキャリアのみの走行はしないでください。
　必ず各種アタッチメント（別売）とセットで
　ご使用ください。

＜使用例■デリカD:3、デリカバン＞
● フロア固定（耐荷重10kg ）

ア ＜使用例■デリカバン＞
● ゲート部小物入れ（耐荷重5kg ）

イ ＜使用例■デリカバン＞
●ウエストライン吊り下げ（耐荷重10kg ）

ウ ＜使用例■デリカバン＞
● ルーフ固定（耐荷重10kg ）

エ

 ※デリカバンの使用例■■の場合は、別売のP6❶ユーティリティフック2セットと別売のP6❷システムバー2本が必要になります。ウ エ



¥3,150
【税抜き価格：本体¥3,000】
［全車］MZ611103
●取扱いがラクなコンパクトタイプ。
　収納ケース付。

三角停止表示板7

¥2,415
【税抜き価格：本体¥2,300】
［全車］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。

レスキューマンⅢ6

¥5,250
【税抜き価格：本体¥5,000】
［全車］MZ612607
●三角停止表示板、LED懐中電灯、タイヤ
　ストッパー、蛍光安全ベスト、軍手の5点を
　専用ケースに収納。

自動車用保安セット（スタンダード）4

¥9,030
【税抜き価格：本体¥8,600】
［全車］MZ572337
●氷結路にも強いラダー型、スチール製。

タイヤチェーン9

¥5,565
【税抜き価格：本体¥5,300】
［全車］
MZ568214（運転席側用：525mm）

¥3,150
【税抜き価格：本体¥3,000】
［全車］
MZ568219（助手席側用：380mm）

¥2,625
【税抜き価格：本体¥2,500】
［寒冷地仕様車］
MZ568059（リヤ用：330mm）

※標準仕様車にリヤ用スノーブレードを
　装着する場合、補用部品のワイパー
　アーム（MQ705946）とワイパーアーム
　カバー（MQ701586）が別途必要となります。

スノーブレード8

◆ナビゲーションロック（マックガード製）

ナビロック付で
盗難防止！

オーディオにも
ナビロックを！

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。 ■ナビゲーションロック（マックガード製）
¥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。

■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

（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。

DSRC

この先 トンネル付近渋滞追突注意！

左から合流車、注意！

この先約○km△△△の現在の状況です！

●MITSUBISHIナビゲーション（MZ608917）に接続する場合

¥42,000
【税抜き価格：本体￥29,000＋アンテナブラケット¥1,100
＋接続ケーブル￥4,500＋　 ¥5,400】
MZ608790（本体）
MZ598339（アンテナブラケット）
MZ608813（接続ケーブル）

●carrozzeriaナビゲーション（MZ608914）に接続する場合

¥45,150
【税抜き価格：本体￥29,000＋アンテナブラケット¥1,100
＋接続ケーブル￥7,500＋　 ¥5,400】
MZ608790（本体）
MZ598339（アンテナブラケット）
MZ608814（接続ケーブル）

◆安全運転のサポート
渋滞や事故、トンネルや障害物など前方の
道路状況が映像と音声でタイムリーに配信
されるため、スムーズな対応ができます。

◆合流部での情報提供
見通しの悪い合流部で合流車がある場合には
映像と音声により案内し、安全運転をサポート
します。
（合流車がない場合、音声案内はありません。）

◆道路交通情報の提供
走行地点や進行方向の渋滞状況、所要時間
などがタイムリーに提供され、ハイウェイラジオ
等の従来サービスとあわせて、さらに快適な
ドライブが楽しめます。

¥6,300
【税抜き価格：本体¥6,000】
［全車］MZ610020
●緊急時に初期消火する簡易消火具を装備
　した、車両脱出用（シートベルトカッター
　・ドアガラス破砕）ツール。

消棒レスキュー5

グリーンプラスチック

CO2排出量の削減に貢献する植物由来樹脂
「グリーンプラスチック」をカップ部に使用しています。

¥15,540
【税抜き価格：本体¥14,800】
［全車］MZ607300
●プラグをシガーソケットに差し込むだけで、
　パソコンや携帯電話の充電、各種家電
　製品を使用できます。（定格100Ｗ）
※使用する機器により100Ｗ以内でも使用
　できない場合があります。

ＡＣパワーサプライ（ＥＺ）3

¥2,100
【税抜き価格：本体¥2,000】
［全車］MZ520628
●「グリーンプラスチック」を採用して作ら
　れた移動式灰皿。

カップ型灰皿2

そなえて安心、ゆとりの運転。

※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アンテナはダッシュボード上に装着します。

バックブザー（夜間消音タイプ）1

¥10,500
【税抜き価格：本体¥6,400＋    ¥3,600】
［デリカバン全車］MZ603006
●シフトレバーを「Ｒ」にセットすると警告音
　が鳴り、後方の人に注意を促します。
　スモールライト点灯時には警告音が鳴ら
　ない夜間消音タイプです。
※ライト点灯時に消音しない取付けも可能です。
　詳しくは営業スタッフにお問い合わせください。
※リヤクーラー未装着のデリカD:3にも装着可能
　ですが、参考取付工賃は¥6,000となります。



