◎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7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。
◎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

YS1523-1207

2012.07〜

テーマ
せっか く 買 った e K だ か ら 、 少 しオ シャレ に 、 うん と個 性 的 に

わたしの eK

活用 術！

1

お 化 粧 品やハン カチ 、 ティッシュ 、 サングラス‥‥ 。 クルマの 室 内って 、

これであ な たは

どうしても散らばりが ち 。 そん な 小 物 たちを上 手 に 整 理 するだ けで なく 、

アイデ ア収 納 術

「 かた づけ上手 」！

積 極 的 に 空 きスペースを活 用して 楽しんじゃう 、 と言うワザ をご 紹 介 。

自 分 流 に ア レ ン ジ して 乗 り た い も の で す ね 。
そこ で 見 違 える ほ ど の 使 い や す さと 、 便 利 さ が 手 に 入る
e K オリジ ナル のアク セ サリ ー は い か が ？
絶 対 の お 得 ア イ テム を 揃 え て 、 一 挙 ご 紹 介 い た し ま す 。

一番身近な所だから
ぴしっと決める！

お財布や手帳、ウエットティッシュなども入る。
しかも 4 ツに区切られているから、
スッキリと整理ができるんです。

ガムやお菓子、化粧ポーチなど、
ドライブ中に必要なものや、あると便利な
アイテムをまとめて入れちゃう。

パーティショントレイ（アッパーボックス用）

¥7,350

【税抜き価格：本体¥7,000】
［全車］ MZ521178
●小さなものがきっちりと収納分けができる仕切付き。
いわば運転者専用のスペースだから、何かと便利に
使えます。
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X

◆アイデ ア 収 納 術 ／ P 3 〜 5

パーティショントレイ（助手席アンダートレイ用）

◆ラ ゲッジ 活 用 術／ P 6 〜 7

¥6,300

◆ た っぷ り 愛 情 術 ／ P 8 〜 9

【税抜き価格：本体¥6,000】
［全車］ MZ521179
●深さ約3cmの収納トレイ。品物の大きさに合わせて
きっちりと収納できるように大中小に区切られています。
※ノンスリップマットのアンダートレイ用との同時装着は
できません。

◆ 安 全 快 適ド ラ イ ブ 術 ／ P 1 0 〜11
◆スマ ートカ ー ラ イ フ 術 ／ P 1 2 〜13
◆ S P O R T S S P I R I T ／ P 14 〜1 5
◆ S T Y L I S H P O I N T ／ P 1 6 〜17
◆ C O - O R D I N AT E I N T E R I O R ／ P 1 8
◆ I L L U M I N AT E D I N T E R I O R ／ P 1 9
◆ CARRIER & OTHERS ／ P 20
◆ CAR CARE GO ODS ／ P 21
◆ N A V I G AT I O N & A U D I O , E T C ／ P 2 2 〜 2 7
＜eKWAGON＞ベース車：GS
装着用品：メッシュグリル／コーナーポール（スタンダードタイプ）
メッキミラーカバー（ターンシグナルランプ付）
フォグランプ（クリアレンズ）
／フォグランプベゼル（シルバー）
メッキドアハンドルガーニッシュ／ドアエッジモール
＜eKSPORT＞ベース車：R
装着用品：ビレットグリル／メッキミラーカバー（ターンシグナルランプ付）
フォグランプ（イエローレンズ）／フォグランプベゼル（ブラック）
クリアターンシグナルランプ／メッキドアハンドルガーニッシュ

2

アームレストボックス

¥13,650

シートポケット

¥5,250

シートアンダートレイ

¥6,300

フットレストケース

¥7,875

クリーンボックス

¥3,675

【税抜き価格：本体¥11,800＋ ¥1,200】 【税抜き価格：本体¥4,400＋ ¥600】 【税抜き価格：本体¥4,800＋ ¥1,200】 【税抜き価格：本体¥7,500】
【税抜き価格：本体¥3,500】
［レカロシート車を除くA/T車］
［全車］ MZ522029
［除くハイグレードサウンドシステム車］ ［全車］MZ526766
［全車］MZ521083
MZ522078（ヒンジドアのベージュ内装車用） ●横にしたくないもの、倒したくないもの MZ522060
●プッシュアップ式のふた部分には便利
●フットレストとして使うほか、脱いだ靴
MZ522079（スライドドアのベージュ内装車用）
なポケットティッシュホルダー付。
を固定するのに便利。助手席に装着し
●濡れたビーチサンダルや汚れ物も大丈
の収納もできます。据え置きタイプ。
MZ522077（ブラック内装車用）
フロアマットにはさんで固定します。
ます。
夫。カーシャンプーなどクルマのお掃除
●サングラスや化粧品、MDなどあれこれ
グッズもここなら目立ちません。
小物の収納に便利。整理がしやすい
助手席下、吊下げスライド式。
仕切り板付。標準のアームレストと交換。
※助手席下に地上デジタルTVチューナー等
を装着している場合には取付けできません。
※シートカバーと同時装着する場合、シート
カバーのアームレスト部は装着できません。
走行中は小物類の出し入れを控えて、安全運転を心がけてください。
※掲載写真の小物類は撮影のための小道具です。 ※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［税抜き］です。
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テーマ

1

アイデ ア収 納 術

ただきちんと収 納 するだ け なんてつまらな い。例 え ばもっとカラフルに、
もっと美しく、もっと取り出しやすくなど など 、自 分 流 にアレンジしてみたい。
そん な 積 極 的 な 方へ、e K ならで はのアイデ ア収 納 をご 提 案！

これであ な たは

「かた づけ上手 」！

プチごみ箱と同時装着状態

キックガード

・・・・こんな所にも，

ベビー用シートバックポケット

¥6,300【税抜き価格：本体¥6,000】［全車］

MZ521838（ベージュ） MZ521898（ブラック）
●お子さまのくつによるシートバックの汚れを防止。
タオルなどが入るポケット付です。もちろん丸洗い
もOK。運転席、助手席セット。助手席用にはシート
バックユーティリティ用のスリットが入っています。

私のセンスと収納術！

得

¥10,290【税抜き価格：本体¥9,800】
［全車］MZ521818
●ほ乳びん、ティッシュ、オムツなどが収納でき、
トートバッグとして持ち運びできます。

お かた づ け 大作 戦！ ・ ・ ・ 自分 のセンスでクリエイトする。

・・・これなら

フロアセンタートレイ

¥8,400【税抜き価格：本体¥7,400＋ ¥600】
［A/T車］ MZ521835
●手帳や携帯電話などが置けます。また携帯音楽
プレーヤーなどに合わせてカットできるパッドも
付属。トレイ部内寸：長さ153mm×幅135mm×高さ20mm。
※走行中は転がりやすい小物や背の高いものを入れないでください。

小さなフックがいろいろ活きる！
あなたなら，どんな使い方をしますか？

食べこぼしもないし、
何よりスッキリ！

マルチユースフック

●マルチ大型ポケット
（停車中の使用例）

¥525

【税抜き価格：本体¥500】
［除くレカロシート車］
MZ521845（ベージュ） MZ521905（ブラック）
●タオルや布袋などに小さな穴をあけて、この
フックをセットすれば、インパネセンター部と、
助手席裏4ヵ所に付いているシートバック
ユーティリティに自由に引っ掛けたり、外したり
できます。フック4個セット。
耐荷重：約3kg（フック1個あたり）。
※マルチユースフックやシートバックユーティリティ
の各アタッチメントは、状況に応じて取り替え
たり、組み合せたりしながら、ご使用いただけます。
※マルチユースフックは一度組み合せ接合する
と再使用はできません。

At t achm e nt fo r
S eat Back U t ili t y
シートバックユー ティリティ用アタッチメント

●キッズ用テーブル（停車中の使用例）

ネットポケット

¥5,250

【税抜き価格：本体¥5,000】
［除くレカロシート車］
MZ521836（ベージュ） MZ521896（ブラック）
●携帯電話やタオル、ティッシュなどが収まります。
耐荷重：約1kg。
※インパネセンター下部のプチごみ箱と交換装着
もできます。

ティッシュボックスホルダー
（収納ポケット付）

¥6,300

【税抜き価格：本体¥6,000】
［除くレカロシート車］
MZ521837（ベージュ） MZ521897（ブラック）
●上にティッシュボックス、下のポケットにはウェット
ティッシュやハンカチなどが収納できます。

縦型収納だから、
出し入れスムーズ。
雨の車外に出るとき
も手間いらずです。

キッズ用フック

¥5,250

キッズ用ポケット

¥4,830

【税抜き価格：本体¥4,600】
【税抜き価格：本体¥5,000】
［除くレカロシート車］
［除くレカロシート車］
MZ521840（ベージュ） MZ521900（ブラック）
MZ521839（ベージュ） MZ521899（ブラック）
●お菓子類やミニカーを入れたり、お子さまの
●幼稚園児のバッグ、帽子、
スモックなどを掛ける
コップなどのホルダーとしても利用できます。
のに最適。小さなお子さまのオモチャやタオル
耐荷重：約1kg。
掛けなどにも便利です。フック部は柔らかい素材
各フックの耐荷重：約0.5kg。 ※インパネセンター下部のプチごみ箱と交換装着
（発泡ポリエチレン製）
。
もできます。

マルチ大型ポケット

キッズ用テーブル

¥8,400

【税抜き価格：本体¥8,000】
［除くレカロシート車］
MZ521841（ベージュ） MZ521901（ブラック）
●お子さまが退屈しないようにゲームやミニカー、
ぬいぐるみ、お菓子など好きなものを置いて
あげましょう。耐荷重：約3kg。

¥7,350

【税抜き価格：本体¥7,000】
［除くレカロシート車］
MZ521842（ベージュ） MZ521902（ブラック）
●地図や絵本、ぬいぐるみなどお子さま用品も
収納できます。耐荷重：約3kg。

ハンガー＆コンビニフック

¥3,150

【税抜き価格：本体¥3,000】
［除くレカロシート車］
MZ521843（ベージュ） MZ521903（ブラック）
●ハンガーにはお子さまの上着やエプロン、
スモックなどを、またコンビニフックにはタオル
やショッピングバッグをかけることができます。
ハンガー1本、コンビニフック1個のセット。
耐荷重：それぞれ約3kg。

アンブレラホルダー

¥2,100

【税抜き価格：本体¥2,000】
［除くレカロシート車］
MZ521844（ベージュ） MZ521904（ブラック）
●長い傘も折り畳み傘も収納可能。またファスナー
付で間口が広がるので、傘を閉じたそのまま入れ
ることができます。

走行中は小物類の出し入れを控えて、安全運転を心がけてください。
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※掲載写真の小物類は撮影のための小道具です。 ※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［税抜き］です。
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●お子さまのくつによるシートバックの汚れを防止。
タオルなどが入るポケット付です。もちろん丸洗い
もOK。運転席、助手席セット。助手席用にはシート
バックユーティリティ用のスリットが入っています。

私のセンスと収納術！

得

¥10,290【税抜き価格：本体¥9,800】
［全車］MZ521818
●ほ乳びん、ティッシュ、オムツなどが収納でき、
トートバッグとして持ち運びできます。

お かた づ け 大作 戦！ ・ ・ ・ 自分 のセンスでクリエイトする。

・・・これなら

フロアセンタートレイ

¥8,400【税抜き価格：本体¥7,400＋ ¥600】
［A/T車］ MZ521835
●手帳や携帯電話などが置けます。また携帯音楽
プレーヤーなどに合わせてカットできるパッドも
付属。トレイ部内寸：長さ153mm×幅135mm×高さ20mm。
※走行中は転がりやすい小物や背の高いものを入れないでください。

小さなフックがいろいろ活きる！
あなたなら，どんな使い方をしますか？

食べこぼしもないし、
何よりスッキリ！

マルチユースフック

●マルチ大型ポケット
（停車中の使用例）

¥525

【税抜き価格：本体¥500】
［除くレカロシート車］
MZ521845（ベージュ） MZ521905（ブラック）
●タオルや布袋などに小さな穴をあけて、この
フックをセットすれば、インパネセンター部と、
助手席裏4ヵ所に付いているシートバック
ユーティリティに自由に引っ掛けたり、外したり
できます。フック4個セット。
耐荷重：約3kg（フック1個あたり）。
※マルチユースフックやシートバックユーティリティ
の各アタッチメントは、状況に応じて取り替え
たり、組み合せたりしながら、ご使用いただけます。
※マルチユースフックは一度組み合せ接合する
と再使用はできません。

At t achm e nt fo r
S eat Back U t ili t y
シートバックユー ティリティ用アタッチメント

●キッズ用テーブル（停車中の使用例）

ネットポケット

¥5,250

【税抜き価格：本体¥5,000】
［除くレカロシート車］
MZ521836（ベージュ） MZ521896（ブラック）
●携帯電話やタオル、ティッシュなどが収まります。
耐荷重：約1kg。
※インパネセンター下部のプチごみ箱と交換装着
もできます。

ティッシュボックスホルダー
（収納ポケット付）

¥6,300

【税抜き価格：本体¥6,000】
［除くレカロシート車］
MZ521837（ベージュ） MZ521897（ブラック）
●上にティッシュボックス、下のポケットにはウェット
ティッシュやハンカチなどが収納できます。

縦型収納だから、
出し入れスムーズ。
雨の車外に出るとき
も手間いらずです。

キッズ用フック

¥5,250

キッズ用ポケット

¥4,830

【税抜き価格：本体¥4,600】
【税抜き価格：本体¥5,000】
［除くレカロシート車］
［除くレカロシート車］
MZ521840（ベージュ） MZ521900（ブラック）
MZ521839（ベージュ） MZ521899（ブラック）
●お菓子類やミニカーを入れたり、お子さまの
●幼稚園児のバッグ、帽子、
スモックなどを掛ける
コップなどのホルダーとしても利用できます。
のに最適。小さなお子さまのオモチャやタオル
耐荷重：約1kg。
掛けなどにも便利です。フック部は柔らかい素材
各フックの耐荷重：約0.5kg。 ※インパネセンター下部のプチごみ箱と交換装着
（発泡ポリエチレン製）
。
もできます。

マルチ大型ポケット

キッズ用テーブル

¥8,400

【税抜き価格：本体¥8,000】
［除くレカロシート車］
MZ521841（ベージュ） MZ521901（ブラック）
●お子さまが退屈しないようにゲームやミニカー、
ぬいぐるみ、お菓子など好きなものを置いて
あげましょう。耐荷重：約3kg。

¥7,350

【税抜き価格：本体¥7,000】
［除くレカロシート車］
MZ521842（ベージュ） MZ521902（ブラック）
●地図や絵本、ぬいぐるみなどお子さま用品も
収納できます。耐荷重：約3kg。

ハンガー＆コンビニフック

¥3,150

【税抜き価格：本体¥3,000】
［除くレカロシート車］
MZ521843（ベージュ） MZ521903（ブラック）
●ハンガーにはお子さまの上着やエプロン、
スモックなどを、またコンビニフックにはタオル
やショッピングバッグをかけることができます。
ハンガー1本、コンビニフック1個のセット。
耐荷重：それぞれ約3kg。

アンブレラホルダー

¥2,100

【税抜き価格：本体¥2,000】
［除くレカロシート車］
MZ521844（ベージュ） MZ521904（ブラック）
●長い傘も折り畳み傘も収納可能。またファスナー
付で間口が広がるので、傘を閉じたそのまま入れ
ることができます。

走行中は小物類の出し入れを控えて、安全運転を心がけてください。

4

※掲載写真の小物類は撮影のための小道具です。 ※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［税抜き］です。
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テーマ

得

2

レジャー もショッピ ングもたっぷり楽し みたいとなると 、

これであ な たは

ラゲッジル ームをトコトン 活 用 するのが 一 番 の 近 道。

ラゲッジ 活用 術

スペース 活 用 大作 戦！・ ・ ・ 荷 物 もペットもみん なスッキリ安心！

「 スペースの 魔 術 師」！

さあ、あ な たの 使 いやすいようにカスタム メイドしてみませんか？

ラゲッジボックスを装着すると
リヤシートを倒した時に広くて、
しかもフラットな荷室が生まれます。

ヘッドスペースネット

¥10,500

ユーティリティフック

【税抜き価格：本体¥10,000】
［ユーティリティフック装着車］
MZ521793
●帽子や衣類などを置くのに最適。フィッシング
用ロッドが積載できるホルダー付。ナイロン
ベルト＋ナイロンネット、耐荷重：約3kg。
※リヤアンダーミラーとの同時装着はできません。

¥5,250

【税抜き価格：本体¥3,200＋ ¥1,800】
［ヒンジドア車］ MZ521771
●ヘッドスペースネットとパーティションネットの取付ベースとなる
フックです。オシャレなスケルトン調。左右4個セット。

ラゲッジカーペット

ノンスリップマット

¥6,300

パーティションネット

¥17,850

【税抜き価格：本体¥15,800＋ ¥1,200】
［ユーティリティフック装着車］
MZ521795
●室内に荷物がなだれ込むのを防止します。
スチール枠＋ネット。

ラゲッジルームフルカバー

¥3,885

¥17,850

トノボード

¥24,150

【税抜き価格：本体¥6,000】
【税抜き価格：本体¥3,700】
【税抜き価格：本体¥15,800＋ ¥1,200】 【税抜き価格：本体¥20,000＋ ¥3,000】
［全車］ MZ514259
［全車］ MZ514263
［全車］
［全車］
MZ521823（ヒンジドア車用）
MZ521855（ベージュ内装車用）
●フロアマット（レギュラー）と同じ生地を ●ラゲッジと助手席アンダートレイ用の
MZ521824（スライドドア車用）
MZ521856（ブラック内装車用）
使用しています。
セット。
※ノンスリップマットのアンダートレイ部
●フロアやシートバックだけでなく、
●ラゲッジ内の荷物を外部から見えにくく
はパーティショントレイ（助手席アンダー
バックドアのトリムまでラゲッジ全体を
します。木製ボード、耐荷重：約3kg。
トレイ用）との同時装着はできません。
覆って汚れを防ぎます。ナイロン＋
※トノボードを装着した場合、リヤシート
ウレタン製。
のフルリクライニングはできません。
※ラゲッジボックス、ラゲッジパーティション ※ラゲッジルームフルカバー、ISO FIX対応
ボックス、ラゲッジランプ、トノボード、
チャイルドシートとの同時装着はできません。
ISO FIX対応チャイルドシートとの同時
装着はできません。

濡れものや汚れ物 OK ！
ラゲッジフロアが汚れないから安心！

Pet Ite m

ラゲッジボックス

¥20,790

【税抜き価格：本体¥19,800】
［全車］ MZ522704
●三角停止表示板が収納でき、しかも付属の蓋を閉める
とラゲッジフロアがフラットになり、さらに便利になり
ます。PP
（ポリプロピレン）樹脂製。
※ラゲッジルームフルカバーとの同時装着はできません。
※三角停止表示板は別売オプションです。

ペットキャリア

¥20,790【税抜き価格：本体¥19,800】〔全車〕MZ523175（Sサイズ）
¥21,840【税抜き価格：本体¥20,800】〔全車〕MZ523176（Mサイズ）
¥22,890【税抜き価格：本体¥21,800】〔全車〕MZ523177（Lサイズ）

◆三角停止表示板

●持ち運び可能なペット用キャリアです。シートベルトと同素材の周回ベルトを、
車両の3点式シートベルトに連結することで急ブレーキ時などでもキャリアが
ずれることがなく安心です。小型犬用から大型犬用まで3サイズを用意。
※ドッグシートカバー（後席用）と併用する場合は、車両のシートベルトによる
固定はできません。

¥3,150【税抜き価格：本体¥3,000】

［全車］ MZ611103
●ケース付。ラゲッジボックスに収納できます。

L

ラゲッジトレイ

M

¥10,290

▲ラゲッジボックス

▲ラゲッジトレイ
▼折りたたみ時

ペットも 家 族 の 一人！ もう必 須 アイテムです ね 。

Sサイズ
Mサイズ
Lサイズ

S

【税抜き価格：本体¥9,800】
［全車］ MZ522694
●縁高ですから、長靴やレインウエアなど濡れたものや
土のついた植木など気軽に積み込めます。EPDM／
PP樹脂製。トレイ内寸：幅958mm×奥行303mm×
深さ25mm。

