
YS1525-1207

◎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。

〒108-0014 東京都港区芝5丁目33番8号 第一田町ビル6F

純正用品製造事業者

〒108-8410 東京都港区芝5丁目33番8号
2012.7～



￥149,800

[ 適用車種：i-MiEVの急速充電機能装備車]
 【税抜き価格：本体¥142,667】MZ604775

電気自動車MiEVシリーズにつなげば、
最大出力1500Ｗの電力で約５～６時間の使用が可能です。
これは一般家庭の消費電力の約１日分に相当します。

（注）車両の駆動用バッテリー （16.0kWh仕様車）満充電の場合
　　（10.5kWh仕様車の場合は約３～４時間）。

※急速充電機能を装備していない車両では使用できません。

一般家庭の
約1日分の電力が
取り出せます。

使用可能な家電製品の目安

AC 100Ｖの家電製品ＯＫ！ 

いろいろなシーンで、いろいろな使い方

1500Ｗクラス

炊飯器、ホットプレート
アイロン、電子レンジなど

その他

液晶テレビ（150W）
ノートパソコン（50～100W）
扇風機（50W）、冷蔵庫（150W）など
合計1500Wまで使用可能

レジャーなど
オートキャンプやバーベキューなど
快適なアウトドアライフを楽しめます。

業務用にも
移動式店舗や店頭でのイベントなど、電源確保や
発電機使用が困難な場所で便利です。

万一の場合に
停電や災害時にも照明器具や調理器具が
使えるので安心です。

電気自動車MiEVシリーズにつないで 安心 便利 快適

※本製品はバッテリーではありません（蓄電機能はありません）。
※最寄りの充電設備までの移動を考慮し、車の駆動用バッテリーの容量が少なくなると、
　本製品は自動的に停止します。
※雨や雪がかかる場所、湿気の多い場所での使用はできません。また濡れた手での操作は行わないでください。
※医療機器の電源としては使用しないでください。
※作動保証温度は-30℃～+60℃です。
※車両に搭載した状態で長期保管はしないでください。機器の故障の原因となります。
※使用環境・使用電気機器によっては、1500Wを供給できないことがあります。
※本製品の起動には、付属のアクセサリーソケットケーブルをDC12V 電源に接続する必要があります。

本製品は使用にあたり、車両の生産時期によっては搭載コンピューターのソフトウエアの
書換が必要になります。その際、その他いくつかの機能についても一部仕様変更されます。
詳しくは販売会社にお問い合せください。

液晶テレビ

扇風機

ノートパソコン 炊飯器

1500W
最大出力

1500W 電源供給装置

照明器具

電気ポット

●MiEV power BOX

1フロアマット（グリーンプラスチック）
¥21,000
【税抜き価格：本体¥18,800＋　¥1,200】
MZ511684［G］
MZ511694［M］
●環境にやさしい植物由来繊維を使用す
　ると同時に裏面には吸音仕様の不織
　布を採用。環境への配慮と静粛性に
　優れたｉ-MｉEVにふさわしいマット。毛足
　の長いカーペットに、グリーングラデー
　ションのビトロ調ネームプレートを装着。
　

3バックブザー（スタンダードタイプ）
¥7,350
【税抜き価格：本体￥4,000＋　¥3,000】
MZ603018［i-MiEV］
●後退時にバックギヤと連動してブザーが
　鳴り、周囲に安全を促します。

4バックブザー（夜間消音タイプ）
¥9,450
【税抜き価格：本体￥6,000＋　¥3,000】
MZ603019［i-MiEV］
●バックギヤと連動してブザーが鳴りま
　すが、夜間、住宅街などでの騒音防止
　を考慮してスモールライト点灯時には消
　音します。

第1284364号

CO2排出量の削減に貢献
する植物由来樹脂「グリーン
プラスチック」をカーペット部
分に使用しています。

グリーンプラスチック

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（２本）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。

2クール＆ウォームクッション
￥13,860
【税抜き価格：本体¥13,200】
MZ516560[全車]
●足元のファンがシート全体に風を送り、
　夏は涼しく、また冬は短時間で座面を
　暖めて寒さを和らげるクッション。冷暖
　房の使用を抑えたエコ運転が可能で
　す。アクセサリーソケットに接続。

i-MiEVオーナーの方へ この他にも、i-MiEVに装着可能な商品が多数あります。次ページ以降の　　　　マークをご覧ください。

地球にも してます。i -M i E V専用アイテムのご紹介。今日よりも、もっともっとうれしい明日のために純正アクセサリーがお手伝いします。
もっともっと愛してる。今日よりも明日。

17型AV一体型メモリーナビゲーション 27型AV一体型メモリーナビゲーション

倍速
録再

現在のバッテリー残量で、これから走行するルートのどこまで走行可
能かを表示し、ドライブをサポートします。また、目的地もしくは立寄
地までの推定航続距離をバーで表示することで直感的にわかります。

（＊2）地図更新
最大3年無償

（＊2）地図更新
最大3年無償

写真はMZ608925

MZ608925とMZ608926の共通機能 MZ608925のみの機能 MZ608926のみの機能
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SDナビ

オーディオ機能ナビゲーション／オーディオ機能

地上デジタルTVチューナー機能

オーディオ機能

ワンセグTVチューナー機能

バッテリー切れを未然に防止 バッテリー残量案内

バッテリー残量が少なくなった時に、音声とメッセージで
案内し、そこから充電スポットの検索ができます。

簡単・分かりやすい 充電スポット検索

普通・急速充電スポットを現在地周辺やジャンルから

簡単に検索することが可

能。さらに、営業時間など

の詳細情報もわかります。

また、地図上に2種類の

ロゴマークを表示します。

航続可能な距離（推定）

目的地までの距離

推定航続距離表示

（別売）

目的地までの距離と
推定航続距離を
相対的にバーで表示

　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。）
※スピーカーレス車に装着する場合、スピーカー（P21）が別途必要となります。※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。※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感度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。

普通充電スポット
ロゴマーク

急速充電スポット
ロゴマーク

注1：ルート案内中の推定航続距離は推定であり、実際の走行可能な距離とは異なります。また、これから走行するルート情報を元に算出しますので車両の航続可能距離表示とも異なります。　

＜スマートループ渋滞情報とは＞VICS渋滞情報と合わせて約33万kmの渋滞情報を取得可能。より広範囲で正確な渋滞情報を取得することで目的地へより早く到着できるルート探索が可能。　

（注2） （＊1）

（注1）

注2：SD/SDHCカードは社外品（別売）となります。 注3：CMOSリヤビューカメラの装着位置、画像イメージ、注意事項につきましてはP20を参照ください。＊1：ハンズフリー通話、音楽再生、スマートループ渋滞情報取得が可能になります。 
＊2：地図更新バージョンアップを3年分（2011年11月～2014年10月）無償提供いたします。ただし、お客様登録が別途必要になります。また、無償の地図更新につきましてはパイオニア（株）が運営・実施いたします。＊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。

¥226,905
【税抜き価格：本体￥188,000＋取付キット¥800
＋接続ハーネス¥4,500＋ナビゲーションロック¥3,000＋　 ¥19,800】
MZ608925（本体）／MZ598320（取付キット）
MZ607469（接続ハーネス）／MZ598350（ナビゲーションロック）

¥180,915
【税抜き価格：本体￥146,000＋取付キット¥800
＋接続ハーネス¥4,500＋ナビゲーションロック¥3,000＋　 ¥18,000】
MZ608926（本体）／MZ598320（取付キット）
MZ607469（接続ハーネス）／MZ598350（ナビゲーションロック）

推定航続距離表示、バッテリー残量案内機能を搭載した、
航続距離への不安を解消する
ＥＶ（電気自動車）用メモリーナビゲーション

◆iPod接続ケーブル（ビデオ対応） （＊3） （注3）

¥5,985  【税抜き価格：本体¥4,500＋    ¥1,200】MZ608194
◆CMOSリヤビューカメラ

¥33,810  【税抜き価格：本体¥25,000＋    ¥7,200】MZ607460
プラス拡張機器

ルート案内時の走行可能距離がわかる

※システム合計価格が¥124,740（税込み）のモデル（MZ608927）も用意
　しています。ただし、推定航続距離表示およびバッテリー残量案内には
　対応しておりません。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

2 3マークは参考取付工賃［税抜き］です。※青太字の価格は参考取付工賃を含む消費税込み価格です。
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注1：ルート案内中の推定航続距離は推定であり、実際の走行可能な距離とは異なります。また、これから走行するルート情報を元に算出しますので車両の航続可能距離表示とも異なります。　

＜スマートループ渋滞情報とは＞VICS渋滞情報と合わせて約33万kmの渋滞情報を取得可能。より広範囲で正確な渋滞情報を取得することで目的地へより早く到着できるルート探索が可能。　

（注2） （＊1）

（注1）

注2：SD/SDHCカードは社外品（別売）となります。 注3：CMOSリヤビューカメラの装着位置、画像イメージ、注意事項につきましてはP20を参照ください。＊1：ハンズフリー通話、音楽再生、スマートループ渋滞情報取得が可能になります。 
＊2：地図更新バージョンアップを3年分（2011年11月～2014年10月）無償提供いたします。ただし、お客様登録が別途必要になります。また、無償の地図更新につきましてはパイオニア（株）が運営・実施いたします。＊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。

¥226,905
【税抜き価格：本体￥188,000＋取付キット¥800
＋接続ハーネス¥4,500＋ナビゲーションロック¥3,000＋　 ¥19,800】
MZ608925（本体）／MZ598320（取付キット）
MZ607469（接続ハーネス）／MZ598350（ナビゲーションロック）

¥180,915
【税抜き価格：本体￥146,000＋取付キット¥800
＋接続ハーネス¥4,500＋ナビゲーションロック¥3,000＋　 ¥18,000】
MZ608926（本体）／MZ598320（取付キット）
MZ607469（接続ハーネス）／MZ598350（ナビゲーションロック）

推定航続距離表示、バッテリー残量案内機能を搭載した、
航続距離への不安を解消する
ＥＶ（電気自動車）用メモリーナビゲーション

◆iPod接続ケーブル（ビデオ対応） （＊3） （注3）

¥5,985  【税抜き価格：本体¥4,500＋    ¥1,200】MZ608194
◆CMOSリヤビューカメラ

¥33,810  【税抜き価格：本体¥25,000＋    ¥7,200】MZ607460
プラス拡張機器

ルート案内時の走行可能距離がわかる

※システム合計価格が¥124,740（税込み）のモデル（MZ608927）も用意
　しています。ただし、推定航続距離表示およびバッテリー残量案内には
　対応しておりません。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

2 3マークは参考取付工賃［税抜き］です。※青太字の価格は参考取付工賃を含む消費税込み価格です。



6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】
［ディスチャージヘッドライト装着車］
MZ580100
●6,000K（ケルビン）で青白く輝くバーナーセット。
　D2S規格。標準装備またはメーカーオプション
　のディスチャージヘッドライトのバーナーと交換。
　1台分2個セット。ホワイト光のポジションバルブ
　2個（1台分）付属。

7PREMIUM LED ウェッジバルブ
¥8,295
【税抜き価格：本体￥5,500＋　¥2,400】

MZ580135
●標準ポジションランプのバルブと交換し、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。

［全車］

5ハロゲンフォグランプ

¥46,200
【税抜き価格：本体￥35,000＋　¥9,000】

クリアレンズ+ホワイトバルブ

イエローコーティングレンズ+ホワイトバルブ

オートライトコントロール未装着車

部品番号
種　類

MZ581910

MZ581911

オートライトコントロール及びヘッドライトマナースイッチ機能付

価　格

¥42,000
【税抜き価格：本体￥32,800＋　¥7,200】

オートライトコントロール装着車

部品番号

MZ581877

MZ581878

ヘッドライトマナースイッチ機能付

価　格

●小型でも照射力の強いマルチリフレクタータイプ。人気のホワイト光、または霧に強いイエロー光から選べます。

4大型ルーフスポイラー

9クリアターンシグナル

車体の設計とともに開発されたエアロパーツだからこそ、

派手ではないが、空力効果を充分に発揮する形状になっている。

このフロントノーズエクステンションは正面から見ると薄いラインに見えるが、

前方への張り出し幅は十分にあり、やや上方から見るとその凄さが納得できる。

さらに特筆すべきことは、下面にはアンダーエクステンションまで装備して、

ボディ下への空気の流れ込みを一段と抑えて、

高速時のボディ浮き上がりをより制御していることだ。

標準装備のリヤスポイラーのうえに、

さらに大型のスポイラーを装着するこのスポイラーでは、

整流効果やダウンフォースを高めるだけでなく、

迫力のあるシルエットを創造してリヤビューを

いっそう印象深いものにしている。

2サイドエアダムエクステンション
●フロントからリヤに向かって流れるような
　ラインを基調にしながら、中央部分の膨ら
　みで光を反射させ存在感を発揮します。

3リヤエアダムエクステンション
●リヤバンパーを大型化して、リヤビューを
　スポーティに印象づけると同時に、マッド
　ガード機能も兼ね備えています。

フォグランプスイッチ

ヘッドライトマナースイッチ

ディスチャージヘッドライト
色温度：約4,150K（ケルビン）

バーナー交換後
色温度：6,000K（ケルビン）

標準バルブ

PREMIUM LED ウェッジバルブ

写真は比較用のイメージです。

6 ディスチャージヘッドライト交換用バーナー

1フロントノーズエクステンション

2サイドエアダムエクステンション 3リヤエアダムエクステンション

レガートグレー

クールシルバーメタリックブラックマイカ

レガートグレー レガートグレー

クールシルバーメタリックブラックマイカ クールシルバーメタリックブラックマイカ

ハロゲンフォグランプ（クリア）点灯時 ハロゲンフォグランプ（クリア）消灯時 ハロゲンフォグランプ（イエロー）点灯時 ハロゲンフォグランプ（イエロー）消灯時

1
2

2
3

1＋2＋3エアロキット（左記3点セット）
¥97,650
【税抜き価格：本体￥75,000＋　¥18,000】
［全車］
 MZ575940（クールシルバーメタリック）
 MZ575941（ブラックマイカ）
 MZ575942（レガートグレー）
※マッドガードとの同時装着はできません。

1フロントノーズエクステンション

●レーシングカーのフロントノーズコーンをモチーフ
　にしたウイング形状のエクステンション。下部に
　はさらにアンダーエクステンションも装備して、
　高速走行時の安定性を向上させます。

¥37,800
【税抜き価格：本体￥30,000＋　¥6,000】
［全車］
 MZ5759401（クールシルバーメタリック）
 MZ5759411（ブラックマイカ）
 MZ5759421（レガートグレー）

スポーツ装備で固めると、気分もスポーツになる。

EXTERIOR 
他人と違うクルマに仕立てたいと思ったら、スポーティなエクステリア装備を付けることが一番の近道だろう。
決してレーシングカーのような大げさなものは必要ないが、しっかりと主張があって、機能が追求されたものがいい。
過剰なものより、逆に小粋でオシャレなエアロパーツの方が、街なかでは目立ったりもする。

マークはi（アイ）に、 マークはi-MiEVに装着可能なアイテムです。※

5ハロゲンフォグランプ

オートライトコントロールスイッチ

PREMIUM LED ウェッジバルブ7

PREMIUM  LED バックアップランプバルブ8

有効開口部はφ80mmとやや小径だが、それだけに光線が闇を

射抜く力は鋭いものがある。さらにヘッドライトをワンタッチで

消灯でき、再発進時には自動的に点灯させるヘッドライトマナー

スイッチの機能を同時に採用している。　　　　　　　　

8PREMIUM LED バックアップランプバルブ
¥18,270
【税抜き価格：本体￥15,000＋　¥2,400】

MZ580137
●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効果を
　高めると同時に、車両後退時に周囲の人々へ注意
　喚起を促します。標準バックランプのバルブと交換
　装着。２個セット。

［全車］

9クリアターンシグナル
¥4,200
【税抜き価格：本体￥3,400＋　¥600】

MZ590687
●スポーティなクリアレンズ、視認性のよい
　ティアドロップ型。
※標準装備のターンシグナルと交換装着となります。
※i-MiEV G類別の標準装備品と同品です。

［i-MiEVのGを除く全車］

4大型ルーフスポイラー
¥27,510
【税抜き価格：本体￥22,000＋　¥4,200】
［全車］
MZ574487（除くLEDリヤコンビランプ車）
MZ574509（LEDリヤコンビランプ車）
●標準装備のリヤスポイラーに加えて装着し、
　２段ウイングとしてより効果を高めるほか、迫力
　のリヤビューにも仕立てます。色はリヤコンビ
　ネーションのガーニッシュ色とコーディネイト。
※i（標準車）とi-MiEVでは若干、色合いが異なります。

ボディカラー（ベース色）との組み合わせイメージ

クールシルバー
メタリック

ラズベリーレッド
パール ブラックマイカ ミスティック

バイオレットパールホワイトパール サクラピンク
メタリックレッドソリッド

レガートグレー

クールシルバー
メタリック

ブラックマイカ

4 5マークは参考取付工賃［税抜き］です。※青太字の価格は参考取付工賃を含む消費税込み価格です。



6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】
［ディスチャージヘッドライト装着車］
MZ580100
●6,000K（ケルビン）で青白く輝くバーナーセット。
　D2S規格。標準装備またはメーカーオプション
　のディスチャージヘッドライトのバーナーと交換。
　1台分2個セット。ホワイト光のポジションバルブ
　2個（1台分）付属。

7PREMIUM LED ウェッジバルブ
¥8,295
【税抜き価格：本体￥5,500＋　¥2,400】

MZ580135
●標準ポジションランプのバルブと交換し、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。

