◎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。

純正用品製造事業者

〒108 - 0014 東京都港区芝5丁目33番8号 第一田町ビル6F

〒108 - 8410 東京都港区芝5丁目33番8号

YS1527-1207

2012.7〜

興味しんしん

新しい時 代 のクルマだからこそ、新しい時 代 のナビゲーションが欲しい。

NAVIGATION for MINICAB-MiEV
推定航続距離表示、
バッテリー残量案内機能を搭載

スタンダードタイプ

¥12,810

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。

ＥＶ
（電気自動車）
用ＡＶ一体型メモリーナビゲーション
ルート案内時の
走行可能距離がわかる

エアセパレーター

バッテリー残量案内

バッテリー切れを未然に防止

航続距離への不安を解消！

MINICAB-MiEV

推定航続距離表示（注1）

目的地までの距離

充電スポット検索

簡単・分かりやすい

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。

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。

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

電力消費を抑えた
ドライブを実現する

急速充電スポット
ロゴマーク

普通充電スポット
ロゴマーク

EV 専用「エコ・ルート探索」

（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）。

￥149,800

エコステータス

ドライバーの効率的なドライブをサポートする「エコステータス」を搭載。電力消費率や運転評価を

出発前に確認することができ、効率的なドライブを実現します。

グラフィックと数値で表示することでドライブのエコ度合いがわかります。

※スピーカーシステム(P14)が別途必要となります。
ただしスピーカー付車には必要ありません。※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。

17型AV一体型メモリーナビゲーション

¥229,740

¥183,750

¥22,800】

（注3）
MZ608925（本体）／MZ598365（オーディオ取付キット）
MZ607468（接続ハーネス）／MZ598350（ナビゲーションロック）

地図更新
最大3年無償

写真はMZ608925

【税抜き価格：本体￥146,000＋取付キット¥1,000
＋接続ハーネス¥4,000＋ナビゲーションロック¥3,000＋

地図更新
最大3年無償

MZ608925 のみの機能

MZ608926 のみの機能

オーディオ機能

オーディオ機能

クール＆ウォームクッション

（＊2）

EXTERIOR

（＊1）

¥19,530

ワンセグ TV チューナー機能

3 エクシードバイザー

¥5,985【税抜き価格：本体¥4,500＋

¥1,200】MZ608194

注2：SD/SDHCカードは社外品
（別売）
となります。
注３:メーカーオプションのラジオ付車に装着する場合、
オーディオ取付キット
（MZ598365）
は必要ありません。
＊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。

写真は MZ562793

¥8,925
MiEV

【税抜き価格：本体￥5,500＋ ¥3,000】
MZ587395[ 全車 ]
●ポール先端のＬＥＤがスモールライトに
連動して点灯。
洗車時などではポール
を取外すこともできます。
消灯時

2

点灯時

¥12,600

VAN

MiEV

MiEV

¥7,980

VAN

MiEV

VAN

MiEV

¥7,980

VAN

MiEV

TRUCK

クリアレンズ

¥7,980

TRUCK

【税抜き価格：本体￥10,000＋ ￥1,800】 【税抜き価格：本体￥5,800＋ ￥1,800】
MZ562883（左右セット）[トラック全車 ]
MZ562797
（左右セット）[トラック全車 ]
●ステンレス製。

イエローレンズ

点灯時

2 メッキミラーカバー

¥17,010
TRUCK

VAN

●雨の日の室内換気などに便利です。
アクリル製、
スモーク。

4 サイドバイザー

＜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。

VAN

¥14,490

¥12,390

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。

1 コーナーポール

4 サイドバイザー
MiEV

【税抜き価格：本体￥12,000＋ ￥1,800】 【税抜き価格：本体￥5,800＋ ￥1,800】
MZ562904（リヤ左右セット）
MZ562795
（リヤ左右セット）
[２シーター車を除くバン全車、MiEV全車 ]
[２シーター車を除くバン全車、MiEV全車 ]

※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。
（＊3）

VAN

【税抜き価格：本体￥12,000＋ ￥1,800】 【税抜き価格：本体￥5,800＋ ￥1,800】
MZ562794
（フロント左右セット）
MZ562903（フロント左右セット）
[ バン全車、MiEV全車 ]
[ バン全車、MiEV全車 ]

¥14,490

その他拡張機器

プラス拡張機器 ◆iPod接続ケーブル（ビデオ対応）

MiEV

【税抜き価格：本体￥16,800＋ ￥1,800】 【税抜き価格：本体￥10,200＋ ￥1,800】
MZ562793
（フロント＆リヤ左右セット）
MZ562902（フロント＆リヤ左右セット）
[２シーター車を除くバン全車、MiEV全車 ]
[２シーター車を除くバン全車、MiEV全車 ]

（別売）

（P13）

VAN

【税抜き価格：本体 ¥13,200】[ 全車 ]
MZ516560
●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。
シガーソケットに接続。

3 エクシードバイザー

写真は MZ562902

（注2）

￥13,860

お、きりりとスタイリッシュ！ ちょっぴりハンサムに早 変 わり。

8

地上デジタル TV チューナー機能

MiEV

●冷暖房の効率を高め、駆動用電力を
節約出来ます。

※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。

SDナビ

倍速
録再

VAN

¥21,000】

（注3）
MZ608926（本体）／MZ598365（オーディオ取付キット）
MZ607468（接続ハーネス）／MZ598350（ナビゲーションロック）

（＊2）

写真はスタンダードタイプです。

※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、
付属のシガーソ
ケットケーブルを DC12V 電源に接続する必要があります。

27型AV一体型メモリーナビゲーション

【税抜き価格：本体￥188,000＋取付キット¥1,000
＋接続ハーネス¥4,000＋ナビゲーションロック¥3,000＋

MiEV

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。

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。）

ナビゲーション／オーディオ機能

一般家庭の約1日分の
電力が取り出せます。

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

これから走行するルートで最も電力消費の少ないルートを

MZ608925 と MZ608926 の共通機能

¥21,000

【税抜き価格：本体 ¥14,000
＋ ¥6,000】
[ブラボーを除くバン全車、MiEV 全車 ]
MZ516447（ハイルーフ車用）
MZ516446（標準ルーフ車用）
●前席後部と後席後部付け替えが可能です。

MiEV power BOX
ドライブのエコ度が分かる

MiEV

ハイスペックタイプ
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。

普通・急速充電スポットを現在地周辺やジャンルから
航続可能な距離（推定）

VAN

【税抜き価格：本体 ¥9,200
＋ ¥3,000】
[ブラボーを除くバン全車、MiEV 全車 ]
MZ516407（ハイルーフ車用）
MZ516408（標準ルーフ車用）
●前席後部に装着します。取外しは出来ませんが、
センター部を巻き上げることが出来ます。

VAN

MiEV

TRUCK

【税抜き価格：本体￥15,000＋ ¥1,200】
MZ569726[ 全車 ]
●質感の高いクロムメッキ仕上げ。樹脂製、左右セット。

5 フォグランプ

¥45,990
【税抜き価格：本体￥35,400＋ ¥8,400】
MZ581925（クリアレンズ）[バン全車、
トラック全車 ]
MZ581926（イエローレンズ）[バン全車、
トラック全車 ]
●スタンダードなイメージのクリアと、実用性の高いイエローを用意。
視界が悪くなる霧の日でも運転がラクです。

6 LEDフォグランプ
VAN

TRUCK

¥91,245

VAN

MiEV

TRUCK

【税抜き価格：本体￥78,500＋ ¥8,400】
MZ581927[ バン全車、
トラック全車 ]
MZ581928[MiEV 全車 ]
●直進性が強いホワイト光で前方を照らします。
電力消費量が少ないのも魅力です。

※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。

マークは参考取付工賃［税抜き］です。

3

興味しんしん

新しい時 代 のクルマだからこそ、新しい時 代 のナビゲーションが欲しい。

NAVIGATION for MINICAB-MiEV
推定航続距離表示、
バッテリー残量案内機能を搭載

スタンダードタイプ

¥12,810

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。

ＥＶ
（電気自動車）
用ＡＶ一体型メモリーナビゲーション
ルート案内時の
走行可能距離がわかる

エアセパレーター

バッテリー残量案内

バッテリー切れを未然に防止

航続距離への不安を解消！

MINICAB-MiEV

推定航続距離表示（注1）

目的地までの距離

充電スポット検索

簡単・分かりやすい

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。

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。

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

電力消費を抑えた
ドライブを実現する

急速充電スポット
ロゴマーク

普通充電スポット
ロゴマーク

EV 専用「エコ・ルート探索」

（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）。

￥149,800

エコステータス

ドライバーの効率的なドライブをサポートする「エコステータス」を搭載。電力消費率や運転評価を

出発前に確認することができ、効率的なドライブを実現します。

グラフィックと数値で表示することでドライブのエコ度合いがわかります。

※スピーカーシステム(P14)が別途必要となります。
ただしスピーカー付車には必要ありません。※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。

17型AV一体型メモリーナビゲーション

¥229,740

¥183,750

¥22,800】

（注3）
MZ608925（本体）／MZ598365（オーディオ取付キット）
MZ607468（接続ハーネス）／MZ598350（ナビゲーションロック）

地図更新
最大3年無償

写真はMZ608925

【税抜き価格：本体￥146,000＋取付キット¥1,000
＋接続ハーネス¥4,000＋ナビゲーションロック¥3,000＋

地図更新
最大3年無償

MZ608925 のみの機能

MZ608926 のみの機能

オーディオ機能

オーディオ機能

クール＆ウォームクッション

（＊2）

EXTERIOR

（＊1）

¥19,530

ワンセグ TV チューナー機能

3 エクシードバイザー

¥5,985【税抜き価格：本体¥4,500＋

¥1,200】MZ608194

注2：SD/SDHCカードは社外品
（別売）
となります。
注３:メーカーオプションのラジオ付車に装着する場合、
オーディオ取付キット
（MZ598365）
は必要ありません。
＊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。

写真は MZ562793

¥8,925
MiEV

【税抜き価格：本体￥5,500＋ ¥3,000】
MZ587395[ 全車 ]
●ポール先端のＬＥＤがスモールライトに
連動して点灯。
洗車時などではポール
を取外すこともできます。
消灯時

2

点灯時

¥12,600

VAN

MiEV

MiEV

¥7,980

VAN

MiEV

VAN

MiEV

¥7,980

VAN

MiEV

TRUCK

クリアレンズ

¥7,980

TRUCK

【税抜き価格：本体￥10,000＋ ￥1,800】 【税抜き価格：本体￥5,800＋ ￥1,800】
MZ562883（左右セット）[トラック全車 ]
MZ562797
（左右セット）[トラック全車 ]
●ステンレス製。

イエローレンズ

点灯時

2 メッキミラーカバー

¥17,010
TRUCK

VAN

●雨の日の室内換気などに便利です。
アクリル製、
スモーク。

4 サイドバイザー

＜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。

VAN

¥14,490

¥12,390

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。

1 コーナーポール

4 サイドバイザー
MiEV

【税抜き価格：本体￥12,000＋ ￥1,800】 【税抜き価格：本体￥5,800＋ ￥1,800】
MZ562904（リヤ左右セット）
MZ562795
（リヤ左右セット）
[２シーター車を除くバン全車、MiEV全車 ]
[２シーター車を除くバン全車、MiEV全車 ]

※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。
（＊3）

VAN

【税抜き価格：本体￥12,000＋ ￥1,800】 【税抜き価格：本体￥5,800＋ ￥1,800】
MZ562794
（フロント左右セット）
MZ562903（フロント左右セット）
[ バン全車、MiEV全車 ]
[ バン全車、MiEV全車 ]