サイズの目安
（mm）

奥行き
400
550
650

幅
400
400
450

高さ
400
400
450

＜サイズ選択の目安＞
キャリア内で方向転換ができる程度の大きさが
おすすめです。大きすぎるとペットが落ち着けません。

ラゲッジパーティションボックス

¥12,600

【税抜き価格：本体¥12,000】
［全車］MZ522733
●積載物に合わせて仕切り板をフレキシブルに可動できる
撥水タイプのソフトボックス。使わないときはコンパクト
に折りたたむこともできます。ブラック色。
※ラゲッジルームフルカバーとの同時装着はできません。

ラゲッジランプ

¥11,970

【税抜き価格：本体¥6,600＋ ¥4,800】
［全車］MZ590784
●夜間の積み降ろし作業もラクです。テールゲートを
開けると点灯します。
※ラゲッジルームフルカバーとの同時装着はできません。
▲ラゲッジパーティションボックス
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▲ラゲッジランプ

簡易クレート

¥45,150

【税抜き価格： ¥43,000】
〔全車〕 MZ523178
●移動先でのペットハウスです。キャンプ
など屋外での必需品。サイズ（目安）：
タテ570mm×ヨコ530mm×奥行き750mm。

DOG GOOD DRIVEステッカー

¥2,625

【税抜き価格：本体¥2,500】
[全車] MZ549285
●三菱純正ペット用品のロゴ「DOG
GOOD DRIVE」と「D.I.N.G.O」ロゴ
をあしらったオリジナルステッカー。
A4サイズ。

ペットシートカバー（助手席用）

¥5,250

【税抜き価格：本体¥5,000】
[全車] MZ503368
●ペットによる汚れからシートを守ります。
丈夫な帆布で丸洗いもOK。難燃仕様。

ペットシートカバー（後席用）

¥18,900

【税抜き価格：本体¥18,000】
〔全車〕 MZ503369
●ペットによる汚れからシートを守ります。
丈夫な帆布で、丸洗いもOK。難燃仕様。
※後席のシートベルトは使用できません。
※チャイルドシートとの同時装着はできません。

三菱では純正のペット用品を開発するにあたり、
「愛犬とともに楽しむライフスタイル」を提唱する団体「D.I.N.G.O.」と共同で研究してきました。
今後、これらのペット用品をいろいろな車種に採用しながら、ペットと共に楽しむ新しいカーライフを提案してまいります。D.I.N.G.O. ホームページアドレス：http://www.dingo.gr.jp

※掲載写真の小物類は撮影のための小道具です。 ※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［税抜き］です。
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レジャー もショッピ ングもたっぷり楽し みたいとなると 、

これであ な たは

ラゲッジル ームをトコトン 活 用 するのが 一 番 の 近 道。

ラゲッジ 活用 術

スペース 活 用 大作 戦！・ ・ ・ 荷 物 もペットもみん なスッキリ安心！

「 スペースの 魔 術 師」！

さあ、あ な たの 使 いやすいようにカスタム メイドしてみませんか？

ラゲッジボックスを装着すると
リヤシートを倒した時に広くて、
しかもフラットな荷室が生まれます。

ヘッドスペースネット

¥10,500

ユーティリティフック

【税抜き価格：本体¥10,000】
［ユーティリティフック装着車］
MZ521793
●帽子や衣類などを置くのに最適。フィッシング
用ロッドが積載できるホルダー付。ナイロン
ベルト＋ナイロンネット、耐荷重：約3kg。
※リヤアンダーミラーとの同時装着はできません。

¥5,250

【税抜き価格：本体¥3,200＋ ¥1,800】
［ヒンジドア車］ MZ521771
●ヘッドスペースネットとパーティションネットの取付ベースとなる
フックです。オシャレなスケルトン調。左右4個セット。

ラゲッジカーペット

ノンスリップマット

¥6,300

パーティションネット

¥17,850

【税抜き価格：本体¥15,800＋ ¥1,200】
［ユーティリティフック装着車］
MZ521795
●室内に荷物がなだれ込むのを防止します。
スチール枠＋ネット。

ラゲッジルームフルカバー

¥3,885

¥17,850

トノボード

¥24,150

【税抜き価格：本体¥6,000】
【税抜き価格：本体¥3,700】
【税抜き価格：本体¥15,800＋ ¥1,200】 【税抜き価格：本体¥20,000＋ ¥3,000】
［全車］ MZ514259
［全車］ MZ514263
［全車］
［全車］
MZ521823（ヒンジドア車用）
MZ521855（ベージュ内装車用）
●フロアマット（レギュラー）と同じ生地を ●ラゲッジと助手席アンダートレイ用の
MZ521824（スライドドア車用）
MZ521856（ブラック内装車用）
使用しています。
セット。
※ノンスリップマットのアンダートレイ部
●フロアやシートバックだけでなく、
●ラゲッジ内の荷物を外部から見えにくく
はパーティショントレイ（助手席アンダー
バックドアのトリムまでラゲッジ全体を
します。木製ボード、耐荷重：約3kg。
トレイ用）との同時装着はできません。
覆って汚れを防ぎます。ナイロン＋
※トノボードを装着した場合、リヤシート
ウレタン製。
のフルリクライニングはできません。
※ラゲッジボックス、ラゲッジパーティション ※ラゲッジルームフルカバー、ISO FIX対応
ボックス、ラゲッジランプ、トノボード、
チャイルドシートとの同時装着はできません。
ISO FIX対応チャイルドシートとの同時
装着はできません。

濡れものや汚れ物 OK ！
ラゲッジフロアが汚れないから安心！

Pet Ite m

ラゲッジボックス

¥20,790

【税抜き価格：本体¥19,800】
［全車］ MZ522704
●三角停止表示板が収納でき、しかも付属の蓋を閉める
とラゲッジフロアがフラットになり、さらに便利になり
ます。PP
（ポリプロピレン）樹脂製。
※ラゲッジルームフルカバーとの同時装着はできません。
※三角停止表示板は別売オプションです。

ペットキャリア

¥20,790【税抜き価格：本体¥19,800】〔全車〕MZ523175（Sサイズ）
¥21,840【税抜き価格：本体¥20,800】〔全車〕MZ523176（Mサイズ）
¥22,890【税抜き価格：本体¥21,800】〔全車〕MZ523177（Lサイズ）

◆三角停止表示板

●持ち運び可能なペット用キャリアです。シートベルトと同素材の周回ベルトを、
車両の3点式シートベルトに連結することで急ブレーキ時などでもキャリアが
ずれることがなく安心です。小型犬用から大型犬用まで3サイズを用意。
※ドッグシートカバー（後席用）と併用する場合は、車両のシートベルトによる
固定はできません。

¥3,150【税抜き価格：本体¥3,000】

［全車］ MZ611103
●ケース付。ラゲッジボックスに収納できます。

L

ラゲッジトレイ

M

¥10,290

▲ラゲッジボックス

▲ラゲッジトレイ
▼折りたたみ時

ペットも 家 族 の 一人！ もう必 須 アイテムです ね 。

Sサイズ
Mサイズ
Lサイズ

S

【税抜き価格：本体¥9,800】
［全車］ MZ522694
●縁高ですから、長靴やレインウエアなど濡れたものや
土のついた植木など気軽に積み込めます。EPDM／
PP樹脂製。トレイ内寸：幅958mm×奥行303mm×
深さ25mm。

サイズの目安
（mm）

奥行き
400
550
650

幅
400
400
450

高さ
400
400
450

＜サイズ選択の目安＞
キャリア内で方向転換ができる程度の大きさが
おすすめです。大きすぎるとペットが落ち着けません。

ラゲッジパーティションボックス

¥12,600

【税抜き価格：本体¥12,000】
［全車］MZ522733
●積載物に合わせて仕切り板をフレキシブルに可動できる
撥水タイプのソフトボックス。使わないときはコンパクト
に折りたたむこともできます。ブラック色。
※ラゲッジルームフルカバーとの同時装着はできません。

ラゲッジランプ

¥11,970

【税抜き価格：本体¥6,600＋ ¥4,800】
［全車］MZ590784
●夜間の積み降ろし作業もラクです。テールゲートを
開けると点灯します。
※ラゲッジルームフルカバーとの同時装着はできません。
▲ラゲッジパーティションボックス
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▲ラゲッジランプ

簡易クレート

¥45,150

【税抜き価格： ¥43,000】
〔全車〕 MZ523178
●移動先でのペットハウスです。キャンプ
など屋外での必需品。サイズ（目安）：
タテ570mm×ヨコ530mm×奥行き750mm。

DOG GOOD DRIVEステッカー

¥2,625

【税抜き価格：本体¥2,500】
[全車] MZ549285
●三菱純正ペット用品のロゴ「DOG
GOOD DRIVE」と「D.I.N.G.O」ロゴ
をあしらったオリジナルステッカー。
A4サイズ。

ペットシートカバー（助手席用）

¥5,250

【税抜き価格：本体¥5,000】
[全車] MZ503368
●ペットによる汚れからシートを守ります。
丈夫な帆布で丸洗いもOK。難燃仕様。

ペットシートカバー（後席用）

¥18,900

【税抜き価格：本体¥18,000】
〔全車〕 MZ503369
●ペットによる汚れからシートを守ります。
丈夫な帆布で、丸洗いもOK。難燃仕様。
※後席のシートベルトは使用できません。
※チャイルドシートとの同時装着はできません。

三菱では純正のペット用品を開発するにあたり、
「愛犬とともに楽しむライフスタイル」を提唱する団体「D.I.N.G.O.」と共同で研究してきました。
今後、これらのペット用品をいろいろな車種に採用しながら、ペットと共に楽しむ新しいカーライフを提案してまいります。D.I.N.G.O. ホームページアドレス：http://www.dingo.gr.jp

※掲載写真の小物類は撮影のための小道具です。 ※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［税抜き］です。
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テーマ

3

毎日乗る e K だからこそ、シートまわりには 愛 情を注ぎたいも のです ね。

たっぷり愛 情 術

これでクルマの 中 は

そこで 一 番 目に付くシートカバーとフロアマットには ちょっと贅 沢を。

フロアマット（デラックス）

「愛 情、満タン」！

同 乗 するご 家 族 や友 人にも、あ な たの 優しい 心 を 分 けてあげましょう。

￥19,950

【税抜き価格：本体￥17,800＋ ￥1,200】
[A/T車]
MZ511690（ヒンジドアのベージュ内装車用）
MZ511691（スライドドアのベージュ内装車用）
MZ511692（ヒンジドアのブラック内装車用）
MZ511693（スライドドアのブラック内装車用）
●ソフトな風合い、高級感のあるデザイン。ポリプロピレン製。

本革調シートカバー（ブラック）

¥41,790

本革調シートカバ ー（ブラック）▶

▲ フロアマット

【税抜き価格：本体¥36,200＋ ￥3,600】
[レカロシート車を除くA/T車]
MZ504296
●上質感のある本革調。難燃仕様、フロント／リヤセット。
※アームレストボックスと同時装着する場合、
シートカバーのアームレスト部は装着できません。

シートカバー（チェック）▶

▲ フロアマット

（デラックス／ベージュ内装車用）

（デラックス／ブラック内装車用）

▼フロアマット構成品

フロアマット（レギュラー）

¥15,750

シートカバー（チェック）

【税抜き価格：本体¥13,800＋ ￥1,200】
[全車]
MZ511695（M/T車用）
MZ511696（ヒンジドアのA/T車用）
MZ511697（スライドドア車用）
●機能性に優れたシンプルで丈夫なマット。ポリプロピレン製。

¥31,290

【税抜き価格：本体¥26,200＋ ￥3,600】
[除くレカロシート車]
MZ504297（A/T車用）
MZ504298（M/T車用）
●上品なチェック柄を採用して、室内全体を爽やかな
イメージに仕立てます。難燃仕様、フロント／リヤセット。
※アームレストボックスと同時装着する場合、
シートカバーのアームレスト部は装着できません。

＜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。

シートカバー（立体カーボン柄）

¥31,290

【税抜き価格：本体¥26,200＋ ￥3,600】
[レカロシート車を除くA/T車] MZ504299
●ブラック内装にマッチしたスポーティなカーボン柄。
フロント／リヤセット。
※アームレストボックスと同時装着する場合、
シートカバーのアームレスト部は装着できません。

▲ フロアマット（レギュラー）

Child S eat Ite m

か わ いい 子 供 のためには 、 親として できる 限りの 愛 情を注いで やりたい 。

ハーフカバー

¥8,085

シートカバー（立体カーボン柄）▶

ハーフカバー▶

【税抜き価格：本体¥6,500＋ ￥1,200】
[除くレカロシート車]
MZ509162
●レース柄、難燃仕様。フロント／リヤセット。

撥水シートカバー▶

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。

撥水シートカバー

¥9,870

ISO FIX対応チャイルドシート
（レーマー デュオプラス）

【税抜き価格：本体¥8,800＋ ￥600】
[全車] MZ504991
●撥水生地を使用した簡易取付タイプ。フロント1席分。
※レカロシート車にも装着できます。

¥69,825

【税抜き価格：チャイルドシート¥66,500】
〔全車〕MZ525280
※チャイルドシート単体でISO FIX装着が可能です。
※汎用タイプの取り付けも可能です。

ジュニアシート
（レーマー キッドプラス）

¥39,900

【税抜き価格：本体¥38,000】
［全車］MZ525270

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。
※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
ベビーシート
してご使用ください。
（レーマー・ベビーセーフ
※お子さまの年令や体格にあったもの
プレミアム SHR2）
をお求めください。
※ペットシートカバー（後席用）との
【税抜き価格：本体¥33,000】 同時装着はできません。

¥34,650

［全車］MZ525277

【汎用タイプチャイルドシート装着適用表】
品

ISO FIX対応ベビーシート

●アロマディフューザーセット
【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／アクセサリーソケット専用の
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。

■アットアロマ社

助手席 リヤシート

体

重

参考年令

左右
○（注1） ○ 15kg〜36kg 3才〜12才
×
○（注2） 13kg未満 新生児〜1.5才

（注1）
ヘッドレストを取り外してご使用ください。
（注2）
助手席にジュニアシート
（レーマーキッドプラス）
を装着した場合はリヤシート左側への装着はできません。

●エッセンシャルアロマオイル

¥3,150
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【税抜き価格：本体¥33,000＋ISO FIX
対応ベース¥40,500】
〔全車〕
MZ525277（本体）
MZ525276（ISO FIX対応ベース）
※ISO FIX対応ベースはMZ525277の専用品です

爽 や かアロマ 大 作 戦！ ・・・ 気 持ち の いいドライブ は、 気 持ち の いい室 内 環 境 から！爽やかアロマとクリーンエアでリフレッシュ！

装着向

ジュニアシート（レーマー キッドプラス）
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） 後向き

¥77,175

得

名

¥1,260

【税抜き価格：本体¥1,200】
［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）
●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。
＜装着イメージ・Lo時LED点灯＞

＜装着イメージ・Hi時LED点灯＞

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。

●交換用オイルパッド

¥315

【税抜き価格：本体¥300】
MZ600223
●オイルパッド5枚入り。
はアットアロマ社の登録商標です。

（注3）
ヘッドレストを取り外してご使用ください。
（注4）助手席にISO FIX対応チャイルドシート
（レーマーデュオプラス）または、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。
【ISO FIX対応チャイルドシート装着適用表】

適

用

品

名

使用方法
体

ISO FIX 対応ベビーシート

ISO FIX 取り付けの場合 汎用取り付けの場合 ISO FIX 取り付けの場合
9kg〜18kg
9kg〜18kg
9kg 未満

重

参考年令

9ヵ月〜4才

装着向き
装着場所

ISO FIX 対応チャイルドシート
（レーマー デュオプラス）

9ヵ月〜4才

新生児〜1.5 才
後向き

前向き

前向き

助手席

×

○（注3）

×

リヤシート左右

○

○

○
（注4）

チャイルドクッションカバー

¥13,650

ベビーカーホルダー

¥10,290

ベビー用シートバックポケット

¥10,290

ブランケットクッション

¥7,350

【税抜き価格：本体¥13,000】
【税抜き価格：本体¥9,800】【税抜き価格：本体¥9,800】【税抜き価格：本体¥7,000】
［全車］MZ502368
［全車］MZ521805
［全車］MZ521818
［全車］MZ516507
●折りたためばクッションに ●運転席又は助手席シート ●ほ乳びん、
ティッシュ、
●折りたたんで収納すれば
早変わり。上品な淡い
バックに装着します。
オムツなどが収納でき、
クッションとしても使え
チェック柄。丸洗いもOK。 下部ポケット寸法（内寸）
： トートバッグとして持ち
ます。ブランケットとして
後席用。
幅350mm×奥行240mm
運びできます。
使用時のサイズ：1400mm
×高さ300mm。
×900mm。
※ベビーカーの種類や大きさ
によっては固定できません。

※掲載写真の小物類は撮影のための小道具です。 ※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［税抜き］です。
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テーマ

3

毎日乗る e K だからこそ、シートまわりには 愛 情を注ぎたいも のです ね。

たっぷり愛 情 術

これでクルマの 中 は

そこで 一 番 目に付くシートカバーとフロアマットには ちょっと贅 沢を。

フロアマット（デラックス）

「愛 情、満タン」！

同 乗 するご 家 族 や友 人にも、あ な たの 優しい 心 を 分 けてあげましょう。

￥19,950

【税抜き価格：本体￥17,800＋ ￥1,200】
[A/T車]
MZ511690（ヒンジドアのベージュ内装車用）
MZ511691（スライドドアのベージュ内装車用）
MZ511692（ヒンジドアのブラック内装車用）
MZ511693（スライドドアのブラック内装車用）
●ソフトな風合い、高級感のあるデザイン。ポリプロピレン製。

本革調シートカバー（ブラック）

¥41,790

本革調シートカバ ー（ブラック）▶

▲ フロアマット

【税抜き価格：本体¥36,200＋ ￥3,600】
[レカロシート車を除くA/T車]
MZ504296
●上質感のある本革調。難燃仕様、フロント／リヤセット。
※アームレストボックスと同時装着する場合、
シートカバーのアームレスト部は装着できません。

シートカバー（チェック）▶

▲ フロアマット

（デラックス／ベージュ内装車用）

（デラックス／ブラック内装車用）

▼フロアマット構成品

フロアマット（レギュラー）

¥15,750

シートカバー（チェック）

【税抜き価格：本体¥13,800＋ ￥1,200】
[全車]
MZ511695（M/T車用）
MZ511696（ヒンジドアのA/T車用）
MZ511697（スライドドア車用）
●機能性に優れたシンプルで丈夫なマット。ポリプロピレン製。

¥31,290

【税抜き価格：本体¥26,200＋ ￥3,600】
[除くレカロシート車]
MZ504297（A/T車用）
MZ504298（M/T車用）
●上品なチェック柄を採用して、室内全体を爽やかな
イメージに仕立てます。難燃仕様、フロント／リヤセット。
※アームレストボックスと同時装着する場合、
シートカバーのアームレスト部は装着できません。

＜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。

シートカバー（立体カーボン柄）

¥31,290

【税抜き価格：本体¥26,200＋ ￥3,600】
[レカロシート車を除くA/T車] MZ504299
●ブラック内装にマッチしたスポーティなカーボン柄。
フロント／リヤセット。
※アームレストボックスと同時装着する場合、
シートカバーのアームレスト部は装着できません。

▲ フロアマット（レギュラー）

Child S eat Ite m

か わ いい 子 供 のためには 、 親として できる 限りの 愛 情を注いで やりたい 。

ハーフカバー

¥8,085

シートカバー（立体カーボン柄）▶

ハーフカバー▶

【税抜き価格：本体¥6,500＋ ￥1,200】
[除くレカロシート車]
MZ509162
●レース柄、難燃仕様。フロント／リヤセット。

撥水シートカバー▶

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。

撥水シートカバー

¥9,870

ISO FIX対応チャイルドシート
（レーマー デュオプラス）

【税抜き価格：本体¥8,800＋ ￥600】
[全車] MZ504991
●撥水生地を使用した簡易取付タイプ。フロント1席分。
※レカロシート車にも装着できます。

¥69,825

【税抜き価格：チャイルドシート¥66,500】
〔全車〕MZ525280
※チャイルドシート単体でISO FIX装着が可能です。
※汎用タイプの取り付けも可能です。