あればもっと、快適ドライブ。

●iPodは、著作権のないマテリアル、または法的に複製・再生を許諾されたマテリアルを個人が私的に複製・再生するために使用許諾されるものです。
　著作権の侵害は法律上禁止されています。Apple、iPod、iTunesは米国およびその他の国で登録されているApple Inc. の商標です。
●このカタログでは、iPod接続用ケーブルには　　　　　 マークを付けています。
　（注）一部対応していない iPodがあります。対象 iPodについては販売会社にお問い合わせください。

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。

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（MZ608917）接続専用

●ナビゲーションに接続しない場合

¥25,620
【税抜き価格：本体￥13,200＋アンテナブラケット¥1,100
＋電源変換ハーネス¥4,700＋　 ¥5,400】
MZ608789（本体）／MZ598339（アンテナブラケット）
MZ608815（電源変換ハーネス）（注1）

●carrozzeriaナビゲーション（MZ608914）に接続する場合

¥25,935
【税抜き価格：本体￥13,200＋アンテナブラケット¥1,100
＋接続ケーブル￥5,000＋　 ¥5,400】
MZ608789（本体）／MZ598339（アンテナブラケット）
MZ608811（接続ケーブル）

●KENWOODナビゲーション（MZ608919）に接続する場合（注2）

¥25,935
【税抜き価格：本体￥13,200＋アンテナブラケット¥1,100＋接続ケーブル￥5,000＋　 ¥5,400】
MZ608789（本体）／MZ598339（アンテナブラケット）／MZ608812（接続ケーブル）

（自動料金収受システム）ETC

Audio

※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。

¥30,765
【税抜き価格：本体￥12,900＋アンテナブラケット¥1,100
＋接続ケーブル￥9,900＋　 ¥5,400】
MZ608785（本体）
MZ598339（アンテナブラケット）
MZ608803（接続ケーブル）

●VICS-光/電波ビーコンと同時装着する場合

¥25,620
【税抜き価格：本体￥12,900＋アンテナブラケット¥1,100
＋接続ケーブル￥5,000＋　 ¥5,400】
MZ608785（本体）
MZ598339（アンテナブラケット）
MZ608802（接続ケーブル）

●VICS-光/電波ビーコンと同時装着しない場合

12DIN-CD/USBチューナーアンプ
¥44,730
【税抜き価格：本体¥36,500
＋オーディオ変換ハーネス¥2,500
＋アンテナ変換ケーブル¥1,200＋     ¥2,400】
  MZ595623（本体）
MZ608149（オーディオ変換ハーネス）
MZ598109（アンテナ変換ケーブル）

31DIN-CD/USBチューナーアンプ
¥25,725
【税抜き価格：本体¥18,400
＋オーディオ変換ハーネス¥2,500
＋アンテナ変換ケーブル¥1,200＋     ¥2,400】
  MZ595626（本体）
MZ608149（オーディオ変換ハーネス）
MZ598109（アンテナ変換ケーブル）

音場
調整機能

（注） （別売）（注）（別売）

音場
調整機能

（注） （別売）（注）

※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＞

22DIN-CD/USBチューナーアンプ
¥36,855
【税抜き価格：本体¥29,000
＋オーディオ変換ハーネス¥2,500
＋アンテナ変換ケーブル¥1,200＋     ¥2,400】
  MZ595624（本体）
MZ608149（オーディオ変換ハーネス）
MZ598109（アンテナ変換ケーブル）

音場
調整機能

（注） （別売）（注）

41DIN-CDチューナーアンプ
¥24,150
【税抜き価格：本体¥16,900
＋オーディオ変換ハーネス¥2,500
＋アンテナ変換ケーブル¥1,200＋     ¥2,400】
  MZ595627（本体）
MZ608149（オーディオ変換ハーネス）
MZ598109（アンテナ変換ケーブル）

音場
調整機能

適用機種：MZ595623
適用機種：MZ595623/MZ595624
                  MZ595626

iPod接続用ケーブル

¥2,100
【税抜き価格：本体¥2,000】 
MZ607431

 外部入力（RCA）ケーブル

 ¥4,200
【税抜き価格：本体¥2,800＋    ¥1,200】 
 MZ608561

※一部のiPodには対応していません。

プラス拡張機器

（注）iPodとUSBデバイスの同時接続はできません。

（注1）ディーラーオプションのオーディオまたはナビゲーションを装着する場合、電源変換ハーネス（MZ608815）は必要ありません。
（注2）ETCの案内音声はETC車載器本体から出力されます。
     ※   ETC車載器のご利用には手続き（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アンテナはダッシュボード上に装着します。



