
純正形状フロアマット適合表（受注生産品・納期10日程度です） Made　in　Japan

純正形状の車種別専用フロアマットです。材質は高品質のレギュラータイプ及び優良品質のベーシックタイプと８種類の

ラインナップです。更にスベリ止裏生地加工またズレ防止フックも標準添付しました。運転席側には、サイズ180x270mm

の樹脂加工の踵置き（グレイカラー）も装備、耐久性も一段と向上しております。　　　　　　 ●価格は税抜きになります。

　　車　　　　名 　　　型　　　　　　式 ﾚｷﾞｭﾗｰﾀｲﾌﾟ価格 ﾍﾞｰｼｯｸﾀｲﾌﾟ価格 　年　式(平成） 適合 　　備　　　　考 　　注　文　名

RVR NEW GA3W ¥13,400 ¥10,300 22/2～ ○ 除くﾌﾟﾚﾐｱﾑｻｳﾝﾄﾞ車RVR-NEW

○ 4人乗 RVR-１

○ 5人乗 RVR-２

○ ｵｰﾌﾟﾝｷﾞｱ RVR-３

○ 4人乗 RVR-４

○ 5人乗 RVR-５

アイ HA1W ¥8,500 ¥5,400 18/1～ ○ アイ1

¥13,400 ¥10,300 ○ 5人乗 アウトランダー1

¥15,700 ¥13,600 ○ 7人乗 アウトランダー2

○ AT ekワゴン１

○ MT ekワゴン１-１

○ エアトレック１

○ 寒冷地仕様 エアトレック１-１

D32A ○ エクリプス１

D38A ○ ｴｸﾘﾌﾟｽｽﾊﾟｲﾀﾞｰ

FTO DE系 ¥12,600 ¥9,400 6/10～12/8 ○ FTO-1

エテルナ/エメロード E50系 ¥8,700 ¥7,100 4/5～8/8 ○ ギャラン２

E30系 62/12～12/8 ○ ギャラン１

E50系 4/5～8/8 ○ ギャラン２

EA系 ○ 2WD レグナム１

EC系 ○ 4WD レグナム１-１

19/10～ ○ SST ギャラン4

ギャラン　Fortis CY4A ○ MT ギャラン4-1

○ SST寒冷地 ギャラン4-2

○ MT寒冷地 ギャラン4-3

○ 6人乗 グランディス１

○ 7人乗 グランディス２

○ 2WD コルト1

○ 4WD コルト2

○ 2WD寒冷地 コルト3

○ 4WD寒冷地 コルト4

GTO Z15A/16A ¥12,600 ¥9,400 2/10～ ○ GTO-１

シャリオ N30系/40系 ¥15,700 ¥13,600 3/5～9/10 ○ 7人乗 シャリオ２

N80系/90系 ○ 6人乗 シャリオ３

9/10～＝型式-0000001～ ○ 6人乗寒冷地仕様 シャリオ４

○ 7人乗 シャリオ５

○ 7人乗寒冷地仕様 シャリオ６

12/7～＝型式-0200001～ ○ 6人乗 シャリオ７

× 6人乗寒冷地仕様 設定なし

○ 7人乗 シャリオ９

○ 7人乗寒冷地仕様 シャリオ１０

13/10～＝型式-0300101～ ○ 6人乗 シャリオ１１

　　　　　　＝型式-0400101～ × 6人乗寒冷地仕様 設定なし

○ 7人乗 シャリオ１４

× 7人乗寒冷地仕様 設定なし

11/4～14/9 ○ タウンボックス１

14/9～ ○ タウンボックス1-1

チャレンジャー K80系/90系 ¥13,400 ¥10,300 8/7～ ○ チャレンジャー１

ディオン CR9W/CR6W ¥18,700 ¥15,700 12/1～ ○ ディオン１

F10系/20系/（含むK45ワゴン） 2/5～7/1 ○ ディアマンテ1

F30系/（含むF36Wワゴン） ○ 2WD ディアマンテ2

F40系 ○ 4WD ディアマンテ3

PA～PF系 ○ 7人乗 デリカ１

*ウォークスルー部はATの ○ 7人乗ロング デリカ1-1

4WD用の形状です。 ○ 8人乗 デリカ2

○ 8人乗ロング デリカ2-1

CU2W/CU4W

タウンボックス

¥7,100

3/2～9/11

9/11～

¥10,300

13/10～¥5,000

17/11～

グランディス

コルト・コルトプラス ¥10,000

RVR

エアトレック ¥13,400

¥13,400

N10系/20系

N60系/70系

H81W
ekワゴン/スポーツ/
アクティブ

9/10～12/7

12/7～13/10
(中期)