［全車］

5ハロゲンフォグランプ

¥46,200
【税抜き価格：本体￥35,000＋　¥9,000】

クリアレンズ+ホワイトバルブ

イエローコーティングレンズ+ホワイトバルブ

オートライトコントロール未装着車

部品番号
種　類

MZ581910

MZ581911

オートライトコントロール及びヘッドライトマナースイッチ機能付

価　格

¥42,000
【税抜き価格：本体￥32,800＋　¥7,200】

オートライトコントロール装着車

部品番号

MZ581877

MZ581878

ヘッドライトマナースイッチ機能付

価　格

●小型でも照射力の強いマルチリフレクタータイプ。人気のホワイト光、または霧に強いイエロー光から選べます。

4大型ルーフスポイラー

9クリアターンシグナル

車体の設計とともに開発されたエアロパーツだからこそ、

派手ではないが、空力効果を充分に発揮する形状になっている。

このフロントノーズエクステンションは正面から見ると薄いラインに見えるが、

前方への張り出し幅は十分にあり、やや上方から見るとその凄さが納得できる。

さらに特筆すべきことは、下面にはアンダーエクステンションまで装備して、

ボディ下への空気の流れ込みを一段と抑えて、

高速時のボディ浮き上がりをより制御していることだ。

標準装備のリヤスポイラーのうえに、

さらに大型のスポイラーを装着するこのスポイラーでは、

整流効果やダウンフォースを高めるだけでなく、

迫力のあるシルエットを創造してリヤビューを

いっそう印象深いものにしている。

2サイドエアダムエクステンション
●フロントからリヤに向かって流れるような
　ラインを基調にしながら、中央部分の膨ら
　みで光を反射させ存在感を発揮します。

3リヤエアダムエクステンション
●リヤバンパーを大型化して、リヤビューを
　スポーティに印象づけると同時に、マッド
　ガード機能も兼ね備えています。

フォグランプスイッチ

ヘッドライトマナースイッチ

ディスチャージヘッドライト
色温度：約4,150K（ケルビン）

バーナー交換後
色温度：6,000K（ケルビン）

標準バルブ

PREMIUM LED ウェッジバルブ

写真は比較用のイメージです。

6 ディスチャージヘッドライト交換用バーナー

1フロントノーズエクステンション

2サイドエアダムエクステンション 3リヤエアダムエクステンション

レガートグレー

クールシルバーメタリックブラックマイカ

レガートグレー レガートグレー

クールシルバーメタリックブラックマイカ クールシルバーメタリックブラックマイカ

ハロゲンフォグランプ（クリア）点灯時 ハロゲンフォグランプ（クリア）消灯時 ハロゲンフォグランプ（イエロー）点灯時 ハロゲンフォグランプ（イエロー）消灯時

1
2

2
3

1＋2＋3エアロキット（左記3点セット）
¥97,650
【税抜き価格：本体￥75,000＋　¥18,000】
［全車］
 MZ575940（クールシルバーメタリック）
 MZ575941（ブラックマイカ）
 MZ575942（レガートグレー）
※マッドガードとの同時装着はできません。

1フロントノーズエクステンション

●レーシングカーのフロントノーズコーンをモチーフ
　にしたウイング形状のエクステンション。下部に
　はさらにアンダーエクステンションも装備して、
　高速走行時の安定性を向上させます。

¥37,800
【税抜き価格：本体￥30,000＋　¥6,000】
［全車］
 MZ5759401（クールシルバーメタリック）
 MZ5759411（ブラックマイカ）
 MZ5759421（レガートグレー）

スポーツ装備で固めると、気分もスポーツになる。

EXTERIOR 
他人と違うクルマに仕立てたいと思ったら、スポーティなエクステリア装備を付けることが一番の近道だろう。
決してレーシングカーのような大げさなものは必要ないが、しっかりと主張があって、機能が追求されたものがいい。
過剰なものより、逆に小粋でオシャレなエアロパーツの方が、街なかでは目立ったりもする。

マークはi（アイ）に、 マークはi-MiEVに装着可能なアイテムです。※

5ハロゲンフォグランプ

オートライトコントロールスイッチ

PREMIUM LED ウェッジバルブ7

PREMIUM  LED バックアップランプバルブ8

有効開口部はφ80mmとやや小径だが、それだけに光線が闇を

射抜く力は鋭いものがある。さらにヘッドライトをワンタッチで

消灯でき、再発進時には自動的に点灯させるヘッドライトマナー

スイッチの機能を同時に採用している。　　　　　　　　

8PREMIUM LED バックアップランプバルブ
¥18,270
【税抜き価格：本体￥15,000＋　¥2,400】

MZ580137
●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効果を
　高めると同時に、車両後退時に周囲の人々へ注意
　喚起を促します。標準バックランプのバルブと交換
　装着。２個セット。

［全車］

9クリアターンシグナル
¥4,200
【税抜き価格：本体￥3,400＋　¥600】

MZ590687
●スポーティなクリアレンズ、視認性のよい
　ティアドロップ型。
※標準装備のターンシグナルと交換装着となります。
※i-MiEV G類別の標準装備品と同品です。

［i-MiEVのGを除く全車］

4大型ルーフスポイラー
¥27,510
【税抜き価格：本体￥22,000＋　¥4,200】
［全車］
MZ574487（除くLEDリヤコンビランプ車）
MZ574509（LEDリヤコンビランプ車）
●標準装備のリヤスポイラーに加えて装着し、
　２段ウイングとしてより効果を高めるほか、迫力
　のリヤビューにも仕立てます。色はリヤコンビ
　ネーションのガーニッシュ色とコーディネイト。
※i（標準車）とi-MiEVでは若干、色合いが異なります。

ボディカラー（ベース色）との組み合わせイメージ

クールシルバー
メタリック

ラズベリーレッド
パール ブラックマイカ ミスティック

バイオレットパールホワイトパール サクラピンク
メタリックレッドソリッド

レガートグレー

クールシルバー
メタリック

ブラックマイカ

4 5マークは参考取付工賃［税抜き］です。※青太字の価格は参考取付工賃を含む消費税込み価格です。



9ナンバープレートフレーム（メッキ）×2枚
【税抜き価格：本体￥6,000】￥6,300

0ナンバープレートロックボルト（マックガード製）
【税抜き価格：本体￥3,500】￥3,675

￥9,975合計 のところ

アクセサリーを加えると新しい個性が走る。

EXTERIOR 

遊びに使う。スポーツに使う。通勤、通学に使う。ビジネスで利用する。

いずれにしても毎日、付き合うとなると、アクセサリーにもこだわりたい。

ファッションで決めるか、機能に徹するか。

他のi（アイ）とちょっと違う新しいインパクト。

大人のスポーツが漂ってくる。

1ヘッドライトガーニッシュ

2リヤコンビガーニッシュ

2リヤコンビガーニッシュ
¥13,650
【税抜き価格：本体￥11,800＋　¥1,200】
MZ575719［除くLEDリヤコンビランプ車］
●リヤコンビネーションランプに個性を
　与えて、リヤビューを一新させます。

3L型バイザー
¥15,120
【税抜き価格：本体￥11,400＋　¥3,000】
MZ562865［全車］
●スタイリングに融け込むようなスマート
　なデザイン。雨の日の室内換気などに
　便利。フロント後方にi（アイ）ロゴを成型。
　アクリル製スモーク。フロント／リヤセット。

4ドアエッジモール
¥8,400
【税抜き価格：本体￥5,600＋　¥2,400】
MZ536187［全車］
●ドア開閉時の小さな接触からドアエッジ
　部を保護します。質感の高いステンレス
　製。フロント／リヤセット。

1ヘッドライトガーニッシュ
¥16,800
【税抜き価格：本体￥14,800＋　¥1,200】

5アルミホイール（フロント用）
¥32,760（1本）
【税抜き価格：本体￥27,000＋　¥4,200】

MZ556283
●標準装備品と同品。サイズ：15×4.0J、
　4穴、PCD：100mm。

眼は雄弁で相手に強い印象を与えるものだ。

ヘッドライトガーニッシュを装着したこの眼は確かに鋭く見える。

まるで鷹が地上の獲物を狙うように、まさに精悍。

ボディカラーに対応してクオリティも高い。

色は車両オリジナルのガーニッシュ色：ブラック基調を

受け継ぎながら、3個のランプを包むようにデザインされた。

まるで彫りの深いハンサムな顔つきともいえそうだ。

4ドアエッジモール

5アルミホイール
　　（フロント用）　

6アルミホイール
　　（リヤ用）

eマフラーカッター

7ホイールロックナット
     （マックガード製）

8ナンバープレートフレーム 9ナンバープレートフレーム
　　（メッキ）
　　

0ナンバープレートロック
　　ボルト（マックガード製）
　　

rボディカバーwマッドガード

フロント リヤ

※リヤバンパーの一部はカバーしません

3 L型バイザー

アルミホイール用

ホイールキャップ用

［全車］
MZ556339

6アルミホイール（リヤ用）
¥33,810（1本）
【税抜き価格：本体￥28,000＋　¥4,200】

●標準装備品と同品。サイズ：15×5.0J、
　4穴、PCD：100mm。

［全車］

7ホイールロックナット（マックガード製）
¥7,560
【税抜き価格：本体￥6,000＋　¥1,200】

MZ556521（アルミホイール車用）
MZ556525（スチールホイール車用）
●独自のナット形状により、ホイールの盗難
　を防止。4個セット。

［全車］

8ナンバープレートフレーム
¥2,100
【税抜き価格：本体￥2,000】
MZ572524［全車］
●ABS樹脂製。
　フロント、リヤ兼用。

9ナンバープレートフレーム（メッキ）
￥3,150
【税抜き価格：本体￥3,000】
MZ572523［全車］
●ABS樹脂製メッキ仕上げ。
　フロント、リヤ兼用。

0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】
MZ572531［全車］
●ナンバープレートの盗難防止に。
　１台分／４個セット。

wマッドガード
¥11,130
【税抜き価格：本体￥7,000＋　¥3,600】
MZ531333［全車］
●足もとを引き締める原着ブラック色。
　泥水や石のハネ上げに効果的です。
　フロント／リヤセット。
※エアロキットとの同時装着はできません。

MZ574489
●シャープなイメージでリヤビューを
　引き締めます。ステンレス製。

eマフラーカッター
¥6,510
【税抜き価格：本体￥5,000＋　¥1,200】
［i-MiEVを除くノンターボ車］

rボディカバー
¥21,000
【税抜き価格：本体￥20,000】
MZ541685［i-MiEVを除く全車］
●ポリエステル製、防炎仕様。シルバー色。
※純正アクセサリーを装着した場合でも使用でき
　るサイズですが、キャリア類、コーナーポールは
　取り外してください。

マークはi（アイ）に、 マークはi-MiEVに装着可能なアイテムです。※

※ i-MiEV専用デカール装着車に取付ける
    場合は、デカールの上から取付けることに
    なります。

［ハロゲンヘッドライト車］
MZ575711（レッドソリッド）　
MZ575712（クールシルバーメタリック）　
MZ575902（ラズベリーレッドパール）
MZ575715（ブラックマイカ）　　
MZ575718（ホワイトパール）　
MZ575742（サクラピンクメタリック）
MZ575903（ミスティックバイオレットパール）
●ヘッドライトのデザインイメージを変えて、より精悍
　でスパルタンな印象に。ボディカラーに対応。

q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（マックガード製）セット

●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点セットです。

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

6 7マークは参考取付工賃［税抜き］です。※青太字の価格は参考取付工賃を含む消費税込み価格です。
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0ナンバープレートロックボルト（マックガード製）
【税抜き価格：本体￥3,500】￥3,675

￥9,975合計 のところ

アクセサリーを加えると新しい個性が走る。

EXTERIOR 

遊びに使う。スポーツに使う。通勤、通学に使う。ビジネスで利用する。

いずれにしても毎日、付き合うとなると、アクセサリーにもこだわりたい。

ファッションで決めるか、機能に徹するか。

他のi（アイ）とちょっと違う新しいインパクト。

大人のスポーツが漂ってくる。

1ヘッドライトガーニッシュ

2リヤコンビガーニッシュ

2リヤコンビガーニッシュ
¥13,650
【税抜き価格：本体￥11,800＋　¥1,200】
MZ575719［除くLEDリヤコンビランプ車］
●リヤコンビネーションランプに個性を
　与えて、リヤビューを一新させます。

3L型バイザー
¥15,120
【税抜き価格：本体￥11,400＋　¥3,000】
MZ562865［全車］
●スタイリングに融け込むようなスマート
　なデザイン。雨の日の室内換気などに
　便利。フロント後方にi（アイ）ロゴを成型。
　アクリル製スモーク。フロント／リヤセット。

4ドアエッジモール
¥8,400
【税抜き価格：本体￥5,600＋　¥2,400】
MZ536187［全車］
●ドア開閉時の小さな接触からドアエッジ
　部を保護します。質感の高いステンレス
　製。フロント／リヤセット。

1ヘッドライトガーニッシュ
¥16,800
【税抜き価格：本体￥14,800＋　¥1,200】

5アルミホイール（フロント用）
¥32,760（1本）
【税抜き価格：本体￥27,000＋　¥4,200】

MZ556283
●標準装備品と同品。サイズ：15×4.0J、
　4穴、PCD：100mm。

眼は雄弁で相手に強い印象を与えるものだ。

ヘッドライトガーニッシュを装着したこの眼は確かに鋭く見える。

まるで鷹が地上の獲物を狙うように、まさに精悍。

ボディカラーに対応してクオリティも高い。

色は車両オリジナルのガーニッシュ色：ブラック基調を

受け継ぎながら、3個のランプを包むようにデザインされた。

まるで彫りの深いハンサムな顔つきともいえそうだ。

4ドアエッジモール

5アルミホイール
　　（フロント用）　

6アルミホイール
　　（リヤ用）

eマフラーカッター

7ホイールロックナット
     （マックガード製）

8ナンバープレートフレーム 9ナンバープレートフレーム
　　（メッキ）
　　

0ナンバープレートロック
　　ボルト（マックガード製）
　　

rボディカバーwマッドガード

フロント リヤ

※リヤバンパーの一部はカバーしません

3 L型バイザー

アルミホイール用

ホイールキャップ用

［全車］
MZ556339

6アルミホイール（リヤ用）
¥33,810（1本）
【税抜き価格：本体￥28,000＋　¥4,200】

●標準装備品と同品。サイズ：15×5.0J、
　4穴、PCD：100mm。

［全車］

7ホイールロックナット（マックガード製）
¥7,560
【税抜き価格：本体￥6,000＋　¥1,200】

MZ556521（アルミホイール車用）
MZ556525（スチールホイール車用）
●独自のナット形状により、ホイールの盗難
　を防止。4個セット。

［全車］

8ナンバープレートフレーム
¥2,100
【税抜き価格：本体￥2,000】
MZ572524［全車］
●ABS樹脂製。
　フロント、リヤ兼用。

9ナンバープレートフレーム（メッキ）
￥3,150
【税抜き価格：本体￥3,000】
MZ572523［全車］
●ABS樹脂製メッキ仕上げ。
　フロント、リヤ兼用。

0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】
MZ572531［全車］
●ナンバープレートの盗難防止に。
　１台分／４個セット。

wマッドガード
¥11,130
【税抜き価格：本体￥7,000＋　¥3,600】
MZ531333［全車］
●足もとを引き締める原着ブラック色。
　泥水や石のハネ上げに効果的です。
　フロント／リヤセット。
※エアロキットとの同時装着はできません。

MZ574489
●シャープなイメージでリヤビューを
　引き締めます。ステンレス製。

eマフラーカッター
¥6,510
【税抜き価格：本体￥5,000＋　¥1,200】
［i-MiEVを除くノンターボ車］
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快適な空間にスポーツを取り込むと
快感空間に変わる。

INTERIOR 

アクセルを踏むとターボメーターの赤い指針が頂点で揺れる。

ブレーキを踏む。シフトノブをDレンジにセットする。サイドブレーキを下ろす。

そしてアクセルを静かに踏み込むと同時に、背中に快いGを感じながらスタートする。

この一連の手慣れた動作のなかに、スポーツが凝縮されている。

世界ブランド「MOMO」がデザインしたi（アイ）のための

コクピットデバイスが、ドライバーの感性をひときわ揺さぶるだろう。

1ピラーメーターキット

4 MOMOシフトノブ

5 MOMOサイドブレーキノブ

6 MOMOスカッフプレート

2 3連スポーツメーターキット

1ピラーメーターキット
¥45,150
【税抜き価格：本体￥31,000＋　¥12,000】
MZ592097
［ターボ車］
●フロントピラーに装着するターボ計。φ60mm
　の大型で、LEDによる見やすい透過照明と
　指針照明を採用。ブースト／バキュームの
　連成表示可能。文字盤はカーボン調でBLITZ
　ロゴとスリーダイヤマーク入り。

創業以来モーターアクセサリー専門にデザイン＆プロダクトしてきた世界の名門ブランド：MOMO 。

そのMOMOデザインによる4つのアイテムがi（アイ）の純正アクセサリーにラインアップした。

特長は、色数を抑え、形をととのえながら可能な限りのシンプルさを追求しているが、

ただひとつ、クオリティだけは抑えることがない。

どっしりとした質感から生まれる高級感と重量感。MOMOブランドの名に恥じない逸品がそろっている。 

※3連スポーツメーターキットとの同時装着はできません。

3革巻きステアリング
¥24,150
【税抜き価格：本体￥20,000＋　¥3,000】
MZ525622
［ブラックインテリア車を除く全車］
●革本来の色と風合いを活かしたスポーティな
　グレー系の本革巻きステアリングホイール。
　汗によるべたつきもなく、手にしっくりとなじむ。

4MOMOシフトノブ
¥17,640
【税抜き価格：本体￥15,600＋　¥1,200】
MZ527471［全車］
●マニュアルシフトを感じさせるスポーティな球
　形ノブ。アルミ削り出し＋本革巻き。透明
　ガラスのなかに埋めこまれたようなビトロ調
　MOMOロゴ付。
※標準装備のシフトノブと交換装着となります。

フロントピラーに装着され、本格レーシングの香りを漂わせるピラーメーター。

それは、信頼性、人気ともに抜群のブランド：BLITZ（ブリッツ）とのコラボレーションモデル。

φ60mmという大型で、しかも文字盤の中心部に指針の支点があるため、

針の触れ幅がワイドで微妙な動きも読み取りやすい。

さらに文字盤、指針ともにLED透過照明で

夜間走行時でもくっきりと浮かび上がり、いたって見やすい。

3革巻きステアリング

TM

マークは参考取付工賃［税抜き］です。※青太字の価格は参考取付工賃を含む消費税込み価格です。

5MOMOサイドブレーキノブ
¥22,890
【税抜き価格：本体￥19,400＋　¥2,400】
MZ527472［全車］
●シンプル・イズ・ベストを具体化した黒と銀の
　精悍なノブ。アルミ削り出し＋本革巻き。
　MOMOロゴのプレート付。
※標準装備のサイドブレーキノブに加工して装着します。

6MOMOスカッフプレート
¥15,750
【税抜き価格：本体￥13,200＋　¥1,800】
MZ527470［全車］
●乗降時にサイドシル部を保護します。質感
　のあるステンレス製。フロント左右セット。
　MOMOロゴのプレート付。

23連スポーツメーターキット
¥89,040
【税抜き価格：本体￥68,000＋　¥16,800】
MZ592098
［ターボ車、ただし2DIN-AV一体型ナビまたは2DINオーディオ
　装着車とユニークパネルオーディオ装着車は除く］
●ターボ計、油温計、電圧計の3連メーター。ターボ計はブースト／
　バキュームの連成表示可能。クリアな透過照明方式で
　ナイトドライブでも見やすい。文字盤はカーボン調でBLITZ
　ロゴとスリーダイヤマーク入り。
※ピラーメーターキットとの同時装着はできません。
※オーディオレス車についてはオーディオ取付キット：MZ598320／ ¥840
　（税込み）が別途必要となります。