Navigation

地図上に存在しない道路でも実際に走行すれば地図に自動で反映する機能を搭載した
ハイスペックHDDナビゲーション。

　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。）

17型AV一体型HDDナビゲーション

¥271,950
【税抜き価格：本体￥240,000＋オーディオ変換ハーネスA¥2,500＋オーディオ変換
ハーネスB¥1,500＋アンテナ変換ケーブル￥1,200＋ナビゲーションロック¥3,000
＋　 ¥10,800】
MZ608914（本体）／MZ608149（オーディオ変換ハーネスA）
MZ608739（オーディオ変換ハーネスB）／MZ598109（アンテナ変換ケーブル）
MZ598350（ナビゲーションロック）

27型AV一体型メモリーナビゲーション

¥198,450
【税抜き価格：本体￥170,000＋オーディオ変換ハーネスA¥2,500＋オーディオ変換
ハーネスB¥1,500＋アンテナ変換ケーブル￥1,200＋ナビゲーションロック¥3,000
＋　 ¥10,800】
MZ608915（本体）／MZ608149（オーディオ変換ハーネスA）
MZ608739（オーディオ変換ハーネスB）／MZ598109（アンテナ変換ケーブル）
MZ598350（ナビゲーションロック）

37型AV一体型メモリーナビゲーション

¥174,720
【税抜き価格：本体￥148,000＋オーディオ変換ハーネスA¥2,500＋オーディオ変換
ハーネスB¥1,500＋アンテナ変換ケーブル￥1,200＋ナビゲーションロック¥3,000
＋　 ¥10,200】
MZ608917（本体）／MZ608149（オーディオ変換ハーネスA）
MZ608739（オーディオ変換ハーネスB）／MZ598109（アンテナ変換ケーブル）
MZ598350（ナビゲーションロック）

（＊5）
地図更新
最大3年間無償

＊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：ビデオ入力
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。＊3：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再生することができます。＊4：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になります。＊5：地図更新バージョンアップを最大3年間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。ま
た、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。＜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。

ナビゲーション機能

（別売）

（注1） （注1） （注2）（＊3）

（約10000曲）

最大
18倍速
録再

（別売）（＊4） （別売）

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

（P9）（P8）

その他拡張機器

◆VICS光/電波ビーコン受信機

¥24,150  MZ608496
【税抜き価格：本体¥20,000＋    ¥3,000】

プラス拡張機器

地デジ、Bluetooth、VGA & LEDバックライトディスプレイを搭載した、
フルスペックメモリーナビゲーション。

＊1：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。＊2：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。＊3：16GB以上のSDHCカード（社外品：
別売）を使用することにより、最大4,000曲の録音が可能となります。約2,000曲は同梱のSDHCカード
（8GB）使用時となります。＊4：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。＊5：SDHCカード（8GB）を同梱しています。＊6：ハンズフリー通話、音楽再生、オンライン交通情報取得が可能です。＊7：iPodに同梱の
USBケーブルを使用することによりiPodの音楽再生を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。
＊8：地図更新バージョンアップを2013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。また、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。＜オンライン交通情報とは＞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。

ナビゲーション機能

（別売）

（＊5）（注2）（＊4）（＊3）

（約2000曲）

（＊7）（＊6） （別売）

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

その他拡張機器

◆VICS光/電波ビーコン受信機

¥30,660  MZ608172
【税抜き価格：本体¥26,200＋    ¥3,000】

◆iPod接続用ケーブル（ビデオ対応）

¥12,810
MZ608180（iPod接続用ケーブル）
MZ608468（ビデオ入出力コード）
【税抜き価格：iPod接続用ケーブル
¥8,000＋ビデオ入出力コード¥3,000
＋    ¥1,200】

プラス拡張機器

快適な操作性＆インターフェイスを搭載。先進の安全・安心機能にも対応したモデル。

＊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再生することができます。また、USB接続ケーブル
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も対応しています。）＊2：4GBのSDHCカードを同梱しています。同梱の
SDHCカードに最大999曲の音楽を録音することができます。＊3：ハンズフリー通話、音楽再生、リアルタイムプローブの渋滞情報、開通道路情報の取
得が可能になります。＊4：地図更新バージョンアップを2012年/2013年/2014年度版のいづれか1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。また、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。＜リアルタイムプローブとは＞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。本製品はパイオニア
（株）が運営・管理するリアルタイムプローブを使用しています。