ジュニアシート
（レーマー キッドプラス）

¥39,900

【税抜き価格：本体¥38,000】
［全車］MZ525270

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。
※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
ベビーシート
してご使用ください。
（レーマー・ベビーセーフ
※お子さまの年令や体格にあったもの
プレミアム SHR2）
をお求めください。
※ペットシートカバー（後席用）との
【税抜き価格：本体¥33,000】 同時装着はできません。

¥34,650

［全車］MZ525277

【汎用タイプチャイルドシート装着適用表】
品

ISO FIX対応ベビーシート

●アロマディフューザーセット
【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／アクセサリーソケット専用の
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。

■アットアロマ社

助手席 リヤシート

体

重

参考年令

左右
○（注1） ○ 15kg〜36kg 3才〜12才
×
○（注2） 13kg未満 新生児〜1.5才

（注1）
ヘッドレストを取り外してご使用ください。
（注2）
助手席にジュニアシート
（レーマーキッドプラス）
を装着した場合はリヤシート左側への装着はできません。

●エッセンシャルアロマオイル

¥3,150
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【税抜き価格：本体¥33,000＋ISO FIX
対応ベース¥40,500】
〔全車〕
MZ525277（本体）
MZ525276（ISO FIX対応ベース）
※ISO FIX対応ベースはMZ525277の専用品です

爽 や かアロマ 大 作 戦！ ・・・ 気 持ち の いいドライブ は、 気 持ち の いい室 内 環 境 から！爽やかアロマとクリーンエアでリフレッシュ！

装着向

ジュニアシート（レーマー キッドプラス）
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） 後向き

¥77,175

得

名

¥1,260

【税抜き価格：本体¥1,200】
［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）
●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。
＜装着イメージ・Lo時LED点灯＞

＜装着イメージ・Hi時LED点灯＞

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。

●交換用オイルパッド

¥315

【税抜き価格：本体¥300】
MZ600223
●オイルパッド5枚入り。
はアットアロマ社の登録商標です。

（注3）
ヘッドレストを取り外してご使用ください。
（注4）助手席にISO FIX対応チャイルドシート
（レーマーデュオプラス）または、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。
【ISO FIX対応チャイルドシート装着適用表】

適

用

品

名

使用方法
体

ISO FIX 対応ベビーシート

ISO FIX 取り付けの場合 汎用取り付けの場合 ISO FIX 取り付けの場合
9kg〜18kg
9kg〜18kg
9kg 未満

重

参考年令

9ヵ月〜4才

装着向き
装着場所

ISO FIX 対応チャイルドシート
（レーマー デュオプラス）

9ヵ月〜4才

新生児〜1.5 才
後向き

前向き

前向き

助手席

×

○（注3）

×

リヤシート左右

○

○

○
（注4）

チャイルドクッションカバー

¥13,650

ベビーカーホルダー

¥10,290

ベビー用シートバックポケット

¥10,290

ブランケットクッション

¥7,350

【税抜き価格：本体¥13,000】
【税抜き価格：本体¥9,800】【税抜き価格：本体¥9,800】【税抜き価格：本体¥7,000】
［全車］MZ502368
［全車］MZ521805
［全車］MZ521818
［全車］MZ516507
●折りたためばクッションに ●運転席又は助手席シート ●ほ乳びん、
ティッシュ、
●折りたたんで収納すれば
早変わり。上品な淡い
バックに装着します。
オムツなどが収納でき、
クッションとしても使え
チェック柄。丸洗いもOK。 下部ポケット寸法（内寸）
： トートバッグとして持ち
ます。ブランケットとして
後席用。
幅350mm×奥行240mm
運びできます。
使用時のサイズ：1400mm
×高さ300mm。
×900mm。
※ベビーカーの種類や大きさ
によっては固定できません。

※掲載写真の小物類は撮影のための小道具です。 ※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［税抜き］です。
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テーマ

4

安 全 快 適ドライブ術

得
こん な 装 備 が あったら苦 手 な縦 列 駐 車も 車 庫 入れもラクなのに。

ドラテクアップ大作 戦！ ・ ・ ・ 狭 い 街 な か もバックの車 庫 入れもこれで O K 。

ドラテクアップ大作 戦！ ・ ・ ・ 雨 の日でも 夜 間 でも 、 後 方 視 界 はくっきり！

これであ な たは

という声にお 応 えする e K のドライブサポートグッズ。

「運 転 の 達 人」！？

一 度 は 検 討してみる 価 値あり！のすぐ れモノです 。

リバースミラーコントローラー

リヤアンダーミラー

￥18,900

このコーナーポールで
左側コーナーの

親水鏡面ドアミラー

￥10,290

【税抜き価格：本体￥15,000＋ ￥3,000】
[全車] MZ604749
●シフトレバーをバックに入れると、左ドア
ミラーの角度が下方に向き、後退時に
ボディサイド左下が見やすくなります。

【税抜き価格：本体￥8,000＋ ￥1,800】
[除くルーフスポイラー付車] MZ574333
●ボディ後方の確認が簡単にできます。
樹脂製。
※テールゲートスポイラー（スポーツ）、
ヘッドスペースネットとの同時装着は
できません。

コーナーポール（スタンダードタイプ）

位置がよく分かる。

得

防眩ルームミラー

￥13,650

【税抜き価格：本体￥11,800＋ ￥1,200】
[除く寒冷地仕様車] MZ576037

￥15,750

【税抜き価格：本体￥13,800＋ ￥1,200】
[寒冷地仕様車] MZ576039
●ガラス面に付いた雨滴を膜の様に広げて
後方の視界を確保。効果は長期間持続し
ます。ガラス面はクリアブルー。

￥4,830

【税抜き価格：本体￥3,400＋ ￥1,200】
MZ527406 [全車]
●夜間走行時、後続車からのヘッドライト
の眩しさを抑えます。
ワンタッチ切替え手動式。

￥11,550

狭い道の右折も

【税抜き価格：本体￥6,800＋ ￥4,200】[全車]
MZ587376（eKワゴン用）
MZ587377（eKスポーツ用）
●左前方の障害物との距離が一目瞭然。アクリルポール仕様、
スモールライト連動でブルーイルミネーションが点灯し、
夜間でも役立ちます。
※ポールは固定式ですので伸縮、収納できません。
※機械式洗車機で洗車する場合やボディカバー装着時にはポール
部分を取外してください。

これならラクにできそう。

専用収納袋
グラデーション効果

モスキートネット

エクシードバイザー

￥10,710

【税抜き価格：本体￥10,200】
MZ518080 [全車]
●蚊や虫の侵入を防ぎ、車外の爽やかな風を入れる車専用の網戸です。アイド
リングせずに車内での快適な仮眠をサポートしますので、環境にも優しい
商品です。また、使用しない時はコンパクトに折たたむことができます。
フロントドア左右2枚セット。専用収納袋付き。
※当品を装着したまま走行しないでください。
※ワンタッチサンシェードと同時に使用することはできません。

¥16,800

【税抜き価格：本体¥13,000＋ ￥3,000】
〔ヒンジドア車〕MZ562850（フロント／リヤ左右セット）

¥13,545

●板の厚みに変化を付けて、グラデーション
効果を出しています。ワイドタイプ、アクリル製。
※スライドドア部にバイザーは装着できません。

【税抜き価格：本体¥10,500＋ ￥2,400】
〔スライドドア車〕MZ562853（フロント左右／リヤ右側3点セット）

¥10,290

【税抜き価格：本体¥8,000＋ ￥1,800】
〔全車〕MZ562851（フロント左右セット）

コーナーポール（ベアタイプ）

￥13,650

【税抜き価格：本体￥8,800＋ ￥4,200】[全車]
MZ587378 （eKワゴン用）
MZ587379 （eKスポーツ用）
●ブルーイルミネーションを点灯させると、ポール先端にかわ
いらしいクマの姿が浮かび上がります。アクリルポール仕様。
※ポールは固定式ですので伸縮、収納できません。
※機械式洗車機で洗車する場合やボディカバー装着時にはポール
部分を取外してください。

コーナーセンサー（リヤ2コーナー）

￥42,525

連続音

30cm
以内

早い断続音

40〜30cm

ゆっくりした
断続音

60〜40cm

【税抜き価格：本体￥34,500+ ￥6,000】
[全車] MZ607372
●シフトレバーをバックに入れると、リヤバンパーと障害
物の距離を検知して3段階の室内アラーム音で警告し
ます。
コーナーセンサーはドライバーの補助として接近物を
室内アラームで知らせるもので、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。

車庫入れが
苦手な方もこれなら
あせらず落ち着いて。
〜グッド！

ハンズフリーキーレスシステム

得

ドラテクアップ大 作 戦！ ・ ・ ・ こん な 便 利 装 備 が 欲しかった！

寒い冬など乗る前に
クルマを暖めておける
便利なアイテム。

リモコンエンジンスターター

¥48,300

【税抜き価格：本体キット¥25,000＋専用取付キット¥12,000＋ ￥9,000】
［A/T車］
MZ604755（本体キット）
MZ604745（専用取付キット）
●離れた場所からリモコン操作でエンジンの始動／停止ができます。操作によってハザードランプ
が点滅するアンサーバック機能が付いています。
※本体キットと専用取付キットの両方を購入する必要があります。
※本システムはタイマーにより約10分後（初期設定）に自動的にエンジンが停止します。また本シス
テムによるエンジン始動中に、ドアまたはボンネットを開けた場合にもエンジンは停止します。
使用時には周囲の安全を十分に確認してください。
一般公道や閉めきった場所では使用しないでください。
地域により車両の停止中にみだりにエンジンを稼働させた場合、条例により罰則を受ける場合が
ありますので、ご注意ください。

¥38,955

【税抜き価格：本体¥31,100 + ¥6,000】
[全車]MZ604767
●携帯機をもって、運転席ドアに近づくだけで、車体に触れることなく、ドアの
ロック/アンロックが自動的に出来ます。さらに、ロック/アンロックにあわせ
て、ハザードランプが点滅します（アンサーバック機能付き）。車両装備のキー
レスエントリー用キーと併用可能です。
※セキュリティ機能は、ハンズフリーキーレスシステムに車両標準装備と同機能
を有しておりますので、車両に装備されているセキュリティアラーム機能を
OFFにしてご使用下さい。
※作動範囲は、周囲の状況により変化します。また、ロック/アンロックの
タイミングについても、携帯機の持ち方(手に持っている、カバンに入って
いる、ポケットに入っている等)で変化します。
※植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用のお客様は、電波により
医療用機器に影響を受ける恐れがあります。詳しくは販売会社におたずね
ください。

■増設用携帯機
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¥13,650【税抜き価格：本体¥13,000】 [全車] MZ604769
●最大4個まで登録可能です。

車速感応ワイパー

¥15,960

【税抜き価格：本体¥11,000＋ ¥4,200】
［全車］
MZ590801（リヤワイパー付車用）
MZ590802（リヤワイパーなし車用）
●スイッチを『間欠』に設定すれば、車速に応じてワイパー作動間隔を自動調節し安全ドライブ
に貢献します。例えば信号待ちなどでは間隔は長くなり、スピードが増すにつれて間隔が短く
なります。

ドアコーテシイルミネーション

¥22,260

【税抜き価格：本体¥17,000＋ ¥4,200】
［全車］
MZ590805
●ドアオープンでブルー光に点灯し、
後続車にいち早く注意を促して夜間の
安全性を高めます。さらに暗い駐車場
などでは足元をやさしく照らして乗降
のサポートをします。運転席ドア用1個。
※メッキミラーカバー（ターンシグナル
ランプ付）
、カップホルダー＆アンダー
トレイイルミネーション、フロントドア
スピーカーイルミネーションとの
同時装着はできません。

帯電防止プレート

￥4,410

【税抜き価格：本体￥3,000＋ ￥1,200】
[全車] MZ607231
●触りながら降車することで、あの嫌な静電気を逃すことが
できます。簡易取付タイプ。

※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［税抜き］です。
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安 全 快 適ドライブ術

得
こん な 装 備 が あったら苦 手 な縦 列 駐 車も 車 庫 入れもラクなのに。

ドラテクアップ大作 戦！ ・ ・ ・ 狭 い 街 な か もバックの車 庫 入れもこれで O K 。

ドラテクアップ大作 戦！ ・ ・ ・ 雨 の日でも 夜 間 でも 、 後 方 視 界 はくっきり！

これであ な たは

という声にお 応 えする e K のドライブサポートグッズ。

「運 転 の 達 人」！？

一 度 は 検 討してみる 価 値あり！のすぐ れモノです 。

リバースミラーコントローラー

リヤアンダーミラー

￥18,900

このコーナーポールで
左側コーナーの

親水鏡面ドアミラー

￥10,290

【税抜き価格：本体￥15,000＋ ￥3,000】
[全車] MZ604749
●シフトレバーをバックに入れると、左ドア
ミラーの角度が下方に向き、後退時に
ボディサイド左下が見やすくなります。

【税抜き価格：本体￥8,000＋ ￥1,800】
[除くルーフスポイラー付車] MZ574333
●ボディ後方の確認が簡単にできます。
樹脂製。
※テールゲートスポイラー（スポーツ）、
ヘッドスペースネットとの同時装着は
できません。

コーナーポール（スタンダードタイプ）

位置がよく分かる。

得

防眩ルームミラー

￥13,650

【税抜き価格：本体￥11,800＋ ￥1,200】
[除く寒冷地仕様車] MZ576037

￥15,750

【税抜き価格：本体￥13,800＋ ￥1,200】
[寒冷地仕様車] MZ576039
●ガラス面に付いた雨滴を膜の様に広げて
後方の視界を確保。効果は長期間持続し
ます。ガラス面はクリアブルー。

￥4,830

【税抜き価格：本体￥3,400＋ ￥1,200】
MZ527406 [全車]
●夜間走行時、後続車からのヘッドライト
の眩しさを抑えます。
ワンタッチ切替え手動式。

￥11,550

狭い道の右折も

【税抜き価格：本体￥6,800＋ ￥4,200】[全車]
MZ587376（eKワゴン用）
MZ587377（eKスポーツ用）
●左前方の障害物との距離が一目瞭然。アクリルポール仕様、
スモールライト連動でブルーイルミネーションが点灯し、
夜間でも役立ちます。
※ポールは固定式ですので伸縮、収納できません。
※機械式洗車機で洗車する場合やボディカバー装着時にはポール
部分を取外してください。

これならラクにできそう。

専用収納袋
グラデーション効果

モスキートネット

エクシードバイザー

￥10,710

【税抜き価格：本体￥10,200】
MZ518080 [全車]
●蚊や虫の侵入を防ぎ、車外の爽やかな風を入れる車専用の網戸です。アイド
リングせずに車内での快適な仮眠をサポートしますので、環境にも優しい
商品です。また、使用しない時はコンパクトに折たたむことができます。
フロントドア左右2枚セット。専用収納袋付き。
※当品を装着したまま走行しないでください。
※ワンタッチサンシェードと同時に使用することはできません。

¥16,800

【税抜き価格：本体¥13,000＋ ￥3,000】
〔ヒンジドア車〕MZ562850（フロント／リヤ左右セット）

¥13,545

●板の厚みに変化を付けて、グラデーション
効果を出しています。ワイドタイプ、アクリル製。
※スライドドア部にバイザーは装着できません。

【税抜き価格：本体¥10,500＋ ￥2,400】
〔スライドドア車〕MZ562853（フロント左右／リヤ右側3点セット）

¥10,290

【税抜き価格：本体¥8,000＋ ￥1,800】
〔全車〕MZ562851（フロント左右セット）

コーナーポール（ベアタイプ）

￥13,650

【税抜き価格：本体￥8,800＋ ￥4,200】[全車]
MZ587378 （eKワゴン用）
MZ587379 （eKスポーツ用）
●ブルーイルミネーションを点灯させると、ポール先端にかわ
いらしいクマの姿が浮かび上がります。アクリルポール仕様。
※ポールは固定式ですので伸縮、収納できません。
※機械式洗車機で洗車する場合やボディカバー装着時にはポール
部分を取外してください。

コーナーセンサー（リヤ2コーナー）

￥42,525

連続音

30cm
以内

早い断続音

40〜30cm

ゆっくりした
断続音

60〜40cm

【税抜き価格：本体￥34,500+ ￥6,000】
[全車] MZ607372
●シフトレバーをバックに入れると、リヤバンパーと障害
物の距離を検知して3段階の室内アラーム音で警告し
ます。
コーナーセンサーはドライバーの補助として接近物を
室内アラームで知らせるもので、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。

車庫入れが
苦手な方もこれなら
あせらず落ち着いて。
〜グッド！

ハンズフリーキーレスシステム

得

ドラテクアップ大 作 戦！ ・ ・ ・ こん な 便 利 装 備 が 欲しかった！

寒い冬など乗る前に
クルマを暖めておける
便利なアイテム。

リモコンエンジンスターター

¥48,300

【税抜き価格：本体キット¥25,000＋専用取付キット¥12,000＋ ￥9,000】
［A/T車］
MZ604755（本体キット）
MZ604745（専用取付キット）
●離れた場所からリモコン操作でエンジンの始動／停止ができます。操作によってハザードランプ
が点滅するアンサーバック機能が付いています。
※本体キットと専用取付キットの両方を購入する必要があります。
※本システムはタイマーにより約10分後（初期設定）に自動的にエンジンが停止します。また本シス
テムによるエンジン始動中に、ドアまたはボンネットを開けた場合にもエンジンは停止します。
使用時には周囲の安全を十分に確認してください。
一般公道や閉めきった場所では使用しないでください。
地域により車両の停止中にみだりにエンジンを稼働させた場合、条例により罰則を受ける場合が
ありますので、ご注意ください。

¥38,955

【税抜き価格：本体¥31,100 + ¥6,000】
[全車]MZ604767
●携帯機をもって、運転席ドアに近づくだけで、車体に触れることなく、ドアの
ロック/アンロックが自動的に出来ます。さらに、ロック/アンロックにあわせ
て、ハザードランプが点滅します（アンサーバック機能付き）。車両装備のキー
レスエントリー用キーと併用可能です。
※セキュリティ機能は、ハンズフリーキーレスシステムに車両標準装備と同機能
を有しておりますので、車両に装備されているセキュリティアラーム機能を
OFFにしてご使用下さい。
※作動範囲は、周囲の状況により変化します。また、ロック/アンロックの
タイミングについても、携帯機の持ち方(手に持っている、カバンに入って
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※植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用のお客様は、電波により
医療用機器に影響を受ける恐れがあります。詳しくは販売会社におたずね
ください。

■増設用携帯機
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¥13,650【税抜き価格：本体¥13,000】 [全車] MZ604769
●最大4個まで登録可能です。

車速感応ワイパー

¥15,960

【税抜き価格：本体¥11,000＋ ¥4,200】
［全車］
MZ590801（リヤワイパー付車用）
MZ590802（リヤワイパーなし車用）
●スイッチを『間欠』に設定すれば、車速に応じてワイパー作動間隔を自動調節し安全ドライブ
に貢献します。例えば信号待ちなどでは間隔は長くなり、スピードが増すにつれて間隔が短く
なります。

ドアコーテシイルミネーション

¥22,260

【税抜き価格：本体¥17,000＋ ¥4,200】
［全車］
MZ590805
●ドアオープンでブルー光に点灯し、
後続車にいち早く注意を促して夜間の
安全性を高めます。さらに暗い駐車場
などでは足元をやさしく照らして乗降
のサポートをします。運転席ドア用1個。
※メッキミラーカバー（ターンシグナル
ランプ付）
、カップホルダー＆アンダー
トレイイルミネーション、フロントドア
スピーカーイルミネーションとの
同時装着はできません。

帯電防止プレート

￥4,410

【税抜き価格：本体￥3,000＋ ￥1,200】
[全車] MZ607231
●触りながら降車することで、あの嫌な静電気を逃すことが
できます。簡易取付タイプ。

※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［税抜き］です。
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テーマ