マークはi（アイ）に、 マークはi-MiEVに装着可能なアイテムです。※
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そのMOMOデザインによる4つのアイテムがi（アイ）の純正アクセサリーにラインアップした。
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ただひとつ、クオリティだけは抑えることがない。
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　汗によるべたつきもなく、手にしっくりとなじむ。

4MOMOシフトノブ
¥17,640
【税抜き価格：本体￥15,600＋　¥1,200】
MZ527471［全車］
●マニュアルシフトを感じさせるスポーティな球
　形ノブ。アルミ削り出し＋本革巻き。透明
　ガラスのなかに埋めこまれたようなビトロ調
　MOMOロゴ付。
※標準装備のシフトノブと交換装着となります。

フロントピラーに装着され、本格レーシングの香りを漂わせるピラーメーター。

それは、信頼性、人気ともに抜群のブランド：BLITZ（ブリッツ）とのコラボレーションモデル。

φ60mmという大型で、しかも文字盤の中心部に指針の支点があるため、

針の触れ幅がワイドで微妙な動きも読み取りやすい。

さらに文字盤、指針ともにLED透過照明で

夜間走行時でもくっきりと浮かび上がり、いたって見やすい。

3革巻きステアリング

TM

マークは参考取付工賃［税抜き］です。※青太字の価格は参考取付工賃を含む消費税込み価格です。

5MOMOサイドブレーキノブ
¥22,890
【税抜き価格：本体￥19,400＋　¥2,400】
MZ527472［全車］
●シンプル・イズ・ベストを具体化した黒と銀の
　精悍なノブ。アルミ削り出し＋本革巻き。
　MOMOロゴのプレート付。
※標準装備のサイドブレーキノブに加工して装着します。

6MOMOスカッフプレート
¥15,750
【税抜き価格：本体￥13,200＋　¥1,800】
MZ527470［全車］
●乗降時にサイドシル部を保護します。質感
　のあるステンレス製。フロント左右セット。
　MOMOロゴのプレート付。

23連スポーツメーターキット
¥89,040
【税抜き価格：本体￥68,000＋　¥16,800】
MZ592098
［ターボ車、ただし2DIN-AV一体型ナビまたは2DINオーディオ
　装着車とユニークパネルオーディオ装着車は除く］
●ターボ計、油温計、電圧計の3連メーター。ターボ計はブースト／
　バキュームの連成表示可能。クリアな透過照明方式で
　ナイトドライブでも見やすい。文字盤はカーボン調でBLITZ
　ロゴとスリーダイヤマーク入り。
※ピラーメーターキットとの同時装着はできません。
※オーディオレス車についてはオーディオ取付キット：MZ598320／ ¥840
　（税込み）が別途必要となります。

マークはi（アイ）に、 マークはi-MiEVに装着可能なアイテムです。※
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q LED
     アシュカップ

6インパネイルミネーション 7フロアイルミネーション 8フロアコンソールイルミネーション

r CD/MDトレイwカップ型灰皿
　　（グリーンプラスチック）

0 LEDルームランプ9フロントドアスピーカーイルミネーション

eシガーライターキット tワンタッチ
     サンシェード

イルミネーションがインパネセンター部を周回しているため、

フロントウインドウ越しからも鮮やかに見ることができる。

つまり信号待ちなどではクルマの横を行く人や

前を横断する歩行者にもブルーの明かりが

幻想的に見えることになる。

マップランプとルームランプに同時装着した場合 標準バルブ時

LEDユニット交換時

マップランプ

ルームランプ

6インパネイルミネーション
¥16,800
【税抜き価格：本体￥12,400＋　¥3,600】
MZ590772［全車］
●スモールライトと連動してインパネ周囲を
　淡いブルーのLEDで照らします。フロント
　ウインドウを通して外からも見えます。

7フロアイルミネーション
¥10,290
【税抜き価格：本体￥6,800＋　¥3,000】
MZ590773［フロアコンソールトレイ装着車］
●ドアオープン時に運転席＆助手席の足も
　とをブルーLEDの明かりで照らし、乗り降
　りをサポートします。

tワンタッチサンシェード
¥11,550
【税抜き価格：本体￥11,000】
MZ518060［全車］
●駐車時の直射日光を防ぎ、室温の上昇を抑
　えます。コンパクト収納可能。フロントガラス／
　フロントドア部のセット。　

eシガーライターキット
¥3,780
【税抜き価格：本体￥1,800＋　¥1,800】
MZ607475［全車］
●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
　交換装着となります。

rCD/MDトレイ
¥15,540
【税抜き価格：本体￥10,000＋　¥4,800】
MZ521197［フロアコンソールトレイ装着車］
●CD、MDが同時に収納可能。その他、
　小物の整理にも便利。フロアコンソール
　トレイに設置。

8フロアコンソールイルミネーション
¥13,230
【税抜き価格：本体￥7,800＋　¥4,800】
MZ590774［フロアコンソールトレイ装着車］
●スモールライトに連動してフロアトレイ部と
　カップホルダーをブルーのLEDで照らします。

qLEDアシュカップ
¥5,040
【税抜き価格：本体￥4,800】
MZ520635［全車］
●ディンプル加工を施した高級感のある
　移動式灰皿。ふたを開けるとブルー
　LEDが点灯し夜間でも使いやすくムー
　ディ。LEDはソーラー充電式。

wカップ型灰皿（グリーンプラスチック）
¥2,100
【税抜き価格：本体￥2,000】
MZ520628［全車］

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

グリーンプラスチック

●「グリーンプラスチック」を採用して作られた
　移動式灰皿。

インテリアとアートを組み合わせると、
室内が洗練されてくる。

INTERIOR 

機能を徹底追求したコクピットまわりに、

例えば光のアートを加えると車内はムーディに変わり始める。

例えば漆黒のパネルをあしらうと車内には緊張感が漂う。

アーティスティックなi（アイ）だからこそ、

新しいアートもマッチする。

1アクセントパネルセット（ピアノブラック）
¥27,090
【税抜き価格：本体￥24,000＋　¥1,800】
［プレミアムインテリアパッケージを除く全車］
MZ527475（除くi-MiEVの2DINパネル用）
MZ527476（除くi-MiEVのユニークオーディオパネル用）
MZ527570（i-MiEVの2DINパネル用）
MZ527571（i-MiEVのユニークオーディオパネル用）
●質感のある新感覚ピアノブラック調。室内に
　アクセントを加えて引き締めます。インパネセン
　ターとシフトパネルのセット。貼付けタイプ。

2アクセントパネルセット（シャンパンゴールド）
¥30,240
【税抜き価格：本体￥27,000＋　¥1,800】
［i-MiEVを除く全車］
MZ527525（2DINパネル用）
MZ527526（ユニークオーディオパネル用）
●ゴージャスな色合いで、室内の重厚感を高めます。
　インパネセンターとシフトパネルのセット。
　貼付けタイプ。

2DINパネル用 2DINパネル用

ユニークオーディオパネル用 ユニークオーディオパネル用

シフトパネル シフトパネル

シフトパネル シフトパネル

1アクセントパネルセット（ピアノブラック） 2アクセントパネルセット（シャンパンゴールド）

3ドアスイッチパネルセット（ピアノブラック） 4ドアスイッチパネルセット（シャンパンゴールド）

収納時

5リヤカップホルダー

5リヤカップホルダー
¥14,490
【税抜き価格：本体￥12,000＋　¥1,800】
MZ522088［全車］
●後席乗員のための2連式カップホルダー。折りたたみ式で、
　非使用時にはスッキリと収納できます。

4ドアスイッチパネルセット（シャンパンゴールド）
¥21,840
【税抜き価格：本体￥19,000＋　¥1,800】
MZ527528［i-MiEVを除く全車］
●アクセントパネルセット（シャンパンゴールド）と
　同じ色で、室内の格調を高めます。
　フロント／リヤドア4点セット。貼付けタイプ。

3ドアスイッチパネルセット（ピアノブラック）
¥18,690
【税抜き価格：本体￥16,000＋　¥1,800】
MZ527478
［プレミアムインテリアパッケージを除く全車］
●アクセントパネルセットと同じピアノブラック調。
　フロント／リヤドア4点セット。貼付けタイプ。

マークはi（アイ）に、 マークはi-MiEVに装着可能なアイテムです。※

9フロントドアスピーカーイルミネーション
¥20,160
【税抜き価格：本体￥12,000＋　¥7,200】
MZ590826
［i-MiEVを除く、フロントドアスピーカー装着車］
●スモールライトと連動して、ドアトリム内のスピーカー
　をLEDブルー光で照らし、スピーカーの存在感を
　高めます。
※P23グレードアップスピーカーとの同時装着はできません。

●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。

0LEDルームランプ

¥8,400
【税抜き価格：本体￥3,400×2個＋　¥1,200】
MZ590837×２［マップランプ装着車］

※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。

＜マップランプ交換の場合＞

¥4,830
【税抜き価格：本体￥3,400＋　¥1,200】
MZ590837［全車］

＜ルームランプ交換の場合＞

10 11マークは参考取付工賃［税抜き］です。※青太字の価格は参考取付工賃を含む消費税込み価格です。



q LED
     アシュカップ

6インパネイルミネーション 7フロアイルミネーション 8フロアコンソールイルミネーション

r CD/MDトレイwカップ型灰皿
　　（グリーンプラスチック）

0 LEDルームランプ9フロントドアスピーカーイルミネーション

eシガーライターキット tワンタッチ
     サンシェード

イルミネーションがインパネセンター部を周回しているため、

フロントウインドウ越しからも鮮やかに見ることができる。

つまり信号待ちなどではクルマの横を行く人や

前を横断する歩行者にもブルーの明かりが

幻想的に見えることになる。

マップランプとルームランプに同時装着した場合 標準バルブ時

LEDユニット交換時

マップランプ

ルームランプ

6インパネイルミネーション
¥16,800
【税抜き価格：本体￥12,400＋　¥3,600】
MZ590772［全車］
●スモールライトと連動してインパネ周囲を
　淡いブルーのLEDで照らします。フロント
　ウインドウを通して外からも見えます。

7フロアイルミネーション
¥10,290
【税抜き価格：本体￥6,800＋　¥3,000】
MZ590773［フロアコンソールトレイ装着車］
●ドアオープン時に運転席＆助手席の足も
　とをブルーLEDの明かりで照らし、乗り降
　りをサポートします。

tワンタッチサンシェード
¥11,550
【税抜き価格：本体￥11,000】
MZ518060［全車］
●駐車時の直射日光を防ぎ、室温の上昇を抑
　えます。コンパクト収納可能。フロントガラス／
　フロントドア部のセット。　

eシガーライターキット
¥3,780
【税抜き価格：本体￥1,800＋　¥1,800】
MZ607475［全車］
●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
　交換装着となります。

rCD/MDトレイ
¥15,540
【税抜き価格：本体￥10,000＋　¥4,800】
MZ521197［フロアコンソールトレイ装着車］
●CD、MDが同時に収納可能。その他、
　小物の整理にも便利。フロアコンソール
　トレイに設置。

8フロアコンソールイルミネーション
¥13,230
【税抜き価格：本体￥7,800＋　¥4,800】
MZ590774［フロアコンソールトレイ装着車］
●スモールライトに連動してフロアトレイ部と
　カップホルダーをブルーのLEDで照らします。

qLEDアシュカップ
¥5,040
【税抜き価格：本体￥4,800】
MZ520635［全車］
●ディンプル加工を施した高級感のある
　移動式灰皿。ふたを開けるとブルー
　LEDが点灯し夜間でも使いやすくムー
　ディ。LEDはソーラー充電式。

wカップ型灰皿（グリーンプラスチック）
¥2,100
【税抜き価格：本体￥2,000】
MZ520628［全車］

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

グリーンプラスチック

●「グリーンプラスチック」を採用して作られた
　移動式灰皿。

インテリアとアートを組み合わせると、
室内が洗練されてくる。

INTERIOR 

機能を徹底追求したコクピットまわりに、

例えば光のアートを加えると車内はムーディに変わり始める。

例えば漆黒のパネルをあしらうと車内には緊張感が漂う。

アーティスティックなi（アイ）だからこそ、

新しいアートもマッチする。

1アクセントパネルセット（ピアノブラック）
¥27,090
【税抜き価格：本体￥24,000＋　¥1,800】
［プレミアムインテリアパッケージを除く全車］
MZ527475（除くi-MiEVの2DINパネル用）
MZ527476（除くi-MiEVのユニークオーディオパネル用）
MZ527570（i-MiEVの2DINパネル用）
MZ527571（i-MiEVのユニークオーディオパネル用）
●質感のある新感覚ピアノブラック調。室内に
　アクセントを加えて引き締めます。インパネセン
　ターとシフトパネルのセット。貼付けタイプ。

2アクセントパネルセット（シャンパンゴールド）
¥30,240
【税抜き価格：本体￥27,000＋　¥1,800】
［i-MiEVを除く全車］
MZ527525（2DINパネル用）
MZ527526（ユニークオーディオパネル用）
●ゴージャスな色合いで、室内の重厚感を高めます。
　インパネセンターとシフトパネルのセット。
　貼付けタイプ。

2DINパネル用 2DINパネル用

ユニークオーディオパネル用 ユニークオーディオパネル用

シフトパネル シフトパネル

シフトパネル シフトパネル

1アクセントパネルセット（ピアノブラック） 2アクセントパネルセット（シャンパンゴールド）

3ドアスイッチパネルセット（ピアノブラック） 4ドアスイッチパネルセット（シャンパンゴールド）

収納時

5リヤカップホルダー

5リヤカップホルダー
¥14,490
【税抜き価格：本体￥12,000＋　¥1,800】
MZ522088［全車］
●後席乗員のための2連式カップホルダー。折りたたみ式で、
　非使用時にはスッキリと収納できます。

4ドアスイッチパネルセット（シャンパンゴールド）
¥21,840
【税抜き価格：本体￥19,000＋　¥1,800】
MZ527528［i-MiEVを除く全車］
●アクセントパネルセット（シャンパンゴールド）と
　同じ色で、室内の格調を高めます。
　フロント／リヤドア4点セット。貼付けタイプ。

3ドアスイッチパネルセット（ピアノブラック）
¥18,690
【税抜き価格：本体￥16,000＋　¥1,800】
MZ527478
［プレミアムインテリアパッケージを除く全車］
●アクセントパネルセットと同じピアノブラック調。
　フロント／リヤドア4点セット。貼付けタイプ。

マークはi（アイ）に、 マークはi-MiEVに装着可能なアイテムです。※

9フロントドアスピーカーイルミネーション
¥20,160
【税抜き価格：本体￥12,000＋　¥7,200】
MZ590826
［i-MiEVを除く、フロントドアスピーカー装着車］
●スモールライトと連動して、ドアトリム内のスピーカー
　をLEDブルー光で照らし、スピーカーの存在感を
　高めます。
※P23グレードアップスピーカーとの同時装着はできません。

●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。

0LEDルームランプ

¥8,400
【税抜き価格：本体￥3,400×2個＋　¥1,200】
MZ590837×２［マップランプ装着車］

※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。

＜マップランプ交換の場合＞

¥4,830
【税抜き価格：本体￥3,400＋　¥1,200】
MZ590837［全車］

＜ルームランプ交換の場合＞

10 11マークは参考取付工賃［税抜き］です。※青太字の価格は参考取付工賃を含む消費税込み価格です。



リヤ

▲ブラックインテリアに装着した場合

アクセントドアトリム
生地アップ

好きなものに包まれること。それがリラクゼイション。

INTERIOR

ドライブを楽しんだ後、ほっと一息つく。そんなときに必要な条件とは何だろうか？

まず座り心地の良いシートとさわやかな空気。そして

お気に入りの音楽とお気に入りの香り。

これだけそろえば、快適なアメニティ空間は確実に手に入る。

1シートカバー（本革調タイプ） 2シートカバー（ファブリックタイプ） 3ハーフカバー

0フロアマット（デラックス）

9アクセントドアトリム

qフロアマット（レギュラー）

0フロアマット（デラックス）
¥19,950
【税抜き価格：本体￥17,800＋　¥1,200】
MZ511680［i-MiEVを除く全車］
●高級感があり、安全性にも配慮したカーペットタイプ。
　透明ガラスのなかに純正オリジナルロゴを埋め込んだ
　ようなビトロ調プレート付。防臭加工、VOC（揮発性有
　機化合物）低減仕様。

9アクセントドアトリム
¥16,800
【税抜き価格：本体￥13,600＋　¥2,400】
MZ527580
［プレミアムインテリアパッケージを除く全車］
●濃いチャコールグレー色ドット柄のクロス
　仕様。室内の質感を手軽に高めることが
　できます。貼付けタイプ、フロント／リヤ4点
　セット。

qフロアマット（レギュラー）
¥16,800
【税抜き価格：本体￥14,800＋　¥1,200】
MZ511681［i-MiEVを除く全車］
●シンプルで上品、しかも安全性にも配慮したレギュラー
　タイプのマット。純正オリジナルタグ付。防臭加工、VOC
　（揮発性有機化合物）低減仕様。

wアレル除去フィルター（脱臭機能付）
¥5,460
【税抜き価格：本体￥4,000＋　¥1,200】
MZ600190［全車］
●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。

4アームレスト 5UV&IRカットフィルム

可動タイプ

有害な紫外線を99％以上カットするので、女性やお子様のお肌もこれで安心。
赤外線も効率よくカットして夏の車内温度の上昇を抑え、冷房効率を向上させます。

フィルム貼り付け位置

1シートカバー（本革調タイプ）
¥41,790
【税抜き価格：本体￥36,200＋　¥3,600】
MZ504325 ［2012年７月以降の生産車］
MZ504118 ［2012年6月までの生産車］
●本革を思わせるしっとりとした上質な生地で
　仕上げた高級シートカバー。前後席セット。

2シートカバー（ファブリックタイプ）
¥29,190
【税抜き価格：本体￥24,200＋　¥3,600】
MZ504326 ［2012年７月以降の生産車］
MZ504119 ［2012年6月までの生産車］
●爽やかな色と柄で、室内の雰囲気を明るく
　カジュアルに演出。シートとのフィット性にも
　優れています。前後席セット。

3ハーフカバー
¥11,340
【税抜き価格：本体￥9,000＋　¥1,800】
MZ509164 ［2012年７月以降の生産車］
MZ508935 ［2012年6月までの生産車］
●爽やかなレースタイプのハーフカバー。
　前後席セット。

●肩や腕の疲れを和らげるアームレスト。非使用時には
　前席シートバック間に収納できます。シートのマチ部と
　同生地のブラック色。

4アームレスト
¥29,400
【税抜き価格：本体￥25,000＋　¥3,000】
MZ522086［全車］

※アームレストはフロア固定となります。シートと連動して
　スライドしません。

●UV&IRカットフィルムを貼ることで、後席
　乗員の日射（赤外線：IR）によるジリジリ感
　や、紫外線（UV）による日焼けを緩和する
　ことができます。夏の車内温度上昇を抑え、
　エアコンの効きも良くなります。ガラスが割れ
　た時の飛散防止にも有効です。