¥14,490

その他拡張機器

プラス拡張機器 ◆iPod接続ケーブル（ビデオ対応）

MiEV

【税抜き価格：本体￥16,800＋ ￥1,800】 【税抜き価格：本体￥10,200＋ ￥1,800】
MZ562793
（フロント＆リヤ左右セット）
MZ562902（フロント＆リヤ左右セット）
[２シーター車を除くバン全車、MiEV全車 ]
[２シーター車を除くバン全車、MiEV全車 ]

（別売）

（P13）

VAN

【税抜き価格：本体 ¥13,200】[ 全車 ]
MZ516560
●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。
シガーソケットに接続。

3 エクシードバイザー

写真は MZ562902

（注2）

￥13,860

お、きりりとスタイリッシュ！ ちょっぴりハンサムに早 変 わり。

8

地上デジタル TV チューナー機能

MiEV

●冷暖房の効率を高め、駆動用電力を
節約出来ます。

※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。

SDナビ

倍速
録再

VAN

¥21,000】

（注3）
MZ608926（本体）／MZ598365（オーディオ取付キット）
MZ607468（接続ハーネス）／MZ598350（ナビゲーションロック）

（＊2）

写真はスタンダードタイプです。

※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、
付属のシガーソ
ケットケーブルを DC12V 電源に接続する必要があります。

27型AV一体型メモリーナビゲーション

【税抜き価格：本体￥188,000＋取付キット¥1,000
＋接続ハーネス¥4,000＋ナビゲーションロック¥3,000＋

MiEV

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。

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。）

ナビゲーション／オーディオ機能

一般家庭の約1日分の
電力が取り出せます。

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

これから走行するルートで最も電力消費の少ないルートを

MZ608925 と MZ608926 の共通機能

¥21,000

【税抜き価格：本体 ¥14,000
＋ ¥6,000】
[ブラボーを除くバン全車、MiEV 全車 ]
MZ516447（ハイルーフ車用）
MZ516446（標準ルーフ車用）
●前席後部と後席後部付け替えが可能です。

MiEV power BOX
ドライブのエコ度が分かる

MiEV

ハイスペックタイプ
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。

普通・急速充電スポットを現在地周辺やジャンルから
航続可能な距離（推定）

VAN

【税抜き価格：本体 ¥9,200
＋ ¥3,000】
[ブラボーを除くバン全車、MiEV 全車 ]
MZ516407（ハイルーフ車用）
MZ516408（標準ルーフ車用）
●前席後部に装着します。取外しは出来ませんが、
センター部を巻き上げることが出来ます。

VAN

MiEV

TRUCK

【税抜き価格：本体￥15,000＋ ¥1,200】
MZ569726[ 全車 ]
●質感の高いクロムメッキ仕上げ。樹脂製、左右セット。

5 フォグランプ

¥45,990
【税抜き価格：本体￥35,400＋ ¥8,400】
MZ581925（クリアレンズ）[バン全車、
トラック全車 ]
MZ581926（イエローレンズ）[バン全車、
トラック全車 ]
●スタンダードなイメージのクリアと、実用性の高いイエローを用意。
視界が悪くなる霧の日でも運転がラクです。

6 LEDフォグランプ
VAN

TRUCK

¥91,245

VAN

MiEV

TRUCK

【税抜き価格：本体￥78,500＋ ¥8,400】
MZ581927[ バン全車、
トラック全車 ]
MZ581928[MiEV 全車 ]
●直進性が強いホワイト光で前方を照らします。
電力消費量が少ないのも魅力です。

※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。

マークは参考取付工賃［税抜き］です。

3

SEAT-COVER & MAT
1 ドアエッジモール

¥15,750

VAN

MiEV

1

¥9,870

2

1 MZ505361

●乗用車ライクなファブリック仕様。
汚れの目立たないグレー色。

TRUCK

フロント
&
リヤセット

【税抜き価格：本体￥8,200＋ ¥1,200】
MZ536182 [トラック全車 ]
●ドア開閉の頻繁なクルマの必需品です。
クロムメッキ仕上げ、
フロント左右セット。

毎日乗るからセンスアップ！
お気に入りでばっちり
決めたい。

2

1

VAN

4

5

VAN

6
フロント
ハイバック
（2シーター車）

シートカバー（ビニール）
●汚れの落としやすいビニール製。

撥水シートカバー

【税抜き価格：本体￥1,800＋ ¥1,200】
MZ538240 [ バン全車、MiEV 全車 ]
●ボディサイド下部を保護します。
樹脂製、
クロムメッキ仕上げ。

¥15,330

7

7 MZ504998

¥9,870
【税抜き価格：
本体￥8,800
＋ ¥600】

【税抜き価格：
本体￥9,000
＋ ¥1,800】

3 MZ505364

【税抜き価格：
本体￥9,800
＋ ¥1,800】

5 MZ505367

¥11,340

【税抜き価格：
本体￥10,200
＋ ¥1,800】

¥12,180

トラック

●汚れたり濡れたままのウエアでも
大丈夫な防水生地製。
フロント１席分。

5 MZ505366

【税抜き価格：
本体￥11,000
＋ ¥3,600】

¥12,600
フロント
のみ

MiEV

2 MZ505362

2 MZ505363

4 サイドアンダーエッジモール

¥3,150

【税抜き価格：
本体￥15,000
＋ ¥3,600】

【税抜き価格：
本体￥14,200
＋ ¥3,600】

MiEV

【税抜き価格：本体￥8,000＋ ¥3,000】
MZ538073 [ バン全車、MiEV 全車 ]
●ボディサイドをガードしてキズつきを抑えます。
ドレスアップにも効果的。
フロント＆リヤドア
左右セット。

4 MZ505365

¥19,530

【税抜き価格：
本体￥20,000
＋ ¥3,600】

¥18,690

フロント
ハイバック
シート

3 ドアサイドモール

¥11,550

¥24,780

フロント
ローバック
シート

撥水シートカバー

ビニール

グレー

3

シートカバー（グレー）

2 ドアエッジモール

EXTERIOR

シートカバー

適 用

【税抜き価格：本体￥13,800＋ ¥1,200】
MZ536181 [ バン全車、MiEV 全車 ]
●質感のあるステンレス製、
クロムメッキ仕上げ。
フロント＆リヤ左右セット。

6 MZ505368

¥11,970
【税抜き価格：
本体￥9,600
＋ ¥1,800】

5 マフラーカッター
3

5

¥10,290

VAN

【税抜き価格：本体￥8,000＋ ¥1,800】
MZ570257 [ブラボーのターボ車 ]
●迫力のあるゴールド色、耐熱特殊塗装。

フロント

6 マフラーカッター

¥7,140

6

4

VAN

TRUCK

【税抜き価格：本体￥5,000＋ ¥1,800】
MZ574602
[ブラボーのターボ車を除く全車 ]
●リヤビューを引き締めるストレートタイプ。
ステンレス製、重厚感のあるバフ仕上げ。

VAN

MiEV

【税抜き価格：本体 ¥20,000＋ ¥3,600】
MZ550374[ バン全車、MiEV 全車 ]
●迫力のある炎のイメージをゴールド色でデザインしました。

8 カーペットマット（デラックス）

¥13,860

VAN

VAN

リヤ

9 カーペットマット（レギュラー）

¥10,920

MiEV

VAN

VAN
MiEV

CHILD-SEAT
汎用タイプ
チャイルドシート
VAN
MiEV

MiEV

TRUCK

■ベビーシート

（レーマー ベビーセーフ
プレミアムSHR2）

¥31,080

VAN

MiEV

11 ストライプテープ（ゴールド）

12 ボディカバー

¥26,355

¥20,370

¥22,050

VAN

MiEV

VAN

MiEV

¥69,825

VAN

【税抜き価格：本体 ¥26,000＋ ¥3,600】 【税抜き価格：本体 ¥21,500＋ ¥3,600】 【税抜き価格：本体 ¥15,800＋ ¥3,600】 【税抜き価格：本体 ¥21,000
MZ550369 [ バン全車、
MiEV 全車 ]
MZ550367 [ バン全車、
MiEV 全車 ]
MZ550366 [ バン全車、MiEV 全車 ]
[ バン全車 ]
●炎のイメージをシルバー色でデザインし、
●シルバー色生地をベースにした、
●ゴールド色生地をベースにした、
MZ541693
上下に配置。
存在感のある幅広ストライプ。
存在感のある幅広ストライプ。
●防炎仕様シルバー色。
※ 9 10 11 のストライプテープについて、
Ｍｉ
ＥＶではメーカーオプションの急速充電コネクターを選択した場合には装着できません。

4

※純正用品各アイテムを装着した場合にも使用でき
るサイズですが、
キャリア類、
リモコンポールのポー
ル部は取外してください。

【税抜き価格：本体￥66,500】
MZ525280

■ジュニアシート

（レーマー キッドプラス）

¥39,900
【税抜き価格：本体￥38,000】
MZ525270

11 ステップマット

【税抜き価格：本体￥6,800＋ ¥1,200】
MZ511817
[ バン全車とMiEV 全車。
いずれも２シーターを除く]
●丸洗いができる便利なラバーマットです。
フロント＆リヤ3点セット。

¥5,880
VAN

MiEV

¥13,125

MiEV

VAN

TRUCK

【税抜き価格：本体￥4,400＋ ¥1,200】
MZ511816 [ 全車 ]
●フロント左右セット。

VAN

【税抜き価格：本体￥11,300＋ ¥1,200】
MZ511524 [ブラボー ]
●汚れの目立ちにくいグレー色。
フロント＆リヤ３点セット。

¥5,985
VAN

MiEV

TRUCK

【税抜き価格：本体￥5,100＋ ¥600】
MZ511525 [ 全車 ]
●フロント左右２点セット。

運転席用フロアマットは、安全のため車両に装着されているフックに必ず固定してください。
また、
フロアマットにその他のマット等を重ねて装着しないでください。フロアマットがずれたり、
重ね敷きしたマット等が車両のペダルに干渉して、ペダル操作に支障をきたす場合があります。

装着場所
適 用

¥34,650

【税抜き価格：本体¥33,000】
MZ525277

■レーマーデュオプラス
10 ストライプテープ（シルバー）

¥8,400

【税抜き価格：本体￥9,200＋ ¥1,200】
[ バン全車とMiEV 全車。
いずれも２シーターを除く]
MZ511812（バンのＭ／Ｔ車）
MZ511814（バンのＡ／Ｔ車、
Ｍｉ
ＥＶ全車）
●シンプルなデザインのベーシックタイプ。
フロ
ントにはMITSUBISHIのメームプレートを
採用。
フロント＆リヤ3点セット。

【税抜き価格：本体￥7,900＋ ¥1,200】
[ 全車 ]
トラック全車）
MZ511813（バンのＭ／Ｔ車、
MZ511815（バンのＡ／Ｔ車、
Ｍｉ
ＥＶ全車）
●フロント左右セット。

【税抜き価格：本体 ¥17,700＋ ¥3,600】
MZ550368[ バン全車、MiEV 全車 ]
●格調の高い月桂樹をゴールド色でデザインしました。

9 ストライプテープ（シルバーファイヤー）

10 ラバーマット

MiEV

¥9,555

8 ストライプテープ（ロイヤルゴールド）

¥22,365

写真はMZ511814

【税抜き価格：本体￥12,000＋ ¥1,200】
[ バン全車、MiEV全車 ]
MZ511810（バンのＭ／Ｔ車）
MZ511811（バンのＡ／Ｔ車、
Ｍｉ
ＥＶ全車）
●濃淡のグレー色でウエーブをデザインした
高級感のあるマット。
フロントには
MITSUBISHIのメームプレートを採用。
フロント＆リヤ3点セット。