5

スマートカーライフ術

得

毎日乗って、家 族 同 然 の 付き 合 いだから、いつまでも丈 夫で

ロングライフ 大作 戦！ ・ ・ ・ いつまでも 使いやすくてキレイで長 持ち！
コツン！と
小さな接触から、
ボディを守ります！

これからは バッチリ

長 持ちしてほしい。いつ もき れい な e K で いてほしい。そこで、
クルマのガ ードや クリーンケアにも、しっかりと気を 配りたいも のです ね。

「 万全の 備 え術 」！

ホワイト

グレー

サイドモール

マッドガード

¥12,600

¥10,500

ドアエッジモールが
付いていると
ドアの開け閉めの時に安心！

【税抜き価格：本体¥9,600＋ ¥2,400】
〔全車〕
MZ538305（ホワイト）
MZ538306（グレー）
●駐車中に隣のクルマのドア開閉により傷がつくのを抑えます。
PVC樹脂製、フロント／リヤドアセット。
※ドアエッジモールとの同時装着は可能です。

【税抜き価格：本体¥6,400＋ ¥3,600】
〔ekワゴン全車〕 MZ531334
●走行中の泥やはね石によるボディのキズ付を防ぎます。
TPO樹脂製ブラック原着、フロント／リヤセット。

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
●ナンバープレートの周囲を囲むフレーム。
ABS樹脂製メッキ仕上げ。フロント／リヤ兼用。

ナンバープレートフレーム

ナンバープレートロックボルト
（マックガード製）

¥3,675

【税抜き価格：本体¥3,500】
〔全車〕 MZ572531
●付属の専用ソケットでしか外せないため、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4個セット。
※字光式ナンバープレートには使用できません。

¥2,100（1枚）
【税抜き価格：本体¥2,000】
〔全車〕 MZ572524
●ABS樹脂製、フロント／リヤ兼用。

ナンバープレートフレーム（メッキ）
×2枚＋ ナンバープレートロックボルトセット
ナンバープレートフレーム（メッキ）×2枚 ¥6,300【税抜き価格：本体¥6,000】
ナンバープレートロックボルト
¥3,675【税抜き価格：本体¥3,500】
合計¥9,975 のところ

セット価格 ¥8,500【税抜き価格：本体¥8,096】MZ572538 [全車]

●ナンバープレートフレーム（メッキ）×2枚（フロント＆リヤ）とナンバープレートロックボルト
（マックガード製）の3点セット。

ドアエッジモール

¥7,875

【税抜き価格：本体¥5,100＋ ¥2,400】
［全車］
MZ536163（ヒンジドア車用）
MZ536164（スライドドア車用）
●ドアを開けた時、壁やガードレールにコツンと接触
した場合に、ドアエッジ部分が傷つくのを防ぎます。
樹脂製メッキフィルム仕上げ。フロント／リヤセット。
※サイドモールとの同時装着は可能です。

ボディカバー

ワンタッチサンシェード

¥11,550

ドアハンドルプロテクター

【税抜き価格：本体¥11,000】
［全車］ MZ518063
●駐車時の直射日光を防ぎ、室内温度の上昇を
抑えます。フロントウインドウ、フロントドア部
（左右）の3点セット。ナイロン生地、コンパクト
収納可能。

¥10,290

【税抜き価格：本体¥8,000＋ ¥1,800】
〔ヒンジドア車〕
●ドアハンドル下部の凹部に装着してボディが爪や指輪
などで傷がつくのを防ぎます。ゴム製、フロント／リヤ
4枚セット。色はボディカラーに対応、部番は右下を
ご参照ください。
※スライドドア車の場合、ヒンジドア部にのみ使用できます。

¥17,850

【税抜き価格：本体¥17,000】
〔全車〕 MZ541678
●砂やホコリからボディを守り、より長くきれいな
eKを保ちます。

【税抜き価格：本体¥7,600＋ ¥1,200】
〔全車〕 MZ574500
●厚みのあるスーパーハイボスカルステッカーで、テール
ゲート先端のキズ付を防ぎます。どのボディカラーにも
合うシルバー色で、リヤスタイルのデザインポイントに
もなります。
※テールゲートガーニッシュとの同時装着はできません。
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ホワイトパール

MZ576145

ホワイトソリッド

MZ576147

ブラックマイカ

MZ576057

クールシルバーメタリック

MZ575660

ミントグリーンソリッド

MZ576156

サクラピンクメタリック

MZ576158

ラズベリーレッドパール

MZ576159

ミスティックバイオレットパール

MZ576149

チタニウムグレーメタリック

MZ576161

¥3,780

【税抜き価格：本体¥2,400】
【税抜き価格：本体¥1,800＋ ¥1,800】
［全車］ MZ520637
［全車］ MZ607475
●移動式灰皿。ふたを開けると白色ＬＥＤが点灯
●シガーソケットとシガーライターのセット。
※標準装備のアクセサリーソケットと交換装着と
（電池式）
。スリムタイプなのでドアカップホルダー
なります。
に取付けできます。

カーロック（マックガード製）

●ボディカラー適用表

¥9,240

¥2,520

シガーライターキット

SECURITY

＜ドアハンドルプロテクター＞
テールゲートプロテクター

カップ型灰皿（スリムタイプ）

¥47,250

【税抜き価格：本体¥45,000】
［アルミホイール装着車］MZ556550
●タイヤをロックして盗難を防止。
強化鋼鉄製、アーム部はホイールへの
傷つきを防止するラバー付。
L450×W270×H45mm。
※カーロックを装着したままクルマを発進
させると車両やホイール、タイヤに損傷を
与えます。
※ホイールごと外されることがないように、
ホイールロックナット（マックガード製）
との同時装着をお奨めします。
※駐車時にタイヤの位置によってはカー
ロックを装着しにくい場合があります。
※タイヤバルブ部には掛からないように
装着してください。

ステアリングロック（センサー付）

¥19,950

【税抜き価格：本体¥19,000】
［全車］ MZ608050
● ショックセンサーと超音波センサーを内蔵
したセキュリティーロックシステムです。まず
ステアリングホイールをがっちりと固定して
車両盗難を防止。さらにドア開けや窓割り
にも100dBの警報音で威嚇します。システム
作動ON/OFF確認音付。

■超音波センサー
ドア開けや窓割り、
侵入などには超音波
センサーが感知して
警報音を発します。

■ショックセンサー
ステアリングロックを外す、ハンドルを無理に回すなどの
行為にはショックセンサーが感知して警報音を発します。

※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［税抜き］です。
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（マックガード製）の3点セット。
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クルマ専科

1

だから・・・

毎日乗る e K だからキビキビと走りたい 。

自分らしさを極める

走るのが 楽しくなる

迫 力のスポーツグッズをプラスすると 、 気 持ちまでイキイキしてくる 。

アルミホイール

¥33,810（1本）
【税抜き価格：本体¥28,000＋ ￥4,200】
[14インチ車] MZ556099
●eKスポーツR：標準装備品の補修用。
14インチ×4.5J、インセット46mm、PCD100mm。
※ナットは含まれていません。
ボディカラー適用表
ホワイトパール
ホワイトソリッド
ブラックマイカ
クールシルバーメタリック
ミントグリーンソリッド
サクラピンクメタリック
ラズベリーレッドパール

テールゲートスポイラー
（リップタイプ）
（スポーツ）
MZ574540
MZ574525
MZ574542
MZ574527
MZ574543
MZ574528
MZ574544
MZ574529
MZ574552
MZ574537
MZ574554
MZ574539
MZ574572
MZ574574

アルミホイール

¥31,710（1本）
【税抜き価格：本体¥26,000＋ ￥4,200】
[13インチ車] MZ556189
●eKスポーツX：標準装備品の補修用。
13インチ×4.00B、インセット46mm、PCD100mm。
※ナットは含まれていません。光輝切削処理タイプ。
※スチールホイール装着車の場合は別売ナット
3880A008×4個／本が必要です。
アルミホイール

テールゲートスポイラー（リップタイプ）

¥29,610

テールゲートスポイラー（スポーツ）

¥39,690

【税抜き価格：本体¥24,000＋ ￥4,200】
【税抜き価格：本体¥31,800＋ ￥6,000】
[eKワゴン全車]
[eKワゴン全車]
●シンプルな中にもセンスがきらりと光るオシャレ
●eKスポーツに標準装備の大型スポイラー。
なスポイラー。ABS樹脂製。ボディカラーに対応、
両サイドがリヤウインドウを囲むように回り
部番は上表参照。
込み、一段とスポーティな印象を与えます。
ABS樹脂製。ボディカラーに対応、部番は
上表参照。
※リヤアンダーミラーとの同時装着はできません。

シフトノブ（ホワイトレザー＆アルミ）

¥22,260

【税抜き価格：本体¥20,000＋ ￥1,200】
[A/T車] MZ525625
●手のひらにしっくりとなじむ本革巻き。ホワイト
レザー＆アルミの組み合わせ。色は格調の高い
ホワイト。
※本革シフトノブカバーとの同時装着はできません。

メッシュグリル

¥39,900

【税抜き価格：本体¥36,200＋ ￥1,800】
[eKワゴン全車] MZ575577
●上質に仕上げたメッキフレームとブラックメッシュを組み合わせたスタイリッシュなグリル。

ビレットグリル

¥49,770

【税抜き価格：本体¥44,400＋ ￥3,000】
[eKスポーツ全車] MZ575573
●人気も注目度も高い個性的なビレットタイプ。フロントビューを一新させる迫力あるグリルです。

シフトノブ（ブラックレザー＆アルミ）

¥22,260

【税抜き価格：本体¥20,000＋ ￥1,200】
[A/T車] MZ525626
●精悍なブラックレザーとアルミの組み合わせ。
スポーティ感を強調します。
※本革シフトノブカバーとの同時装着はできません。

アースシステム

¥16,590

¥31,710（1本）
【税抜き価格：本体¥26,000＋ ￥4,200】
[13インチ車] MZ556148
●eKワゴン：メーカーオプション品の補修用。
13インチ×4.00B、インセット46mm、PCD100mm。
※ナットは含まれていません。通常切削処理タイプ。
※スチールホイール装着車の場合は別売ナット
3880A008×4個／本が必要です。

【税抜き価格：本体¥12,800＋ ￥3,000】
[全車] MZ606770
●エンジン、ボディ、バッテリーの電位差を整える
と同時に、エンジンルームをスポーティに演出
します。

ホイールロックナット（マックガード製）

MZ556521

本革シフトノブカバー（ホワイト）

¥5,880

【税抜き価格：本体¥5,000＋ ¥600】
[A/T車] MZ525627
●手にやさしい本革製。爽やかな白でホワイト
パール色のインパネにベストマッチ。簡易着脱
タイプ。
※純正用品のシフトノブとの同時装着はできません。

スポーツペダル

¥8,400

【税抜き価格：本体¥5,000＋ ￥3,000】
[A/T車] MZ525039
●ブレーキペダル＋アクセルペダルの2点セット。
アルミ製。ブレーキペダルにはノンスリップ
リング装着。

¥7,560（1本）
【税抜き価格：本体¥6,000＋ ￥1,200】[全車]
MZ556521（テーパータイプ／アルミホイール用）
MZ556525（貫通タイプ／フルホイールカバー付スチールホイール用）
●独自の花形キーパターンにより、ホイールの盗難
を防止します。4個セット。

本革シフトノブカバー（ブラック）

¥5,880

【税抜き価格：本体¥5,000＋ ¥600】
[A/T車] MZ525628
●手にやさしい本革製。機能的でクールな黒が
モノトーンのブラック内装色にフィトします。
簡易着脱タイプ。
※純正用品のシフトノブとの同時装着はできません。

スポーツマフラー（RALLIART）

¥59,325

【税抜き価格：本体¥53,500＋ ￥3,000】
[eKスポーツのR] MZ572364
●オールステンレス製。二重管テールエンド。パイプ径φ83mm。

※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［税抜き］です。

クルマ専科

1

だから・・・

毎日乗る e K だからキビキビと走りたい 。

自分らしさを極める

走るのが 楽しくなる

迫 力のスポーツグッズをプラスすると 、 気 持ちまでイキイキしてくる 。

アルミホイール

¥33,810（1本）
【税抜き価格：本体¥28,000＋ ￥4,200】
[14インチ車] MZ556099
●eKスポーツR：標準装備品の補修用。
14インチ×4.5J、インセット46mm、PCD100mm。
※ナットは含まれていません。
ボディカラー適用表
ホワイトパール
ホワイトソリッド
ブラックマイカ
クールシルバーメタリック
ミントグリーンソリッド
サクラピンクメタリック
ラズベリーレッドパール

テールゲートスポイラー
（リップタイプ）
（スポーツ）
MZ574540
MZ574525
MZ574542
MZ574527
MZ574543
MZ574528
MZ574544
MZ574529
MZ574552
MZ574537
MZ574554
MZ574539
MZ574572
MZ574574

アルミホイール

¥31,710（1本）
【税抜き価格：本体¥26,000＋ ￥4,200】
[13インチ車] MZ556189
●eKスポーツX：標準装備品の補修用。
13インチ×4.00B、インセット46mm、PCD100mm。
※ナットは含まれていません。光輝切削処理タイプ。
※スチールホイール装着車の場合は別売ナット
3880A008×4個／本が必要です。
アルミホイール

テールゲートスポイラー（リップタイプ）

¥29,610

テールゲートスポイラー（スポーツ）

¥39,690

【税抜き価格：本体¥24,000＋ ￥4,200】
【税抜き価格：本体¥31,800＋ ￥6,000】
[eKワゴン全車]
[eKワゴン全車]
●シンプルな中にもセンスがきらりと光るオシャレ
●eKスポーツに標準装備の大型スポイラー。
なスポイラー。ABS樹脂製。ボディカラーに対応、
両サイドがリヤウインドウを囲むように回り
部番は上表参照。
込み、一段とスポーティな印象を与えます。
ABS樹脂製。ボディカラーに対応、部番は
上表参照。
※リヤアンダーミラーとの同時装着はできません。

シフトノブ（ホワイトレザー＆アルミ）

¥22,260

【税抜き価格：本体¥20,000＋ ￥1,200】
[A/T車] MZ525625
●手のひらにしっくりとなじむ本革巻き。ホワイト
レザー＆アルミの組み合わせ。色は格調の高い
ホワイト。
※本革シフトノブカバーとの同時装着はできません。

メッシュグリル

¥39,900

【税抜き価格：本体¥36,200＋ ￥1,800】
[eKワゴン全車] MZ575577
●上質に仕上げたメッキフレームとブラックメッシュを組み合わせたスタイリッシュなグリル。

ビレットグリル

¥49,770

【税抜き価格：本体¥44,400＋ ￥3,000】
[eKスポーツ全車] MZ575573
●人気も注目度も高い個性的なビレットタイプ。フロントビューを一新させる迫力あるグリルです。

シフトノブ（ブラックレザー＆アルミ）

¥22,260

【税抜き価格：本体¥20,000＋ ￥1,200】
[A/T車] MZ525626
●精悍なブラックレザーとアルミの組み合わせ。
スポーティ感を強調します。
※本革シフトノブカバーとの同時装着はできません。

アースシステム

¥16,590

¥31,710（1本）
【税抜き価格：本体¥26,000＋ ￥4,200】
[13インチ車] MZ556148
●eKワゴン：メーカーオプション品の補修用。
13インチ×4.00B、インセット46mm、PCD100mm。
※ナットは含まれていません。通常切削処理タイプ。
※スチールホイール装着車の場合は別売ナット
3880A008×4個／本が必要です。

【税抜き価格：本体¥12,800＋ ￥3,000】
[全車] MZ606770
●エンジン、ボディ、バッテリーの電位差を整える
と同時に、エンジンルームをスポーティに演出
します。

ホイールロックナット（マックガード製）

MZ556521

本革シフトノブカバー（ホワイト）

¥5,880

【税抜き価格：本体¥5,000＋ ¥600】
[A/T車] MZ525627
●手にやさしい本革製。爽やかな白でホワイト
パール色のインパネにベストマッチ。簡易着脱
タイプ。
※純正用品のシフトノブとの同時装着はできません。

スポーツペダル

¥8,400

【税抜き価格：本体¥5,000＋ ￥3,000】
[A/T車] MZ525039
●ブレーキペダル＋アクセルペダルの2点セット。
アルミ製。ブレーキペダルにはノンスリップ
リング装着。

¥7,560（1本）
【税抜き価格：本体¥6,000＋ ￥1,200】[全車]
MZ556521（テーパータイプ／アルミホイール用）
MZ556525（貫通タイプ／フルホイールカバー付スチールホイール用）
●独自の花形キーパターンにより、ホイールの盗難
を防止します。4個セット。

本革シフトノブカバー（ブラック）

¥5,880

【税抜き価格：本体¥5,000＋ ¥600】
[A/T車] MZ525628
●手にやさしい本革製。機能的でクールな黒が
モノトーンのブラック内装色にフィトします。
簡易着脱タイプ。
※純正用品のシフトノブとの同時装着はできません。

スポーツマフラー（RALLIART）

¥59,325

【税抜き価格：本体¥53,500＋ ￥3,000】
[eKスポーツのR] MZ572364
●オールステンレス製。二重管テールエンド。パイプ径φ83mm。

※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［税抜き］です。

クルマ専科

2

だから・・・

おしゃれにセンスアップしながら個 性も主張する。

美しさにこだわる

テールゲートガーニッシュ

¥24,150

【税抜き価格：本体¥20,000＋ ¥3,000】
［全車］
MZ574501（eKワゴン用）
MZ574502（eKスポーツ用）
●テールゲートとリヤバンパーの段差をなくし、滑らかな
ラインでリヤスタイルを引き締めます。樹脂製シルバー塗装。
※テールゲートプロテクターとの同時装着はできません。

eKワゴン装着例

毎日が 楽しくなる

こんな e K なら愛 着がわいて 、 いつでも 、 いつまでも乗りたくなる 。

マフラーカッター

¥7,455

【税抜き価格：本体¥5,300＋ ¥1,800】
〔ekワゴン全車〕 MZ574338
●ストレートタイプ。ステンレス製。

eKワゴン装着例

フォグランプ（クリアレンズ）

¥41,370

【税抜き価格：本体¥31,000＋ ￥8,400】
［全車］ MZ581837
●スタンダードな白色光（ハロゲン）。マルチリフレクタータイプ。
※フォグランプを装着する際には、フォグランプベゼル
（左右）が必要となります。
※デイタイムランニングライトとの同時装着はできません。
※寒冷地仕様車の4WD車はマルチカラーメーターとの
同時装着はできません。

フォグランプ（イエローレンズ）

¥41,370

【税抜き価格：本体¥31,000＋ ￥8,400】
［全車］ MZ581838
●実用性の高いイエロー光（ハロゲン）。マルチリフレクタータイプ。
※フォグランプを装着する際には、フォグランプベゼル
（左右）が必要となります。
※デイタイムランニングライトとの同時装着はできません。
※寒冷地仕様車の4WD車はマルチカラーメーターとの
同時装着はできません。

デイタイムランニングライト

フロント標準バルブ

フロント交換バルブ

リヤ標準バルブ

リヤ交換バルブ

標準バーナー

交換用バーナー

交換用ターンシグナルランプバルブ（シルバーコーティング）

¥39,270

【税抜き価格：本体¥29,000＋ ￥8,400】
[全車] MZ583002
●昼間走行時に点灯して、対向車および歩行者からの視認性
を高めます。ACCポジションで点灯、スモールライトを点灯
させると自動消灯します。夜間点灯はできません。
※デイタイムランニングライトを装着する際には、フォグ
ランプベゼル（左右）が必要となります。
※フォグランプとの同時装着はできません。

¥5,040

【税抜き価格：本体¥3,600＋ ¥1,200】
〔全車〕 ＭＺ580130（2個セット）
●ターンシグナルランプバルブを標準の「アンバー色」から「シルバーコーティングタイプ」に交換することで、ランプに一体感を
もたせ、すっきりした車両イメージを演出します。2個セット。
※点滅時はアンバー色（橙色）で、法規適合しています。
※eKワゴンはヘッドライト、リヤコンビネーションランプともに装着できますが、eKスポーツはリヤコンビネーションランプ専用になります。

ディスチャージヘッドライト交換用バーナー

¥42,420

【税抜き価格：本体¥36,800＋ ￥3,600】
[eKスポーツ全車] MZ580100
●色温度：6,000K（ケルビン）の青白く鮮やかなバーナー
とポジションランプ用ホワイト光のウエッジバルブの
セット。標準装備のディスチャージヘッドライトの
バーナーと交換。D2Sタイプ。ホワイト光のポジション
ランプ用ウェッジバルブが2個（1台分）セット。