5UV&IRカットフィルム
¥28,560
【税抜き価格：本体￥17,000＋　¥10,200】
［全車］
MZ518863（クリアタイプ）
MZ518873（スモークタイプ）

※i（標準車）とi-MiEVではフロア形状が異なりますので、i-MiEVにはP31フロアマット（グリーンプラスチック）をご使用ください。
※独自のデザイン、形状など意匠登録済です。模倣品にご注意ください。

マークはi（アイ）に、 マークはi-MiEVに装着可能なアイテムです。※

直射日光
紫外線 赤外線

皮膚

フロント

第1284364号 第1284364号

※P1034ドアスイッチパネルと同時装着する場
   合は、ドアスイッチパネルを先に装着してください。
   当品取付け後にドアスイッチパネルを装着するこ
   とはできません。

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（２本）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。

※写真はMZ504325です。
※ 写真はMZ504326です。

※写真はMZ509164です。

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。

アレル除去フィルター
（脱臭機能付） 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
が車内に侵入。ただし、吸着することにより
車内への侵入量は減らせます。

従来のフィルター

抑制効果なし抑制効果あり
アレル物質

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

特
殊
な
薬
剤

アレル除去フィルター

吸
着
・
抑
制

従来のフィルター

吸
着
の
み

wアレル除去フィルター（脱臭機能付）

（ダニの死骸やフン、花粉）
アレル物質
（ダニの死骸やフン、花粉）

12 13マークは参考取付工賃［税抜き］です。※青太字の価格は参考取付工賃を含む消費税込み価格です。



リヤ

▲ブラックインテリアに装着した場合

アクセントドアトリム
生地アップ

好きなものに包まれること。それがリラクゼイション。

INTERIOR

ドライブを楽しんだ後、ほっと一息つく。そんなときに必要な条件とは何だろうか？

まず座り心地の良いシートとさわやかな空気。そして

お気に入りの音楽とお気に入りの香り。

これだけそろえば、快適なアメニティ空間は確実に手に入る。

1シートカバー（本革調タイプ） 2シートカバー（ファブリックタイプ） 3ハーフカバー

0フロアマット（デラックス）

9アクセントドアトリム

qフロアマット（レギュラー）

0フロアマット（デラックス）
¥19,950
【税抜き価格：本体￥17,800＋　¥1,200】
MZ511680［i-MiEVを除く全車］
●高級感があり、安全性にも配慮したカーペットタイプ。
　透明ガラスのなかに純正オリジナルロゴを埋め込んだ
　ようなビトロ調プレート付。防臭加工、VOC（揮発性有
　機化合物）低減仕様。

9アクセントドアトリム
¥16,800
【税抜き価格：本体￥13,600＋　¥2,400】
MZ527580
［プレミアムインテリアパッケージを除く全車］
●濃いチャコールグレー色ドット柄のクロス
　仕様。室内の質感を手軽に高めることが
　できます。貼付けタイプ、フロント／リヤ4点
　セット。

qフロアマット（レギュラー）
¥16,800
【税抜き価格：本体￥14,800＋　¥1,200】
MZ511681［i-MiEVを除く全車］
●シンプルで上品、しかも安全性にも配慮したレギュラー
　タイプのマット。純正オリジナルタグ付。防臭加工、VOC
　（揮発性有機化合物）低減仕様。

wアレル除去フィルター（脱臭機能付）
¥5,460
【税抜き価格：本体￥4,000＋　¥1,200】
MZ600190［全車］
●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。

4アームレスト 5UV&IRカットフィルム

可動タイプ

有害な紫外線を99％以上カットするので、女性やお子様のお肌もこれで安心。
赤外線も効率よくカットして夏の車内温度の上昇を抑え、冷房効率を向上させます。

フィルム貼り付け位置

1シートカバー（本革調タイプ）
¥41,790
【税抜き価格：本体￥36,200＋　¥3,600】
MZ504325 ［2012年７月以降の生産車］
MZ504118 ［2012年6月までの生産車］
●本革を思わせるしっとりとした上質な生地で
　仕上げた高級シートカバー。前後席セット。

2シートカバー（ファブリックタイプ）
¥29,190
【税抜き価格：本体￥24,200＋　¥3,600】
MZ504326 ［2012年７月以降の生産車］
MZ504119 ［2012年6月までの生産車］
●爽やかな色と柄で、室内の雰囲気を明るく
　カジュアルに演出。シートとのフィット性にも
　優れています。前後席セット。

3ハーフカバー
¥11,340
【税抜き価格：本体￥9,000＋　¥1,800】
MZ509164 ［2012年７月以降の生産車］
MZ508935 ［2012年6月までの生産車］
●爽やかなレースタイプのハーフカバー。
　前後席セット。

●肩や腕の疲れを和らげるアームレスト。非使用時には
　前席シートバック間に収納できます。シートのマチ部と
　同生地のブラック色。

4アームレスト
¥29,400
【税抜き価格：本体￥25,000＋　¥3,000】
MZ522086［全車］

※アームレストはフロア固定となります。シートと連動して
　スライドしません。

●UV&IRカットフィルムを貼ることで、後席
　乗員の日射（赤外線：IR）によるジリジリ感
　や、紫外線（UV）による日焼けを緩和する
　ことができます。夏の車内温度上昇を抑え、
　エアコンの効きも良くなります。ガラスが割れ
　た時の飛散防止にも有効です。

5UV&IRカットフィルム
¥28,560
【税抜き価格：本体￥17,000＋　¥10,200】
［全車］
MZ518863（クリアタイプ）
MZ518873（スモークタイプ）

※i（標準車）とi-MiEVではフロア形状が異なりますので、i-MiEVにはP31フロアマット（グリーンプラスチック）をご使用ください。
※独自のデザイン、形状など意匠登録済です。模倣品にご注意ください。

マークはi（アイ）に、 マークはi-MiEVに装着可能なアイテムです。※

直射日光
紫外線 赤外線

皮膚

フロント

第1284364号 第1284364号

※P1034ドアスイッチパネルと同時装着する場
   合は、ドアスイッチパネルを先に装着してください。
   当品取付け後にドアスイッチパネルを装着するこ
   とはできません。

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（２本）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。

※写真はMZ504325です。
※ 写真はMZ504326です。

※写真はMZ509164です。

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。

アレル除去フィルター
（脱臭機能付） 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
が車内に侵入。ただし、吸着することにより
車内への侵入量は減らせます。

従来のフィルター

抑制効果なし抑制効果あり
アレル物質

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

特
殊
な
薬
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アレル除去フィルター
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着
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wアレル除去フィルター（脱臭機能付）

（ダニの死骸やフン、花粉）
アレル物質
（ダニの死骸やフン、花粉）

12 13マークは参考取付工賃［税抜き］です。※青太字の価格は参考取付工賃を含む消費税込み価格です。



【税抜き価格：本体￥8,500＋　¥1,800】

ラゲッジとキャリアがくらしと遊びを大きく広げる。

LUGGAGE & CARRIER

スポーツグッズをたっぷり積み込んで

さあ、ビッグレジャーにお出かけ。

キャリアにもたっぷりのアウトドアツールを乗せれば

遊び気分も大きく広がる。

もっともっとでっかく楽しめる。

1トノカバー
¥15,540
【税抜き価格：本体￥13,000＋　¥1,800】
MZ522709［全車］
●ラゲッジルームのプライバシーを守ります。
　トノカバーを装着したままで後席をシートアレンジ
　することができます。
※ラゲッジルームフルカバーとの同時装着も可能です。
※ラゲッジネットとの同時装着はできません。
※巻取り収納式ではありません。

3ラゲッジトレイ
¥10,500
【税抜き価格：本体￥10,000】
MZ522703［全車］
●濡れたレジャーツールもそのまま積載できる
　便利な縁高の樹脂製トレイ。
※ラゲッジルームフルカバーとの同時装着はできません。

2ラゲッジネット
¥10,815

MZ522708［全車］
●テールゲートオープン時の荷崩れを防止する
　ほか、荷物固定用のネットとしても利用できます。
※トノカバーとの同時装着はできません。

8ベースキャリア

tルーフネット yタイイングベルトセット uキャリアパッド

tルーフネット
¥6,090
【税抜き価格：本体￥5,800】
MZ535040
●長さ800mm×幅800mm。

yタイイングベルトセット
¥3,150 
【税抜き価格：本体￥3,000】
MZ535918
●長さ5m×2本セット。

uキャリアパッド
¥6,510
【税抜き価格：本体￥6,200】
MZ535878
●ベースキャリアのパッド。2本セット。

8ベースキャリア
¥37,590
【税抜き価格：本体￥31,000＋　¥4,800】
MZ532252
●ルーフ抱え込み式のフットクランプを採用した
　i（アイ）専用のキャリア。最大積載重量：30kg。
※各種アタッチメントの装着にはこの専用
　ベースキャリアが必要です。

rルーフラックアタッチメント
¥32,130
【税抜き価格：本体￥27,000＋　¥3,600】
MZ535030 
●長さ1050mm×幅550mm×高さ100mm。

¥35,280
【税抜き価格：本体￥30,000＋　¥3,600】
MZ535031
●長さ1050mm×幅750mm×高さ100mm。

9スキー＆スノーボードアタッチメント
　（平積みショート）
¥17,010
【税抜き価格：本体￥15,000＋　¥1,200】
MZ532280
●スキ－4セットまたはスノーボード2台積み。

0スキー＆スノーボードアタッチメント
　（平積みロング）　
¥20,160
【税抜き価格：本体￥18,000＋　¥1,200】
MZ532281
●スキ－6セットまたはスノーボード4台積み。

qスキー＆スノーボードアタッチメント
　（斜積みロング）
¥22,260
【税抜き価格：本体￥20,000＋　¥1,200】
MZ532282
●スキ－3セットまたはスノーボード2台積み。
　3段階の高さ調節可能。

wサーフボードアタッチメント
¥12,390
【税抜き価格：本体￥10,000＋　¥1,800】
MZ535011
●サーフボード1台積み。キャリアパッド2本、
　ベルト2本、マストホルダ－2個セット。

　ベースキャリアには専用アタッチメント以外のものを装着しないでください。
　キャリア類は最大積載量を厳守してください。
　 ルーフラックアタッチメントに荷物をのせる場合は、丈夫なストラップ等でしっかりと固定してください。
　キャリアに荷物をのせることにより、横風の影響を受けやすくなることがあります。安全走行を心掛けてください。
※アタッチメントの価格にはベースキャリアの価格は含まれません。
※スキー、スノーボードの積載数は標準的な目安です。スキー、スノーボードのサイズやビンディングの形状によっては積載数が変わることがあります。

eサイクルアタッチメント
　（フォークダウン式）　
¥16,380
【税抜き価格：本体￥12,000＋　¥3,600】
MZ535014 
●前輪を外して積載。クイックリリースハブ付、
　MTBなどに最適。
※自転車の種類や形状によっては積むことができません。
※積載時の全高が2.5mを超えないようにご注意ください。

0スキー＆スノーボードアタッチメント
　  （平積みロング）

9スキー＆スノーボードアタッチメント
　（平積みショート）　

qスキー＆スノーボードアタッチメント
　（斜積みロング）

wサーフボードアタッチメント

eサイクルアタッチメント
　  （フォークダウン式）　

rルーフラックアタッチメント　

写真はMZ535031

5ラゲッジマット（デラックス）
¥10,500
【税抜き価格：本体￥10,000】
MZ514551［全車］
●フロアマットと共生地の高級感のあるカーペットタイプのマット。
　防臭加工、VOC（揮発性有機化合物）低減仕様。

6ラゲッジマット（レギュラー）
¥6,300
【税抜き価格：本体￥6,000】
MZ514552［全車］
●フロアマットと共生地のレギュラータイプのマット。
　防臭加工、VOC（揮発性有機化合物）低減仕様。

4ラゲッジルームフルカバー
¥13,650
【税抜き価格：本体￥11,800＋　¥1,200】
MZ522707［全車］
●ラゲッジルームのフロアやシートバックを
　覆って、汚れを防止します。後席のシート
　アレンジにも対応。
※ラゲッジトレイ、P16テザーアンカーフック取付キットとの
　同時装着はできません。

マークはi（アイ）に、 マークはi-MiEVに※
装着可能なアイテムです。

7ラゲッジマット（グリーンプラスチック）
¥11,550
【税抜き価格：本体￥11,000】
MZ514554［全車］
●i-MiEV専用フロアマットと同じ植物由来繊維を使用した環境に
　やさしいカーペットタイプのマットです。

CO2排出量の削減に貢献する植物由来樹脂「グリーンプラスチック」を
カーペット部分に使用しています。

グリーンプラスチック

14 15はキーロック付です。マークは参考取付工賃［税抜き］です。※青太字の価格は参考取付工賃を含む消費税込み価格です。



【税抜き価格：本体￥8,500＋　¥1,800】

ラゲッジとキャリアがくらしと遊びを大きく広げる。

LUGGAGE & CARRIER

スポーツグッズをたっぷり積み込んで

さあ、ビッグレジャーにお出かけ。

キャリアにもたっぷりのアウトドアツールを乗せれば

遊び気分も大きく広がる。

もっともっとでっかく楽しめる。

1トノカバー
¥15,540
【税抜き価格：本体￥13,000＋　¥1,800】
MZ522709［全車］
●ラゲッジルームのプライバシーを守ります。
　トノカバーを装着したままで後席をシートアレンジ
　することができます。
※ラゲッジルームフルカバーとの同時装着も可能です。
※ラゲッジネットとの同時装着はできません。
※巻取り収納式ではありません。

3ラゲッジトレイ
¥10,500
【税抜き価格：本体￥10,000】
MZ522703［全車］
●濡れたレジャーツールもそのまま積載できる
　便利な縁高の樹脂製トレイ。
※ラゲッジルームフルカバーとの同時装着はできません。

2ラゲッジネット
¥10,815

MZ522708［全車］
●テールゲートオープン時の荷崩れを防止する
　ほか、荷物固定用のネットとしても利用できます。
※トノカバーとの同時装着はできません。

8ベースキャリア

tルーフネット yタイイングベルトセット uキャリアパッド

tルーフネット
¥6,090
【税抜き価格：本体￥5,800】
MZ535040
●長さ800mm×幅800mm。

yタイイングベルトセット
¥3,150 
【税抜き価格：本体￥3,000】
MZ535918
●長さ5m×2本セット。

uキャリアパッド
¥6,510
【税抜き価格：本体￥6,200】
MZ535878
●ベースキャリアのパッド。2本セット。

8ベースキャリア
¥37,590
【税抜き価格：本体￥31,000＋　¥4,800】
MZ532252
●ルーフ抱え込み式のフットクランプを採用した
　i（アイ）専用のキャリア。最大積載重量：30kg。
※各種アタッチメントの装着にはこの専用
　ベースキャリアが必要です。

rルーフラックアタッチメント
¥32,130
【税抜き価格：本体￥27,000＋　¥3,600】
MZ535030 
●長さ1050mm×幅550mm×高さ100mm。

¥35,280
【税抜き価格：本体￥30,000＋　¥3,600】
MZ535031
●長さ1050mm×幅750mm×高さ100mm。

9スキー＆スノーボードアタッチメント
　（平積みショート）
¥17,010
【税抜き価格：本体￥15,000＋　¥1,200】
MZ532280
●スキ－4セットまたはスノーボード2台積み。

0スキー＆スノーボードアタッチメント
　（平積みロング）　
¥20,160
【税抜き価格：本体￥18,000＋　¥1,200】
MZ532281
●スキ－6セットまたはスノーボード4台積み。

qスキー＆スノーボードアタッチメント
　（斜積みロング）
¥22,260
【税抜き価格：本体￥20,000＋　¥1,200】
MZ532282
●スキ－3セットまたはスノーボード2台積み。
　3段階の高さ調節可能。

wサーフボードアタッチメント
¥12,390
【税抜き価格：本体￥10,000＋　¥1,800】
MZ535011
●サーフボード1台積み。キャリアパッド2本、
　ベルト2本、マストホルダ－2個セット。

　ベースキャリアには専用アタッチメント以外のものを装着しないでください。
　キャリア類は最大積載量を厳守してください。
　 ルーフラックアタッチメントに荷物をのせる場合は、丈夫なストラップ等でしっかりと固定してください。
　キャリアに荷物をのせることにより、横風の影響を受けやすくなることがあります。安全走行を心掛けてください。
※アタッチメントの価格にはベースキャリアの価格は含まれません。
※スキー、スノーボードの積載数は標準的な目安です。スキー、スノーボードのサイズやビンディングの形状によっては積載数が変わることがあります。

eサイクルアタッチメント
　（フォークダウン式）　
¥16,380
【税抜き価格：本体￥12,000＋　¥3,600】
MZ535014 
●前輪を外して積載。クイックリリースハブ付、
　MTBなどに最適。
※自転車の種類や形状によっては積むことができません。
※積載時の全高が2.5mを超えないようにご注意ください。

0スキー＆スノーボードアタッチメント
　  （平積みロング）

9スキー＆スノーボードアタッチメント
　（平積みショート）　

qスキー＆スノーボードアタッチメント
　（斜積みロング）

wサーフボードアタッチメント

eサイクルアタッチメント
　  （フォークダウン式）　

rルーフラックアタッチメント　

写真はMZ535031

5ラゲッジマット（デラックス）
¥10,500
【税抜き価格：本体￥10,000】
MZ514551［全車］
●フロアマットと共生地の高級感のあるカーペットタイプのマット。
　防臭加工、VOC（揮発性有機化合物）低減仕様。

6ラゲッジマット（レギュラー）
¥6,300
【税抜き価格：本体￥6,000】
MZ514552［全車］
●フロアマットと共生地のレギュラータイプのマット。
　防臭加工、VOC（揮発性有機化合物）低減仕様。

4ラゲッジルームフルカバー
¥13,650
【税抜き価格：本体￥11,800＋　¥1,200】
MZ522707［全車］
●ラゲッジルームのフロアやシートバックを
　覆って、汚れを防止します。後席のシート
　アレンジにも対応。
※ラゲッジトレイ、P16テザーアンカーフック取付キットとの
　同時装着はできません。

マークはi（アイ）に、 マークはi-MiEVに※
装着可能なアイテムです。

7ラゲッジマット（グリーンプラスチック）
¥11,550
【税抜き価格：本体￥11,000】
MZ514554［全車］
●i-MiEV専用フロアマットと同じ植物由来繊維を使用した環境に
　やさしいカーペットタイプのマットです。

CO2排出量の削減に貢献する植物由来樹脂「グリーンプラスチック」を
カーペット部分に使用しています。

グリーンプラスチック

14 15はキーロック付です。マークは参考取付工賃［税抜き］です。※青太字の価格は参考取付工賃を含む消費税込み価格です。
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for FAMILY

国際標準化機構：ISO が規定したチャイルドシート、

そして信頼性の高い汎用タイプも用意。

お子様やご家族のために、愛情は形で表したいものです。
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6カドラー