7 ストライプテープ（ゴールドファイヤー）

¥24,780

写真はMZ511811

品

名

ベビーシート
（レーマー ベビーセーフプレミアムSHR2）
ブラボー

レーマーデュオプラス
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）

CD、CL
レーマーデュオプラス
(MiEVを含む)
ジュニアシート
（レーマー キッドプラス）

体

重

参考年令

装着向き

13kg未満

新生児〜1.5才

後向き

9kg〜18kg

9ヶ月〜4才

前向き

15kg〜36kg

3才〜12才

前向き

13kg未満

新生児〜1.5才

後向き

9kg〜18kg

9ヶ月〜4才

前向き

15kg〜36kg

3才〜12才

前向き

助手席

リヤシート左右
（2シーター車を除く）
（注1）

（注2）

（注2）

（注1）助手席へレーマーデュオプラスまたはレーマキッドプラスを装着した場合は、
リヤシート左側への装着はできません。
（注2）助手席、
リヤシート左右へジュニアシート
（レーマー キッドプラス）
を装着する際は、ヘッドレストを外してください。
△取付けや使用方法などについては、車両の取扱説明書、
および商品の取扱説明書を必ずご覧ください。
△助手席への後ろ向き装着は、
エアバッグ標準装備のため絶対にしないでください。
※取付けにより、ヘッドレストが干渉する場合は、ヘッドレストの高さを調整するかヘッドレストを取り外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。

※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。

マークは参考取付工賃［税抜き］です。

5

SEAT-COVER & MAT
1 ドアエッジモール

¥15,750

VAN

MiEV

1

¥9,870

2

1 MZ505361

●乗用車ライクなファブリック仕様。
汚れの目立たないグレー色。

TRUCK

フロント
&
リヤセット

【税抜き価格：本体￥8,200＋ ¥1,200】
MZ536182 [トラック全車 ]
●ドア開閉の頻繁なクルマの必需品です。
クロムメッキ仕上げ、
フロント左右セット。

毎日乗るからセンスアップ！
お気に入りでばっちり
決めたい。

2

1

VAN

4

5

VAN

6
フロント
ハイバック
（2シーター車）

シートカバー（ビニール）
●汚れの落としやすいビニール製。

撥水シートカバー

【税抜き価格：本体￥1,800＋ ¥1,200】
MZ538240 [ バン全車、MiEV 全車 ]
●ボディサイド下部を保護します。
樹脂製、
クロムメッキ仕上げ。

¥15,330

7

7 MZ504998

¥9,870
【税抜き価格：
本体￥8,800
＋ ¥600】

【税抜き価格：
本体￥9,000
＋ ¥1,800】

3 MZ505364

【税抜き価格：
本体￥9,800
＋ ¥1,800】

5 MZ505367

¥11,340

【税抜き価格：
本体￥10,200
＋ ¥1,800】

¥12,180

トラック

●汚れたり濡れたままのウエアでも
大丈夫な防水生地製。
フロント１席分。

5 MZ505366

【税抜き価格：
本体￥11,000
＋ ¥3,600】

¥12,600
フロント
のみ

MiEV

2 MZ505362

2 MZ505363

4 サイドアンダーエッジモール

¥3,150

【税抜き価格：
本体￥15,000
＋ ¥3,600】

【税抜き価格：
本体￥14,200
＋ ¥3,600】

MiEV

【税抜き価格：本体￥8,000＋ ¥3,000】
MZ538073 [ バン全車、MiEV 全車 ]
●ボディサイドをガードしてキズつきを抑えます。
ドレスアップにも効果的。
フロント＆リヤドア
左右セット。

4 MZ505365

¥19,530

【税抜き価格：
本体￥20,000
＋ ¥3,600】

¥18,690

フロント
ハイバック
シート

3 ドアサイドモール

¥11,550

¥24,780

フロント
ローバック
シート

撥水シートカバー

ビニール

グレー

3

シートカバー（グレー）

2 ドアエッジモール

EXTERIOR

シートカバー

適 用

【税抜き価格：本体￥13,800＋ ¥1,200】
MZ536181 [ バン全車、MiEV 全車 ]
●質感のあるステンレス製、
クロムメッキ仕上げ。
フロント＆リヤ左右セット。

6 MZ505368

¥11,970
【税抜き価格：
本体￥9,600
＋ ¥1,800】

5 マフラーカッター
3

5

¥10,290

VAN

【税抜き価格：本体￥8,000＋ ¥1,800】
MZ570257 [ブラボーのターボ車 ]
●迫力のあるゴールド色、耐熱特殊塗装。

フロント

6 マフラーカッター

¥7,140

6

4

VAN

TRUCK

【税抜き価格：本体￥5,000＋ ¥1,800】
MZ574602
[ブラボーのターボ車を除く全車 ]
●リヤビューを引き締めるストレートタイプ。
ステンレス製、重厚感のあるバフ仕上げ。

VAN

MiEV

【税抜き価格：本体 ¥20,000＋ ¥3,600】
MZ550374[ バン全車、MiEV 全車 ]
●迫力のある炎のイメージをゴールド色でデザインしました。

8 カーペットマット（デラックス）

¥13,860

VAN

VAN

リヤ

9 カーペットマット（レギュラー）

¥10,920

MiEV

VAN

VAN
MiEV

CHILD-SEAT
汎用タイプ
チャイルドシート
VAN
MiEV

MiEV

TRUCK

■ベビーシート

（レーマー ベビーセーフ
プレミアムSHR2）

¥31,080

VAN

MiEV

11 ストライプテープ（ゴールド）

12 ボディカバー

¥26,355

¥20,370

¥22,050

VAN

MiEV

VAN

MiEV

¥69,825

VAN

【税抜き価格：本体 ¥26,000＋ ¥3,600】 【税抜き価格：本体 ¥21,500＋ ¥3,600】 【税抜き価格：本体 ¥15,800＋ ¥3,600】 【税抜き価格：本体 ¥21,000
MZ550369 [ バン全車、
MiEV 全車 ]
MZ550367 [ バン全車、
MiEV 全車 ]
MZ550366 [ バン全車、MiEV 全車 ]
[ バン全車 ]
●炎のイメージをシルバー色でデザインし、
●シルバー色生地をベースにした、
●ゴールド色生地をベースにした、
MZ541693
上下に配置。
存在感のある幅広ストライプ。
存在感のある幅広ストライプ。
●防炎仕様シルバー色。
※ 9 10 11 のストライプテープについて、
Ｍｉ
ＥＶではメーカーオプションの急速充電コネクターを選択した場合には装着できません。

4

※純正用品各アイテムを装着した場合にも使用でき
るサイズですが、
キャリア類、
リモコンポールのポー
ル部は取外してください。

【税抜き価格：本体￥66,500】
MZ525280

■ジュニアシート

（レーマー キッドプラス）

¥39,900
【税抜き価格：本体￥38,000】
MZ525270

11 ステップマット

【税抜き価格：本体￥6,800＋ ¥1,200】
MZ511817
[ バン全車とMiEV 全車。
いずれも２シーターを除く]
●丸洗いができる便利なラバーマットです。
フロント＆リヤ3点セット。

¥5,880
VAN

MiEV

¥13,125

MiEV

VAN

TRUCK

【税抜き価格：本体￥4,400＋ ¥1,200】
MZ511816 [ 全車 ]
●フロント左右セット。

VAN

【税抜き価格：本体￥11,300＋ ¥1,200】
MZ511524 [ブラボー ]
●汚れの目立ちにくいグレー色。
フロント＆リヤ３点セット。

¥5,985
VAN

MiEV

TRUCK

【税抜き価格：本体￥5,100＋ ¥600】
MZ511525 [ 全車 ]
●フロント左右２点セット。

運転席用フロアマットは、安全のため車両に装着されているフックに必ず固定してください。
また、
フロアマットにその他のマット等を重ねて装着しないでください。フロアマットがずれたり、
重ね敷きしたマット等が車両のペダルに干渉して、ペダル操作に支障をきたす場合があります。

装着場所
適 用

¥34,650

【税抜き価格：本体¥33,000】
MZ525277

■レーマーデュオプラス
10 ストライプテープ（シルバー）

¥8,400

【税抜き価格：本体￥9,200＋ ¥1,200】
[ バン全車とMiEV 全車。
いずれも２シーターを除く]
MZ511812（バンのＭ／Ｔ車）
MZ511814（バンのＡ／Ｔ車、
Ｍｉ
ＥＶ全車）
●シンプルなデザインのベーシックタイプ。
フロ
ントにはMITSUBISHIのメームプレートを
採用。
フロント＆リヤ3点セット。

【税抜き価格：本体￥7,900＋ ¥1,200】
[ 全車 ]
トラック全車）
MZ511813（バンのＭ／Ｔ車、
MZ511815（バンのＡ／Ｔ車、
Ｍｉ
ＥＶ全車）
●フロント左右セット。

【税抜き価格：本体 ¥17,700＋ ¥3,600】
MZ550368[ バン全車、MiEV 全車 ]
●格調の高い月桂樹をゴールド色でデザインしました。

9 ストライプテープ（シルバーファイヤー）

10 ラバーマット

MiEV

¥9,555

8 ストライプテープ（ロイヤルゴールド）

¥22,365

写真はMZ511814

【税抜き価格：本体￥12,000＋ ¥1,200】
[ バン全車、MiEV全車 ]
MZ511810（バンのＭ／Ｔ車）
MZ511811（バンのＡ／Ｔ車、
Ｍｉ
ＥＶ全車）
●濃淡のグレー色でウエーブをデザインした
高級感のあるマット。
フロントには
MITSUBISHIのメームプレートを採用。
フロント＆リヤ3点セット。

7 ストライプテープ（ゴールドファイヤー）

¥24,780

写真はMZ511811

品

名

ベビーシート
（レーマー ベビーセーフプレミアムSHR2）
ブラボー

レーマーデュオプラス
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）

CD、CL
レーマーデュオプラス
(MiEVを含む)
ジュニアシート
（レーマー キッドプラス）

体

重

参考年令

装着向き

13kg未満

新生児〜1.5才

後向き

9kg〜18kg

9ヶ月〜4才

前向き

15kg〜36kg

3才〜12才

前向き

13kg未満

新生児〜1.5才

後向き

9kg〜18kg

9ヶ月〜4才

前向き

15kg〜36kg

3才〜12才

前向き

助手席

リヤシート左右
（2シーター車を除く）
（注1）

（注2）

（注2）

（注1）助手席へレーマーデュオプラスまたはレーマキッドプラスを装着した場合は、
リヤシート左側への装着はできません。
（注2）助手席、
リヤシート左右へジュニアシート
（レーマー キッドプラス）
を装着する際は、ヘッドレストを外してください。
△取付けや使用方法などについては、車両の取扱説明書、
および商品の取扱説明書を必ずご覧ください。
△助手席への後ろ向き装着は、
エアバッグ標準装備のため絶対にしないでください。
※取付けにより、ヘッドレストが干渉する場合は、ヘッドレストの高さを調整するかヘッドレストを取り外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。

※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。

マークは参考取付工賃［税抜き］です。
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INTERIOR &
LUGGAGE