フォグランプベゼル

¥5,040

【税抜き価格：本体¥4,800】
[フォグランプまたはデイタイムランニングライト装着車]
MZ575885（eKワゴン用ブラック）
MZ575886（eKワゴン用シルバー）
MZ575887（eKスポーツ用ブラック）
MZ575888（eKスポーツ用シルバー）
●いずれも左右2個セット。
※フォグランプまたはデイタイムランニングライトを装着
する際に必要となります。

クリアターンシグナルランプ
●eKワゴン用シルバー

¥4,200

●eKスポーツ用ブラック

【税抜き価格：本体¥3,400＋ ¥600】
〔全車〕 MZ590688
●存在感のある立体タイプ。クリアレンズ内にオレンジ色
のバルブを内蔵。左右セット。

ターンシグナルランプ用メッキリング

¥3,780

【税抜き価格：本体¥3,000＋ ¥600】
〔全車〕 MZ676138
●ワンポイントのドレスアップに。樹脂製、左右セット。

BOSCHホワイトバルブ

¥6,510

【税抜き価格：本体¥5,000＋ ￥1,200】
[eKワゴン全車] MZ580122
●H4バルブ2個セット、ロー＆ハイビーム用、ホワイト光。

¥6,510

写真はヒンジドア部

メッキミラーカバー（ターンシグナルランプ付）

¥35,910

【税抜き価格：本体¥27,000＋ ¥7,200】
〔全車〕 MZ576133
●ABS樹脂製、メッキ仕上げのカバーに、12個のオレンジ
色LEDを使用した。ターンシグナルライトを内蔵。
ウインカーと連動して点滅します。
※ドアコーテシイルミネーション、カップホルダー＆アンダー
トレイイルミネーション、フロントドアスピーカーイルミ
ネーションとの同時装着はできません。

フロント

スカッフプレート

メッキドアハンドルガーニッシュ

¥6,300

【税抜き価格：本体¥4,800＋ ¥1,200】
［全車］
MZ576036（ヒンジドア車用）
MZ576079（スライドドア車用）
●ワンポイントのドレスアップに。ABS樹脂製、メッキ
仕上げ。フロント／リヤ4枚セット。

リヤ（スライドドア）

¥29,820

【税抜き価格：本体¥26,000＋ ¥2,400】
〔全車〕
MZ527398（ヒンジドア車用）
MZ527399（スライドドア車用）
●ステンレス製、フロント／リヤ左右セット。

PREMIUM LEDウェッジバルブ

PREMIUM LEDバックアップランプバルブ

¥8,295【税抜き価格：本体¥5,500＋ ¥2,400】
[eKワゴン全車] MZ580135
●標準ポジションランプのバルブと交換。高輝度LEDに
よる色温度：4,800K（ケルビン）の鮮やかな光でドレス
アップを図ります。T10規格、ホワイト光。
※LED式字光式ライセンスプレートとの同時装着はでき
ません。
※ポジションランプ以外には使用しないでください。

¥18,270【税抜き価格：本体¥15,000＋ ¥2,400】
[全車] MZ580136
●185ルーメン（T20規格）の明るさを誇る6,500K
（ケルビン）のホワイト光。鮮やかな光でドレスアップを
効果を高めると同時に、車両後退時に周囲の人々ヘ
注意喚起を促します。標準バックアップランプのバルブ
と交換装着。2個セット。

【税抜き価格：本体¥5,000＋ ￥1,200】
[eKスポーツ全車] MZ580124
●HB3バルブ2個セット、ハイビーム用、ホワイト光。

¥1,396

【税抜き価格：本体¥730＋ ￥600】
[全車] MZ580034
●ウェッジバルブ2個セット、ポジションランプ用、ホワイト光。
※ウェッジバルブはディスチャージヘッドライト交換用バーナー
に同梱しているものと同等品です。
※いずれも標準バルブと比べて若干寿命は短くなります。

※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［税抜き］です。

クルマ専科

2

だから・・・

おしゃれにセンスアップしながら個 性も主張する。

美しさにこだわる

テールゲートガーニッシュ

¥24,150

【税抜き価格：本体¥20,000＋ ¥3,000】
［全車］
MZ574501（eKワゴン用）
MZ574502（eKスポーツ用）
●テールゲートとリヤバンパーの段差をなくし、滑らかな
ラインでリヤスタイルを引き締めます。樹脂製シルバー塗装。
※テールゲートプロテクターとの同時装着はできません。

eKワゴン装着例

毎日が 楽しくなる

こんな e K なら愛 着がわいて 、 いつでも 、 いつまでも乗りたくなる 。

マフラーカッター

¥7,455

【税抜き価格：本体¥5,300＋ ¥1,800】
〔ekワゴン全車〕 MZ574338
●ストレートタイプ。ステンレス製。

eKワゴン装着例

フォグランプ（クリアレンズ）

¥41,370

【税抜き価格：本体¥31,000＋ ￥8,400】
［全車］ MZ581837
●スタンダードな白色光（ハロゲン）。マルチリフレクタータイプ。
※フォグランプを装着する際には、フォグランプベゼル
（左右）が必要となります。
※デイタイムランニングライトとの同時装着はできません。
※寒冷地仕様車の4WD車はマルチカラーメーターとの
同時装着はできません。

フォグランプ（イエローレンズ）

¥41,370

【税抜き価格：本体¥31,000＋ ￥8,400】
［全車］ MZ581838
●実用性の高いイエロー光（ハロゲン）。マルチリフレクタータイプ。
※フォグランプを装着する際には、フォグランプベゼル
（左右）が必要となります。
※デイタイムランニングライトとの同時装着はできません。
※寒冷地仕様車の4WD車はマルチカラーメーターとの
同時装着はできません。

デイタイムランニングライト

フロント標準バルブ

フロント交換バルブ

リヤ標準バルブ

リヤ交換バルブ

標準バーナー

交換用バーナー

交換用ターンシグナルランプバルブ（シルバーコーティング）

¥39,270

【税抜き価格：本体¥29,000＋ ￥8,400】
[全車] MZ583002
●昼間走行時に点灯して、対向車および歩行者からの視認性
を高めます。ACCポジションで点灯、スモールライトを点灯
させると自動消灯します。夜間点灯はできません。
※デイタイムランニングライトを装着する際には、フォグ
ランプベゼル（左右）が必要となります。
※フォグランプとの同時装着はできません。

¥5,040

【税抜き価格：本体¥3,600＋ ¥1,200】
〔全車〕 ＭＺ580130（2個セット）
●ターンシグナルランプバルブを標準の「アンバー色」から「シルバーコーティングタイプ」に交換することで、ランプに一体感を
もたせ、すっきりした車両イメージを演出します。2個セット。
※点滅時はアンバー色（橙色）で、法規適合しています。
※eKワゴンはヘッドライト、リヤコンビネーションランプともに装着できますが、eKスポーツはリヤコンビネーションランプ専用になります。

ディスチャージヘッドライト交換用バーナー

¥42,420

【税抜き価格：本体¥36,800＋ ￥3,600】
[eKスポーツ全車] MZ580100
●色温度：6,000K（ケルビン）の青白く鮮やかなバーナー
とポジションランプ用ホワイト光のウエッジバルブの
セット。標準装備のディスチャージヘッドライトの
バーナーと交換。D2Sタイプ。ホワイト光のポジション
ランプ用ウェッジバルブが2個（1台分）セット。

フォグランプベゼル

¥5,040

【税抜き価格：本体¥4,800】
[フォグランプまたはデイタイムランニングライト装着車]
MZ575885（eKワゴン用ブラック）
MZ575886（eKワゴン用シルバー）
MZ575887（eKスポーツ用ブラック）
MZ575888（eKスポーツ用シルバー）
●いずれも左右2個セット。
※フォグランプまたはデイタイムランニングライトを装着
する際に必要となります。

クリアターンシグナルランプ
●eKワゴン用シルバー

¥4,200

●eKスポーツ用ブラック

【税抜き価格：本体¥3,400＋ ¥600】
〔全車〕 MZ590688
●存在感のある立体タイプ。クリアレンズ内にオレンジ色
のバルブを内蔵。左右セット。

ターンシグナルランプ用メッキリング

¥3,780

【税抜き価格：本体¥3,000＋ ¥600】
〔全車〕 MZ676138
●ワンポイントのドレスアップに。樹脂製、左右セット。

BOSCHホワイトバルブ

¥6,510

【税抜き価格：本体¥5,000＋ ￥1,200】
[eKワゴン全車] MZ580122
●H4バルブ2個セット、ロー＆ハイビーム用、ホワイト光。

¥6,510

写真はヒンジドア部

メッキミラーカバー（ターンシグナルランプ付）

¥35,910

【税抜き価格：本体¥27,000＋ ¥7,200】
〔全車〕 MZ576133
●ABS樹脂製、メッキ仕上げのカバーに、12個のオレンジ
色LEDを使用した。ターンシグナルライトを内蔵。
ウインカーと連動して点滅します。
※ドアコーテシイルミネーション、カップホルダー＆アンダー
トレイイルミネーション、フロントドアスピーカーイルミ
ネーションとの同時装着はできません。

フロント

スカッフプレート

メッキドアハンドルガーニッシュ

¥6,300

【税抜き価格：本体¥4,800＋ ¥1,200】
［全車］
MZ576036（ヒンジドア車用）
MZ576079（スライドドア車用）
●ワンポイントのドレスアップに。ABS樹脂製、メッキ
仕上げ。フロント／リヤ4枚セット。

リヤ（スライドドア）

¥29,820

【税抜き価格：本体¥26,000＋ ¥2,400】
〔全車〕
MZ527398（ヒンジドア車用）
MZ527399（スライドドア車用）
●ステンレス製、フロント／リヤ左右セット。

PREMIUM LEDウェッジバルブ

PREMIUM LEDバックアップランプバルブ

¥8,295【税抜き価格：本体¥5,500＋ ¥2,400】
[eKワゴン全車] MZ580135
●標準ポジションランプのバルブと交換。高輝度LEDに
よる色温度：4,800K（ケルビン）の鮮やかな光でドレス
アップを図ります。T10規格、ホワイト光。
※LED式字光式ライセンスプレートとの同時装着はでき
ません。
※ポジションランプ以外には使用しないでください。

¥18,270【税抜き価格：本体¥15,000＋ ¥2,400】
[全車] MZ580136
●185ルーメン（T20規格）の明るさを誇る6,500K
（ケルビン）のホワイト光。鮮やかな光でドレスアップを
効果を高めると同時に、車両後退時に周囲の人々ヘ
注意喚起を促します。標準バックアップランプのバルブ
と交換装着。2個セット。

【税抜き価格：本体¥5,000＋ ￥1,200】
[eKスポーツ全車] MZ580124
●HB3バルブ2個セット、ハイビーム用、ホワイト光。

¥1,396

【税抜き価格：本体¥730＋ ￥600】
[全車] MZ580034
●ウェッジバルブ2個セット、ポジションランプ用、ホワイト光。
※ウェッジバルブはディスチャージヘッドライト交換用バーナー
に同梱しているものと同等品です。
※いずれも標準バルブと比べて若干寿命は短くなります。

※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［税抜き］です。

クルマ専科

3

クルマ専科
インテリアのカスタムメイドには、このコーディネイト作 戦 がいちばん！

センスで決める

絶 対に誰かに見せたくなるし、自慢したくなる。

アルミドアロックノブ

¥6,720

【税抜き価格：本体¥5,800＋
[ヒンジドア車]
MZ525613（4点セット）

¥5,880

【税抜き価格：本体¥5,000＋
[スライドドア車]
MZ525629（3点セット）
●標準品と交換装着。

￥600】

アクセントパネル

¥19,740

【税抜き価格：本体¥17,000＋ ￥1,800】
[全車]
●センターパネル上下段セット。樹脂製、貼付けタイプ。

￥600】

P e a r l W H I T E I N T E R I O R （パールホワイト）

だから ・ ・・

友達を乗せたくなる

4

だから・・・

光に包まれたコックピットが心を解放してくれる 。

光を味方にする

夜のドライブに浸る

ここは異 次 元の世界 。 気 持ちのよいナイトドライブがどこまでも続く 。

ドアスイッチパネル

¥24,465（各ドア4点セット）

【税抜き価格：本体¥21,500＋ ￥1,800】
[ヒンジドア車]

カップホルダー＆アンダートレイイルミネーション

¥21,420（スライドドア部を除く3点セット）
【税抜き価格：本体¥18,600＋ ￥1,800】
[スライドドア車]
●樹脂製、貼付けタイプ。

¥29,820

【税抜き価格：本体¥17,600＋ ￥10,800】
[全車] MZ590780
●左右カップホルダーとアンダートレイを淡いブルーの
明かりで照らします。ON/OFFのスイッチ付。
※メッキミラーカバー（ターンシグナルランプ付）、ドア
コーテシイルミネーション、フロントドアスピーカー
イルミネーションとの同時装着は出来ません。

MZ527490（ヒンジドア車用／4点セット）
MZ527491（スライドドア車用／3点セット）
●ベージュ内装のパールホワイトインパネとコーディネイト。

ベージュ内装車に標準装備
（ディーラーオプション設定はありません。）

スライドドア車

ヒンジドア車

ルームイルミネーション

D A R K S I L V E R I N T E R I O R （ダークシルバー）

¥8,400（1個）
【税抜き価格：本体¥5,000＋ ￥3,000】
[カップホルダー＆アンダートレイイルミネーション装着車]
MZ590781（ベージュ内装車用）
MZ590782（ブラック内装車用）
●ヒンジドア車では天井を淡いブルーの明かりでムーディ
に照らします（写真右）。スライドドア車の場合は、
電動スライドドアスイッチ照明となります（写真左）。
※点灯、消灯はカップホルダー＆アンダートレイイルミ
ネーションのON/OFFスイッチと連動します。

MZ527488（ヒンジドア車用／4点セット）
MZ527489（スライドドア車用／3点セット）
●ブラック内装のダークシルバーインパネとコーディネイト。

ブラック内装車に標準装備
（ディーラーオプション設定はありません。）

Y E L L O W - W O O D I N T E R I O R （イエロー木目調）

MZ527480（ユニークパネルデザイン車用）
MZ527481（除くユニークパネルデザイン車用）
●明るくカジュアルなイエロー木目調。

MZ527493（ヒンジドア車用／4点セット）
MZ527494（スライドドア車用／3点セット）

マルチカラーメーター

¥25,410

【税抜き価格：本体¥19,400＋ ￥4,800】
[eKワゴン全車] MZ592088
●スイッチ操作でセンターメーターの照明色を9色に変えることができます。さらにプチごみ箱にも同じ9色に変化する照明を採用。
上下で色の変化が楽しめます。
（9色循環：黄系→オレンジ系→赤系→紫系→青系→青緑系→緑系→青白系→白系）
※メーターの輝度（明るさ）は標準のものより若干暗くなります。
※寒冷地仕様車についてはフォグランプとの同時装着はできません。

フロントドアスピーカーイルミネーション

¥20,160

B L U E - M e t a l l i c I N T E R I O R （ブルーメタリック）

MZ527482（ユニークパネルデザイン車用）
MZ527483（除くユニークパネルデザイン車用）
●爽やかなブルー色調でオシャレなイメージ。

MZ527495（ヒンジドア車用／4点セット）
MZ527496（スライドドア車用／3点セット）

後席足もと

運転席＆助手席足もと

キーリングイルミネーション

¥10,290

【税抜き価格：本体¥7,400＋ ￥2,400】
[全車] MZ590706
●ドアオープンで点灯し、ドアを閉めた後約20秒間ブルー
の明かりでキーリング部を照らします。

P I A N O - B L A C K I N T E R I O R （ピアノブラック）

MZ527484（ユニークパネルデザイン車用）
MZ527485（除くユニークパネルデザイン車用）
●格調が高くしかもスポーティ。

【税抜き価格：本体¥12,000＋ ￥7,200】
[全車] MZ590826
●スモールライトと連動して、スピーカー内をLEDブルー
光で照らし、スピーカーの存在感を高めます。
※メッキミラーカバー（ターンシグナルランプ付）、ドア
コーテシイルミネーション、カップホルダー＆アンダー
トレイイルミネーション、グレードアップスピーカーとの
同時装着はできません。

フロアイルミネーション

¥22,050

【税抜き価格：本体¥12,000＋ ￥9,000】
[全車] MZ590783
●ドアオープン時に運転席＆助手席さらに後席足もとを
ブルーの明かりで照らし、乗降をサポートします。

▼点灯時

LEDルームランプ

MZ527497（ヒンジドア車用／4点セット）
MZ527499（スライドドア車用／3点セット）

▲充電時（イメージ）

＜マップランプ交換の場合＞

¥8,400【税抜き価格：本体¥3,400×2個＋
[全車] MZ590837×2
マップランプ

MZ590818

¥1,200】

＜ルームランプ交換の場合＞

¥4,830【税抜き価格：本体¥3,400＋

¥1,200】

[全車] MZ590837
●マップランプやルームランプのバルブを、より鮮やかなLED
ユニットに交換。1個。
※車両には3個のバルブ（マップランプ／2個、ルームランプ／1個）
が装着されています。

ルームランプ

MZ590790

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ライト。シガーソケット
に挿入すれば、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。

※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［税抜き］です。

クルマ専科
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だから・・・
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光を味方にする

夜のドライブに浸る

ここは異 次 元の世界 。 気 持ちのよいナイトドライブがどこまでも続く 。

ドアスイッチパネル

¥24,465（各ドア4点セット）

【税抜き価格：本体¥21,500＋ ￥1,800】
[ヒンジドア車]

カップホルダー＆アンダートレイイルミネーション

¥21,420（スライドドア部を除く3点セット）
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明かりで照らします。ON/OFFのスイッチ付。
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¥25,410

【税抜き価格：本体¥19,400＋ ￥4,800】
[eKワゴン全車] MZ592088
●スイッチ操作でセンターメーターの照明色を9色に変えることができます。さらにプチごみ箱にも同じ9色に変化する照明を採用。
上下で色の変化が楽しめます。
（9色循環：黄系→オレンジ系→赤系→紫系→青系→青緑系→緑系→青白系→白系）
※メーターの輝度（明るさ）は標準のものより若干暗くなります。
※寒冷地仕様車についてはフォグランプとの同時装着はできません。

フロントドアスピーカーイルミネーション

¥20,160

B L U E - M e t a l l i c I N T E R I O R （ブルーメタリック）

MZ527482（ユニークパネルデザイン車用）
MZ527483（除くユニークパネルデザイン車用）
●爽やかなブルー色調でオシャレなイメージ。

MZ527495（ヒンジドア車用／4点セット）
MZ527496（スライドドア車用／3点セット）

後席足もと

運転席＆助手席足もと

キーリングイルミネーション

¥10,290

【税抜き価格：本体¥7,400＋ ￥2,400】
[全車] MZ590706
●ドアオープンで点灯し、ドアを閉めた後約20秒間ブルー
の明かりでキーリング部を照らします。

P I A N O - B L A C K I N T E R I O R （ピアノブラック）

MZ527484（ユニークパネルデザイン車用）
MZ527485（除くユニークパネルデザイン車用）
●格調が高くしかもスポーティ。

【税抜き価格：本体¥12,000＋ ￥7,200】
[全車] MZ590826
●スモールライトと連動して、スピーカー内をLEDブルー
光で照らし、スピーカーの存在感を高めます。
※メッキミラーカバー（ターンシグナルランプ付）、ドア
コーテシイルミネーション、カップホルダー＆アンダー
トレイイルミネーション、グレードアップスピーカーとの
同時装着はできません。

フロアイルミネーション

¥22,050

【税抜き価格：本体¥12,000＋ ￥9,000】
[全車] MZ590783
●ドアオープン時に運転席＆助手席さらに後席足もとを
ブルーの明かりで照らし、乗降をサポートします。

▼点灯時

LEDルームランプ

MZ527497（ヒンジドア車用／4点セット）
MZ527499（スライドドア車用／3点セット）

▲充電時（イメージ）

＜マップランプ交換の場合＞

¥8,400【税抜き価格：本体¥3,400×2個＋
[全車] MZ590837×2
マップランプ

MZ590818

¥1,200】

＜ルームランプ交換の場合＞

¥4,830【税抜き価格：本体¥3,400＋

¥1,200】

[全車] MZ590837
●マップランプやルームランプのバルブを、より鮮やかなLED
ユニットに交換。1個。
※車両には3個のバルブ（マップランプ／2個、ルームランプ／1個）
が装着されています。