4ペットキャリア

5簡易クレート 8 DOG  GOOD  DRIVE ステッカー7ペットシートカバー（後席用）

■三菱では純正のペット用品を開発するに当たり、
　「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。
　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

4キーレスオペレーション用ホルダー

¥2,625
【税抜き価格：本体￥2,500】
MZ626031（本革ブラック）

●キーレスオペレーションキーの専用ケース。シックな本革ブラックとオシャ
　レな合皮カーボン柄をラインアップしました。ケースを装着したままで、
　オペレーションキーのボタン操作、インジケーター確認が可能です。
　エマージェンシーキー（金属キー）にお手持ちのキーホルダーやストラップ
　を付けてご利用ください。
※KOSキーカバーとの同時装着はできません。

¥13,860（1個）
【税抜き価格：本体￥12,000＋　¥1,200】
MZ626032［キーレスオペレーションシステム装着車］
●ロック／アンロックボタンおよびエマージェンシーキー（金属キー）の
　付いていない簡易タイプのオシャレなBEANS（豆）型キーレスオペ
　レーションキー。標準装備のキーレスオペレーションキーを含めて４個
　まで増設可能です。ご家族やパートナーの携帯用にお奨めです。
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問い合わせ
ください。

　

※運転する際は急な電池切れに備え、必ずスペアキーも携行してください。
※電池は使用頻度が少ない場合でも自然消耗します。電池交換はお早めに。
※キーレスオペレーション用ホルダーを使用することはできません。

3ＫＯＳキーカバー
¥5,985（1個）
【税抜き価格：本体￥4,500＋　¥1,200】
［キーレスオペレーションシステム装着車］

●ＫＯＳ（キーレスオペレーションシステム）キーを
　手軽にカスタマイズできるカバー。貼付けタイプ。

MZ626038（カーボン調）
MZ626039（レッドメタリック）
MZ626040（ブルーメタリック）
MZ626044（カモフラージュパターン）
MZ626045（ファイヤーワークスパターン）
MZ626046（ピンクタータンパターン）

※キーレスオペレーション用ホルダーを使用することはできません。

¥2,730
【税抜き価格：本体￥2,600】
MZ626051（カーボン柄レッドメタリック）
MZ626052（カーボン柄ガンメタ）
MZ626053（カーボン柄ホワイトパール）

本革ブラック

●持ち運び可能なペット用キャリア。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安心。小型犬用から大型犬用まで3サイズを用意。

4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

※ペットシートカバー（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。

Sサイズ

Mサイズ

Lサイズ

奥行き 幅 高さ

400

550

650

400

400

450

400

400

450

サイズの
目安（mm）

7ペットシートカバー（後席用）
¥18,900
【税抜き価格：本体￥18,000】
MZ503374 ［2012年７月以降の生産車］

●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。
※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。

¥15,750
【税抜き価格：本体￥15,000】
MZ501575 ［2012年6月までの生産車］

8DOG  GOOD  DRIVE ステッカー
¥2,625
【税抜き価格：本体￥2,500】
MZ549285［全車］
●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。

6カドラー
¥25,200
【税抜き価格：本体￥24,000】
MZ522696［全車］
●ペットのためのラゲッジソファー。テールゲートを
　開いて一緒にくつろぐこともできます。防汚、
　防菌処理の生地を使用、汚れやすい床面は洗
　濯も可能。表皮はポリエステル、基材はウレタン。

5簡易クレート
¥45,150
【税抜き価格：本体￥43,000】
MZ523178［全車］
●移動先でのペットハウス。キャンプなど屋外で
　の必需品。ラゲッジルームに固定して使用も
　できます。サイズ（目安）：タテ570×ヨコ530×
　奥行き750mm。

マークはi（アイ）に、 マークはi-MiEVに装着可能なアイテムです。※

［キーレスオペレーションシステム装着車］

カーボン調

レッドメタリック

ブルーメタリック

カモフラージュ
パターン

ファイヤー
ワークス
パターン

ピンク
タータン
パターン

カーボン柄レッドメタリック

カーボン柄ガンメタ

カーボン柄ホワイトパール

1アロマディフューザーセット

Hi時LED点灯

Lo時LED点灯

※装着写真はイメージです。

◎「覚醒ミント」
　 運転中などで集中力を高めたい方に。すっきりとしたミントのさわやかさとマイルドさをあわせ持った
　 機能性アロマです。※神経伝達物質の減少を抑える成分配合（特許出願中）

◎「禁煙ハーブ」
　たばこの本数を減らしたい方に。吸いたくなる気持ちやイライラを鎮めてくれる、ハーブのさわやかな
　 香りの機能性アロマです。※ニコチンの代謝を抑制する成分配合（特許出願中）

◎「クールグリーン」
　 環境にやさしく過ごしたい方に。クリーンで涼しげな空気をもたらしてくれる体感系エコアロマです。

◎「フレッシュシトラス」
　 気分をリフレッシュしたい時に。シャープでクリアなリフレッシュシトラスのアロマです。

◎「ハッピーオレンジ」
　 明るく元気な気分になりたい時に。スイートオレンジの甘くなごやかな気分に包まれるアロマです。

◎「リラックスラベンダー」
　イライラした気持ちをやわらげたい時に。落ち着きをもたらすリラックスハーブのアロマです。

◎「original aroma of MITSUBISHI」
　 人・車・地球という大きなテーマを持ち、三菱自動車の自然や環境との共存をはじめ、心地よさや
　 愛着などを表現した香り。四万十ヒノキのウッディを中心としたストレスフリーな空間をもたらす、
　 デザイン系アロマです。

1アロマディフューザーセット
¥3,150（各）
【税抜き価格：本体￥3,000】［全車］
MZ600225（覚醒ミント）　　
MZ600226（禁煙ハーブ）　
MZ600227（クールグリーン）
MZ600228（フレッシュシトラス）　
MZ600229（ハッピーオレンジ）
MZ600230（リラックスラベンダー）
MZ600231（original aroma of MITSUBISHI）

　

　

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）

　

　

●シガーソケット／アクセサリーソケット用のアロマディフューザーです。リップス
　ティックのようなスリムなボディで「手軽に気軽に」、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、使用時は、
　スリーダイヤマーク（クロームカラー）入りのクリア部が点灯します。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。

●エッセンシャルオイル100％ブレンドのデザイ
　ンと機能をあわせもつアロマです。6アロマ
　ディフュ―ザーセットのための補充用オイル。
　１本、５ｍl。

2エッセンシャルアロマオイル
¥1,260 （各）
【税抜き価格：本体￥1,200】
［アロマディフュ―ザーセット装着車］

■アットアロマ社　　　　　で作られるこれらアロマオイルは、
　自然の植物から抽出した100％天然エッセンシャルアロマオイルです。
　　　　   　はアットアロマ社の登録商標です。

MZ600223［アロマディフュ―ザーセット装着車］
　

　

●香りが異なるオイルに変える際やパッドが硬くなった場合
　などに交換をお奨めします。アロマディフュ―ザー用、
　５枚入り。

3交換用オイルパッド
¥315
【税抜き価格：本体￥300】

¥13,650
【税抜き価格：本体￥13,000】
MZ501576［全車］
●抗菌加工で丸洗いもOK。折りたためばクッションに
　早変わり。上品な淡いチェック柄。後席用。

1チャイルドクッションカバー

●ISO FIX対応チャイルドシート
   （レーマー デュオプラス）
¥69,825
【税抜き価格：チャイルドシート¥66,500】
MZ525280［全車］

●ジュニアシート
　（レーマー キッドプラス）
¥39,900
【税抜き価格：チャイルドシート¥38,000】
MZ525270［全車］

●ベビーシート（レーマー ベビーセーフ
　プレミアム SHR2）
¥34,650
【税抜き価格：チャイルドシート¥33,000】
MZ525277［全車］

＜汎用タイプ チャイルドシート＞

＜ISO FIX 対応チャイルドシート＞  ●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。

ISO FIX 対応ベビーシート

ISO FIX 対応チャイルドシート
（レーマー デュオプラス）

ISO FIX 取り付けの場合
汎用取り付けの場合

9kg～18kg
9kg～18kg
9kg 未満

9ヵ月～4才
9ヵ月～4才
新生児～1.5 才

前向き
前向き
後向き

助手席 リヤシート
左右

装着場所
装着向き参考年令体　重品　　名

使用方法

■ISO FIX対応チャイルドシート装着適用表

（注1）

ジュニアシート
（レーマー キッドプラス）

ベビーシート
（レーマー ベビーセーフプレミアム SHR2）

助手席 リヤシート
左右

装着場所
装着向き参考年令体　重品　　名

■汎用チャイルドシート装着適用表

　取付けや使用方法などについては、車両の取扱説
　明書および商品の取扱説明書を必ずご覧ください。
　助手席への後向き装着は、エアバッグ標準装備の
　ため絶対にしないでください。
（注1）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。
  ※  　取り付けにより、ヘッドレストが干渉する場合は、
　　　　ヘッドレストの高さを調整するか、ヘッドレストを
　　　取り外してご使用ください。
  ※  　お子さまの年令や体格にあったものをお求めく
　　　ださい。
  ※  　ペットシートカバー（後席用）との同時装着はで
　　　きません。

15kg～36kg 3才～12才 前向き

13kg未満 新生児～1.5才 後向き

※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。

●ISO FIX対応ベビーシート
¥69,825
【税抜き価格：本体¥33,000
＋ISO FIX対応ベース¥40,500】［全車］

※ISO FIX対応ベースはMZ525277の
　専用品です。

MZ525277（本体）
MZ525276（ISO FIX対応ベース）

［2012年７月以降の生産車］

（注1）

16 17マークは参考取付工賃［税抜き］です。※青太字の価格は参考取付工賃を含む消費税込み価格です。



S
M

L

収納時

愛する家族のために。

for FAMILY

国際標準化機構：ISO が規定したチャイルドシート、

そして信頼性の高い汎用タイプも用意。

お子様やご家族のために、愛情は形で表したいものです。

2ＢＥＡＮＳ★ＫＯＳ

6カドラー

4ペットキャリア

5簡易クレート 8 DOG  GOOD  DRIVE ステッカー7ペットシートカバー（後席用）

■三菱では純正のペット用品を開発するに当たり、
　「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。
　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

4キーレスオペレーション用ホルダー

¥2,625
【税抜き価格：本体￥2,500】
MZ626031（本革ブラック）

●キーレスオペレーションキーの専用ケース。シックな本革ブラックとオシャ
　レな合皮カーボン柄をラインアップしました。ケースを装着したままで、
　オペレーションキーのボタン操作、インジケーター確認が可能です。
　エマージェンシーキー（金属キー）にお手持ちのキーホルダーやストラップ
　を付けてご利用ください。
※KOSキーカバーとの同時装着はできません。

¥13,860（1個）
【税抜き価格：本体￥12,000＋　¥1,200】
MZ626032［キーレスオペレーションシステム装着車］
●ロック／アンロックボタンおよびエマージェンシーキー（金属キー）の
　付いていない簡易タイプのオシャレなBEANS（豆）型キーレスオペ
　レーションキー。標準装備のキーレスオペレーションキーを含めて４個
　まで増設可能です。ご家族やパートナーの携帯用にお奨めです。
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問い合わせ
ください。

　

※運転する際は急な電池切れに備え、必ずスペアキーも携行してください。
※電池は使用頻度が少ない場合でも自然消耗します。電池交換はお早めに。
※キーレスオペレーション用ホルダーを使用することはできません。

3ＫＯＳキーカバー
¥5,985（1個）
【税抜き価格：本体￥4,500＋　¥1,200】
［キーレスオペレーションシステム装着車］

●ＫＯＳ（キーレスオペレーションシステム）キーを
　手軽にカスタマイズできるカバー。貼付けタイプ。

MZ626038（カーボン調）
MZ626039（レッドメタリック）
MZ626040（ブルーメタリック）
MZ626044（カモフラージュパターン）
MZ626045（ファイヤーワークスパターン）
MZ626046（ピンクタータンパターン）

※キーレスオペレーション用ホルダーを使用することはできません。

¥2,730
【税抜き価格：本体￥2,600】
MZ626051（カーボン柄レッドメタリック）
MZ626052（カーボン柄ガンメタ）
MZ626053（カーボン柄ホワイトパール）

本革ブラック

●持ち運び可能なペット用キャリア。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安心。小型犬用から大型犬用まで3サイズを用意。

4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

※ペットシートカバー（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。

Sサイズ

Mサイズ

Lサイズ

奥行き 幅 高さ

400

550

650

400

400

450

400

400

450

サイズの
目安（mm）

7ペットシートカバー（後席用）
¥18,900
【税抜き価格：本体￥18,000】
MZ503374 ［2012年７月以降の生産車］

●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。
※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。

¥15,750
【税抜き価格：本体￥15,000】
MZ501575 ［2012年6月までの生産車］

8DOG  GOOD  DRIVE ステッカー
¥2,625
【税抜き価格：本体￥2,500】
MZ549285［全車］
●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。

6カドラー
¥25,200
【税抜き価格：本体￥24,000】
MZ522696［全車］
●ペットのためのラゲッジソファー。テールゲートを
　開いて一緒にくつろぐこともできます。防汚、
　防菌処理の生地を使用、汚れやすい床面は洗
　濯も可能。表皮はポリエステル、基材はウレタン。

5簡易クレート
¥45,150
【税抜き価格：本体￥43,000】
MZ523178［全車］
●移動先でのペットハウス。キャンプなど屋外で
　の必需品。ラゲッジルームに固定して使用も
　できます。サイズ（目安）：タテ570×ヨコ530×
　奥行き750mm。

マークはi（アイ）に、 マークはi-MiEVに装着可能なアイテムです。※

［キーレスオペレーションシステム装着車］

カーボン調

レッドメタリック

ブルーメタリック

カモフラージュ
パターン

ファイヤー
ワークス
パターン

ピンク
タータン
パターン

カーボン柄レッドメタリック

カーボン柄ガンメタ

カーボン柄ホワイトパール

1アロマディフューザーセット

Hi時LED点灯

Lo時LED点灯

※装着写真はイメージです。

◎「覚醒ミント」
　 運転中などで集中力を高めたい方に。すっきりとしたミントのさわやかさとマイルドさをあわせ持った
　 機能性アロマです。※神経伝達物質の減少を抑える成分配合（特許出願中）

◎「禁煙ハーブ」
　たばこの本数を減らしたい方に。吸いたくなる気持ちやイライラを鎮めてくれる、ハーブのさわやかな
　 香りの機能性アロマです。※ニコチンの代謝を抑制する成分配合（特許出願中）

◎「クールグリーン」
　 環境にやさしく過ごしたい方に。クリーンで涼しげな空気をもたらしてくれる体感系エコアロマです。

◎「フレッシュシトラス」
　 気分をリフレッシュしたい時に。シャープでクリアなリフレッシュシトラスのアロマです。

◎「ハッピーオレンジ」
　 明るく元気な気分になりたい時に。スイートオレンジの甘くなごやかな気分に包まれるアロマです。

◎「リラックスラベンダー」
　イライラした気持ちをやわらげたい時に。落ち着きをもたらすリラックスハーブのアロマです。

◎「original aroma of MITSUBISHI」
　 人・車・地球という大きなテーマを持ち、三菱自動車の自然や環境との共存をはじめ、心地よさや
　 愛着などを表現した香り。四万十ヒノキのウッディを中心としたストレスフリーな空間をもたらす、
　 デザイン系アロマです。

1アロマディフューザーセット
¥3,150（各）
【税抜き価格：本体￥3,000】［全車］
MZ600225（覚醒ミント）　　
MZ600226（禁煙ハーブ）　
MZ600227（クールグリーン）
MZ600228（フレッシュシトラス）　
MZ600229（ハッピーオレンジ）
MZ600230（リラックスラベンダー）
MZ600231（original aroma of MITSUBISHI）

　

　

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）

　

　

●シガーソケット／アクセサリーソケット用のアロマディフューザーです。リップス
　ティックのようなスリムなボディで「手軽に気軽に」、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、使用時は、
　スリーダイヤマーク（クロームカラー）入りのクリア部が点灯します。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。

●エッセンシャルオイル100％ブレンドのデザイ
　ンと機能をあわせもつアロマです。6アロマ
　ディフュ―ザーセットのための補充用オイル。
　１本、５ｍl。

2エッセンシャルアロマオイル
¥1,260 （各）
【税抜き価格：本体￥1,200】
［アロマディフュ―ザーセット装着車］

■アットアロマ社　　　　　で作られるこれらアロマオイルは、
　自然の植物から抽出した100％天然エッセンシャルアロマオイルです。
　　　　   　はアットアロマ社の登録商標です。

MZ600223［アロマディフュ―ザーセット装着車］
　

　

●香りが異なるオイルに変える際やパッドが硬くなった場合
　などに交換をお奨めします。アロマディフュ―ザー用、
　５枚入り。

3交換用オイルパッド
¥315
【税抜き価格：本体￥300】

¥13,650
【税抜き価格：本体￥13,000】
MZ501576［全車］
●抗菌加工で丸洗いもOK。折りたためばクッションに
　早変わり。上品な淡いチェック柄。後席用。

1チャイルドクッションカバー

●ISO FIX対応チャイルドシート
   （レーマー デュオプラス）
¥69,825
【税抜き価格：チャイルドシート¥66,500】
MZ525280［全車］

●ジュニアシート
　（レーマー キッドプラス）
¥39,900
【税抜き価格：チャイルドシート¥38,000】
MZ525270［全車］

●ベビーシート（レーマー ベビーセーフ
　プレミアム SHR2）
¥34,650
【税抜き価格：チャイルドシート¥33,000】
MZ525277［全車］

＜汎用タイプ チャイルドシート＞

＜ISO FIX 対応チャイルドシート＞  ●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。

ISO FIX 対応ベビーシート

ISO FIX 対応チャイルドシート
（レーマー デュオプラス）

ISO FIX 取り付けの場合
汎用取り付けの場合

9kg～18kg
9kg～18kg
9kg 未満

9ヵ月～4才
9ヵ月～4才
新生児～1.5 才

前向き
前向き
後向き

助手席 リヤシート
左右

装着場所
装着向き参考年令体　重品　　名

使用方法

■ISO FIX対応チャイルドシート装着適用表

（注1）

ジュニアシート
（レーマー キッドプラス）

ベビーシート
（レーマー ベビーセーフプレミアム SHR2）

助手席 リヤシート
左右

装着場所
装着向き参考年令体　重品　　名

■汎用チャイルドシート装着適用表

　取付けや使用方法などについては、車両の取扱説
　明書および商品の取扱説明書を必ずご覧ください。
　助手席への後向き装着は、エアバッグ標準装備の
　ため絶対にしないでください。
（注1）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。
  ※  　取り付けにより、ヘッドレストが干渉する場合は、
　　　　ヘッドレストの高さを調整するか、ヘッドレストを
　　　取り外してご使用ください。
  ※  　お子さまの年令や体格にあったものをお求めく
　　　ださい。
  ※  　ペットシートカバー（後席用）との同時装着はで
　　　きません。