1 カーテン
VAN
MiEV
¥37,800（ガルフストリーム柄）
【税抜き価格：本体￥30,000＋ ¥6,000】[バン全車、MiEV 全車 ]
MZ517463(ブラボー用 )
MZ517464(CLとCD のハイルーフ車用 )
MZ517465(CD の標準ルーフ車用 )

レジャーツールや商品に合わせて準備ＯＫ！
これなら遊びも楽しい、仕事もスムーズ。

VAN
MiEV
¥36,750（暗幕生地）
【税抜き価格：本体￥29,000＋ ¥6,000】[バン全車、MiEV 全車 ]
MZ517467(ブラボー用 )
MZ517468(CLとCD のハイルーフ車用 )
MZ517469(CD の標準ルーフ車用 )

2

1
1 本革ステアリングカバー

¥19,320

VAN

【税抜き価格：本体￥10,000＋ ¥8,400】
MZ527569 [ バン全車、
MiEV 全車 ]
●手にしっくりとなじむ本革仕様。

¥13,860

暗幕

3 フットレストプレート

2 ウッドシフトノブ
MiEV

ガルフストリーム柄

VAN

TRUCK

【税抜き価格：本体￥12,000＋ ¥1,200】
MZ526899 [M ／T 車 ]
●品質感のある木製削り出し。標準シフトノブと交換装着。

¥13,440

VAN

2 カーテン 間仕切り
VAN
¥14,175（ガルフストリーム柄）
【税抜き価格：本体￥10,500＋ ¥3,000】
MZ517457[ バン全車、MiEV 全車 ]

MiEV

VAN
¥13,650( 暗幕生地 )
【税抜き価格：本体￥10,000＋ ¥3,000】
MZ517460[ バン全車、MiEV 全車 ]

MiEV

MiEV

【税抜き価格：本体￥9,800＋ ¥3,000】
MZ525017 [２シーター車を除くバン全車、
MiEV 全車 ]
●セカンドシート用のフットレスト。本体はアルミ製。

写真はMZ518082

4 カーテンフロントブラインド

3 ロールブラインド

¥17,640

5 ヘッドスペースネット

4 ユーティリティフック

¥11,550

VAN

MiEV

【税抜き価格：本体￥8,000＋ ¥3,000】
MZ521680 [ バン全車、
MiEV 全車]
●ロープフックなどとして利用できるほか、
ラゲッジルームのヘッドスペースネット、
ロッドホルダー、
トノカバー、
ウェットバッグ
の取付けベースとなるフックです。
８個セット。

¥8,715

VAN

6 ロッドホルダー
MiEV

【税抜き価格：本体￥8,300】
MZ521678 [ ユーティリティフック装着車 ]
●ヘッドスペースの空間を利用して軽い荷物を収納
できます。
ナイロン製、最大積載荷重：約３kg。
※取付けにはユーティリティフックが必要です。

¥5,985

VAN

MiEV

【税抜き価格：本体￥5,700】
MZ521679 [ ユーティリティフック装着車 ]
●ヘッドスペースの空間を利用してロッドを積載でき
ます。最大積載本数：５本。

【税抜き価格：本体￥15,600＋ ¥1,200】
MZ521684 [ 上下昇降式スライドドアウインドウ
付のバンハイルーフ車]
●冷房効果を高めて爽やかな室内を生み出すほか、
外からの人目も遮ります。
リヤシートサイドウイン
ドウ用。

¥13,755(ガルフストリーム柄 )
【税抜き価格：本体￥11,300＋ ¥1,800】
MZ517455 [ブラボー ]

VAN
¥13,020( 暗幕生地 )
【税抜き価格：本体￥10,600＋ ¥1,800】
MZ517456 [ブラボー ]

¥9,870
VAN

MiEV

¥30,450
VAN

TRUCK

【税抜き価格：本体￥9,400】[ 全車 ]
MZ518082( バン用、MiEV 用 )
MZ518083（トラック用）
●蚊や虫の侵入を防ぎ、車外から風を
入れる網戸です。非使用時にはコン
パクト収納が可能。左右 2 枚セット。

MiEV

【税抜き価格：本体￥29,000】
MZ521686
[ バン全車、MiEV 全車 ]
●人目を避けて着替えなどがで
きます。
リヤゲート用。

※取付けにはユーティリティフックが必要です。

12 エアセパレーター
ハイスペックタイプ

¥19,950
7 トノカバー

¥13,650

VAN

※取付けにはユーティリティフックが必要です。
※Ｍｉ
ＥＶについてはスペアタイヤが設置されているため
装着できません。

¥12,600

VAN

MiEV

VAN

¥44,940

VAN

【税抜き価格：本体￥41,000＋ ¥1,800】
MZ567005 [２シーター車 ]
●濡れものも大丈夫。
ふち高の樹脂製ケース。

【税抜き価格：本体￥12,000】
MZ521685 [ ユーティリティフック装着車 ]
●濡れものや汚れものをそのまま収納できます。
ターポリン製。
※取付けにはユーティリティフックが必要です。
※Ｍｉ
ＥＶについてはスペアタイヤが設置されているため
装着できません。

9 荷室マット

10 ライトケース（小）
VAN

MiEV

¥11,130

VAN

¥37,065

VAN

【税抜き価格：本体￥33,500＋ ¥1,800】
MZ567006 [ブラボーを除くバン全車 ]
●ふち高の樹脂製ケース。

MiEV

【税抜き価格：本体￥8,800＋ ¥1,800】
[ブラボーを除くバン全車、MiEV 全車 ]
MZ514255（２シーター車用）

MiEV

【税抜き価格：本体￥17,200】
MZ522731 [ バン全車、
MiEV全車]
●積載物に合わせて仕切り板をフレキシブルに可動できる撥水タイプのソフトボックス。
非使用時にはコンパクトに折りたため、
収納もできます。
※走行状態によっては全体がずれることがあります。あらかじめご承知おきください。

10 ラゲッジルームランプ

¥17,430

VAN

MiEV

スタンダードタイプ

¥10,920

VAN

VAN

【税抜き価格：本体 ¥14,000
＋ ¥6,000】
[ブラボーを除くバン全車、MiEV 全車 ]
MZ516447
（ハイルーフ車用）
MZ516446
（標準ルーフ車用）
●前席後部と後席後部付け替えが可能です。

¥12,810

【税抜き価格：本体￥8,600＋ ¥1,800】
[ブラボーを除くバン全車、MiEV 全車 ]
MZ514254（除く２シーター車用）

9 ラゲッジパーティションボックス

¥21,000

8 ライトケース（大）

【税抜き価格：本体￥13,000＋ ¥6,000】
MZ527169 [ブラボーを除くハイルーフ車 ]

8 ウェットバッグ

【税抜き価格：本体￥13,000】
MZ521168 [ ユーティリティフック装着車 ]
●カーゴルームを上下に仕切るボード。荷物の目隠し
になりプライバシー保護にも役立ちます。
アクリル製。

6

6 プライベートカーテン

※装着したまま走行しないでください。

7 コートハンガー

¥18,060

5 モスキートネット
VAN

VAN

【税抜き価格：本体￥13,000＋ ¥3,600】
MZ590825 [ バン全車、
MiEV 全車]
●ラゲッジルームを照らし、夜間の荷物の積み
降ろしを容易にします。
ＬＥＤタイプ。

¥10,395

MiEV

●冷暖房の効率を高め、駆動用電力を
節約出来ます。

13 リヤクォーターウインドウパイプ

¥8,400

11 メッシュパネル
MiEV

VAN

【税抜き価格：本体 ¥9,200
＋ ¥3,000】
[ブラボーを除くバン全車、MiEV 全車 ]
MZ516407
（ハイルーフ車用）
MZ516408
（標準ルーフ車用）
●前席後部に装着します。取外しは出来ません
が、
センター部を巻き上げることが出来ます。
写真はハイスペックタイプです。

VAN

【税抜き価格：本体 ¥8,700
＋ ¥1,200】
MZ521677 [ バン全車 ]
●カーゴルームの荷物固定用。
パネル１枚分。

VAN

MiEV

【税抜き価格：本体￥5,000＋ ¥3,000】
MZ521907 [ バン全車、MiEV 全車 ]
●荷物の接触からリヤクォーターウインドウを
保護します。左右２本セット。
※重い荷物を吊り下げたり、
荷物固定用のロープを
結んだりしないでください。

※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。

マークは参考取付工賃［税抜き］です。
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ロッドホルダー、
トノカバー、
ウェットバッグ
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MiEV
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¥5,985

VAN

MiEV

【税抜き価格：本体￥5,700】
MZ521679 [ ユーティリティフック装着車 ]
●ヘッドスペースの空間を利用してロッドを積載でき
ます。最大積載本数：５本。

【税抜き価格：本体￥15,600＋ ¥1,200】
MZ521684 [ 上下昇降式スライドドアウインドウ
付のバンハイルーフ車]
●冷房効果を高めて爽やかな室内を生み出すほか、
外からの人目も遮ります。
リヤシートサイドウイン
ドウ用。

¥13,755(ガルフストリーム柄 )
【税抜き価格：本体￥11,300＋ ¥1,800】
MZ517455 [ブラボー ]

VAN
¥13,020( 暗幕生地 )
【税抜き価格：本体￥10,600＋ ¥1,800】
MZ517456 [ブラボー ]

¥9,870
VAN

MiEV

¥30,450
VAN

TRUCK

【税抜き価格：本体￥9,400】[ 全車 ]
MZ518082( バン用、MiEV 用 )
MZ518083（トラック用）
●蚊や虫の侵入を防ぎ、車外から風を
入れる網戸です。非使用時にはコン
パクト収納が可能。左右 2 枚セット。

MiEV

【税抜き価格：本体￥29,000】
MZ521686
[ バン全車、MiEV 全車 ]
●人目を避けて着替えなどがで
きます。
リヤゲート用。

※取付けにはユーティリティフックが必要です。

12 エアセパレーター
ハイスペックタイプ

¥19,950
7 トノカバー

¥13,650

VAN

※取付けにはユーティリティフックが必要です。
※Ｍｉ
ＥＶについてはスペアタイヤが設置されているため
装着できません。

¥12,600

VAN

MiEV

VAN

¥44,940

VAN

【税抜き価格：本体￥41,000＋ ¥1,800】
MZ567005 [２シーター車 ]
●濡れものも大丈夫。
ふち高の樹脂製ケース。

【税抜き価格：本体￥12,000】
MZ521685 [ ユーティリティフック装着車 ]
●濡れものや汚れものをそのまま収納できます。
ターポリン製。
※取付けにはユーティリティフックが必要です。
※Ｍｉ
ＥＶについてはスペアタイヤが設置されているため
装着できません。

9 荷室マット

10 ライトケース（小）
VAN

MiEV

¥11,130

VAN

¥37,065

VAN

【税抜き価格：本体￥33,500＋ ¥1,800】
MZ567006 [ブラボーを除くバン全車 ]
●ふち高の樹脂製ケース。

MiEV

【税抜き価格：本体￥8,800＋ ¥1,800】
[ブラボーを除くバン全車、MiEV 全車 ]
MZ514255（２シーター車用）

MiEV

【税抜き価格：本体￥17,200】
MZ522731 [ バン全車、
MiEV全車]
●積載物に合わせて仕切り板をフレキシブルに可動できる撥水タイプのソフトボックス。
非使用時にはコンパクトに折りたため、
収納もできます。
※走行状態によっては全体がずれることがあります。あらかじめご承知おきください。