ナビゲーション機能

（＊2） （＊2）（別売）

（最大999曲）

（別売）（＊3）

地上デジタルTVチューナー機能

2チューナー
＆

2アンテナ

（P9）（P8）

その他拡張機器

◆VICS光/電波ビーコン受信機

¥31,500  MZ608192
【税抜き価格：本体¥27,000＋    ¥3,000】

プラス拡張機器

（＊8）地図更新
1回無償

2倍速
録再

◆iPod接続用ケーブル（ビデオ対応）

¥4,935  MZ608189
【税抜き価格：本体¥3,500＋    ¥1,200】

（＊1）

◆ナビリモコン

¥4,200  MZ608191
【税抜き価格：本体¥4,000】

◆ビデオ入力コード

¥3,885  MZ608190
【税抜き価格：本体¥2,500＋    ¥1,200】

（＊2）

◆ナビリモコン

¥6,300  MZ608173
【税抜き価格：本体¥6,000】

◆ビデオ入出力コード

¥4,410  MZ608468
【税抜き価格：本体¥3,000＋    ¥1,200】

（注3）（＊2）

◆USB接続ケーブル

¥9,975  MZ608193
【税抜き価格：本体¥8,300＋    ¥1,200】

（注2）（＊1）

（注3）（＊1）

（＊4）
地図更新
1回無償



※希望小売価格、構成品合計価格、参考取付工賃には消費税は含まれていません。システム合計価格には消費税が含まれています。

注1：録音モードにより異なります。
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：iPod接続用ケーブル（MZ608180）を使用する場合、iPodに同梱のUSBケーブルおよびビデオ入出力コード（MZ608468）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4：SD/SDHCカードは社外品（別売）となります。
注5：ETCの案内音声はETC車載器本体から出力されます。
注6：音楽データの再生には対応していません。オープニング画面カスタマイズなどに使用できます。
   ※  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。

47型AV一体型メモリーナビゲーション

¥150,360
【税抜き価格：本体￥126,000＋オーディオ変換ハーネスA¥2,500＋オーディオ変換
ハーネスB¥1,500＋アンテナ変換ケーブル￥1,200＋ナビゲーションロック¥3,000
＋　 ¥9,000】
MZ608918（本体）／MZ608149（オーディオ変換ハーネスA）
MZ608739（オーディオ変換ハーネスB）／MZ598109（アンテナ変換ケーブル）
MZ598350（ナビゲーションロック）

高画質と瞬間スクロール。多彩なAV機能を搭載。

ナビゲーション機能

（注1） （注4）（注2）（＊3）

（約1000曲）

（別売）

ワンセグTVチューナー機能

（注5）（P9）

その他拡張機器

57型AV一体型メモリーナビゲーション

¥128,310
【税抜き価格：本体￥105,000＋オーディオ変換ハーネスA¥2,500＋オーディオ変換
ハーネスB¥1,500＋アンテナ変換ケーブル￥1,200＋ナビゲーションロック¥3,000
＋　 ¥9,000】
MZ608916（本体）／MZ608149（オーディオ変換ハーネスA）
MZ608739（オーディオ変換ハーネスB）／MZ598109（アンテナ変換ケーブル）
MZ598350（ナビゲーションロック）

高精細VGAディスプレイを搭載し、ナビゲーション機能に特化したモデル。

ナビゲーション機能

（注4,6）（注2）（＊3）

（＊4）

ワンセグTVチューナー機能

その他拡張機器

＊1：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。
＊2：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。
＊3：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再生することができます。

◆VICS光/電波ビーコン受信機

¥29,400  MZ608150
【税抜き価格：本体¥25,000＋    ¥3,000】

プラス拡張機器

＊1：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。
＊2：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。＊3：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。＊4：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。

プラス拡張機器

SSDナビ
16GB

等倍速
録再

◆iPod接続用ケーブル

¥2,100  MZ607431
【税抜き価格：本体¥2,000】

（＊1）

◆iPod接続用ケーブル（ビデオ対応）

¥4,410  MZ608196
【税抜き価格：本体¥3,000＋    ¥1,200】

（＊2）

◆ビデオ入出力コード（20cm）

¥4,410  MZ608468
【税抜き価格：本体¥3,000＋    ¥1,200】

（注3）（＊2）

◆iPod接続用ケーブル（ビデオ対応）

¥12,810
MZ608180（iPod接続用ケーブル）
MZ608468（ビデオ入出力コード）
【税抜き価格：iPod接続用ケーブル
¥8,000＋ビデオ入出力コード¥3,000
＋    ¥1,200】

（注3）（＊1）

倍速
録再

（別売）

※VICS-光/電波ビーコン受信機の追加設定はできません。※VICS-光/電波ビーコン受信機の追加設定はできません。



YS1513-1110

〒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8号 第一田町ビル6F

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2011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。
◎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。