15kg～36kg 3才～12才 前向き

13kg未満 新生児～1.5才 後向き

※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。

●ISO FIX対応ベビーシート
¥69,825
【税抜き価格：本体¥33,000
＋ISO FIX対応ベース¥40,500】［全車］

※ISO FIX対応ベースはMZ525277の
　専用品です。

MZ525277（本体）
MZ525276（ISO FIX対応ベース）

［2012年７月以降の生産車］

（注1）

16 17マークは参考取付工賃［税抜き］です。※青太字の価格は参考取付工賃を含む消費税込み価格です。



【税抜き価格：本体￥43,500+取付キット¥12,500＋電源変換ハーネス¥900＋　¥9,000】［全車］

9ドライブレコーダー
¥69,195

MZ607449（本体）
MZ607450（取付キット）
MZ608723（電源変換ハーネス）
●衝突や急ブレーキなどクルマに衝撃が加わると、ブザーが鳴ると同時に、その前後20秒間（前12秒、
　後8秒）の映像、音声、車速、加速度、日時を自動的に保存します。また、手動スイッチでの操作も可能です。

（注1）ETC車載器もしくは地上デジタルTVチューナーで本ハーネスを使用する場合は共用することができます。（本ハー
　　　ネスを2本購入していただく必要はありません）
    ※ビデオ出力コード（MZ607451 ¥2,625/税込み）を用いて、ナビゲーションのビデオ入力端子に接続することによ
　　 り記録したデータをその場で映像を確認することができます。（ナビゲーションで映像確認をする場合、音声は出力さ
　　　れません。）ただし、ドライブレコーダーを接続した場合、その他の外部機器をナビゲーションに接続することはできません。
　 ※パソコンで確認する場合は、SDカードが認識できるパソコン（Windows2000、XP、Vista、7）が必要となります。
　 ※本機は、衝突を検知して映像を記録する装置ですが、すべての状況において映像を記録することを保証するもの
　　　ではありません。
　 ※本機は、完全な証拠としての効力を保証するものではありません。
　 ※LED式信号機を撮影すると、点滅して撮影される場合があります。
　 ※ 衝撃を感じても映像が記録されなかった場合や記録されたデータが破損していた場合による損害、本機の故障や
　　　本機を使用することによって生じた損害については弊社は一切責任を負いません。 

tレスキューマンⅢ
¥2,415
【税抜き価格：本体¥2,300】
MZ612507［全車］ 
●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。

8ACパワーサプライ（EZ）
¥15,540
【税抜き価格：本体¥14,800】
MZ607300［全車］ 
●レジャーや停電時にプラグをアクセサリーソケットに差し込むだけで、
　パソコンや携帯電話の充電、各種家電製品を使用できます。
　とくに電気自動車のアイミーブにはお奨めです。（定格100W）

w簡易タイヤ滑り止め（オートソック）　
¥13,650
【税抜き価格：本体¥13,000】
MZ573336［全車］
●突然の降雪にもジャッキ不要で簡単に装着でき
　る画期的なタイヤ滑り止め。ポリエステル繊維製
　で振動が少なく、乗り心地も静かで快適。しかも
　軽量コンパクトだから荷室での常備に便利です。
　175/55R15（リヤ用）。
※雪上走行50km/h以下でご使用ください。

¥5,775
【税抜き価格：本体¥5,500】
MZ603850［全車］
●フロント用、630mm。

rスノーブレード

※ワイパーアームごとの交換となります。（通常のワイパーに
　戻す時にはアームも元に戻す必要があります）

¥6,300
【税抜き価格：本体¥6,000】
MZ569730［リヤワイパー装着車］
●リヤ用、スノー専用ワイパーアーム付。

eタイヤチェーン　　
¥17,850
【税抜き価格：本体¥17,000】
MZ841304LP［全車］
●ニュースペック合金鋼チェーン、ラダー型、自動増し
　締め機能付き。175/55R15（リヤ用）。

y三角停止表示板
¥3,150
【税抜き価格：本体¥3,000】
 MZ611103［全車］ 
●コンパクトに折りたためて
　収納可能（ケース付）。

uファーストエイドキット　
¥6,300
【税抜き価格：本体¥6,000】
MZ527171［全車］　 
●包帯、三角巾、清浄綿、ハサミ
　などの応急品セット。

（注1）

●保存件数は自動検知10件、スイッチ操作5件となります。また、最長20分までの連続動画、最大600
　枚までの静止画も保存できます。パソコン用ビューアーソフト入りのSDカード（1GB）1枚付属。

※本画像はパソコンビューアー画面のイメージです。

※i-MiEVにご使用の際は必ずパワーユニットを起動（READY表示灯が点灯）している状態でご使用ください。

qカーロック（マックガード製）
¥47,250
【税抜き価格：本体￥45,000】
MZ556550［全車］
●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キズつきを防止するラバー付。
　本体：L450 ×W270×H45mm。重量：4.5kg 。ケース、キー2本付き。 

0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】
MZ608050［全車］
●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。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、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。単3乾電池4本セット。

※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タイヤホイールに損傷を与えます。 
※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。 
※タイヤバルブにかからないように装着してください。 

●手軽に「安心」を手に入れることができます。信頼性の高いKATO-DENKI（加藤電機）製。

▲超音波センサー
ドア開扉や窓割り、侵入などを
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をショックセン
サーが感知して警報音を発します。

欲しいものをゲットすることが、一番のクリエイトだ。

for  SAFET Y DRIVE
もっと気楽に運転をするためには何が必要なのか？ それを手に入れることが、使い勝手を高めて快適性を向上させることになる。

自分に我がままをいって自分に必要なものを選ぶ。そこから新しいi（アイ）ライフが始まる。

マークはi（アイ）に、 マークはi-MiEVに装着可能なアイテムです。※

1コーナーポール
¥12,600
【税抜き価格：本体￥7,800＋　¥4,200】［全車］

●左前方の見切りが一目瞭然。アクリルポール仕様、スモールライト連動で点灯します。
※伸縮機能はありません。
※ボディカバー装着時や機械式洗車機を使用する場合は、ポール部を取外してください。

7ボイスコミュニケーションシステム
¥45,150
【税抜き価格：本体￥40,000＋　¥3,000】
MZ607418［i-MiEVを除く全車］
●女性の音声によりコミュニケーションが図れるエンターテインメント性あふれるシステム。
　対話のためのYES/NO回答ボタン付。SDカードによる納車日や誕生日など
　記念日の設定も可能です。

ボイスコミュニケーション発話および応対例

NOボタンを押した時

状　　　況 発 話 例

エンジンキーONで 今日も行ってみよう／今日も安全運転でね。

時間が早い場合には 眠くない？頑張ってね／早いけどお目めばっちり？

スモールライトを点灯すると やっぱライトつけると違うね／ライトオーケー！

シートベルトをし忘れると シートベルト忘れてない？／違反キップ切られちゃうから！

イベントの日には 今日はホワイトデーだね／七夕だね？星見えるかな？

質　　　問
発 話 例

体調悪くない？ 良かった！私も元気！えっへん 油断は禁物だよ～

最近いいことあった？ いいなぁ。分けてほしいよ！ いいことって落ちてないかな

環境にいいことしてる？ さっすが！尊敬します！ ちょっとはしようよ！

ラーメンはとんこつ派？ こってり好きだね、おいしいよね こってりは苦手なのかな？

あれ？髪型かえた？ いーじゃん！似合ってるね あれ？気のせいか・・・。

YESボタンを押したとき

今日も
安全運転でね。

車両状況や運転の時間帯、季節な

ど色々な条件に合わせて女性が語

りかけてくる。YES/NOボタンで回

答すると、それに応えて色々な対話

を楽しむこともできる。もちろん一人

での長距離ドライブ時には居眠り

運転の防止にも役立ちそうだ。

【税抜き価格：本体￥34,500＋　¥6,000】MZ607372［i-MiEV］

※室内インジケーターは装着されません。
　バック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。

●後退時に後方の障害物を検知して室内アラーム音で警告します。走行音の小さいi-MiEVでは、
　後方の人がクルマの接近に気付きにくいため、ドライバーが十分に配慮したいものです。

2バックセンサー
¥42,525

フォグランプスイッチ

オートライトコントロールスイッチ

ヘッドライトマナースイッチ

MZ587393（ハロゲン／ディスチャージヘッドライト用）
MZ587394（LEDヘッドライト用）

3ヘッドライトマナースイッチ
¥11,340
【税抜き価格：本体￥9,000＋　¥1,800】
MZ590789［オートライトコントロール装着車］
●ヘッドライトをワンタッチで消灯でき、再発進時
　には自動点灯して点け忘れを防止します。
※P５5ハロゲンフォグランプにはヘッドライトマナー
　スイッチ機能が含まれていますので、ご購入いただ
　く必要はありません。
※フォグランプ無車に装着した場合、フォグランプ
　スイッチは機能しません。

6帯電防止プレート
¥4,410
【税抜き価格：本体￥3,000＋　¥1,200】
MZ607231［全車］
●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。

MZ604755（本体キット） 
MZ604743（専用取付キット）

5リモコンエンジンスターター
¥45,150
【税抜き価格：本体キット￥25,000
 ＋専用取付キット￥9,000＋　￥9,000】
［i-MiEVを除く全車］

●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。アンサーバック機能
　も内蔵。

ヘッドライト消灯時

4リチャージブルLEDライト
¥4,935
【税抜き価格：本体￥4,700】
MZ610522［全車］
●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。

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動させた場合、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。

※本システムはタイマーにより約10分後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。

18 19マークは参考取付工賃［税抜き］です。※青太字の価格は参考取付工賃を含む消費税込み価格です。



【税抜き価格：本体￥43,500+取付キット¥12,500＋電源変換ハーネス¥900＋　¥9,000】［全車］

9ドライブレコーダー
¥69,195

MZ607449（本体）
MZ607450（取付キット）
MZ608723（電源変換ハーネス）
●衝突や急ブレーキなどクルマに衝撃が加わると、ブザーが鳴ると同時に、その前後20秒間（前12秒、
　後8秒）の映像、音声、車速、加速度、日時を自動的に保存します。また、手動スイッチでの操作も可能です。

（注1）ETC車載器もしくは地上デジタルTVチューナーで本ハーネスを使用する場合は共用することができます。（本ハー
　　　ネスを2本購入していただく必要はありません）
    ※ビデオ出力コード（MZ607451 ¥2,625/税込み）を用いて、ナビゲーションのビデオ入力端子に接続することによ
　　 り記録したデータをその場で映像を確認することができます。（ナビゲーションで映像確認をする場合、音声は出力さ
　　　れません。）ただし、ドライブレコーダーを接続した場合、その他の外部機器をナビゲーションに接続することはできません。
　 ※パソコンで確認する場合は、SDカードが認識できるパソコン（Windows2000、XP、Vista、7）が必要となります。
　 ※本機は、衝突を検知して映像を記録する装置ですが、すべての状況において映像を記録することを保証するもの
　　　ではありません。
　 ※本機は、完全な証拠としての効力を保証するものではありません。
　 ※LED式信号機を撮影すると、点滅して撮影される場合があります。
　 ※ 衝撃を感じても映像が記録されなかった場合や記録されたデータが破損していた場合による損害、本機の故障や
　　　本機を使用することによって生じた損害については弊社は一切責任を負いません。 

tレスキューマンⅢ
¥2,415
【税抜き価格：本体¥2,300】
MZ612507［全車］ 
●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。

8ACパワーサプライ（EZ）
¥15,540
【税抜き価格：本体¥14,800】
MZ607300［全車］ 
●レジャーや停電時にプラグをアクセサリーソケットに差し込むだけで、
　パソコンや携帯電話の充電、各種家電製品を使用できます。
　とくに電気自動車のアイミーブにはお奨めです。（定格100W）

w簡易タイヤ滑り止め（オートソック）　
¥13,650
【税抜き価格：本体¥13,000】
MZ573336［全車］
●突然の降雪にもジャッキ不要で簡単に装着でき
　る画期的なタイヤ滑り止め。ポリエステル繊維製
　で振動が少なく、乗り心地も静かで快適。しかも
　軽量コンパクトだから荷室での常備に便利です。
　175/55R15（リヤ用）。
※雪上走行50km/h以下でご使用ください。

¥5,775
【税抜き価格：本体¥5,500】
MZ603850［全車］
●フロント用、630mm。

rスノーブレード

※ワイパーアームごとの交換となります。（通常のワイパーに
　戻す時にはアームも元に戻す必要があります）

¥6,300
【税抜き価格：本体¥6,000】
MZ569730［リヤワイパー装着車］
●リヤ用、スノー専用ワイパーアーム付。

eタイヤチェーン　　
¥17,850
【税抜き価格：本体¥17,000】
MZ841304LP［全車］
●ニュースペック合金鋼チェーン、ラダー型、自動増し
　締め機能付き。175/55R15（リヤ用）。

y三角停止表示板
¥3,150
【税抜き価格：本体¥3,000】
 MZ611103［全車］ 
●コンパクトに折りたためて
　収納可能（ケース付）。

uファーストエイドキット　
¥6,300
【税抜き価格：本体¥6,000】
MZ527171［全車］　 
●包帯、三角巾、清浄綿、ハサミ
　などの応急品セット。

（注1）

●保存件数は自動検知10件、スイッチ操作5件となります。また、最長20分までの連続動画、最大600
　枚までの静止画も保存できます。パソコン用ビューアーソフト入りのSDカード（1GB）1枚付属。

※本画像はパソコンビューアー画面のイメージです。

※i-MiEVにご使用の際は必ずパワーユニットを起動（READY表示灯が点灯）している状態でご使用ください。

qカーロック（マックガード製）
¥47,250
【税抜き価格：本体￥45,000】
MZ556550［全車］
●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キズつきを防止するラバー付。
　本体：L450 ×W270×H45mm。重量：4.5kg 。ケース、キー2本付き。 

0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】
MZ608050［全車］
●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。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、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。単3乾電池4本セット。

※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タイヤホイールに損傷を与えます。 
※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。 
※タイヤバルブにかからないように装着してください。 

●手軽に「安心」を手に入れることができます。信頼性の高いKATO-DENKI（加藤電機）製。

▲超音波センサー
ドア開扉や窓割り、侵入などを
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をショックセン
サーが感知して警報音を発します。

欲しいものをゲットすることが、一番のクリエイトだ。

for  SAFET Y DRIVE
もっと気楽に運転をするためには何が必要なのか？ それを手に入れることが、使い勝手を高めて快適性を向上させることになる。

自分に我がままをいって自分に必要なものを選ぶ。そこから新しいi（アイ）ライフが始まる。

マークはi（アイ）に、 マークはi-MiEVに装着可能なアイテムです。※

1コーナーポール
¥12,600
【税抜き価格：本体￥7,800＋　¥4,200】［全車］

●左前方の見切りが一目瞭然。アクリルポール仕様、スモールライト連動で点灯します。
※伸縮機能はありません。
※ボディカバー装着時や機械式洗車機を使用する場合は、ポール部を取外してください。

7ボイスコミュニケーションシステム
¥45,150
【税抜き価格：本体￥40,000＋　¥3,000】
MZ607418［i-MiEVを除く全車］
●女性の音声によりコミュニケーションが図れるエンターテインメント性あふれるシステム。
　対話のためのYES/NO回答ボタン付。SDカードによる納車日や誕生日など
　記念日の設定も可能です。

ボイスコミュニケーション発話および応対例

NOボタンを押した時

状　　　況 発 話 例

エンジンキーONで 今日も行ってみよう／今日も安全運転でね。

時間が早い場合には 眠くない？頑張ってね／早いけどお目めばっちり？

スモールライトを点灯すると やっぱライトつけると違うね／ライトオーケー！

シートベルトをし忘れると シートベルト忘れてない？／違反キップ切られちゃうから！

イベントの日には 今日はホワイトデーだね／七夕だね？星見えるかな？

質　　　問
発 話 例

体調悪くない？ 良かった！私も元気！えっへん 油断は禁物だよ～

最近いいことあった？ いいなぁ。分けてほしいよ！ いいことって落ちてないかな

環境にいいことしてる？ さっすが！尊敬します！ ちょっとはしようよ！

ラーメンはとんこつ派？ こってり好きだね、おいしいよね こってりは苦手なのかな？

あれ？髪型かえた？ いーじゃん！似合ってるね あれ？気のせいか・・・。

YESボタンを押したとき

今日も
安全運転でね。

車両状況や運転の時間帯、季節な

ど色々な条件に合わせて女性が語

りかけてくる。YES/NOボタンで回

答すると、それに応えて色々な対話

を楽しむこともできる。もちろん一人

での長距離ドライブ時には居眠り

運転の防止にも役立ちそうだ。

【税抜き価格：本体￥34,500＋　¥6,000】MZ607372［i-MiEV］

※室内インジケーターは装着されません。
　バック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。

●後退時に後方の障害物を検知して室内アラーム音で警告します。走行音の小さいi-MiEVでは、
　後方の人がクルマの接近に気付きにくいため、ドライバーが十分に配慮したいものです。

2バックセンサー
¥42,525

フォグランプスイッチ

オートライトコントロールスイッチ

ヘッドライトマナースイッチ

MZ587393（ハロゲン／ディスチャージヘッドライト用）
MZ587394（LEDヘッドライト用）

3ヘッドライトマナースイッチ
¥11,340
【税抜き価格：本体￥9,000＋　¥1,800】
MZ590789［オートライトコントロール装着車］
●ヘッドライトをワンタッチで消灯でき、再発進時
　には自動点灯して点け忘れを防止します。
※P５5ハロゲンフォグランプにはヘッドライトマナー
　スイッチ機能が含まれていますので、ご購入いただ
　く必要はありません。
※フォグランプ無車に装着した場合、フォグランプ
　スイッチは機能しません。

6帯電防止プレート
¥4,410
【税抜き価格：本体￥3,000＋　¥1,200】
MZ607231［全車］
●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。

MZ604755（本体キット） 
MZ604743（専用取付キット）

5リモコンエンジンスターター
¥45,150
【税抜き価格：本体キット￥25,000
 ＋専用取付キット￥9,000＋　￥9,000】
［i-MiEVを除く全車］

●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。アンサーバック機能
　も内蔵。

ヘッドライト消灯時

4リチャージブルLEDライト
¥4,935
【税抜き価格：本体￥4,700】
MZ610522［全車］
●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。

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動させた場合、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。

※本システムはタイマーにより約10分後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。

18 19マークは参考取付工賃［税抜き］です。※青太字の価格は参考取付工賃を含む消費税込み価格です。



MZ608930

17型AV一体型メモリーナビゲーション
¥184,905
【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）  MZ598320（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）