10 ラゲッジルームランプ

¥17,430

VAN

MiEV

スタンダードタイプ

¥10,920

VAN

VAN

【税抜き価格：本体 ¥14,000
＋ ¥6,000】
[ブラボーを除くバン全車、MiEV 全車 ]
MZ516447
（ハイルーフ車用）
MZ516446
（標準ルーフ車用）
●前席後部と後席後部付け替えが可能です。

¥12,810

【税抜き価格：本体￥8,600＋ ¥1,800】
[ブラボーを除くバン全車、MiEV 全車 ]
MZ514254（除く２シーター車用）

9 ラゲッジパーティションボックス

¥21,000

8 ライトケース（大）

【税抜き価格：本体￥13,000＋ ¥6,000】
MZ527169 [ブラボーを除くハイルーフ車 ]

8 ウェットバッグ

【税抜き価格：本体￥13,000】
MZ521168 [ ユーティリティフック装着車 ]
●カーゴルームを上下に仕切るボード。荷物の目隠し
になりプライバシー保護にも役立ちます。
アクリル製。

6

6 プライベートカーテン

※装着したまま走行しないでください。

7 コートハンガー

¥18,060

5 モスキートネット
VAN

VAN

【税抜き価格：本体￥13,000＋ ¥3,600】
MZ590825 [ バン全車、
MiEV 全車]
●ラゲッジルームを照らし、夜間の荷物の積み
降ろしを容易にします。
ＬＥＤタイプ。

¥10,395

MiEV

●冷暖房の効率を高め、駆動用電力を
節約出来ます。

13 リヤクォーターウインドウパイプ

¥8,400

11 メッシュパネル
MiEV

VAN

【税抜き価格：本体 ¥9,200
＋ ¥3,000】
[ブラボーを除くバン全車、MiEV 全車 ]
MZ516407
（ハイルーフ車用）
MZ516408
（標準ルーフ車用）
●前席後部に装着します。取外しは出来ません
が、
センター部を巻き上げることが出来ます。
写真はハイスペックタイプです。

VAN

【税抜き価格：本体 ¥8,700
＋ ¥1,200】
MZ521677 [ バン全車 ]
●カーゴルームの荷物固定用。
パネル１枚分。

VAN

MiEV

【税抜き価格：本体￥5,000＋ ¥3,000】
MZ521907 [ バン全車、MiEV 全車 ]
●荷物の接触からリヤクォーターウインドウを
保護します。左右２本セット。
※重い荷物を吊り下げたり、
荷物固定用のロープを
結んだりしないでください。

※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。

マークは参考取付工賃［税抜き］です。
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TRUCK
&
CARRIER
がっちり働く、
しっかり役 立 つ 。
強 いからたくましい。

写真は MZ545550

3 木製荷台プロテクター

5 トノカバー

¥106,050

TRUCK

1 幌ハイルーフ 三方開

¥78,960

TRUCK

【税抜き価格：本体￥68,000＋ ¥7,200】
MZ546530 [トラック全車 ]
●リヤフレームフロア取付タイプ、
グリーン

¥12,180
【税抜き価格：本体￥11,600】
MZ545545 [トラック全車 ]
●ポリプロピレン製：グリーン。

【税抜き価格：本体￥95,000＋ ¥6,000】
MZ567031
（フロント＋サイド
〈リヤも含む〉
＋フロアのセット）
［トラック全車］

¥17,220

6 トノカバー（ゲートアップパイプ用）
TRUCK

TRUCK

¥14,700

7 トノカバー フック付

TRUCK

【税抜き価格：本体￥14,000】
MZ545568 [トラック全車 ]
●ゲートアップパイプ用。
ポリプロピレン製：グリーン。

※ゲートアップパイプとの同時装着はできません。

※装着にはゲートアップパイプが必要となります。

【税抜き価格：本体￥14,000＋ ¥2,400】
MZ567032
（フロント）
［トラック全車］

¥44,520

¥9,660

TRUCK

【税抜き価格：本体￥9,200】
MZ545550（グリーン）[トラック全車 ]
●ポリオレフィン製
MZ545553（シルバー）[トラック全車 ]
●ターポリン製
※ゲートアップパイプとの同時装着はできません。

TRUCK

【税抜き価格：本体￥40,000＋ ¥2,400】
MZ567033
（サイド
〈リヤも含む〉
［
）トラック全車］

¥51,345

TRUCK

【税抜き価格：本体￥46,500＋ ¥2,400】
MZ567034
（フロア）
［トラック全車］
※樹脂製荷台プロテクター、
荷台カバー、
幌、
ゲートアップパイプ、
ゲートプロテクター、
カーゴボックスとの同時装着はできません。
※車両標準装備のゲートプロテクター装着車にサイド
（リヤも含む）
プロテクターを取付ける場合は、
ゲートプロテクターを取外して
装着します。

8 ゲートアップパイプ

9 ゲートプロテクター

¥26,250

TRUCK

【税抜き価格：本体￥19,000＋ ¥6,000】
MZ567021 [トラック全車 ]
●スチールパイプ製、高さ155mm。

10 荷台シート

¥7,140

TRUCK

【税抜き価格：本体￥5,000＋ ¥1,800】
MZ540019 [Vタイプ、みのり]
●PVC 製、
あおり上部 3ケ所＋ガードフレーム上部。

※幌、
荷台カバー、
樹脂製荷台プロテクター、
木製荷台プロテクター、
ゲートプロテクター、
カーゴボックスとの同時装着はできません。
※標準装備のゲートプロテクター装着車に取付ける場合は、
ゲートプ
ロテクターを取外して装着します。

※荷台カバー、
樹脂製荷台プロテクター、
木製荷台プロテクター、
カーゴボックスとの同時装着はできません。

¥11,550

TRUCK

【税抜き価格：本体￥11,000】
MZ546522（3mmビニールシート）[トラック全車 ]

¥18,900

TRUCK

【税抜き価格：本体￥18,000】
MZ546523（5mmビニールシート）[トラック全車 ]

¥13,650

TRUCK

【税抜き価格：本体￥13,000】
MZ546524（5mmラバーシート）[トラック全車 ]

2 幌ハイルーフ 一方開

¥97,860

4 荷台カバー
TRUCK

【税抜き価格：本体￥86,000＋ ¥7,200】
MZ546532 [トラック全車 ]
●ターポリン＋スチールパイプ製、
ブルー。

※幌は簡易的な雨よけおよびほこりよけとして使用していただく製品です。
水やほこりが侵入することがありますので、
荷物の取扱いには注意してください。
※地上高 ハイルーフ：1936mm、
※幌ハイルーフ一方開の装着後はサイドゲートの開閉はできません。

CARRIER

¥62,790

TRUCK

【税抜き価格：本体￥58,000＋ ¥1,800】
MZ567035 [トラック全車 ]
●FRP 製荷台カバー。
※樹脂製荷台プロテクター、
木製荷台プロテクター、
幌、
ゲートアップパイプ、
ゲートプロテクター、
カーゴボックスとの
同時装着はできません。
※車両標準装備のゲートプロテクター装着車に取付ける場合は、
ゲートプロテクターを取外して装着します。
※サイドゲートの開閉はできません。

11 カーゴボックス

¥47,250

12 リヤゲートチェーン
TRUCK

【税抜き価格：本体￥42,000＋ ¥3,000】
MZ567015 [トラック全車 ]
●樹脂製。

¥3,150

13 パワーブリッジ
TRUCK

【税抜き価格：本体￥1,800＋ ¥1,200】
MZ570579 [Vタイプ ]
●スチール製。左右セット。

TRUCK
¥22,575（1 本）
【税抜き価格：本体￥21,500】
MZ567997 [トラック全車 ]
●アルミ製、軽量タイプ。耐荷重：250kg。
※本品は 1 本用の仕様および価格です。
※サイズ：1870mm×310mm
（1 本）
、
製品重量：7kg
（1 本）
※写真は MZ567997を 2 本使用して装着した
状態です。

※幌、
ゲートアップパイプ、
樹脂製荷台プロテクター、
木製荷台プロテクター、
荷台カバーとの同時装着
はできません。
※サイドゲートの開閉はできません。

写真は MZ532161
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荷重を厳守してください。
ルーフキャリアに荷物をのせる場合は、
ネットやベルト等で
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。

14 ベースキャリア

¥27,825

15 ルーフキャリアアタッチメント
VAN

【税抜き価格：本体￥23,500＋ ¥3,000】
MZ532098 [ バン全車、MiEV 全車 ]
●最大積載重量 30kg。
※特殊工具によるねじ加工が必要なため、
販売会社にて
ご装着ください。

MiEV

¥22,785

VAN

16 ルーフキャリア
MiEV

【税抜き価格：本体￥18,700＋ ¥3,000】
MZ535017 [ バン、MiEV のベースキャリア装着車 ]
●ベースキャリアのアタッチメント。

¥41,790

VAN

¥47,250

VAN

【税抜き価格：本体￥42,000＋ ¥3,000】
MZ532160 [ 標準ルーフ車用 ]
●最大積載重量 50kg。
※特殊工具によるねじ加工が必要なため、
販売会社にて
ご装着ください。

8

MiEV

【税抜き価格：本体￥36,800＋ ¥3,000】
MZ532161 [ ハイルーフ車用 ]

17 ルーフキャリア
MiEV

¥30,450

TRUCK

【税抜き価格：本体￥26,000＋ ¥3,000】
MZ532198 [トラック全車 ]
●最大積載重量 30kg。
※特殊工具によるねじ加工が必要なため、
販売会社にて
ご装着ください。

※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。

マークは参考取付工賃［税抜き］です。
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TRUCK
&
CARRIER
がっちり働く、
しっかり役 立 つ 。
強 いからたくましい。

写真は MZ545550

3 木製荷台プロテクター

5 トノカバー

¥106,050

TRUCK

1 幌ハイルーフ 三方開

¥78,960

TRUCK

【税抜き価格：本体￥68,000＋ ¥7,200】
MZ546530 [トラック全車 ]
●リヤフレームフロア取付タイプ、
グリーン

¥12,180
【税抜き価格：本体￥11,600】
MZ545545 [トラック全車 ]
●ポリプロピレン製：グリーン。

【税抜き価格：本体￥95,000＋ ¥6,000】
MZ567031
（フロント＋サイド
〈リヤも含む〉
＋フロアのセット）
［トラック全車］

¥17,220

6 トノカバー（ゲートアップパイプ用）
TRUCK

TRUCK

¥14,700

7 トノカバー フック付

TRUCK

【税抜き価格：本体￥14,000】
MZ545568 [トラック全車 ]
●ゲートアップパイプ用。
ポリプロピレン製：グリーン。

※ゲートアップパイプとの同時装着はできません。

※装着にはゲートアップパイプが必要となります。

【税抜き価格：本体￥14,000＋ ¥2,400】
MZ567032
（フロント）
［トラック全車］

¥44,520

¥9,660

TRUCK

【税抜き価格：本体￥9,200】
MZ545550（グリーン）[トラック全車 ]
●ポリオレフィン製
MZ545553（シルバー）[トラック全車 ]
●ターポリン製
※ゲートアップパイプとの同時装着はできません。

TRUCK

【税抜き価格：本体￥40,000＋ ¥2,400】
MZ567033
（サイド
〈リヤも含む〉
［
）トラック全車］

¥51,345

TRUCK

【税抜き価格：本体￥46,500＋ ¥2,400】
MZ567034
（フロア）
［トラック全車］
※樹脂製荷台プロテクター、
荷台カバー、
幌、
ゲートアップパイプ、
ゲートプロテクター、
カーゴボックスとの同時装着はできません。
※車両標準装備のゲートプロテクター装着車にサイド
（リヤも含む）
プロテクターを取付ける場合は、
ゲートプロテクターを取外して
装着します。