ルームランプ

MZ590790

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ライト。シガーソケット
に挿入すれば、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。

※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［税抜き］です。

クルマ専科

5

自然と仲良くなる

アウトドアスポーツを楽しみたい。自然の中で遊 びたい。

だから ・ ・・

カーライフをもっともっと充実させるための必 携アイテム。

オフは必ず出かける

アレル除去フィルター
（脱臭機能付）
と従来のフィルターの比較

アレル除去フィルター
（脱臭機能付）
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。

従来のフィルター

はキーロック付です。

アレル物質を吸着させますが、
抑制できな
いため時間とともに、
そのままアレル物質

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。

が車内に侵入。
ただし、
吸着することにより

キャリア類は最大積載量を厳守してください。

車内への侵入量は減らせます。

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。

アレル除去フィルター（脱臭機能付）

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。

¥5,460

※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。

【税抜き価格：本体¥4,000＋ ¥1,200】 MZ600190
●除塵、脱臭機能のほか、アレル物質（ダニの死骸やフン、花粉など）の抑制機能を付加した高性能エアコン
フィルター（スギ花粉の場合、抑制率99％以上）。
※標準装備のクリーンエアフィルター（脱臭機能付）と交換装着になります。

※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。

※下記の各種アタッチメントの装着には左のベースキャリアが必要です。

ベースキャリア

¥27,615

愛車との相性が良い。だから本来の性能が引き出せる。・・・それが三菱純正用品です。
※部品・オイル交換およびスペアキー作成には別途工賃が必要となります。

【税抜き価格：本体¥21,500＋ ¥4,800】
[全車] MZ532229
●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：30kg（含むアタッチメント重量）。

エンジンオイル
スキー＆スノーボードアタッチメント

¥17,010

サーフボードアタッチメント

¥12,390

ルーフラックアタッチメント

¥35,280

ルーフネット

¥6,090

タイイングベルト

¥3,150

【税抜き価格：本体¥15,000＋ ¥1,200】 【税抜き価格：本体¥10,000＋ ¥1,800】 【税抜き価格：本体¥30,000＋ ¥3,600】【税抜き価格：本体¥5,800】
【税抜き価格：本体¥3,000】
［ベースキャリア装着車］ MZ532280
［ベースキャリア装着車］ MZ535011
［ベースキャリア装着車］ MZ535031
MZ535040
MZ535918
●スキ−4セットまたはスノーボード2台
●サーフボード1台積み。キャリアパッド
●長さ1050mm×幅750mm×高さ100mm。 ●長さ800mm×幅800mm。
●5m×2本セット。
アルミ製。製品重量9.3kg。
※ルーフラックアタッチメントに荷物を
積み。
2本、ベルト2本、マストホルダ−2個
固定する際には、
必ずタイイングベルト
セット。
を併用してください。

簡易装着チェーン

ACパワーサプライEZ

¥15,750【税抜き価格：本体¥15,000】 ¥15,540

ファーストエイドキット

¥6,300

【税抜き価格：本体¥14,800】
【税抜き価格：本体¥6,000】
MZ607300
MZ527171
●アクセサリーソケットに差し込むだけで、
●包帯、三角巾、清浄綿、ハサミなどの
MZ841302LP（165／55R14タイヤ用）
応急品セット。
●装着を容易にする機構付。特殊合金鋼製、 手軽に各種家電製品の使用が可能。
（定格100W）
ラダー型。

MZ841301LP（155／65R13タイヤ用）

¥17,010【税抜き価格：本体¥16,200】

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。

※写真は装着イメージです。

簡易タイヤ滑り止め（オートソック）

¥13,650

自動車保安セット

¥10,290

三角停止表示板

¥3,150

【税抜き価格：本体¥9,800】
【税抜き価格：本体¥3,000】
【税抜き価格：本体¥13,000】
MZ612606
MZ611103
MZ573335（13インチタイヤ用）
MZ573334（14インチタイヤ用）
●三角停止表示板、工具セット、LED発光式 ●取扱いが楽な新コンパクトタイプ。
●ジャッキ不要でカンタンに装着できる
ライトなど6点を専用ケースに収納。
収納ケース付。
タイヤ滑り止め。ポリエステル繊維製
だから、乗り心地も静かで快適。
しかも軽量コンパクトで、常備に便利。
※雪上走行50km/h以下でご使用ください。

※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［税抜き］です。

スノーブレード

¥3,675（1本）

【税抜き価格：本体¥3,500】
MZ568240（運転席用450mm）

¥2,100（1本）
【税抜き価格：本体¥2,000】
MZ568243（助手席用330mm）
¥2,730（1本）
【税抜き価格：本体¥2,600】
［リヤワイパー付車］
MZ568253（リヤ用330mm）

ギラレススノーブレード

¥3,780（1本）

【税抜き価格：本体¥3,600】
MZ661076（運転席用450mm）

¥2,625（1本）
【税抜き価格：本体¥2,500】
MZ661071（助手席用330mm）
●油膜を除去する特殊加工のスノーブレード。

¥6,163（4ℓ）
【税抜き価格：本体¥5,870】
3014610（N/A車用：SM ECO 0W-20）

¥5,218（4ℓ）
【税抜き価格：本体¥4,970】
3602610（ターボ車用：SM 10W-30）
●純正オイルをおすすめするのは､規格､粘度を
守ることがエンジンをベストコンディション
に保つ秘訣だからです｡

ウインドウォッシャー液

¥241（400mℓ）
【税抜き価格：本体¥230】
0106005
●専用品以外を使用するとボディのシミや
ウォッシャーノズル詰まりの原因になる事も！
その点純正なら安心です。

オイルフィルター

¥1,365（1個）
【税抜き価格：本体¥1,300】
1230A040
●年に一度はオイルフィルターの交換を｡純正の
フィルターはろ過能力が違います｡エンジン
オイル交換時に併せてどうぞ！

タッチアップペイント

¥735（1本）
【税抜き価格：本体¥700】
●小さな傷も放っておくと錆の原因になります｡
早めの手当をお願いします｡そして何と言っても
愛車の色にピッタリなのは純正ならではです。

ブレーキフルード

¥1,412（0.5ℓ）
【税抜き価格：本体¥1,345】
MZ101244
●気が付くと汚れているのがブレーキフルード｡
交換する場合､必ず指定の同一品をご使用
ください｡

ワイパーラバー

¥1,155【税抜き価格：本体¥1,100】
MR981000（フロント2本セット）

¥472【税抜き価格：本体¥450】
MR598173（リヤ1本）
●ご存知ですか？ワイパーはゴムだけで交換
できるのです｡純正はサイズぴったり､しかも
リーズナブル。

スーパーロングライフクーラント

¥2,442（1.2ℓ）
【税抜き価格：本体¥2,326】
MZ101005
●忘れないで下さい！クーラントの役割は3つ｡
1.オーバーヒート防止
2.凍結防止
3.エンジン内部の錆防止

スペアキー（除くリモコン付タイプ）

¥525（1本）
【税抜き価格：本体¥500】
MZ628065
●カーライフの隠れた必需品｡もしもの時に
作ってあれば安心です｡お車を複数で使用
する場合も重宝します｡
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アレル除去フィルター
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時間とともにアレル
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すが、
抑制されているため車内は快適です。

従来のフィルター
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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。

アレル除去フィルター（脱臭機能付）

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。

¥5,460

※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。

【税抜き価格：本体¥4,000＋ ¥1,200】 MZ600190
●除塵、脱臭機能のほか、アレル物質（ダニの死骸やフン、花粉など）の抑制機能を付加した高性能エアコン
フィルター（スギ花粉の場合、抑制率99％以上）。
※標準装備のクリーンエアフィルター（脱臭機能付）と交換装着になります。

※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。

※下記の各種アタッチメントの装着には左のベースキャリアが必要です。

ベースキャリア

¥27,615

愛車との相性が良い。だから本来の性能が引き出せる。・・・それが三菱純正用品です。
※部品・オイル交換およびスペアキー作成には別途工賃が必要となります。

【税抜き価格：本体¥21,500＋ ¥4,800】
[全車] MZ532229
●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：30kg（含むアタッチメント重量）。

エンジンオイル
スキー＆スノーボードアタッチメント

¥17,010

サーフボードアタッチメント

¥12,390

ルーフラックアタッチメント

¥35,280

ルーフネット
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●長さ1050mm×幅750mm×高さ100mm。 ●長さ800mm×幅800mm。
●5m×2本セット。
アルミ製。製品重量9.3kg。
※ルーフラックアタッチメントに荷物を
積み。
2本、ベルト2本、マストホルダ−2個
固定する際には、
必ずタイイングベルト
セット。
を併用してください。

簡易装着チェーン

ACパワーサプライEZ

¥15,750【税抜き価格：本体¥15,000】 ¥15,540

ファーストエイドキット

¥6,300

【税抜き価格：本体¥14,800】
【税抜き価格：本体¥6,000】
MZ607300
MZ527171
●アクセサリーソケットに差し込むだけで、
●包帯、三角巾、清浄綿、ハサミなどの
MZ841302LP（165／55R14タイヤ用）
応急品セット。
●装着を容易にする機構付。特殊合金鋼製、 手軽に各種家電製品の使用が可能。
（定格100W）
ラダー型。

MZ841301LP（155／65R13タイヤ用）

¥17,010【税抜き価格：本体¥16,200】

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。

※写真は装着イメージです。

簡易タイヤ滑り止め（オートソック）

¥13,650

自動車保安セット

¥10,290

三角停止表示板

¥3,150

【税抜き価格：本体¥9,800】
【税抜き価格：本体¥3,000】
【税抜き価格：本体¥13,000】
MZ612606
MZ611103
MZ573335（13インチタイヤ用）
MZ573334（14インチタイヤ用）
●三角停止表示板、工具セット、LED発光式 ●取扱いが楽な新コンパクトタイプ。
●ジャッキ不要でカンタンに装着できる
ライトなど6点を専用ケースに収納。
収納ケース付。
タイヤ滑り止め。ポリエステル繊維製
だから、乗り心地も静かで快適。
しかも軽量コンパクトで、常備に便利。
※雪上走行50km/h以下でご使用ください。

※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［税抜き］です。

スノーブレード

¥3,675（1本）

【税抜き価格：本体¥3,500】
MZ568240（運転席用450mm）

¥2,100（1本）
【税抜き価格：本体¥2,000】
MZ568243（助手席用330mm）
¥2,730（1本）
【税抜き価格：本体¥2,600】
［リヤワイパー付車］
MZ568253（リヤ用330mm）
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¥3,780（1本）

【税抜き価格：本体¥3,600】
MZ661076（運転席用450mm）

¥2,625（1本）
【税抜き価格：本体¥2,500】
MZ661071（助手席用330mm）
●油膜を除去する特殊加工のスノーブレード。

¥6,163（4ℓ）
【税抜き価格：本体¥5,870】
3014610（N/A車用：SM ECO 0W-20）

¥5,218（4ℓ）
【税抜き価格：本体¥4,970】
3602610（ターボ車用：SM 10W-30）
●純正オイルをおすすめするのは､規格､粘度を
守ることがエンジンをベストコンディション
に保つ秘訣だからです｡

ウインドウォッシャー液

¥241（400mℓ）
【税抜き価格：本体¥230】
0106005
●専用品以外を使用するとボディのシミや
ウォッシャーノズル詰まりの原因になる事も！
その点純正なら安心です。

オイルフィルター

¥1,365（1個）
【税抜き価格：本体¥1,300】
1230A040
●年に一度はオイルフィルターの交換を｡純正の
フィルターはろ過能力が違います｡エンジン
オイル交換時に併せてどうぞ！

タッチアップペイント

¥735（1本）
【税抜き価格：本体¥700】
●小さな傷も放っておくと錆の原因になります｡
早めの手当をお願いします｡そして何と言っても
愛車の色にピッタリなのは純正ならではです。

ブレーキフルード

¥1,412（0.5ℓ）
【税抜き価格：本体¥1,345】
MZ101244
●気が付くと汚れているのがブレーキフルード｡
交換する場合､必ず指定の同一品をご使用
ください｡

ワイパーラバー

¥1,155【税抜き価格：本体¥1,100】
MR981000（フロント2本セット）

¥472【税抜き価格：本体¥450】
MR598173（リヤ1本）
●ご存知ですか？ワイパーはゴムだけで交換
できるのです｡純正はサイズぴったり､しかも
リーズナブル。

スーパーロングライフクーラント

¥2,442（1.2ℓ）
【税抜き価格：本体¥2,326】
MZ101005
●忘れないで下さい！クーラントの役割は3つ｡
1.オーバーヒート防止
2.凍結防止
3.エンジン内部の錆防止

スペアキー（除くリモコン付タイプ）

¥525（1本）
【税抜き価格：本体¥500】
MZ628065
●カーライフの隠れた必需品｡もしもの時に
作ってあれば安心です｡お車を複数で使用
する場合も重宝します｡

＜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スがあります。
※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。
・USBハブ、マルチパーテーションには対応していません。
※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。 ・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。
※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デバイスの状態によっては接続できない場合があります。
※eKワゴン標準装備の1DIN-AM/FMラジオ付CDプレーヤー付車に装着する場合、オーディオ取付キット(MZ598182)は必要ありません。
・USBタイプカードリーダーには対応していません。

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。）

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）

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。
AV 一体型ナビゲーション
／拡張 機 器

オーディオ

MMES 拡張機器

スピーカー

ETC

P25

P26

P26〜P27

P27

P22〜P25

1 7型AV一体型メモリーナビゲーション

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。
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。

◆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。
MZ608930

¥4,410

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
【税抜き価格：本体¥3,000＋ ¥1,200】
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 ［適用機種：全ナビゲーション／オーディオ］
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。 MZ598350
●ロック２個、警告ステッカー２枚入り。
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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
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※ハイグレードサウンドシステム車に交換装着することはできません。

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
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。eKワゴン、eKスポーツ向けに
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。

プラス拡張機器

¥185,850

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。

オリジナルオープニング画面
基本機能

【税抜き価格：本体￥160,000＋オーディオ取付キット¥800
＋オーディオブラケット¥900＋オーディオ変換ハーネス¥1,500
＋ナビゲーションロック¥3,000＋ ¥10,800】
MZ608930（本体）
MZ598182（オーディオ取付キット）
MZ598242（オーディオブラケット）
MZ608739（オーディオ変換ハーネス）
MZ598350（ナビゲーションロック）

◆VICS-光/電波ビーコン受信機

◆iPod接続用ケーブル（ビデオ対応）

¥31,500

¥3,780

MZ608192
【税抜き価格：本体¥27,000
＋ ¥3,000】

MZ609506 （＊5）
【税抜き価格：本体¥3,600】

◆ビデオ入出力コード

◆HDMI変換ケーブル

¥2,887

MZ609508 （＊6） ¥9,345 MZ609507 （＊7）
【税抜き価格：本体¥1,550
【税抜き価格：本体¥7,700
＋ ¥1,200】
＋ ¥1,200】

※ 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。
※ 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）
リヤビューカメラ（MZ607479）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。
（＊2）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、open info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。）
（＊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、上記の<USBデバイス使用時のご注意>を参照ください。 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。
（＊5）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。
（＊6）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。
（＊7）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。）

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

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
1 回無償 FM 交通情報 ビーコン交通情報 交通情報

ETC

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）

（＊2）

リヤ

ETC 車載器 ビューカメラ

（別売） （別売）
（＊1）

AV機能

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。

USB
MP3
12 セグ 緊急 データ EPG AM/FM
SD
Bluetooth iPod RCA
放送
警報
WMA
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） （＊4,5） （別売）

◆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
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：¥185,850

ナビゲーション機能

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。

オーディオ・ビジュアル機能

プローブ交通情報
VICS情報（注1）

4×4

FM/AM

CD

DVD

音楽録音
※最大999曲
（4GB SD同梱）

Bluetooth

¥159,075

※1回無償

メモリーナビゲーション

SD
16GB

車空間別音響チューニング

7型
VGA

オリジナルオープニング画面

システム合計価格：¥159,075

2×2

FM/AM

CD

DVD

音楽録音
※最大約1,000曲
（4GB SD同梱）

Bluetooth
iPod/iPhone

無償地図更新
※最長2年間無償

SSD
8GB

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

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）

Bluetooth
iPod/iPhone

無償地図更新

プローブ交通情報
Bluetooth

VICS情報（注2）
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

■ナビリモコン

後席からでも操作可能なリモコン。

ＨＤＤ
ナビゲーション

7型
VGA
システム合計価格：¥198,555

オリジナルオープニング画面

ディスプレイ タッチパネル操作 リモコン操作 音声認識

プローブ交通情報

無償地図更新

（別売）

4×4

FM/AM

CD

DVD

音楽録音
※最大約10,000曲

Bluetooth
iPod/iPhone

（別売）

※最長3年間無償

（＊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。
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（＊3）

【税抜き価格：本体¥8,000
＋ビデオ入出力
コード¥3,000＋ ¥1,200】
◆ビデオ入出力コード（20cm） MZ608180（本体）
¥4,410 MZ608468 （＊4） MZ608468（ビデオ入出力コード）
【税抜き価格：本体¥3,000
◆ナビリモコン
＋ ¥1,200】
¥6,300 MZ608173
【税抜き価格：本体¥6,000】

ナビゲーション機能

その他拡張機器

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

ETC

7型

VICS情報（注1）

三菱オリジナル機能

（別売）
VGA

車空間別音響チューニング

¥12,810

※ 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、上記の＜USBデバイス使用時のご注意＞を参照ください。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。
（＊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）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

システム合計価格：¥101,115

HDD
80GB

◆iPod接続用ケーブル（ビデオ対応）

¥30,660

プローブ交通情報

システム合計価格：¥116,865

7型
VGA

◆VICS-光/電波ビーコン受信機
MZ608172
【税抜き価格：本体¥26,200
＋ ¥3,000】

MZ608931

2012年8 月下旬発売予定

VICS情報（注1）
6.1型
VGA

【税抜き価格：本体￥136,000＋オーディオ取付キット¥800
＋オーディオ変換ハーネス¥1,500
＋ナビゲーションロック¥3,000＋ ¥10,200】
MZ608931（本体）
MZ598182（オーディオ取付キット）
MZ608739（オーディオ変換ハーネス）
MZ598350（ナビゲーションロック）

プローブ交通情報
VICS情報（注1）

プラス拡張機器

27型AV一体型メモリーナビゲーション

iPod/iPhone

無償地図更新

（※）

（別売）

リヤ

ETC 車載器 ビューカメラ

（別売） （別売）

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
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）

※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。

（＊2,3） （別売）

マークは参考取付工賃［税抜き］です。
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＜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スがあります。
※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。
・USBハブ、マルチパーテーションには対応していません。
※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。 ・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。
※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デバイスの状態によっては接続できない場合があります。
※eKワゴン標準装備の1DIN-AM/FMラジオ付CDプレーヤー付車に装着する場合、オーディオ取付キット(MZ598182)は必要ありません。
・USBタイプカードリーダーには対応していません。

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。）

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）

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。
AV 一体型ナビゲーション
／拡張 機 器

オーディオ

MMES 拡張機器

スピーカー

ETC

P25

P26

P26〜P27

P27

P22〜P25

1 7型AV一体型メモリーナビゲーション

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。
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。

◆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。
MZ608930

¥4,410

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

1

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

2

※ハイグレードサウンドシステム車に交換装着することはできません。

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
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。eKワゴン、eKスポーツ向けに
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。

プラス拡張機器

¥185,850

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。

オリジナルオープニング画面
基本機能

【税抜き価格：本体￥160,000＋オーディオ取付キット¥800
＋オーディオブラケット¥900＋オーディオ変換ハーネス¥1,500
＋ナビゲーションロック¥3,000＋ ¥10,800】
MZ608930（本体）
MZ598182（オーディオ取付キット）
MZ598242（オーディオブラケット）
MZ608739（オーディオ変換ハーネス）
MZ598350（ナビゲーションロック）