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）

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）

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。

MZ608931

■ナビリモコン
　 後席からでも操作
　 可能なリモコン。

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）

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。

MZ608932

シンプルな操作性が魅力のエントリーモデル。

★

MZ608933

※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、P20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。

※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microSDカード/microSDHCカード（最大32GB）を使用することにより、最大約8,000曲を録音することができます。（＊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、P20の＜USBデバイス使用時のご注意＞をご参照ください。（＊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。

（＊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、P20の＜USBデバイス使用時のご注意＞をご参照ください。（＊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。

※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ことができます。）

　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。）

＜USBデバイス使用時のご注意＞

※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。

・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。
・USBハブ、マルチパーテーションには対応していません。
・USBマスストレージに対応し、最大電流消費量500mA未満のUSBデバイスのみ接続が可能です。
・USBデバイスの状態によっては接続できない場合があります。
・USBタイプカードリーダーには対応していません。

27型AV一体型メモリーナビゲーション
¥159,075
【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）　
MZ598320（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）

36.1型AV一体型メモリーナビゲーション
¥116,865
【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）　MZ598320（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）

47型AV一体型メモリーナビゲーション
¥101,115
【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）　MZ598320（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）

※ハイグレードサウンドシステム車に交換装着はできません。

プラス拡張機器

◆VICS-光/電波ビーコン受信機

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

◆iPod接続用ケーブル（ビデオ対応）

¥3,780  MZ609506
【税抜き価格：本体¥3,600】

◆ビデオ入出力コード

¥2,887  MZ609508
【税抜き価格：本体¥1,550
＋    ¥1,200】

◆HDMI変換ケーブル

¥9,345  MZ609507
【税抜き価格：本体¥7,700
＋    ¥1,200】

（＊5）

（＊7）（＊6）

※ハイグレードサウンドシステム車に交換装着はできません。

※ハイグレードサウンドシステム車に交換装着はできません。

プラス拡張機器

◆VICS-光/電波ビーコン受信機 ◆iPod接続用ケーブル

¥2,100  MZ607431
【税抜き価格：本体¥2,000】

（＊3）

◆iPod接続用ケーブル（ビデオ対応）

（＊4）

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

¥2,625  MZ609505
【税抜き価格：本体¥2,500】

プラス拡張機器

◆USB接続ケーブル ◆iPod接続用ケーブル

◆ビデオ入力コード（30cm）
（＊3）

（＊1,2）（＊1） ¥6,510
【税抜き価格：USB接続ケーブル
¥2,000＋iPod接続用ケーブル
¥3,000＋    ¥1,200】
MZ608197（USB接続ケーブル）
MZ608198（iPod接続用ケーブル）

¥3,360  MZ608197
【税抜き価格：本体¥2,000
＋    ¥1,200】

¥3,360  MZ605169
【税抜き価格：本体¥2,000
＋    ¥1,200】

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。

ダイヤトーン

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。

プラス拡張機器

◆VICS-光/電波ビーコン受信機

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

◆iPod接続用ケーブル（ビデオ対応）

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

◆ビデオ入出力コード（20cm）

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

◆ナビリモコン

¥6,300  MZ608173
【税抜き価格：本体¥6,000】

（＊3）

（＊4）

基本機能

SD
16GB ディスプレイ

VGA
7型

タッチパネル操作 リモコン操作

AV機能

三菱オリジナル機能

車種別音響調整
オリジナル
オープニング画面

AM/FM

AM/FM

ブルートゥース対応

Bluetooth

CD-R/RW
CDCD

VIDEO
DVDDVD

緊急警報放送

緊急
警報

データ放送

データ
放送

DVDDVD
-R/RW

DVDDVD
+R/RW

DVDDVD
VR(CPRM) 音楽蓄積機能

999曲

音楽フォーマット

MP3
WMA
AAC

MP3
WMA
AAC

倍速録音

4倍速4倍速

USB対応

USBUSB

チューナー＆アンテナ
4×4

自動切替

12セグ

ワンセグ
電子番組表

EPG

対応カード

SD
SDHC

（別売）（※） （＊2）

（＊3） （＊2） （＊4,5）

（＊1）（別売）（別売）

（別売）

ナビゲーション機能

プローブ
交通情報

VICS
FM交通情報

その他拡張機器

VICS
ビーコン交通情報 ETC車載器

ETCETC

ビューカメラ
リヤ

iPod対応

iPod

外部入力

RCA

1回無償
地図更新

音声認識

2012 年 8月下旬発売予定

ETC車載器

ETCETC

ビューカメラ
リヤ

基本機能

ディスプレイ
VGA
7型

タッチパネル操作 リモコン操作

AV機能

三菱オリジナル機能

車種別音響調整
オリジナル
オープニング画面

ナビゲーション機能

プローブ
交通情報

VICS
FM交通情報

その他拡張機器

AM/FM

AM/FM

ブルートゥース対応

Bluetooth

CD-R/RW
CDCD

VIDEO
DVDDVD

緊急警報放送

緊急
警報

データ放送

データ
放送

DVDDVD
-R/RW

DVDDVD
+R/RW

DVDDVD
VR(CPRM) 音楽蓄積機能

1,000曲

音楽フォーマット

MP3
WMA
AAC

MP3
WMA
AAC

倍速録音

4倍速4倍速

USB対応

USBUSB

iPod 対応

iPod

自動切替

12セグ

ワンセグ
電子番組表

EPG

対応カード

SD
SDHC

外部入力

RCA

2年間無償
地図更新

（別売）

（別売） （別売）（別売） （別売）

チューナー＆アンテナ
2×2

VICS
ビーコン交通情報

（※）

（＊1） （＊2,3）

音声認識
SD
16GB

2012 年 7月中旬発売予定

基本機能

タッチパネル操作 リモコン操作

AV機能

三菱オリジナル機能

車種別音響調整
オリジナル
オープニング画面

ナビゲーション機能

プローブ
交通情報

VICS
FM交通情報

その他拡張機器

AM/FM

AM/FM

ブルートゥース対応

Bluetooth

CD-R/RW
CDCD

VIDEO
DVDDVD

緊急警報放送

緊急
警報

データ放送

データ
放送

DVDDVD
-R/RW

DVDDVD
+R/RW

DVDDVD
VR(CPRM) 音楽フォーマット

MP3
WMA
AAC

MP3
WMA
AAC

倍速録音

4倍速4倍速

USB対応

USBUSB

電子番組表

EPG

対応カード

SD
SDHC

音声認識 無償
地図更新

ディスプレイ
VGA
6.1型

（別売） （別売） （別売）

（別売）（＊1） （＊2） （＊5）
（＊3,4）
（別売）

VICS
ビーコン交通情報 ETC車載器

ETCETC

ビューカメラ
リヤ

音楽蓄積機能
8,000曲

iPod 対応

iPod

外部入力

RCA

SSD
8GB

2012 年 7月中旬発売予定

基本機能

ディスプレイ
VGA
7型

タッチパネル操作 リモコン操作

AV機能

三菱オリジナル機能

車種別音響調整
オリジナル
オープニング画面

ナビゲーション機能

プローブ
交通情報

VICS
FM交通情報

その他拡張機器

AM/FM

AM/FM

ブルートゥース対応

Bluetooth

CD-R/RW
CDCD

緊急警報放送

緊急
警報

データ放送

データ
放送

電子番組表

EPG

対応カード

SD
SDHC

ETC車載器

ETCETC

音声認識 無償
地図更新

（別売）（＊1） （別売）（＊2）（別売）

（別売）

VIDEO
DVDDVD DVDDVD

-R/RW
DVDDVD
+R/RW

DVDDVD
VR(CPRM) 音楽蓄積機能

10,000曲

音楽フォーマット

MP3
WMA
AAC

MP3
WMA
AAC

倍速録音

18倍速18倍速

VICS
ビーコン交通情報

USB対応

USBUSB

iPod 対応

iPod

外部入力

RCA

ビューカメラ
リヤSD

8GB

NAVIGATION&AUDIO
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。
保証期間は車両にお取り付けした日から3年間（期間内でも走行距離が6万kmまで）となり
ます。ただし、ナビゲーション本体、オーディオ本体以外の機器の保証期間は1年間（期間内
でも走行距離2万kmまで）となります。

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。

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

◆ナビゲーションロックで盗難防止！

オーディオレス車用のAV一体型ナビゲーション メニュー
三菱純正ナビゲーションのオリジナル機能

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。

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。i（アイ）
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。

車種（車空間）別音響チューニング オリジナルスターティング画面

※写真はMZ608930の表示例です。

●P20～P22 AV一体型ナビゲーション  ●P22 オーディオ/MMES 拡張機器  ●P23スピーカー /ETC

システム合計価格
¥184,905

システム合計価格
¥159,075

システム合計価格
¥116,865

システム合計価格
¥101,115

システム合計価格
¥198,555

◆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 ナビゲーション機能三菱オリジナル機能 オーディオ・ビジュアル機能

メ
モ
リ
ー
ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョ
ン

Ｈ
Ｄ
Ｄ

ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョ
ン

※最大約1,000曲

※最大約8,000曲

（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。

（別売）

（別売）

20 21マークは参考取付工賃［消費税抜き］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。



MZ608930

17型AV一体型メモリーナビゲーション
¥184,905
【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）  MZ598320（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）

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）

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）

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。

MZ608931

■ナビリモコン
　 後席からでも操作
　 可能なリモコン。

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）

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。

MZ608932

シンプルな操作性が魅力のエントリーモデル。

★

MZ608933

※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、P20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。

※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microSDカード/microSDHCカード（最大32GB）を使用することにより、最大約8,000曲を録音することができます。（＊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、P20の＜USBデバイス使用時のご注意＞をご参照ください。（＊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。

（＊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、P20の＜USBデバイス使用時のご注意＞をご参照ください。（＊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。

※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ことができます。）

　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。）

＜USBデバイス使用時のご注意＞

※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。

・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。
・USBハブ、マルチパーテーションには対応していません。
・USBマスストレージに対応し、最大電流消費量500mA未満のUSBデバイスのみ接続が可能です。
・USBデバイスの状態によっては接続できない場合があります。
・USBタイプカードリーダーには対応していません。

27型AV一体型メモリーナビゲーション
¥159,075
【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）　
MZ598320（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）

36.1型AV一体型メモリーナビゲーション
¥116,865
【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）　MZ598320（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）

47型AV一体型メモリーナビゲーション
¥101,115
【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）　MZ598320（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）

※ハイグレードサウンドシステム車に交換装着はできません。

プラス拡張機器

◆VICS-光/電波ビーコン受信機

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

◆iPod接続用ケーブル（ビデオ対応）

¥3,780  MZ609506
【税抜き価格：本体¥3,600】

◆ビデオ入出力コード

¥2,887  MZ609508
【税抜き価格：本体¥1,550
＋    ¥1,200】

◆HDMI変換ケーブル

¥9,345  MZ609507
【税抜き価格：本体¥7,700
＋    ¥1,200】

（＊5）

（＊7）（＊6）

※ハイグレードサウンドシステム車に交換装着はできません。

※ハイグレードサウンドシステム車に交換装着はできません。

プラス拡張機器

◆VICS-光/電波ビーコン受信機 ◆iPod接続用ケーブル

¥2,100  MZ607431
【税抜き価格：本体¥2,000】

（＊3）

◆iPod接続用ケーブル（ビデオ対応）

（＊4）

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

¥2,625  MZ609505
【税抜き価格：本体¥2,500】

プラス拡張機器

◆USB接続ケーブル ◆iPod接続用ケーブル

◆ビデオ入力コード（30cm）
（＊3）

（＊1,2）（＊1） ¥6,510
【税抜き価格：USB接続ケーブル
¥2,000＋iPod接続用ケーブル
¥3,000＋    ¥1,200】
MZ608197（USB接続ケーブル）
MZ608198（iPod接続用ケーブル）

¥3,360  MZ608197
【税抜き価格：本体¥2,000
＋    ¥1,200】

¥3,360  MZ605169
【税抜き価格：本体¥2,000
＋    ¥1,200】

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。

ダイヤトーン

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。

プラス拡張機器

◆VICS-光/電波ビーコン受信機

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

◆iPod接続用ケーブル（ビデオ対応）

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

◆ビデオ入出力コード（20cm）

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

◆ナビリモコン

¥6,300  MZ608173
【税抜き価格：本体¥6,000】

（＊3）

（＊4）
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2012 年 8月下旬発売予定
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（※）

（＊1） （＊2,3）

音声認識
SD
16GB

2012 年 7月中旬発売予定
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リヤ

音楽蓄積機能
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iPod 対応
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外部入力
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8GB

2012 年 7月中旬発売予定
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NAVIGATION&AUDIO
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。
保証期間は車両にお取り付けした日から3年間（期間内でも走行距離が6万kmまで）となり
ます。ただし、ナビゲーション本体、オーディオ本体以外の機器の保証期間は1年間（期間内
でも走行距離2万kmまで）となります。

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。

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

◆ナビゲーションロックで盗難防止！

オーディオレス車用のAV一体型ナビゲーション メニュー
三菱純正ナビゲーションのオリジナル機能

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。

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。i（アイ）
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。

車種（車空間）別音響チューニング オリジナルスターティング画面

※写真はMZ608930の表示例です。

●P20～P22 AV一体型ナビゲーション  ●P22 オーディオ/MMES 拡張機器  ●P23スピーカー /ETC

システム合計価格
¥184,905

システム合計価格
¥159,075

システム合計価格
¥116,865

システム合計価格
¥101,115

システム合計価格
¥198,555

◆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 ナビゲーション機能三菱オリジナル機能 オーディオ・ビジュアル機能

メ
モ
リ
ー
ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョ
ン

Ｈ
Ｄ
Ｄ

ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョ
ン

※最大約1,000曲

※最大約8,000曲

（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。

（別売）

（別売）

20 21マークは参考取付工賃［消費税抜き］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。



■三菱電機製（アンテナ別体、表示なしタイプ）
スピーカー内蔵

●ナビゲーションに接続しない場合
¥19,845
【税抜き価格：本体￥13,200＋電源変換ハーネス￥900
＋　 ¥4,800】
MZ608789（本体）
MZ608723（電源変換ハーネス）

●ナビゲーションに接続しない場合
¥19,425
【税抜き価格：本体￥12,800
＋電源変換ハーネス￥900＋　 ¥4,800】
MZ608791（本体：ブラック）
MZ608792（本体：パープル）
MZ608723（電源変換ハーネス）

●Clarionナビゲーション（MZ608931）に接続する場合
¥23,730
【税抜き価格：本体￥12,800+接続ケーブル￥5,000+　 ¥4,800】
MZ608791（本体：ブラック）
MZ608792（本体：パープル）
　MZ608810（接続ケーブル）  ■三菱電機製（アンテナ別体､表示なしタイプ） 

三菱電機製ナビゲーション（MZ608930）接続専用：内蔵スピーカーなし 

●三菱マルチエンターテイメントシステム
　（MMES）に装着する場合
¥23,730
【税抜き価格：本体￥12,800
＋接続ケーブル￥5,000＋　 ¥4,800】
MZ608791（本体：ブラック）
MZ608792（本体：パープル）
MZ608810（接続ケーブル）

●MITSUBISHIナビゲーション（MZ608930）に
　VICS-光/電波ビーコン受信機と同時装着しない場合 
¥24,780
【税抜き価格：本体￥12,900＋電源変換ハーネス￥900
+接続ケーブル￥5,000+　 ¥4,800】 
 MZ608785（本体）
MZ608723（電源変換ハーネス） 
 MZ608802（接続ケーブル）  

●MITSUBISHIナビゲーション（MZ608930）に
　VICS-光/電波ビーコン受信機と同時装着する場合
¥29,925
【税抜き価格：本体￥12,900＋電源変換ハーネス￥900
+接続ケーブル￥9,900+　 ¥4,800】 
 MZ608785（本体）
MZ608723（電源変換ハーネス） 
 MZ608803（接続ケーブル）  

■三菱重工製（アンテナ別体､表示なしタイプ） 
スピーカー内蔵

●carrozzeriaナビゲーション（MZ608929）に接続する場合
¥25,095
【税抜き価格：本体￥13,200＋電源変換ハーネス￥900
+接続ケーブル￥5,000+　 ¥4,800】 
 MZ608789（本体） 
MZ608723（電源変換ハーネス）
MZ608811（接続ケーブル）  

●KENWOODナビゲーション（MZ608932）に接続する場合
¥25,095
【税抜き価格：本体￥13,200＋電源変換ハーネス￥900
+接続ケーブル￥5,000+　 ¥4,800】 
 MZ608789（本体） 
MZ608723（電源変換ハーネス）
MZ608812（接続ケーブル）  

（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。

ブラック

パープル

ETC  ※ 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。
（注1）ドライブレコーダーで本ハーネスを使用する場合は共用することができます。（本ハーネスを2本購入していただく必要はありません。）

（注1） （注1）
（注1）

（注1）

（注1）（注1）

三菱マルチエンターテイメントシステム（MMES）装着車・
ユニークパネルデザインオーディオ装着車・オーディオレス車のためのプラスメニュー

品　　名 部品番号 希望小売価格
［税抜き］

構成品合計価格［税抜き］
参考取付工賃［税抜き］

システム合計価格（税込み）

プラス 
リヤドアスピーカー

フロントドア
スピーカー装着車用

フロント／リヤ
4スピーカーシステム

ドアスピーカー 8720A147

ツィーター

ツィーター

ツィーター取付キット

MZ598373

MZ598124

［￥5,800］

［￥8,000］
［￥1,700］

［￥23,200］
［￥6,000］

￥30,660

［￥9,700］
［￥3,000］

￥13,335

［￥11,600］
［￥3,000］

￥15,330

×2 ×4

※フロントドアスピーカー装着車にはツィーターが標準装備されています。
※ドアスピーカー／ツィーターは車両装備同一品です。またツィーターは2個セットとなります。

16cmフルレンジ
リヤドアスピーカー

3.5cm
ツィーター

16cmフルレンジ
ドアスピーカー

フロント
2スピーカーシステム

［￥11,600］
［￥3,000］

￥15,330

×2

増設用スピーカー スピーカーレス車用 スピーカーレス車用

116cmスピーカー　
MZ596805

品　　名 部品番号 希望小売価格
［税抜き］

構成品合計価格［税抜き］
参考取付工賃［税抜き］

システム合計価格（税込み）

MZ596805

MZ595736

MZ594808

1carrozzeria

carrozzeria

2KENWOOD

KENWOOD

3Clarion

Clarion

［￥20,000］

［全車］

［￥11,000］
［￥8,800］

［￥12,600］
［￥3,000］

￥16,380

［￥23,800］
［￥3,000］

￥28,140

［￥14,800］
［￥3,000］

￥18,690

スピーカーマウント MZ594774 ［￥3,800］

16cmコアキシャル
スピーカー

・16cm2WAY
・35W入力
・ウーファー部：ファイバーコーン
・ツィーター部：2.5cmロータリーツィーター
　　　　　   （ハードドームタイプ）

216cmスピーカー　
MZ595736
・16cm2WAY
・30W入力
・ウーファー部：パールマイカ
　　　　　　＋ダイアモンドアレイ
　　　　　　PPハイブリッドコーン
・ツィーター部：2.5cmPEIバランスドーム