8 ゲートアップパイプ

9 ゲートプロテクター

¥26,250

TRUCK

【税抜き価格：本体￥19,000＋ ¥6,000】
MZ567021 [トラック全車 ]
●スチールパイプ製、高さ155mm。

10 荷台シート

¥7,140

TRUCK

【税抜き価格：本体￥5,000＋ ¥1,800】
MZ540019 [Vタイプ、みのり]
●PVC 製、
あおり上部 3ケ所＋ガードフレーム上部。

※幌、
荷台カバー、
樹脂製荷台プロテクター、
木製荷台プロテクター、
ゲートプロテクター、
カーゴボックスとの同時装着はできません。
※標準装備のゲートプロテクター装着車に取付ける場合は、
ゲートプ
ロテクターを取外して装着します。

※荷台カバー、
樹脂製荷台プロテクター、
木製荷台プロテクター、
カーゴボックスとの同時装着はできません。

¥11,550

TRUCK

【税抜き価格：本体￥11,000】
MZ546522（3mmビニールシート）[トラック全車 ]

¥18,900

TRUCK

【税抜き価格：本体￥18,000】
MZ546523（5mmビニールシート）[トラック全車 ]

¥13,650

TRUCK

【税抜き価格：本体￥13,000】
MZ546524（5mmラバーシート）[トラック全車 ]

2 幌ハイルーフ 一方開

¥97,860

4 荷台カバー
TRUCK

【税抜き価格：本体￥86,000＋ ¥7,200】
MZ546532 [トラック全車 ]
●ターポリン＋スチールパイプ製、
ブルー。

※幌は簡易的な雨よけおよびほこりよけとして使用していただく製品です。
水やほこりが侵入することがありますので、
荷物の取扱いには注意してください。
※地上高 ハイルーフ：1936mm、
※幌ハイルーフ一方開の装着後はサイドゲートの開閉はできません。

CARRIER

¥62,790

TRUCK

【税抜き価格：本体￥58,000＋ ¥1,800】
MZ567035 [トラック全車 ]
●FRP 製荷台カバー。
※樹脂製荷台プロテクター、
木製荷台プロテクター、
幌、
ゲートアップパイプ、
ゲートプロテクター、
カーゴボックスとの
同時装着はできません。
※車両標準装備のゲートプロテクター装着車に取付ける場合は、
ゲートプロテクターを取外して装着します。
※サイドゲートの開閉はできません。

11 カーゴボックス

¥47,250

12 リヤゲートチェーン
TRUCK

【税抜き価格：本体￥42,000＋ ¥3,000】
MZ567015 [トラック全車 ]
●樹脂製。

¥3,150

13 パワーブリッジ
TRUCK

【税抜き価格：本体￥1,800＋ ¥1,200】
MZ570579 [Vタイプ ]
●スチール製。左右セット。

TRUCK
¥22,575（1 本）
【税抜き価格：本体￥21,500】
MZ567997 [トラック全車 ]
●アルミ製、軽量タイプ。耐荷重：250kg。
※本品は 1 本用の仕様および価格です。
※サイズ：1870mm×310mm
（1 本）
、
製品重量：7kg
（1 本）
※写真は MZ567997を 2 本使用して装着した
状態です。

※幌、
ゲートアップパイプ、
樹脂製荷台プロテクター、
木製荷台プロテクター、
荷台カバーとの同時装着
はできません。
※サイドゲートの開閉はできません。

写真は MZ532161
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荷重を厳守してください。
ルーフキャリアに荷物をのせる場合は、
ネットやベルト等で
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。

14 ベースキャリア

¥27,825

15 ルーフキャリアアタッチメント
VAN

【税抜き価格：本体￥23,500＋ ¥3,000】
MZ532098 [ バン全車、MiEV 全車 ]
●最大積載重量 30kg。
※特殊工具によるねじ加工が必要なため、
販売会社にて
ご装着ください。

MiEV

¥22,785

VAN

16 ルーフキャリア
MiEV

【税抜き価格：本体￥18,700＋ ¥3,000】
MZ535017 [ バン、MiEV のベースキャリア装着車 ]
●ベースキャリアのアタッチメント。

¥41,790

VAN

¥47,250

VAN

【税抜き価格：本体￥42,000＋ ¥3,000】
MZ532160 [ 標準ルーフ車用 ]
●最大積載重量 50kg。
※特殊工具によるねじ加工が必要なため、
販売会社にて
ご装着ください。

8

MiEV

【税抜き価格：本体￥36,800＋ ¥3,000】
MZ532161 [ ハイルーフ車用 ]

17 ルーフキャリア
MiEV

¥30,450

TRUCK

【税抜き価格：本体￥26,000＋ ¥3,000】
MZ532198 [トラック全車 ]
●最大積載重量 30kg。
※特殊工具によるねじ加工が必要なため、
販売会社にて
ご装着ください。

※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。

マークは参考取付工賃［税抜き］です。
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NAVIGATION&AUDIO
ショックセンサー

AV 一体型ナビゲーション

オーディオ

スピーカー

MMES 拡張機器

ETC

P11〜P13

P14

P14

P15

P15

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。

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

あると便利で安心だ！
キメの細かいところも
好きなんだ。

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

1 カーロック（マックガード製）

2 ステアリングロック（センサー付）

￥47,250

※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。
※装着時にタイヤの位置によってはカーロックを装着しにくい場合があります。
※タイヤバルブ部にはかからないように装着してください。

3 スケルトンキー

¥7,560

¥2,100

5 ナンバープレートロックボルト

¥3,675

【税抜き価格：本体￥2,000】
MZ572525
（フロント/リヤ共用）
［全車］
●樹脂製クロムメッキ。
1 枚。

【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、
さらに
ドア開けや窓割りにも 100dB の警報音で威嚇します。
システム作動 ON/
OFF 確認音付。
単 3 乾電池 4 本セット。

機

6 バックブザー

¥9,450

※字光式ナンバープレートには
使用できません。

※バン、Ｍｉ
ＥＶ専用アイテムです。
トラック用は設定していません。

【税抜き価格：本体￥3,800
＋ ¥3,000】
MZ603027[トラック全車 ]
●消音式。
バックギヤ連動でブザーが
なりますが、
スモールライト点灯時
にはブザーはなりません。

種

基本性能

ナビゲーション機能

オーディオ・ビジュアル機能

¥184,065

システム合計価格

※最大約1,000曲

¥158,235

システム合計価格

※最大約8,000曲

¥116,025

7 バックブザー

¥7,350

【税抜き価格：本体￥3,500】
【税抜き価格：本体￥6,000
【税抜き価格：本体￥4,000
MZ572531
［全車］
＋ ¥3,000】
＋ ¥3,000】
●マックガード製。
ナンバープレートの MZ603034[バン全車、MiEV 全車 ] MZ603033[バン全車、MiEV 全車 ]
盗難防止に。
１台分４個セット。

¥7,140

¥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。

システム合計価格

¥5,250

【税抜き価格：本体￥2,000
＋ ¥3,000】
MZ603024[トラック全車 ]
●バックギヤ時に常時ブザーが
なります。

システム合計価格

¥100,275
ＨＤＤ
ナビゲーション

【税抜き価格：本体￥6,000
＋ ¥1,200】[バン全車、MiEV 全車 ]
MZ604680（クリアブルー）
MZ604681（クリアイエロー）
MZ604683（クリアピンク）
●キーレスエントリーの増設用に。工賃には
コード登録、キーカット費用込み。

4 ナンバープレートフレーム

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

◆三菱純正 AV 一体型ナビゲーション・ラインアップ

￥19,950

【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。
本体は強化鋼鉄製、
アーム部はホイールへの
きず付を防止するラバーカバー付です。
本体サイズの目安 (mm)：長さ450×
幅 230×高さ45。

◆ナビゲーションロックで盗難防止！

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。

メモリーナビゲーション

VAN
MiEV
TRUCK

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。

超音波センサー

SECURITY
&
OTHERS

毎日付き合うクルマだから、
ナビとオーディオにはこだわりたい。

（別売）

システム合計価格

¥197,715

（別売）

（注1）
VICS-光/電波ビーコン受信機は別売となります。
（注2）
FM-VICSのみの対応となります。VICS-光/電波ビーコン受信機の設定はありません。

安全のため走行中はナビゲーション画面のみ表示可能です。※その他注意事項については、P12上記もあわせてご確認ください。

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）
VAN

8 ACパワーサプライ（EZ）

¥15,540

9 電波式デジタル時計（電池式） 10 11点工具セット

¥4,725

¥11,550

【税抜き価格：本体￥14,800】
【税抜き価格：本体￥4,500】
MZ607300
MZ601075
●シガーソケットに差し込むだけで、手軽に ●両面テープにより任意の場所に
各種家電製品の使用が可能。バッテリー上
設置できます。
がり防止機能付。
（定格 100W）

【税抜き価格：本体￥11,000】
MZ202766

11 6点工具セット

12 ファーストエイドキット

¥4,725

¥6,300

【税抜き価格：本体￥4,500】
MZ202765

17型AV一体型メモリーナビゲーション

¥2,415
【税抜き価格：本体￥2,300】
MZ612507
●緊急脱出用のガラスハンマー。
シートベルト切断用カッター付。

18 レギュラーチェーン

¥7,140
【税抜き価格：本体￥6,800】
MZ8420000E
●145R12 タイヤ用。

14 タイヤストッパー

15 三角停止表示板

16 自動車用保安セット

【税抜き価格：本体￥160,000
＋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）
MZ608739（オーディオ変換ハーネス）
MZ598350（ナビゲーションロック）

【税抜き価格：本体￥6,000】
MZ527171
●救急セット。

¥1,260

¥3,150

¥10,290

【税抜き価格：本体￥1,200】
【税抜き価格：本体￥3,000】
【税抜き価格：本体￥9,800】
MZ612511
MZ611103
MZ612606
●タイヤチェーン装着時などの必需 ●コンパクトに折りたためて収納可能 ●三角停止表示板、工具セット、
品。2 個セット。
（ケース付）
。
LED 懐中電灯など6 点を専用
ケースに収納。