◆VICS-光/電波ビーコン受信機

◆iPod接続用ケーブル（ビデオ対応）

¥31,500

¥3,780

MZ608192
【税抜き価格：本体¥27,000
＋ ¥3,000】

MZ609506 （＊5）
【税抜き価格：本体¥3,600】

◆ビデオ入出力コード

◆HDMI変換ケーブル

¥2,887

MZ609508 （＊6） ¥9,345 MZ609507 （＊7）
【税抜き価格：本体¥1,550
【税抜き価格：本体¥7,700
＋ ¥1,200】
＋ ¥1,200】

※ 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。
※ 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）
リヤビューカメラ（MZ607479）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。
（＊2）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、open info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。）
（＊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、上記の<USBデバイス使用時のご注意>を参照ください。 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。
（＊5）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。
（＊6）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。
（＊7）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。）

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

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
1 回無償 FM 交通情報 ビーコン交通情報 交通情報

ETC

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）

（＊2）

リヤ

ETC 車載器 ビューカメラ

（別売） （別売）
（＊1）

AV機能

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。

USB
MP3
12 セグ 緊急 データ EPG AM/FM
SD
Bluetooth iPod RCA
放送
警報
WMA
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） （＊4,5） （別売）

◆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
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：¥185,850

ナビゲーション機能

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。

オーディオ・ビジュアル機能

プローブ交通情報
VICS情報（注1）

4×4

FM/AM

CD

DVD

音楽録音
※最大999曲
（4GB SD同梱）

Bluetooth

¥159,075

※1回無償

メモリーナビゲーション

SD
16GB

車空間別音響チューニング

7型
VGA

オリジナルオープニング画面

システム合計価格：¥159,075

2×2

FM/AM

CD

DVD

音楽録音
※最大約1,000曲
（4GB SD同梱）

Bluetooth
iPod/iPhone

無償地図更新
※最長2年間無償

SSD
8GB

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

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）

Bluetooth
iPod/iPhone

無償地図更新

プローブ交通情報
Bluetooth

VICS情報（注2）
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

■ナビリモコン

後席からでも操作可能なリモコン。

ＨＤＤ
ナビゲーション

7型
VGA
システム合計価格：¥198,555

オリジナルオープニング画面

ディスプレイ タッチパネル操作 リモコン操作 音声認識

プローブ交通情報

無償地図更新

（別売）

4×4

FM/AM

CD

DVD

音楽録音
※最大約10,000曲

Bluetooth
iPod/iPhone

（別売）

※最長3年間無償

（＊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。
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（＊3）

【税抜き価格：本体¥8,000
＋ビデオ入出力
コード¥3,000＋ ¥1,200】
◆ビデオ入出力コード（20cm） MZ608180（本体）
¥4,410 MZ608468 （＊4） MZ608468（ビデオ入出力コード）
【税抜き価格：本体¥3,000
◆ナビリモコン
＋ ¥1,200】
¥6,300 MZ608173
【税抜き価格：本体¥6,000】

ナビゲーション機能

その他拡張機器

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

ETC

7型

VICS情報（注1）

三菱オリジナル機能

（別売）
VGA

車空間別音響チューニング

¥12,810

※ 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、上記の＜USBデバイス使用時のご注意＞を参照ください。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。
（＊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）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

システム合計価格：¥101,115

HDD
80GB

◆iPod接続用ケーブル（ビデオ対応）

¥30,660

プローブ交通情報

システム合計価格：¥116,865

7型
VGA

◆VICS-光/電波ビーコン受信機
MZ608172
【税抜き価格：本体¥26,200
＋ ¥3,000】

MZ608931

2012年8 月下旬発売予定

VICS情報（注1）
6.1型
VGA

【税抜き価格：本体￥136,000＋オーディオ取付キット¥800
＋オーディオ変換ハーネス¥1,500
＋ナビゲーションロック¥3,000＋ ¥10,200】
MZ608931（本体）
MZ598182（オーディオ取付キット）
MZ608739（オーディオ変換ハーネス）
MZ598350（ナビゲーションロック）

プローブ交通情報
VICS情報（注1）

プラス拡張機器

27型AV一体型メモリーナビゲーション

iPod/iPhone

無償地図更新

（※）

（別売）

リヤ

ETC 車載器 ビューカメラ

（別売） （別売）

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
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）

※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。

（＊2,3） （別売）

マークは参考取付工賃［税抜き］です。
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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。
※eKワゴン標準装備の1DIN-AM/FMラジオ付CDプレーヤー付車に装着する場合、オーディオ取付キット(MZ598182)は必要ありません。

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）

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）

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。

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。
プラス拡張機器

57型AV一体型HDDナビゲーション

¥198,555

プラス拡張機器

36.1型AV一体型メモリーナビゲーション

¥116,865

◆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¥800
＋オーディオ変換ハーネス¥1,500
＋ナビゲーションロック¥3,000＋ ¥9,000】
MZ608932（本体）
MZ598182（オーディオ取付キット）
MZ608739（オーディオ変換ハーネス）
MZ598350（ナビゲーションロック）

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

【税抜き価格：本体￥173,000＋オーディオ取付キット¥800
＋オーディオ変換ハーネス¥1,500
＋ナビゲーションロック¥3,000＋ ¥10,800】
MZ608929（本体）
MZ598182（オーディオ取付キット）
MZ608739（オーディオ変換ハーネス）
MZ598350（ナビゲーションロック）

◆iPod接続用ケーブル

¥2,100 MZ607431
（＊3）
【税抜き価格：本体¥2,000】
◆iPod接続用ケーブル（ビデオ対応）

¥2,625

MZ609505
（＊4）
【税抜き価格：本体¥2,500】

※ 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）フロントUSBスロットに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、P23上記の＜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。

その他拡張機器

ナビゲーション機能

6.1

オリジナル
車種別音響調整 オープニング画面

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

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

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

リヤ

ETC 車載器 ビューカメラ

AV機能
緊急
警報

データ
放送

EPG

AM/FM
CD

DVD

DVD

DVD

DVD

MP3
WMA
AAC

USB
8,000 曲

SD
SDHC

4 倍速

MZ608190 （＊4）
【税抜き価格：本体¥2,500
＋ ¥1,200】

その他拡張機器

三菱オリジナル機能

ナビゲーション機能

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
3年間無償 FM 交通情報 ビーコン交通情報 交通情報
（※）

（別売）

（＊1）

リヤ

ETC 車載器 ビューカメラ

（別売） （別売）

AV機能

（別売） （別売）

（別売）

◆ビデオ入力コード（2m）

ETC

7型

ETC

型

Bluetooth iPod

USB
MP3
12 セグ 緊急 データ EPG AM/FM
SD
Bluetooth iPod RCA
最大
放送
警報
WMA
最大約
18 倍速
SDHC
CD DVD DVD DVD DVD AAC 10,000 曲
4×4 ワンセグ
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

RCA

（＊2）

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）

（別売）
（＊3,4） （＊5）

（＊2）

オーディオレス車用 メニュー ※ハイグレードサウンドシステム車に交換装着することはできません。

プラス拡張機器

47型AV一体型メモリーナビゲーション

¥101,115

◆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¥800
＋オーディオ変換ハーネス¥1,500
＋ナビゲーションロック¥3,000＋ ¥9,000】
MZ608933（本体）
MZ598182（オーディオ取付キット）
MZ608739（オーディオ変換ハーネス）
MZ598350（ナビゲーションロック）

◆iPod接続用ケーブル

¥3,360

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

MZ608933

2012年7月中旬発売予定

（＊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、P23上記の＜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

（＊1） （別売） （別売）

（注1）オーディオレス車に1DINオーディオのみを装着する場合、別途1DINアクセサリーボックス（MN124542）およびスクリュ（MB409436×2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。
※ eKワゴン標準装備の1DIN-AM/FMラジオ付CDプレーヤー付車に装着する場合、オーディオ取付キット（MZ598182）は必要ありません。

シンプルな操作性が魅力のエントリーモデル。

★

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

¥3,885

MZ608929

基本機能
三菱オリジナル機能

基本機能

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

※ 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、登録時期によっては地図更新期間が3年未満となる場合があります。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、音楽再生、ハンズフリー通話、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、P23上記の＜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。

MZ608932

2012年7月中旬発売予定

◆VICS-光/電波ビーコン受信機 ◆iPod接続用ケーブル（ビデオ対応）

三菱オリジナル機能

ナビゲーション機能

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

12DIN-CD/USBチューナーアンプ
¥41,685
【税抜き価格：本体¥36,500
＋取付キット¥800＋ ¥2,400】
MZ595623（本体）
MZ598182（取付キット）
音場
調整機能

22DIN-CD/USBチューナーアンプ
¥33,810
【税抜き価格：本体¥29,000
＋取付キット¥800＋ ¥2,400】
MZ595624（本体）
MZ598182（取付キット）
音場
調整機能

12DIN-CD/USBチューナーアンプ
¥28,035
【税抜き価格：本体¥22,000＋取付キット¥800
＋変換ハーネス¥1,500＋ ¥2,400】
MZ595637（本体）
MZ598182（取付キット）
MZ608739（変換ハーネス）

21DIN-カセットチューナーアンプ
¥16,485（注1）
【税抜き価格：本体¥12,500
＋取付キット¥800＋ ¥2,400】
MZ595584（本体）
MZ598182（取付キット）

音場
調整機能

その他拡張機器

ETC

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

リヤ

（注2）

（別売） （別売）
（注2）

（注2）

（別売）
（注2）
（注2）

ETC 車載器 ビューカメラ

（別売）

（注2）
（＊1）

（＊1）
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。

AV機能
緊急
警報

データ
放送

EPG

AM/FM
CD

DVD

DVD

DVD

DVD

MP3
WMA
AAC

USB
10,000 曲

18 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）

（別売）
（＊2） （別売）

プラスメニュー
■CMOSリヤビューカメラ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
適用機種：MZ608930

¥30,240

【税抜き価格：本体¥21,000＋
MZ607479（本体）

¥7,800】

適用機種：MZ608929/MZ608932/MZ608933
MZ607460

¥33,810

【税抜き価格：本体¥25,000＋
MZ607460（本体）

音場
調整機能

41DIN-CDチューナーアンプ
¥21,105（注1）
【税抜き価格：本体¥16,900
＋取付キット¥800＋ ¥2,400】
MZ595627（本体）
MZ598182（取付キット）
音場
調整機能

¥7,200】

iPod対応

【税抜き価格：本体¥12,000＋
MZ607412

¥3,600】

適用機種：MZ595581

【税抜き価格：本体¥39,500
＋取付キット¥800＋ ¥2,400】
MZ595581（本体）
MZ598182（取付キット）

¥36,960

【税抜き価格：本体¥25,000＋カメラ入力ケーブル¥3,000
＋ ¥7,200】
MZ607460（本体）／MZ607376（カメラ入力ケーブル）

◆iPod接続用アダプタ
¥16,380
12DIN-MD/CDチューナーアンプ
¥44,835

適用機種：MZ608931

●バックギアに連動して、車体後方の状況をモニターに映し出します。
※夜間や雨天時は見えにくくなる場合があります。
※あくまでドライバーの運転操作や視界を補う機構です。安全の確認や周囲の状況確認は必ずドライバー本人が行いながら十分に注意して運転してください。
※KENWOODナビゲーション(MZ608932)にはガイド線表示機能はありません。
※画像はMZ607460となります。
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31DIN-CD/USBチューナーアンプ
¥21,630（注1）
【税抜き価格：本体¥17,400
＋取付キット¥800＋ ¥2,400】
MZ595628（本体）
MZ598182（取付キット）

（注2）

（別売）
（注2）

◆iPod接続用ケーブル
iPod対応
¥2,100
【税抜き価格：本体¥2,000】
MZ607431
適用機種：MZ595623/MA595624/MZ595628

音場
調整機能

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

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

¥1,200】

適用機種：MZ595581

適用機種：MZ595623

※詳しくはP23上記の＜USBデバイス使用時のご注意＞を参照ください。
※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［税抜き］です。
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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。
※eKワゴン標準装備の1DIN-AM/FMラジオ付CDプレーヤー付車に装着する場合、オーディオ取付キット(MZ598182)は必要ありません。

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）

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）

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。

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。
プラス拡張機器

57型AV一体型HDDナビゲーション

¥198,555

プラス拡張機器

36.1型AV一体型メモリーナビゲーション

¥116,865

◆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¥800
＋オーディオ変換ハーネス¥1,500
＋ナビゲーションロック¥3,000＋ ¥9,000】
MZ608932（本体）
MZ598182（オーディオ取付キット）
MZ608739（オーディオ変換ハーネス）
MZ598350（ナビゲーションロック）

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

【税抜き価格：本体￥173,000＋オーディオ取付キット¥800
＋オーディオ変換ハーネス¥1,500
＋ナビゲーションロック¥3,000＋ ¥10,800】
MZ608929（本体）
MZ598182（オーディオ取付キット）
MZ608739（オーディオ変換ハーネス）
MZ598350（ナビゲーションロック）

◆iPod接続用ケーブル

¥2,100 MZ607431
（＊3）
【税抜き価格：本体¥2,000】
◆iPod接続用ケーブル（ビデオ対応）

¥2,625

MZ609505
（＊4）
【税抜き価格：本体¥2,500】

※ 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）フロントUSBスロットに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、P23上記の＜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。

その他拡張機器

ナビゲーション機能

6.1

オリジナル
車種別音響調整 オープニング画面

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

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

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

リヤ

ETC 車載器 ビューカメラ

AV機能
緊急
警報

データ
放送

EPG

AM/FM
CD

DVD

DVD

DVD

DVD

MP3
WMA
AAC

USB
8,000 曲

SD
SDHC

4 倍速

MZ608190 （＊4）
【税抜き価格：本体¥2,500
＋ ¥1,200】

その他拡張機器

三菱オリジナル機能

ナビゲーション機能

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
3年間無償 FM 交通情報 ビーコン交通情報 交通情報
（※）

（別売）

（＊1）

リヤ

ETC 車載器 ビューカメラ

（別売） （別売）

AV機能

（別売） （別売）

（別売）

◆ビデオ入力コード（2m）

ETC

7型

ETC

型

Bluetooth iPod

USB
MP3
12 セグ 緊急 データ EPG AM/FM
SD
Bluetooth iPod RCA
最大
放送
警報
WMA
最大約
18 倍速
SDHC
CD DVD DVD DVD DVD AAC 10,000 曲
4×4 ワンセグ
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

RCA

（＊2）

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）

（別売）
（＊3,4） （＊5）

（＊2）

オーディオレス車用 メニュー ※ハイグレードサウンドシステム車に交換装着することはできません。

プラス拡張機器

47型AV一体型メモリーナビゲーション

¥101,115

◆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¥800
＋オーディオ変換ハーネス¥1,500
＋ナビゲーションロック¥3,000＋ ¥9,000】
MZ608933（本体）
MZ598182（オーディオ取付キット）
MZ608739（オーディオ変換ハーネス）
MZ598350（ナビゲーションロック）

◆iPod接続用ケーブル

¥3,360

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

MZ608933

2012年7月中旬発売予定

（＊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、P23上記の＜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

（＊1） （別売） （別売）

（注1）オーディオレス車に1DINオーディオのみを装着する場合、別途1DINアクセサリーボックス（MN124542）およびスクリュ（MB409436×2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。
※ eKワゴン標準装備の1DIN-AM/FMラジオ付CDプレーヤー付車に装着する場合、オーディオ取付キット（MZ598182）は必要ありません。

シンプルな操作性が魅力のエントリーモデル。

★

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

¥3,885

MZ608929

基本機能
三菱オリジナル機能

基本機能

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

※ 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、登録時期によっては地図更新期間が3年未満となる場合があります。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、音楽再生、ハンズフリー通話、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、P23上記の＜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。

MZ608932

2012年7月中旬発売予定

◆VICS-光/電波ビーコン受信機 ◆iPod接続用ケーブル（ビデオ対応）

三菱オリジナル機能

ナビゲーション機能

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

12DIN-CD/USBチューナーアンプ
¥41,685
【税抜き価格：本体¥36,500
＋取付キット¥800＋ ¥2,400】
MZ595623（本体）
MZ598182（取付キット）
音場
調整機能

22DIN-CD/USBチューナーアンプ
¥33,810
【税抜き価格：本体¥29,000
＋取付キット¥800＋ ¥2,400】
MZ595624（本体）
MZ598182（取付キット）
音場
調整機能

12DIN-CD/USBチューナーアンプ
¥28,035
【税抜き価格：本体¥22,000＋取付キット¥800
＋変換ハーネス¥1,500＋ ¥2,400】
MZ595637（本体）
MZ598182（取付キット）
MZ608739（変換ハーネス）

21DIN-カセットチューナーアンプ
¥16,485（注1）
【税抜き価格：本体¥12,500
＋取付キット¥800＋ ¥2,400】
MZ595584（本体）
MZ598182（取付キット）

音場
調整機能

その他拡張機器

ETC

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

リヤ

（注2）

（別売） （別売）
（注2）

（注2）

（別売）
（注2）
（注2）

ETC 車載器 ビューカメラ

（別売）

（注2）
（＊1）

（＊1）
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。

AV機能
緊急
警報

データ
放送

EPG

AM/FM
CD

DVD

DVD

DVD

DVD

MP3
WMA
AAC

USB
10,000 曲

18 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）

（別売）
（＊2） （別売）

プラスメニュー
■CMOSリヤビューカメラ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
適用機種：MZ608930

¥30,240

【税抜き価格：本体¥21,000＋
MZ607479（本体）

¥7,800】

適用機種：MZ608929/MZ608932/MZ608933
MZ607460

¥33,810

【税抜き価格：本体¥25,000＋
MZ607460（本体）

音場
調整機能

41DIN-CDチューナーアンプ
¥21,105（注1）
【税抜き価格：本体¥16,900
＋取付キット¥800＋ ¥2,400】
MZ595627（本体）
MZ598182（取付キット）
音場
調整機能

¥7,200】

iPod対応

【税抜き価格：本体¥12,000＋
MZ607412

¥3,600】

適用機種：MZ595581

【税抜き価格：本体¥39,500
＋取付キット¥800＋ ¥2,400】
MZ595581（本体）
MZ598182（取付キット）

¥36,960

【税抜き価格：本体¥25,000＋カメラ入力ケーブル¥3,000
＋ ¥7,200】
MZ607460（本体）／MZ607376（カメラ入力ケーブル）

◆iPod接続用アダプタ
¥16,380
12DIN-MD/CDチューナーアンプ
¥44,835

適用機種：MZ608931

●バックギアに連動して、車体後方の状況をモニターに映し出します。
※夜間や雨天時は見えにくくなる場合があります。
※あくまでドライバーの運転操作や視界を補う機構です。安全の確認や周囲の状況確認は必ずドライバー本人が行いながら十分に注意して運転してください。
※KENWOODナビゲーション(MZ608932)にはガイド線表示機能はありません。
※画像はMZ607460となります。
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31DIN-CD/USBチューナーアンプ
¥21,630（注1）
【税抜き価格：本体¥17,400
＋取付キット¥800＋ ¥2,400】
MZ595628（本体）
MZ598182（取付キット）

（注2）

（別売）
（注2）

◆iPod接続用ケーブル
iPod対応
¥2,100
【税抜き価格：本体¥2,000】
MZ607431
適用機種：MZ595623/MA595624/MZ595628

音場
調整機能

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

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

¥1,200】

適用機種：MZ595581

適用機種：MZ595623

※詳しくはP23上記の＜USBデバイス使用時のご注意＞を参照ください。
※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［税抜き］です。
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三菱マルチエンターテイメントシステム（MMES）装着車用 拡張機器 ※eKワゴン標準装備の1DIN-AM/FMラジオ付CDプレーヤーには拡張機能はありません。

ETC （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。

iPod接続用ケーブル（ビデオ対応）

iPod対応

USB接続ケーブル

iPod対応

¥15,120
【税抜き価格：iPod接続用ケーブル¥7,000
＋USB接続ケーブル¥2,000
＋ビデオ入出力コード¥3,000＋ ¥2,400】
MZ608171（iPod接続用ケーブル）
MZ608165（USB接続ケーブル）
MZ608468（ビデオ入出力コード）

【税抜き価格：本体¥2,000＋ ¥1,200】
MZ608165
※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。
※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。

（注）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。
※ 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。