13/10～15/5
(後期)

15/5～

14/11～

13/6～¥10,300

8/10～

¥7,100

デリカ・スペースギア
(両側スライドドア車
不可）

¥20,800 6/5～¥17,800

¥7,100

¥5,700

¥17,800

7/1～

Z2系

ディアマンテ/シグマ

¥17,800

¥12,600 ¥9,400

¥8,000

¥20,800

¥20,800

¥8,700

¥8,400

アウトランダー CW5W

U60系

エクリプス

ギャラン ¥8,700

NA4W

シャリオグランディス



　　車　　　　名 　　　型　　　　　　式 ﾚｷﾞｭﾗｰﾀｲﾌﾟ価格 ﾍﾞｰｼｯｸﾀｲﾌﾟ価格 　年　　式 適合 　　備　　　　考 　　注　文　名

○ 7人乗AT デリカ3

○ 7人乗MT デリカ4

○ 8人乗AT デリカ5

○ 8人乗MT デリカ6

○ 8人乗 デリカ7

デリカ　D:5 CV5W ¥24,250 ¥21,250 19/1～ ○ 8人乗寒冷地 デリカ7-1

○ ７人乗 デリカ8

○ 7人乗寒冷地 デリカ8-1

トライトン KB9T ¥13,400 ¥10,300 18/9～ ○ トライトン1

トッポ H20系・30系 ¥6,900 ¥5,000 5/9～10/10 ○ トッポ１

○ フロアシフト トッポ２

○ コラムシフト トッポ３

H82A ¥7,500 ¥5,500 20/9～ ○ トッポ5

L系 ～3/1 ○ ショート パジェロ0

V20系 3/1～119 ○ パジェロ1

V60系 11/9～18/10 ○ パジェロ4

V80系 18/10～ ○ パジェロ11

L系 ～3/1 ○ ロング パジェロ0-1

V40系 3/1～11/9 ○ パジェロ3

V70系 11/9～18/10 ○ パジェロ6

V80系 18/10～ ○ パジェロ12

H60系 ○ 3ドア パジェロ7

H70系 ○ 5ドア パジェロ8

H51A/56A/57A 6/12～10/10 ○ パジェロ9

H53A/58A 10/10～ ○ パジェロ10

11/1～14/8 ○ ミニキャブ3

14/8～ ○ ミニキャブ4

H30系 5/9～10/10 ○ ミニカ2

H40系 10/10～ ○ ミニカ3

CA/CB/CD系 3/10～7/10 ○ ランサー1-1

CJ/CK/CM系 7/10～12/5 ○ ランサー2-1

ミラージュ・ディンゴ CQ1A/2A/5A ¥13,400 ¥10,300 11/1～ ○ ディンゴ１

CB/CD/CE系 3/10～7/10 ○ ランサー1-1

CK/CM/CN/CP系 7/10～12/12 ○ ランサー2-1

ランサー・セディア CS/CT系 15/2～ ○ ランサー3

19/10～ ○ SST ギャラン4

ランサー・EVO-X CZ4A ○ MT ギャラン4-1

○ SST寒冷地 ギャラン4-2

○ MT寒冷地 ギャラン4-3

リベロ CB2W/4W/5W/8W 4/5～ ○ リベロ１

EA系 ○ 2WD レグナム１

EC系 ○ 4WD レグナム１-１

マットの参考柄模様見本です。 ●上記記載外の車種につきましては、問合せください。

　　　　　レギュラー・グレー 　　　レギュラー・ストライプグレー 　　　レギュラー・ブラック

2/8～

8/10～

¥7,100

10/8～

10/10～

¥5,000

¥5,000

¥8,700

パジェロ･ロング

パジェロ･ショート

パジェロ・イオ

パジェロ・ミニ/Jr

¥7,100

ランサー

トッポBJ

U60系

P20/30系

レグナム

ミニキャブ

ミラージュ

ミニカ

デリカ・スターワゴン
4WD

H40系

¥10,300¥13,400

¥20,800 ¥17,800

¥7,100¥8,700

¥5,700

¥18,700 ¥15,700

¥8,400

¥6,900



　　　　　レギュラー・ベイジュ 　　　　　ベーシック・クールグレー 　　　　　ベーシック・グレー

　　　　　ベーシック・ダークグレー 　　　　ベーシック・ベイジュ 樹脂製の踵置き　　マット裏側すべり止

　　　●マット参考見本は三菱アイ(I）用です。

　●純正品も取扱いしております。問合せ願います。
　　　　　平成２２年４月現在