19 チェーンバンド

¥1,102
【税抜き価格：本体￥1,050】
MZ800010ME
●145R12 タイヤ用。

20 簡易装着チェーン

¥15,750
【税抜き価格：本体￥15,000】
MZ841301LP
●145R12 タイヤ用。

※レギュラーチェーンを装着するには 19 チェーンバンドが必要です。

10

※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 スノーブレード

¥2,520
【税抜き価格：本体￥2,400】
MZ568241
（運転席用 400mm）

¥3,045
【税抜き価格：本体￥2,900】
MZ568082
（助手席用 350mm）

¥3,045
【税抜き価格：本体￥2,900】
MZ603851
（リヤ用 330mm）

プラス拡張機器

¥184,065

※ＡＣパワーサプライ(ＥＺ)について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。

13 レスキューマン

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。

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。
基本機能

SD

◆iPod接続用ケーブル（ビデオ対応）

¥31,500

¥3,780

MZ608192
【税抜き価格：本体¥27,000
＋ ¥3,000】

MZ609506
【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＋

◆HDMI変換ケーブル
（＊6）

¥1,200】

¥9,345

MZ609507
【税抜き価格：本体¥7,700＋

（＊7）

¥1,200】

※ 地図更新バージョンアップを2012年/2013年/2014年度版のいずれか1回を無償提供致します。ただし、お客様登録が別途必要となります。
※ 無償の地図更新につきましては三菱電機(株)が運営・実施致します。
（＊1）
リヤビューカメラ
（MZ607479）
を装着することにより、高速道路にある白線を検知し、走行レーンから外れそうになると、警告音と画像表示でお知らせします。
（＊2）
Bluetoothアダプタを内蔵しており、ハンズフリー通話、
オーディオ再生、open infoが可能です。
（open infoとは：パイオニア(株)が運営・管理するリアル
タイムプローブデータを共有した渋滞情報の提供や、充電スポット開設情報のダウンロード、高速道路/主要国道開通情報のダウンロード等が可能です。
なお、open infoのご利用には、事前に三菱電機ホームページよりユーザー登録が必要となりす。）
（＊3）
SDHCカード
（4GB）
を同梱しており、最大999曲
（またはCD最大99枚分）
を録音することができます。
（＊4）
USBケーブルを同梱しており、USBデバイス
（社外品：別売）
を使ってパソコンに登録されているMP3/WMA/AACの圧縮オーディオファイル、MPEG-4/
WMV動画ファイルの再生をすることができます。
また、P12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。）

三菱オリジナル機能

ナビゲーション機能

その他拡張機器

オリジナル
オープニング画面

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

16GB ディスプレイ タッチパネル操作 リモコン操作 音声認識

（※）

（別売）

（＊2）

リヤ

ETC 車載器 ビューカメラ

（別売）（別売）
（＊1）

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

マークは参考取付工賃［税抜き］です。

（＊5）

ETC

7型
VGA

◆VICS-光/電波ビーコン受信機

※太青字の価格は参考取付工賃を含む消費税込み価格です。

（＊2） （＊4,5） （別売）

マークは参考取付工賃
［消費税抜き］
です。
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NAVIGATION&AUDIO
ショックセンサー

AV 一体型ナビゲーション

オーディオ

スピーカー

MMES 拡張機器

ETC

P11〜P13

P14

P14

P15

P15

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。

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

あると便利で安心だ！
キメの細かいところも
好きなんだ。

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

1 カーロック（マックガード製）

2 ステアリングロック（センサー付）

￥47,250

※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。
※装着時にタイヤの位置によってはカーロックを装着しにくい場合があります。
※タイヤバルブ部にはかからないように装着してください。

3 スケルトンキー

¥7,560

¥2,100

5 ナンバープレートロックボルト

¥3,675

【税抜き価格：本体￥2,000】
MZ572525
（フロント/リヤ共用）
［全車］
●樹脂製クロムメッキ。
1 枚。

【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、
さらに
ドア開けや窓割りにも 100dB の警報音で威嚇します。
システム作動 ON/
OFF 確認音付。
単 3 乾電池 4 本セット。

機

6 バックブザー

¥9,450

※字光式ナンバープレートには
使用できません。

※バン、Ｍｉ
ＥＶ専用アイテムです。
トラック用は設定していません。

【税抜き価格：本体￥3,800
＋ ¥3,000】
MZ603027[トラック全車 ]
●消音式。
バックギヤ連動でブザーが
なりますが、
スモールライト点灯時
にはブザーはなりません。

種

基本性能

ナビゲーション機能

オーディオ・ビジュアル機能

¥184,065

システム合計価格

※最大約1,000曲

¥158,235

システム合計価格

※最大約8,000曲

¥116,025

7 バックブザー

¥7,350

【税抜き価格：本体￥3,500】
【税抜き価格：本体￥6,000
【税抜き価格：本体￥4,000
MZ572531
［全車］
＋ ¥3,000】
＋ ¥3,000】
●マックガード製。
ナンバープレートの MZ603034[バン全車、MiEV 全車 ] MZ603033[バン全車、MiEV 全車 ]
盗難防止に。
１台分４個セット。

¥7,140

¥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。

システム合計価格

¥5,250

【税抜き価格：本体￥2,000
＋ ¥3,000】
MZ603024[トラック全車 ]
●バックギヤ時に常時ブザーが
なります。

システム合計価格

¥100,275
ＨＤＤ
ナビゲーション

【税抜き価格：本体￥6,000
＋ ¥1,200】[バン全車、MiEV 全車 ]
MZ604680（クリアブルー）
MZ604681（クリアイエロー）
MZ604683（クリアピンク）
●キーレスエントリーの増設用に。工賃には
コード登録、キーカット費用込み。

4 ナンバープレートフレーム

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

◆三菱純正 AV 一体型ナビゲーション・ラインアップ

￥19,950

【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。
本体は強化鋼鉄製、
アーム部はホイールへの
きず付を防止するラバーカバー付です。
本体サイズの目安 (mm)：長さ450×
幅 230×高さ45。

◆ナビゲーションロックで盗難防止！

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。

メモリーナビゲーション

VAN
MiEV
TRUCK

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。

超音波センサー

SECURITY
&
OTHERS

毎日付き合うクルマだから、
ナビとオーディオにはこだわりたい。

（別売）

システム合計価格

¥197,715

（別売）

（注1）
VICS-光/電波ビーコン受信機は別売となります。
（注2）
FM-VICSのみの対応となります。VICS-光/電波ビーコン受信機の設定はありません。

安全のため走行中はナビゲーション画面のみ表示可能です。※その他注意事項については、P12上記もあわせてご確認ください。

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）
VAN

8 ACパワーサプライ（EZ）

¥15,540

9 電波式デジタル時計（電池式） 10 11点工具セット

¥4,725

¥11,550

【税抜き価格：本体￥14,800】
【税抜き価格：本体￥4,500】
MZ607300
MZ601075
●シガーソケットに差し込むだけで、手軽に ●両面テープにより任意の場所に
各種家電製品の使用が可能。バッテリー上
設置できます。
がり防止機能付。
（定格 100W）

【税抜き価格：本体￥11,000】
MZ202766

11 6点工具セット

12 ファーストエイドキット

¥4,725

¥6,300

【税抜き価格：本体￥4,500】
MZ202765

17型AV一体型メモリーナビゲーション

¥2,415
【税抜き価格：本体￥2,300】
MZ612507
●緊急脱出用のガラスハンマー。
シートベルト切断用カッター付。

18 レギュラーチェーン

¥7,140
【税抜き価格：本体￥6,800】
MZ8420000E
●145R12 タイヤ用。

14 タイヤストッパー

15 三角停止表示板

16 自動車用保安セット

【税抜き価格：本体￥160,000
＋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）
MZ608739（オーディオ変換ハーネス）
MZ598350（ナビゲーションロック）

【税抜き価格：本体￥6,000】
MZ527171
●救急セット。

¥1,260

¥3,150

¥10,290

【税抜き価格：本体￥1,200】
【税抜き価格：本体￥3,000】
【税抜き価格：本体￥9,800】
MZ612511
MZ611103
MZ612606
●タイヤチェーン装着時などの必需 ●コンパクトに折りたためて収納可能 ●三角停止表示板、工具セット、
品。2 個セット。
（ケース付）
。
LED 懐中電灯など6 点を専用
ケースに収納。

19 チェーンバンド

¥1,102
【税抜き価格：本体￥1,050】
MZ800010ME
●145R12 タイヤ用。

20 簡易装着チェーン

¥15,750
【税抜き価格：本体￥15,000】
MZ841301LP
●145R12 タイヤ用。

※レギュラーチェーンを装着するには 19 チェーンバンドが必要です。

10

※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 スノーブレード

¥2,520
【税抜き価格：本体￥2,400】
MZ568241
（運転席用 400mm）

¥3,045
【税抜き価格：本体￥2,900】
MZ568082
（助手席用 350mm）

¥3,045
【税抜き価格：本体￥2,900】
MZ603851
（リヤ用 330mm）

プラス拡張機器

¥184,065

※ＡＣパワーサプライ(ＥＺ)について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。

13 レスキューマン

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。

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。
基本機能

SD

◆iPod接続用ケーブル（ビデオ対応）

¥31,500

¥3,780

MZ608192
【税抜き価格：本体¥27,000
＋ ¥3,000】

MZ609506
【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＋

◆HDMI変換ケーブル
（＊6）

¥1,200】

¥9,345

MZ609507
【税抜き価格：本体¥7,700＋

（＊7）

¥1,200】

※ 地図更新バージョンアップを2012年/2013年/2014年度版のいずれか1回を無償提供致します。ただし、お客様登録が別途必要となります。
※ 無償の地図更新につきましては三菱電機(株)が運営・実施致します。
（＊1）
リヤビューカメラ
（MZ607479）
を装着することにより、高速道路にある白線を検知し、走行レーンから外れそうになると、警告音と画像表示でお知らせします。
（＊2）
Bluetoothアダプタを内蔵しており、ハンズフリー通話、
オーディオ再生、open infoが可能です。
（open infoとは：パイオニア(株)が運営・管理するリアル
タイムプローブデータを共有した渋滞情報の提供や、充電スポット開設情報のダウンロード、高速道路/主要国道開通情報のダウンロード等が可能です。
なお、open infoのご利用には、事前に三菱電機ホームページよりユーザー登録が必要となりす。）
（＊3）
SDHCカード
（4GB）
を同梱しており、最大999曲
（またはCD最大99枚分）
を録音することができます。
（＊4）
USBケーブルを同梱しており、USBデバイス
（社外品：別売）
を使ってパソコンに登録されているMP3/WMA/AACの圧縮オーディオファイル、MPEG-4/
WMV動画ファイルの再生をすることができます。
また、P12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。）

三菱オリジナル機能

ナビゲーション機能

その他拡張機器

オリジナル
オープニング画面

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

16GB ディスプレイ タッチパネル操作 リモコン操作 音声認識

（※）

（別売）

（＊2）

リヤ

ETC 車載器 ビューカメラ

（別売）（別売）
（＊1）

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

マークは参考取付工賃［税抜き］です。

（＊5）

ETC

7型
VGA

◆VICS-光/電波ビーコン受信機

※太青字の価格は参考取付工賃を含む消費税込み価格です。

（＊2） （＊4,5） （別売）

マークは参考取付工賃
［消費税抜き］
です。
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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）

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。）

※標準オーディオおよびラジオを取り外して装着する場合のメニューです。
※オーディオレス車に装着する場合は別途オーディオ取付キット
（MZ598365 ¥1,050/税込み）
が必要となります。
※スピーカー無し車に装着する場合はスピーカーシステム
（P14）
が必要となります。
※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。

＜USBデバイス使用時のご注意＞

◆USB接続ケーブル

【税抜き価格：本体￥82,000＋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）
MZ608739（オーディオ変換ハーネス）
MZ598350（ナビゲーションロック）