※詳しくはP23上記の＜USBデバイス使用時のご注意＞を参照ください。

CMOSリヤビューカメラ
¥36,960

ビデオ入出力コード（20cm）

【税抜き価格：本体¥25,000＋カメラ入力ケーブル¥3,000
＋ ¥7,200】
MZ607460（本体）
／MZ607376（カメラ入力ケーブル）
※夜間や雨天時は見えにくくなる場合があります。
※あくまでドライバーの運転操作や視界を補う機構です。
安全の確認や周囲の状況確認は必ずドライバー本人が
行いながら十分に注意して運転してください。

¥4,410
【税抜き価格：本体¥3,000＋
MZ608468

¥1,200】

（注）iPod接続用ケーブル（MZ608171）を
使用する場合、本コードが必要になり、
iPod接続用ケーブルと接続するため、
本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。
※ 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となります。

■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

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

●MITSUBISHIナビゲーション（MZ608930）に
VICS-光/電波ビーコンと同時装着しない場合

¥19,530
【税抜き価格：本体￥13,200＋
MZ608789（本体）

¥24,465

¥5,400】

●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＋
MZ608789（本体）
MZ608811（接続ケーブル）

¥5,400】

¥24,780
¥5,400】

【税抜き価格：本体￥12,900＋接続ケーブル￥5,000＋
MZ608785（本体）
MZ608803（接続ケーブル）

¥5,400】

■三菱重工製（アンテナ別体、表示なしタイプ）
●三菱マルチエンターテイメントシステム（MMES）に接続する場合

¥24,360

ブラック

●ナビゲーションに接続しない場合

¥19,110
【税抜き価格：本体￥12,800＋ ¥5,400】
MZ608791（本体：ブラック）
MZ608792（本体：パープル）

¥6,300

【税抜き価格：本体¥26,200＋ ¥3,000】
MZ608172
（注）2010年8月上旬以前の生産車に装着
する場合はMZ608667となります。

【税抜き価格：本体¥6,000】
MZ608173
※一部対応していない機能があります。

●Clarionナビゲーション（MZ608931）に接続する場合

パープル

¥24,360

ETC車載器（三菱重工製）

【税抜き価格：本体￥12,800＋接続ケーブル￥5,000
＋ ¥5,400】
MZ608791（本体：ブラック）
MZ608792（本体：パープル）
MZ608810（接続ケーブル）

¥24,360
パープル

●MITSUBISHIナビゲーション（MZ608930）に
VICS-光/電波ビーコンと同時装着する場合

3スピーカー内蔵

ナビリモコン

¥30,660

【税抜き価格：本体¥12,800
＋接続ケーブル¥5,000＋ ¥5,400】
MZ608791（本体：ブラック）
MZ608792（本体：パープル）
MZ608810（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。

¥5,400】

¥29,610

●KENWOODナビゲーション（MZ608932）に接続する場合
【税抜き価格：本体￥13,200＋接続ケーブル￥5,000＋
MZ608789（本体）
MZ608812（接続ケーブル）

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

【税抜き価格：本体￥12,800＋接続ケーブル￥5,000
＋ ¥5,400】
MZ608791（本体：ブラック）
MZ608792（本体：パープル）
MZ608810（接続ケーブル）

VICS-光/電波ビーコン受信機

ブラック

■三菱電機製（アンテナ別体、表示なしタイプ）

¥3,360

2DIN-AM/FM/CD/MD（ユニークパネルデザイン）装着車用拡張機器
iPod対応

iPod接続用アダプタ
¥19,530
【税抜き価格：本体¥15,000＋
MZ607399

¥3,600】

液晶保護フィルム（MMES専用）
¥1,575
【税抜き価格：本体¥1,500】
MZ598356
※ナビゲーション液晶部の傷やホコリ、
指紋の付着を軽減。
※MMESにジャストサイズの専用設計。

スピーカー
■デッドニングシート（制振材）
¥19,530
【税抜き価格：本体¥12,000＋
MZ594707［全車］

スライドドア車

¥6,600】

●ドアパネルのサービスホールを塞ぐことにより、スピーカー部後方からの
音圧の回り込みやドアパネルの共振が低減され、低音再生域が向上します。
※ハイグレードサウンドシステム車にも装着可能です。
※商品は2ドア分となります。フロント／リヤの4ドアに装着する場合は2セット
必要になります。ただし、スライドドア車のリヤには装着できません。
デッドニングシート無し

◆リヤクォータースピーカー

KENWOOD

Clarion

ドアパネルサービスホール

スピーカー出力

デッドニングシート装着部

スピーカー背面の音圧回り込み等

¥7,200】

●スモールライトと連動して、スピーカー内をLED
ブルー光で照らし、スピーカーの存在感を高めます。
※メッキミラーカバー（ターンシグナルランプ付）、
ドアコーテシイルミネーション、カップホルダー＆
アンダートレイイルミネーション、グレードアップ
スピーカーとの同時装着はできません。

Clarion

1リヤクォータースピーカー
（carrozzeria）
¥55,440

116cmコアキシャルスピーカー
（carrozzeria）
¥28,140

【税抜き価格：本体¥20,000
＋リヤクォータースピーカー取付キット¥3,800
＋リヤクォータースピーカーパネル¥20,000＋ ¥9,000】
MZ596805（本体）
MZ594759（リヤクォータースピーカー取付キット）
MZ523167（リヤクォータースピーカーパネル）

【税抜き価格：本体¥20,000＋スピーカーマウント¥3,800
＋ ¥3,000】
MZ596805（本体）／MZ594774（スピーカーマウント）

（Clarion）
¥47,040
【税抜き価格：本体¥12,000
＋リヤクォータースピーカー取付キット¥3,800
＋リヤクォータースピーカーパネル¥20,000＋ ¥9,000】
MZ596804（本体）
MZ594759（リヤクォータースピーカー取付キット）
MZ523167（リヤクォータースピーカーパネル）
●フロント2スピーカーが標準装備されていますので、
リヤクォータースピーカーを追加装着することにより
4スピーカーシステムとなります。
※スライドドア車のリヤ右側ドアには、スピーカーを
追加装着することはできません。

◆リヤドアスピーカー（スタンダード）
1リヤドアスピーカー
¥15,330
【税抜き価格：本体¥11,600＋ ¥3,000】
8720A147×2（本体）
●フロント2スピーカーが標準装備されて
いますので、リヤドアスピーカーを追加
装着することにより4スピーカーシステム
となります。

デッドニングシート付

■フロントドアスピーカーイルミネーション
¥20,160
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◆フロントグレードアップスピーカー
carrozzeria

carrozzeria

【税抜き価格：本体¥12,000＋
MZ590826［全車］

ヒンジドア車

（KENWOOD）
¥18,690
【税抜き価格：本体¥11,000＋スピーカーマウント¥3,800
＋ ¥3,000】
MZ595736（本体）／MZ594774（スピーカーマウント）

（Clarion）
¥16,380
【税抜き価格：本体¥8,800＋スピーカーマウント¥3,800
＋ ¥3,000】
MZ594808（本体）／MZ594774（スピーカーマウント）
※標準装備のスピーカーと交換装着になります。
※フロントドアスピーカーイルミネーションとの同時装着
はできません。

◆グレードアップ4スピーカー（フロント＆リヤ）
※フロントドアの2スピーカーは交換装着になります。ただし、フロントドアの2スピーカーを交換せずに、リヤスピーカー のみ追加装着することもできます。
※グレードアップスピーカーおよびスピーカーマウントは2個セットとなります。 ※フロントドアスピーカーイルミネーションとの同時装着はできません。

116cmコアキシャルスピーカー
（フロントドア＋リヤドア）
¥56,280

116cmコアキシャルスピーカー
（フロントドア＋リヤドア）
¥37,380

116cmコアキシャルスピーカー
（フロントドア＋リヤドア）
¥32,760

【税抜き価格：本体¥40,000
＋スピーカーマウント¥7,600
＋ ¥6,000】
MZ596805×2（本体）
MZ594774×2（スピーカーマウント）

【税抜き価格：本体¥22,000
＋スピーカーマウント¥7,600
＋ ¥6,000】
MZ595736×2（本体）
MZ594774×2（スピーカーマウント）

【税抜き価格：本体¥19,600
＋スピーカーマウント¥7,600
＋ ¥6,000】
MZ594808×2（本体）
MZ594774×2（スピーカーマウント）

（フロントドア＋リヤクォーター）
¥83,580

（フロントドア＋リヤクォーター）
¥66,570

（フロントドア＋リヤクォーター）
¥63,420

【税抜き価格：本体¥8,800
【税抜き価格：本体¥40,000
【税抜き価格：本体¥11,000
＋リヤクォータースピーカー¥12,000
＋スピーカーマウント¥3,800
＋リヤクォータースピーカー¥12,800
＋スピーカーマウント¥3,800
＋リヤクォータースピーカー取付キット¥3,800
＋スピーカーマウント¥3,800
＋リヤクォータースピーカー取付キット¥3,800
＋リヤクォータースピーカーパネル¥20,000
＋リヤクォータースピーカー取付キット¥3,800
＋リヤクォータースピーカーパネル¥20,000
＋ ¥12,000】
＋リヤクォータースピーカーパネル¥20,000
＋ ¥12,000】
MZ596805×2（本体）
＋ ¥12,000】
MZ594808（本体）
MZ594774（スピーカーマウント）
MZ595736（本体）
MZ594804（リヤクォータースピーカー）
MZ594758（リヤクォータースピーカー取付キット） MZ595734（リヤクォータースピーカー）
MZ594774（スピーカーマウント）
MZ523166（リヤクォータースピーカーパネル）
MZ594774（スピーカーマウント）
MZ594758（リヤクォータースピーカー取付キット） MZ594758（リヤクォータースピーカー取付キット）
MZ523166（リヤクォータースピーカーパネル）
MZ523166（リヤクォータースピーカーパネル）

※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［税抜き］です。
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三菱マルチエンターテイメントシステム（MMES）装着車用 拡張機器 ※eKワゴン標準装備の1DIN-AM/FMラジオ付CDプレーヤーには拡張機能はありません。

ETC （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。

iPod接続用ケーブル（ビデオ対応）

iPod対応

USB接続ケーブル

iPod対応

¥15,120
【税抜き価格：iPod接続用ケーブル¥7,000
＋USB接続ケーブル¥2,000
＋ビデオ入出力コード¥3,000＋ ¥2,400】
MZ608171（iPod接続用ケーブル）
MZ608165（USB接続ケーブル）
MZ608468（ビデオ入出力コード）

【税抜き価格：本体¥2,000＋ ¥1,200】
MZ608165
※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。
※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。

（注）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。
※ 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。

※詳しくはP23上記の＜USBデバイス使用時のご注意＞を参照ください。

CMOSリヤビューカメラ
¥36,960

ビデオ入出力コード（20cm）

【税抜き価格：本体¥25,000＋カメラ入力ケーブル¥3,000
＋ ¥7,200】
MZ607460（本体）
／MZ607376（カメラ入力ケーブル）
※夜間や雨天時は見えにくくなる場合があります。
※あくまでドライバーの運転操作や視界を補う機構です。
安全の確認や周囲の状況確認は必ずドライバー本人が
行いながら十分に注意して運転してください。

¥4,410
【税抜き価格：本体¥3,000＋
MZ608468

¥1,200】

（注）iPod接続用ケーブル（MZ608171）を
使用する場合、本コードが必要になり、
iPod接続用ケーブルと接続するため、
本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。
※ 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となります。

■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

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

●MITSUBISHIナビゲーション（MZ608930）に
VICS-光/電波ビーコンと同時装着しない場合

¥19,530
【税抜き価格：本体￥13,200＋
MZ608789（本体）

¥24,465

¥5,400】

●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＋
MZ608789（本体）
MZ608811（接続ケーブル）

¥5,400】

¥24,780
¥5,400】

【税抜き価格：本体￥12,900＋接続ケーブル￥5,000＋
MZ608785（本体）
MZ608803（接続ケーブル）

¥5,400】

■三菱重工製（アンテナ別体、表示なしタイプ）
●三菱マルチエンターテイメントシステム（MMES）に接続する場合

¥24,360

ブラック

●ナビゲーションに接続しない場合

¥19,110
【税抜き価格：本体￥12,800＋ ¥5,400】
MZ608791（本体：ブラック）
MZ608792（本体：パープル）

¥6,300

【税抜き価格：本体¥26,200＋ ¥3,000】
MZ608172
（注）2010年8月上旬以前の生産車に装着
する場合はMZ608667となります。

【税抜き価格：本体¥6,000】
MZ608173
※一部対応していない機能があります。

●Clarionナビゲーション（MZ608931）に接続する場合

パープル

¥24,360

ETC車載器（三菱重工製）

【税抜き価格：本体￥12,800＋接続ケーブル￥5,000
＋ ¥5,400】
MZ608791（本体：ブラック）
MZ608792（本体：パープル）
MZ608810（接続ケーブル）

¥24,360
パープル

●MITSUBISHIナビゲーション（MZ608930）に
VICS-光/電波ビーコンと同時装着する場合

3スピーカー内蔵

ナビリモコン

¥30,660

【税抜き価格：本体¥12,800
＋接続ケーブル¥5,000＋ ¥5,400】
MZ608791（本体：ブラック）
MZ608792（本体：パープル）
MZ608810（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。

¥5,400】

¥29,610

●KENWOODナビゲーション（MZ608932）に接続する場合
【税抜き価格：本体￥13,200＋接続ケーブル￥5,000＋
MZ608789（本体）
MZ608812（接続ケーブル）

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

【税抜き価格：本体￥12,800＋接続ケーブル￥5,000
＋ ¥5,400】
MZ608791（本体：ブラック）
MZ608792（本体：パープル）
MZ608810（接続ケーブル）

VICS-光/電波ビーコン受信機

ブラック

■三菱電機製（アンテナ別体、表示なしタイプ）

¥3,360

2DIN-AM/FM/CD/MD（ユニークパネルデザイン）装着車用拡張機器
iPod対応

iPod接続用アダプタ
¥19,530
【税抜き価格：本体¥15,000＋
MZ607399

¥3,600】

液晶保護フィルム（MMES専用）
¥1,575
【税抜き価格：本体¥1,500】
MZ598356
※ナビゲーション液晶部の傷やホコリ、
指紋の付着を軽減。
※MMESにジャストサイズの専用設計。

スピーカー
■デッドニングシート（制振材）
¥19,530
【税抜き価格：本体¥12,000＋
MZ594707［全車］

スライドドア車

¥6,600】

●ドアパネルのサービスホールを塞ぐことにより、スピーカー部後方からの
音圧の回り込みやドアパネルの共振が低減され、低音再生域が向上します。
※ハイグレードサウンドシステム車にも装着可能です。
※商品は2ドア分となります。フロント／リヤの4ドアに装着する場合は2セット
必要になります。ただし、スライドドア車のリヤには装着できません。
デッドニングシート無し

◆リヤクォータースピーカー

KENWOOD

Clarion

ドアパネルサービスホール

スピーカー出力

デッドニングシート装着部

スピーカー背面の音圧回り込み等

¥7,200】

●スモールライトと連動して、スピーカー内をLED
ブルー光で照らし、スピーカーの存在感を高めます。
※メッキミラーカバー（ターンシグナルランプ付）、
ドアコーテシイルミネーション、カップホルダー＆
アンダートレイイルミネーション、グレードアップ
スピーカーとの同時装着はできません。

Clarion

1リヤクォータースピーカー
（carrozzeria）
¥55,440

116cmコアキシャルスピーカー
（carrozzeria）
¥28,140

【税抜き価格：本体¥20,000
＋リヤクォータースピーカー取付キット¥3,800
＋リヤクォータースピーカーパネル¥20,000＋ ¥9,000】
MZ596805（本体）
MZ594759（リヤクォータースピーカー取付キット）
MZ523167（リヤクォータースピーカーパネル）

【税抜き価格：本体¥20,000＋スピーカーマウント¥3,800
＋ ¥3,000】
MZ596805（本体）／MZ594774（スピーカーマウント）

（Clarion）
¥47,040
【税抜き価格：本体¥12,000
＋リヤクォータースピーカー取付キット¥3,800
＋リヤクォータースピーカーパネル¥20,000＋ ¥9,000】
MZ596804（本体）
MZ594759（リヤクォータースピーカー取付キット）
MZ523167（リヤクォータースピーカーパネル）
●フロント2スピーカーが標準装備されていますので、
リヤクォータースピーカーを追加装着することにより
4スピーカーシステムとなります。
※スライドドア車のリヤ右側ドアには、スピーカーを
追加装着することはできません。

◆リヤドアスピーカー（スタンダード）
1リヤドアスピーカー
¥15,330
【税抜き価格：本体¥11,600＋ ¥3,000】
8720A147×2（本体）
●フロント2スピーカーが標準装備されて
いますので、リヤドアスピーカーを追加
装着することにより4スピーカーシステム
となります。

デッドニングシート付

■フロントドアスピーカーイルミネーション
¥20,160
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◆フロントグレードアップスピーカー
carrozzeria

carrozzeria

【税抜き価格：本体¥12,000＋
MZ590826［全車］

ヒンジドア車

（KENWOOD）
¥18,690
【税抜き価格：本体¥11,000＋スピーカーマウント¥3,800
＋ ¥3,000】
MZ595736（本体）／MZ594774（スピーカーマウント）

（Clarion）
¥16,380
【税抜き価格：本体¥8,800＋スピーカーマウント¥3,800
＋ ¥3,000】
MZ594808（本体）／MZ594774（スピーカーマウント）
※標準装備のスピーカーと交換装着になります。
※フロントドアスピーカーイルミネーションとの同時装着
はできません。

◆グレードアップ4スピーカー（フロント＆リヤ）
※フロントドアの2スピーカーは交換装着になります。ただし、フロントドアの2スピーカーを交換せずに、リヤスピーカー のみ追加装着することもできます。
※グレードアップスピーカーおよびスピーカーマウントは2個セットとなります。 ※フロントドアスピーカーイルミネーションとの同時装着はできません。

116cmコアキシャルスピーカー
（フロントドア＋リヤドア）
¥56,280

116cmコアキシャルスピーカー
（フロントドア＋リヤドア）
¥37,380

116cmコアキシャルスピーカー
（フロントドア＋リヤドア）
¥32,760

【税抜き価格：本体¥40,000
＋スピーカーマウント¥7,600
＋ ¥6,000】
MZ596805×2（本体）
MZ594774×2（スピーカーマウント）

【税抜き価格：本体¥22,000
＋スピーカーマウント¥7,600
＋ ¥6,000】
MZ595736×2（本体）
MZ594774×2（スピーカーマウント）

【税抜き価格：本体¥19,600
＋スピーカーマウント¥7,600
＋ ¥6,000】
MZ594808×2（本体）
MZ594774×2（スピーカーマウント）

（フロントドア＋リヤクォーター）
¥83,580

（フロントドア＋リヤクォーター）
¥66,570

（フロントドア＋リヤクォーター）
¥63,420

【税抜き価格：本体¥8,800
【税抜き価格：本体¥40,000
【税抜き価格：本体¥11,000
＋リヤクォータースピーカー¥12,000
＋スピーカーマウント¥3,800
＋リヤクォータースピーカー¥12,800
＋スピーカーマウント¥3,800
＋リヤクォータースピーカー取付キット¥3,800
＋スピーカーマウント¥3,800
＋リヤクォータースピーカー取付キット¥3,800
＋リヤクォータースピーカーパネル¥20,000
＋リヤクォータースピーカー取付キット¥3,800
＋リヤクォータースピーカーパネル¥20,000
＋ ¥12,000】
＋リヤクォータースピーカーパネル¥20,000
＋ ¥12,000】
MZ596805×2（本体）
＋ ¥12,000】
MZ594808（本体）
MZ594774（スピーカーマウント）
MZ595736（本体）
MZ594804（リヤクォータースピーカー）
MZ594758（リヤクォータースピーカー取付キット） MZ595734（リヤクォータースピーカー）
MZ594774（スピーカーマウント）
MZ523166（リヤクォータースピーカーパネル）
MZ594774（スピーカーマウント）
MZ594758（リヤクォータースピーカー取付キット） MZ594758（リヤクォータースピーカー取付キット）
MZ523166（リヤクォータースピーカーパネル）
MZ523166（リヤクォータースピーカーパネル）

※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［税抜き］です。
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◎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7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。
◎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

YS1523-1207

2012.07〜