（＊）2個セットとなります。 （＊）2個セットとなります。 （＊）2個セットとなります。

（＊） （＊）
316cmスピーカー　
MZ594808
・16cm3WAY
・35W入力
・ウーファー部：TM-MIPPコーン
・ツィーター部：0.8cmピエゾドーム
・ミッドレンジ部：3cmアルミ蒸着
　　　　　　  PEIバランスドライブ

（＊）

グレードアップスピーカー

※システム合計価格は2スピーカー装着時の価格となります。
※フロント&リヤ4スピーカーを装着する場合は、グレードアップスピーカーおよびスピーカーマウントが2セット必要となります。
※標準装備のスピーカーと交換装着になります。
※P119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。     
  

【税抜き価格：3枚入り￥12,000＋1枚入り￥5,000＋　¥6,600】
MZ594707（3枚入り）　MZ594708（1枚入り）

¥24,780

スピーカーメニュー ※除くハイグレードサウンドシステム車

▲装着イメージ（ドアトリム内）

●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。

スピーカー出力

スピーカー背面の音圧回り込み等

デッドニングシート無し デッドニングシート付

ドアパネルサービスホール

デッドニングシート装着部

デッドニングシート（制振材）
デッドニングシート（制振材）

［スピーカー装着車］

※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MZ594707＋MZ594708で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MZ594707
　＋MZ594708が2セット必要になります。

CMOSリヤビューカメラ

※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。
※ガイド線に対して自車位置がずれますのでMZ607479でのガイド線の使用は推奨できません。

¥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）

¥30,240
【税抜き価格：本体￥21,000
＋　 ¥7,800】
MZ607479（本体）

●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。

適用機種：MZ608930 適用機種：MZ608931

¥33,810
【税抜き価格：本体￥25,000＋　 ¥7,200】
MZ607460（本体）

適用機種：MZ608929/MZ608932/MZ608933

（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。
    

オーディオメニュー

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）
MZ598320（取付キット）

音場
調整機能

（注2） （別売）（注2）（別売）

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）
MZ598320（取付キット）

音場
調整機能

（注2） （別売）（注2）

4CD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）
MZ598320（取付キット）

音場
調整機能

3CD/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）
MZ598320（取付キット）

音場
調整機能

（注2） （別売）（注2）

※ハイグレードサウンドシステム車に交換装着はできません。

iPod接続用ケーブル
¥2,100 
【税抜き価格：本体¥2,000】
MZ607431

iPod対応

適用機種：MZ595623

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

適用機種：MZ595623/MZ595624
             MZ595628

※詳しくはP20をご参照ください。＜USBデバイス使用時のご注意＞

ユニークパネルデザイン
オーディオ装着車用
アドオンオーディオメニュー

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
i Pod対応

【税抜き価格：本体￥2,000＋　¥1,200】
MZ608165

¥3,360
USB接続ケーブル

※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。 

i Pod対応

【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）

¥15,120
iPod接続用ケーブル（ビデオ対応）

※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。

【税抜き価格：本体￥26,200
＋　¥3,000】
MZ608172

¥30,660
VICS-光/電波ビーコン受信機

（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。

（注）iPod接続用ケーブル（MZ608171）
　　を使用する場合、本コードが必要と
　　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に
　　なります。

【税抜き価格：本体￥3,000
＋　¥1,200】
MZ608468

¥4,410
ビデオ入出力コード（20cm）

※一部対応していない機能があります。

【税抜き価格：本体￥6,000】
MZ608173

¥6,300
ナビリモコン

※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。

【税抜き価格：本体￥1,500】
MZ598356

¥1,575
液晶保護フィルム（MMES専用）

【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）

¥36,960
CMOSリヤビューカメラ

※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。

※ETC車載器ご利用には手続き（セットアップ［有
　料］）およびクレジット会社へのETCカード申込
　が別途必要です。詳しい内容については販売
　会社にお問い合わせください。

ETC車載器
¥23,730
【税抜き価格：本体￥12,800
＋接続ケーブル￥5,000＋　¥4,800】
MZ608791（本体：ブラック）
MZ608792（本体：パープル）
MZ608810（接続ケーブル）

●iPod接続用アダプタにお手持ちのiPodを
　接続することによりCDチェンジャー感覚で
　操作でき、車両のスピーカーで音楽を楽しむ
　ことができます。

i Pod対応

【税抜き価格：本体￥13,000＋　¥3,600】
¥17,430
iPod接続用アダプタ

MZ607411

※一部対応していないiPodがあります。
※外部入力コード（MZ608645）と同時装着可能です。

MZ608645
●本ケーブルを装着することにより、
　お手持ちのポータブルオーディオなどの
　接続が可能になります。

【税抜き価格：本体￥4,500＋　¥1,200】
¥5,985
外部入力コード（ステレオミニプラグ）

※iPod接続用アダプタ（MZ607411）と同時装着可能です。

ブラック

パープル

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）
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。

MZ608929

※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、購入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、P20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。

57型AV一体型HDDナビゲーション
¥198,555
【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）　
MZ598320（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）

※ハイグレードサウンドシステム車に交換装着はできません。

◆VICS-光/電波ビーコン受信機

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

◆iPod接続用ケーブル（ビデオ対応）

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

◆ビデオ入力コード（2m）

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

（＊3）

（＊4）

プラス拡張機器

基本機能

ディスプレイ
VGA
7型

タッチパネル操作 リモコン操作

AV機能

三菱オリジナル機能

車種別音響調整
オリジナル
オープニング画面

ナビゲーション機能

プローブ
交通情報

VICS
FM交通情報

その他拡張機器

AM/FM

AM/FM

ブルートゥース対応

Bluetooth

CD-R/RW
CDCD

VIDEO
DVDDVD

緊急警報放送

緊急
警報

データ放送

データ
放送

DVDDVD
-R/RW

DVDDVD
VR(CPRM) 音楽蓄積機能

10,000曲

音楽フォーマット

MP3
WMA
AAC

MP3
WMA
AAC

倍速録音

18倍速18倍速

USB対応

USBUSB

チューナー＆アンテナ
4×4

自動切替

12セグ

ワンセグ
電子番組表

EPG

対応カード

SD
SDHC

音声認識 3年間無償
地図更新

80GB

HDD

（別売）（※） （＊1）

（＊2） （＊1）

（別売） （別売）

（別売） （別売）

DVDDVD
+R/RW

VICS
ビーコン交通情報

iPod 対応

iPod

外部入力

RCA

ETC車載器

ETCETC

ビューカメラ
リヤ

最大最大
最大約

　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。

2322 マークは参考取付工賃［消費税抜き］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。



■三菱電機製（アンテナ別体、表示なしタイプ）
スピーカー内蔵

●ナビゲーションに接続しない場合
¥19,845
【税抜き価格：本体￥13,200＋電源変換ハーネス￥900
＋　 ¥4,800】
MZ608789（本体）
MZ608723（電源変換ハーネス）

●ナビゲーションに接続しない場合
¥19,425
【税抜き価格：本体￥12,800
＋電源変換ハーネス￥900＋　 ¥4,800】
MZ608791（本体：ブラック）
MZ608792（本体：パープル）
MZ608723（電源変換ハーネス）

●Clarionナビゲーション（MZ608931）に接続する場合
¥23,730
【税抜き価格：本体￥12,800+接続ケーブル￥5,000+　 ¥4,800】
MZ608791（本体：ブラック）
MZ608792（本体：パープル）
　MZ608810（接続ケーブル）  ■三菱電機製（アンテナ別体､表示なしタイプ） 

三菱電機製ナビゲーション（MZ608930）接続専用：内蔵スピーカーなし 

●三菱マルチエンターテイメントシステム
　（MMES）に装着する場合
¥23,730
【税抜き価格：本体￥12,800
＋接続ケーブル￥5,000＋　 ¥4,800】
MZ608791（本体：ブラック）
MZ608792（本体：パープル）
MZ608810（接続ケーブル）

●MITSUBISHIナビゲーション（MZ608930）に
　VICS-光/電波ビーコン受信機と同時装着しない場合 
¥24,780
【税抜き価格：本体￥12,900＋電源変換ハーネス￥900
+接続ケーブル￥5,000+　 ¥4,800】 
 MZ608785（本体）
MZ608723（電源変換ハーネス） 
 MZ608802（接続ケーブル）  

●MITSUBISHIナビゲーション（MZ608930）に
　VICS-光/電波ビーコン受信機と同時装着する場合
¥29,925
【税抜き価格：本体￥12,900＋電源変換ハーネス￥900
+接続ケーブル￥9,900+　 ¥4,800】 
 MZ608785（本体）
MZ608723（電源変換ハーネス） 
 MZ608803（接続ケーブル）  

■三菱重工製（アンテナ別体､表示なしタイプ） 
スピーカー内蔵

●carrozzeriaナビゲーション（MZ608929）に接続する場合
¥25,095
【税抜き価格：本体￥13,200＋電源変換ハーネス￥900
+接続ケーブル￥5,000+　 ¥4,800】 
 MZ608789（本体） 
MZ608723（電源変換ハーネス）
MZ608811（接続ケーブル）  

●KENWOODナビゲーション（MZ608932）に接続する場合
¥25,095
【税抜き価格：本体￥13,200＋電源変換ハーネス￥900
+接続ケーブル￥5,000+　 ¥4,800】 
 MZ608789（本体） 
MZ608723（電源変換ハーネス）
MZ608812（接続ケーブル）  

（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。

ブラック

パープル

ETC  ※ 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。
（注1）ドライブレコーダーで本ハーネスを使用する場合は共用することができます。（本ハーネスを2本購入していただく必要はありません。）

（注1） （注1）
（注1）

（注1）

（注1）（注1）

三菱マルチエンターテイメントシステム（MMES）装着車・
ユニークパネルデザインオーディオ装着車・オーディオレス車のためのプラスメニュー

品　　名 部品番号 希望小売価格
［税抜き］

構成品合計価格［税抜き］
参考取付工賃［税抜き］

システム合計価格（税込み）

プラス 
リヤドアスピーカー

フロントドア
スピーカー装着車用

フロント／リヤ
4スピーカーシステム

ドアスピーカー 8720A147

ツィーター

ツィーター

ツィーター取付キット

MZ598373

MZ598124

［￥5,800］

［￥8,000］
［￥1,700］

［￥23,200］
［￥6,000］

￥30,660

［￥9,700］
［￥3,000］

￥13,335

［￥11,600］
［￥3,000］

￥15,330

×2 ×4

※フロントドアスピーカー装着車にはツィーターが標準装備されています。
※ドアスピーカー／ツィーターは車両装備同一品です。またツィーターは2個セットとなります。

16cmフルレンジ
リヤドアスピーカー

3.5cm
ツィーター

16cmフルレンジ
ドアスピーカー

フロント
2スピーカーシステム

［￥11,600］
［￥3,000］

￥15,330

×2

増設用スピーカー スピーカーレス車用 スピーカーレス車用

116cmスピーカー　
MZ596805

品　　名 部品番号 希望小売価格
［税抜き］

構成品合計価格［税抜き］
参考取付工賃［税抜き］

システム合計価格（税込み）

MZ596805

MZ595736

MZ594808

1carrozzeria

carrozzeria

2KENWOOD

KENWOOD

3Clarion

Clarion

［￥20,000］

［全車］

［￥11,000］
［￥8,800］

［￥12,600］
［￥3,000］

￥16,380

［￥23,800］
［￥3,000］

￥28,140

［￥14,800］
［￥3,000］

￥18,690

スピーカーマウント MZ594774 ［￥3,800］

16cmコアキシャル
スピーカー

・16cm2WAY
・35W入力
・ウーファー部：ファイバーコーン
・ツィーター部：2.5cmロータリーツィーター
　　　　　   （ハードドームタイプ）

216cmスピーカー　
MZ595736
・16cm2WAY
・30W入力
・ウーファー部：パールマイカ
　　　　　　＋ダイアモンドアレイ
　　　　　　PPハイブリッドコーン
・ツィーター部：2.5cmPEIバランスドーム

（＊）2個セットとなります。 （＊）2個セットとなります。 （＊）2個セットとなります。

（＊） （＊）
316cmスピーカー　
MZ594808
・16cm3WAY
・35W入力
・ウーファー部：TM-MIPPコーン
・ツィーター部：0.8cmピエゾドーム
・ミッドレンジ部：3cmアルミ蒸着
　　　　　　  PEIバランスドライブ

（＊）

グレードアップスピーカー

※システム合計価格は2スピーカー装着時の価格となります。
※フロント&リヤ4スピーカーを装着する場合は、グレードアップスピーカーおよびスピーカーマウントが2セット必要となります。
※標準装備のスピーカーと交換装着になります。
※P119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。     
  

【税抜き価格：3枚入り￥12,000＋1枚入り￥5,000＋　¥6,600】
MZ594707（3枚入り）　MZ594708（1枚入り）

¥24,780

スピーカーメニュー ※除くハイグレードサウンドシステム車

▲装着イメージ（ドアトリム内）

●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。

スピーカー出力

スピーカー背面の音圧回り込み等

デッドニングシート無し デッドニングシート付

ドアパネルサービスホール

デッドニングシート装着部

デッドニングシート（制振材）
デッドニングシート（制振材）

［スピーカー装着車］

※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MZ594707＋MZ594708で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MZ594707
　＋MZ594708が2セット必要になります。

CMOSリヤビューカメラ

※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。
※ガイド線に対して自車位置がずれますのでMZ607479でのガイド線の使用は推奨できません。

¥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）

¥30,240
【税抜き価格：本体￥21,000
＋　 ¥7,800】
MZ607479（本体）

●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。

適用機種：MZ608930 適用機種：MZ608931

¥33,810
【税抜き価格：本体￥25,000＋　 ¥7,200】
MZ607460（本体）

適用機種：MZ608929/MZ608932/MZ608933

（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。
    

オーディオメニュー

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）
MZ598320（取付キット）

音場
調整機能

（注2） （別売）（注2）（別売）

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）
MZ598320（取付キット）

音場
調整機能

（注2） （別売）（注2）

4CD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）
MZ598320（取付キット）

音場
調整機能

3CD/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）
MZ598320（取付キット）

音場
調整機能

（注2） （別売）（注2）

※ハイグレードサウンドシステム車に交換装着はできません。

iPod接続用ケーブル
¥2,100 
【税抜き価格：本体¥2,000】
MZ607431

iPod対応

適用機種：MZ595623

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

適用機種：MZ595623/MZ595624
             MZ595628

※詳しくはP20をご参照ください。＜USBデバイス使用時のご注意＞

ユニークパネルデザイン
オーディオ装着車用
アドオンオーディオメニュー

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
i Pod対応

【税抜き価格：本体￥2,000＋　¥1,200】
MZ608165

¥3,360
USB接続ケーブル

※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。 

i Pod対応

【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）

¥15,120
iPod接続用ケーブル（ビデオ対応）

※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。

【税抜き価格：本体￥26,200
＋　¥3,000】
MZ608172

¥30,660
VICS-光/電波ビーコン受信機

（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。

（注）iPod接続用ケーブル（MZ608171）
　　を使用する場合、本コードが必要と
　　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に
　　なります。

【税抜き価格：本体￥3,000
＋　¥1,200】
MZ608468

¥4,410
ビデオ入出力コード（20cm）

※一部対応していない機能があります。

【税抜き価格：本体￥6,000】
MZ608173

¥6,300
ナビリモコン

※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。

【税抜き価格：本体￥1,500】
MZ598356

¥1,575
液晶保護フィルム（MMES専用）

【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）

¥36,960
CMOSリヤビューカメラ

※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。

※ETC車載器ご利用には手続き（セットアップ［有
　料］）およびクレジット会社へのETCカード申込
　が別途必要です。詳しい内容については販売
　会社にお問い合わせください。

ETC車載器
¥23,730
【税抜き価格：本体￥12,800
＋接続ケーブル￥5,000＋　¥4,800】
MZ608791（本体：ブラック）
MZ608792（本体：パープル）
MZ608810（接続ケーブル）

●iPod接続用アダプタにお手持ちのiPodを
　接続することによりCDチェンジャー感覚で
　操作でき、車両のスピーカーで音楽を楽しむ
　ことができます。

i Pod対応

【税抜き価格：本体￥13,000＋　¥3,600】
¥17,430
iPod接続用アダプタ

MZ607411

※一部対応していないiPodがあります。
※外部入力コード（MZ608645）と同時装着可能です。

MZ608645
●本ケーブルを装着することにより、
　お手持ちのポータブルオーディオなどの
　接続が可能になります。

【税抜き価格：本体￥4,500＋　¥1,200】
¥5,985
外部入力コード（ステレオミニプラグ）

※iPod接続用アダプタ（MZ607411）と同時装着可能です。

ブラック

パープル

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）
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。

MZ608929

※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、購入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、P20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。

57型AV一体型HDDナビゲーション
¥198,555
【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）　
MZ598320（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）

※ハイグレードサウンドシステム車に交換装着はできません。

◆VICS-光/電波ビーコン受信機

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

◆iPod接続用ケーブル（ビデオ対応）

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

◆ビデオ入力コード（2m）

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

（＊3）

（＊4）

プラス拡張機器

基本機能

ディスプレイ
VGA
7型

タッチパネル操作 リモコン操作

AV機能

三菱オリジナル機能

車種別音響調整
オリジナル
オープニング画面

ナビゲーション機能

プローブ
交通情報

VICS
FM交通情報

その他拡張機器

AM/FM

AM/FM

ブルートゥース対応

Bluetooth

CD-R/RW
CDCD

VIDEO
DVDDVD

緊急警報放送

緊急
警報

データ放送

データ
放送

DVDDVD
-R/RW

DVDDVD
VR(CPRM) 音楽蓄積機能

10,000曲

音楽フォーマット

MP3
WMA
AAC

MP3
WMA
AAC

倍速録音

18倍速18倍速

USB対応

USBUSB

チューナー＆アンテナ
4×4

自動切替

12セグ

ワンセグ
電子番組表

EPG

対応カード

SD
SDHC

音声認識 3年間無償
地図更新

80GB

HDD

（別売）（※） （＊1）

（＊2） （＊1）

（別売） （別売）

（別売） （別売）

DVDDVD
+R/RW

VICS
ビーコン交通情報

iPod 対応

iPod

外部入力

RCA

ETC車載器

ETCETC

ビューカメラ
リヤ

最大最大
最大約

　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。

2322 マークは参考取付工賃［消費税抜き］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。
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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。

〒108-0014 東京都港区芝5丁目33番8号 第一田町ビル6F

純正用品製造事業者

〒108-8410 東京都港区芝5丁目33番8号
2012.7～
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