プラス拡張機器
◆VICS-光/電波ビーコン受信機

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

◆iPod接続用ケーブル（ビデオ対応）

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

¥12,810

（＊3）

【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）

MZ608931

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

MZ608933

基本機能

8GB

三菱オリジナル機能

ナビゲーション機能

オリジナル
オープニング画面

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

その他拡張機器

ETC

7型

SD

VGA

ディスプレイ タッチパネル操作 リモコン操作 音声認識

リヤ

ETC 車載器 ビューカメラ

（別売）

AV機能
緊急
警報

◆ナビリモコン

¥4,410 MZ608468 （＊4） ¥6,300 MZ608173
【税抜き価格：本体¥3,000
【税抜き価格：本体¥6,000】
＋ ¥1,200】

※ 地図更新バージョンアップをご利用開始日から、2年間無償提供いたします。
ただし、無償更新有効期間は2016年5月までとなります。
また、
お客様登録が別途必要となります。
※ 無償の地図更新につきましてはクラリオン(株)が運営・実施いたします。
（＊1）SDHCカード
（4GB）
を同梱しており、最大約1,000曲を録音することができます。
また、16GB以上のSDHCカード
（社外品：別売）
を使用することにより最大約4,000曲の録音が可能となります。
（＊2）USBケーブルを同梱しており、USBデバイス
（社外品：別売）
を使ってパソコンに登録されているMP3/WMA/AACの圧縮オーディオファイルを再生することができます。
また、上記の＜USBデバイス使用時のご注意＞を参照ください。iPodに同梱のUSBケーブルを使用することによりiPodを接続することができ、
タッチパネル操作にも対応しています。
ただし、iPodのビデオファイル再生には対応していません。
（＊3）本ケーブルを使用することにより、iPodのビデオファイル再生が可能となります。
ただし、一部iPodのビデオファイル再生には対応していません。
（＊4）RCA端子を有したビデオ機器やポータブルオーディオなどの接続が可能になります。

データ
放送

EPG

AM/FM

CD

DVD

DVD

DVD

DVD

USB

MP3
WMA
AAC

三菱オリジナル機能

VGA

（別売）
（＊1）

（別売）
（＊2）（別売）

AV一体型HDDナビゲーション
（地上デジタルTVチューナー内蔵）
VAN

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。
プラス拡張機器

¥197,715

その他拡張機器

16GB ディスプレイ タッチパネル操作 リモコン操作 音声認識
（別売）

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

オリジナル
オープニング画面

【税抜き価格：本体￥173,000＋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）
MZ608739（オーディオ取付キット）
MZ598350（ナビゲーションロック）

リヤ

ETC 車載器 ビューカメラ

（別売）

（※）

（別売） （別売）

AV機能

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

12 セグ

緊急
警報

データ
放送

EPG

（＊2,3） （別売）

（＊1）

VAN

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。
36.1型AV一体型メモリーナビゲーション

プラス拡張機器

¥116,025

【税抜き価格：本体￥97,000＋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）
MZ608739（オーディオ変換ハーネス）
MZ598350（ナビゲーションロック）

◆VICS-光/電波ビーコン受信機

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

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

¥2,625 MZ609505

（＊4）

【税抜き価格：本体¥2,500】
MZ608932

2012 年 7 月中旬発売予定

SSD
8GB

三菱オリジナル機能

ナビゲーション機能

VGA

ディスプレイ タッチパネル操作 リモコン操作 音声認識

ナビゲーション機能

リヤ

オリジナル
オープニング画面

地図更新 VICS VICS プローブ
3年間無償 FM 交通情報 ビーコン交通情報 交通情報

80GB ディスプレイ タッチパネル操作 リモコン操作 音声認識

データ
放送

EPG

AM/FM

CD

DVD

DVD

DVD

DVD

MP3
WMA
AAC

MiEV

（別売） （別売）

USB
8,000 曲

4 倍速

SD
SDHC

Bluetooth iPod

RCA

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

（＊2）

◆ビデオ入力コード
（2m）

¥3,885

その他拡張機器

（※）

（別売）

（＊1）

リヤ

ETC 車載器 ビューカメラ

（別売） （別売）

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

適用機種
緊急
警報

（別売） （＊5）
（＊3,4）

（＊3）

AV機能

ETC 車載器 ビューカメラ

（別売）

MZ608189
【税抜き価格：本体¥3,500
＋ ¥1,200】

ETC

7型
VGA

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

AV機能
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HDD

三菱オリジナル機能

¥30,240

その他拡張機器

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

オリジナル
オープニング画面

¥4,935

MZ608496
【税抜き価格：本体¥20,000
＋ ¥3,000】

※ 地図更新バージョンアップを最大3年間無償提供いたします。
ただし、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、P12上記の＜USBデバイス使用時のご注意＞を参照ください。
（＊3）
iPodのビデオファイル再生およびタッチパネル操作が可能です。
ただし、一部iPodのビデオファイル再生には対応していません。
（＊4）
RCA端子を有したビデオ機器やポータブルオーディオなどの接続が可能になります。

CMOSリヤビューカメラ

ETC

6.1 型

◆iPod接続用ケーブル（ビデオ対応）

¥24,150

（＊2）

※ 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、上記の＜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。

基本機能

MZ608929

基本機能

◆iPod接続用ケーブル

◆VICS-光/電波ビーコン受信機

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

RCA

USB

MP3
WMA
AAC

RCA

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

ETC

7型

SD

ナビゲーション機能

Bluetooth iPod

SD
SDHC

57型AV一体型HDDナビゲーション
基本機能

◆iPod接続用ケーブル

¥3,360

（＊1）USBデバイス
（社外品：別売）
を使ってパソコンに登録されているMP3/WMAの圧縮オーディオファイルを再生することができます。
また、P12上記の＜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。

¥158,235

後席からでも操作
可能なリモコン。

プラス拡張機器

¥100,275

2012 年 7 月中旬発売予定

27型AV一体型メモリーナビゲーション

■ナビリモコン

47型AV一体型メモリーナビゲーション

★

フルセグに対応したハイスペックモデル。

2012 年 8 月下旬発売予定

シンプルな操作性が魅力のエントリーモデル。

・DRM
（Digital Rights Management）
形式など著作権保護処理の施された音楽ファイルの再生はできません。
・各対象機種およびデータの制約により再生できないデバイスがあります。
・USBハブ、
マルチパーテーションには対応していません。
・USBマスストレージに対応し、最大電流消費量500mA未満のUSBデバイスのみ接続が可能です。
・USBデバイスの状態によっては接続できない場合があります。
・USBタイプカードリーダーには対応していません。

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）
VAN

VAN

※ナビゲーションを装着した場合、TVアンテナ配線が見えます。
あらかじめご了承ください。
（除くブラボー）

MZ608930

（＊1） （別売） （別売）

VAN

¥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）

¥33,810

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

適用機種

適用機種

MZ608931

MZ608925/MZ608926/MZ608927
MZ608929/MZ608932/MZ608933

※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。

●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。
※太青字の価格は参考取付工賃を含む消費税込み価格です。

マークは参考取付工賃
［消費税抜き］
です。
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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）

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。）

※標準オーディオおよびラジオを取り外して装着する場合のメニューです。
※オーディオレス車に装着する場合は別途オーディオ取付キット
（MZ598365 ¥1,050/税込み）
が必要となります。
※スピーカー無し車に装着する場合はスピーカーシステム
（P14）
が必要となります。
※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。

＜USBデバイス使用時のご注意＞

◆USB接続ケーブル

【税抜き価格：本体￥82,000＋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）
MZ608739（オーディオ変換ハーネス）
MZ598350（ナビゲーションロック）

プラス拡張機器
◆VICS-光/電波ビーコン受信機

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

◆iPod接続用ケーブル（ビデオ対応）

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

¥12,810

（＊3）

【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）

MZ608931

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

MZ608933

基本機能

8GB

三菱オリジナル機能

ナビゲーション機能

オリジナル
オープニング画面

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

その他拡張機器

ETC

7型

SD

VGA

ディスプレイ タッチパネル操作 リモコン操作 音声認識

リヤ

ETC 車載器 ビューカメラ

（別売）

AV機能
緊急
警報

◆ナビリモコン

¥4,410 MZ608468 （＊4） ¥6,300 MZ608173
【税抜き価格：本体¥3,000
【税抜き価格：本体¥6,000】
＋ ¥1,200】

※ 地図更新バージョンアップをご利用開始日から、2年間無償提供いたします。
ただし、無償更新有効期間は2016年5月までとなります。
また、
お客様登録が別途必要となります。
※ 無償の地図更新につきましてはクラリオン(株)が運営・実施いたします。
（＊1）SDHCカード
（4GB）
を同梱しており、最大約1,000曲を録音することができます。
また、16GB以上のSDHCカード
（社外品：別売）
を使用することにより最大約4,000曲の録音が可能となります。
（＊2）USBケーブルを同梱しており、USBデバイス
（社外品：別売）
を使ってパソコンに登録されているMP3/WMA/AACの圧縮オーディオファイルを再生することができます。
また、上記の＜USBデバイス使用時のご注意＞を参照ください。iPodに同梱のUSBケーブルを使用することによりiPodを接続することができ、
タッチパネル操作にも対応しています。
ただし、iPodのビデオファイル再生には対応していません。
（＊3）本ケーブルを使用することにより、iPodのビデオファイル再生が可能となります。
ただし、一部iPodのビデオファイル再生には対応していません。
（＊4）RCA端子を有したビデオ機器やポータブルオーディオなどの接続が可能になります。

データ
放送

EPG

AM/FM

CD

DVD

DVD

DVD

DVD

USB

MP3
WMA
AAC

三菱オリジナル機能

VGA

（別売）
（＊1）

（別売）
（＊2）（別売）

AV一体型HDDナビゲーション
（地上デジタルTVチューナー内蔵）
VAN

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。
プラス拡張機器

¥197,715

その他拡張機器

16GB ディスプレイ タッチパネル操作 リモコン操作 音声認識
（別売）

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

オリジナル
オープニング画面

【税抜き価格：本体￥173,000＋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）
MZ608739（オーディオ取付キット）
MZ598350（ナビゲーションロック）

リヤ

ETC 車載器 ビューカメラ

（別売）

（※）

（別売） （別売）

AV機能

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

12 セグ

緊急
警報

データ
放送

EPG

（＊2,3） （別売）

（＊1）

VAN

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。
36.1型AV一体型メモリーナビゲーション

プラス拡張機器

¥116,025

【税抜き価格：本体￥97,000＋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）
MZ608739（オーディオ変換ハーネス）
MZ598350（ナビゲーションロック）

◆VICS-光/電波ビーコン受信機

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

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

¥2,625 MZ609505

（＊4）

【税抜き価格：本体¥2,500】
MZ608932

2012 年 7 月中旬発売予定

SSD
8GB

三菱オリジナル機能

ナビゲーション機能

VGA

ディスプレイ タッチパネル操作 リモコン操作 音声認識

ナビゲーション機能

リヤ

オリジナル
オープニング画面

地図更新 VICS VICS プローブ
3年間無償 FM 交通情報 ビーコン交通情報 交通情報

80GB ディスプレイ タッチパネル操作 リモコン操作 音声認識

データ
放送

EPG

AM/FM

CD

DVD

DVD

DVD

DVD

MP3
WMA
AAC

MiEV

（別売） （別売）

USB
8,000 曲

4 倍速

SD
SDHC

Bluetooth iPod

RCA

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

（＊2）

◆ビデオ入力コード
（2m）

¥3,885

その他拡張機器

（※）

（別売）

（＊1）

リヤ

ETC 車載器 ビューカメラ

（別売） （別売）

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

適用機種
緊急
警報

（別売） （＊5）
（＊3,4）

（＊3）

AV機能

ETC 車載器 ビューカメラ

（別売）

MZ608189
【税抜き価格：本体¥3,500
＋ ¥1,200】

ETC

7型
VGA

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

AV機能

12

HDD

三菱オリジナル機能

¥30,240

その他拡張機器

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

オリジナル
オープニング画面

¥4,935

MZ608496
【税抜き価格：本体¥20,000
＋ ¥3,000】

※ 地図更新バージョンアップを最大3年間無償提供いたします。
ただし、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、P12上記の＜USBデバイス使用時のご注意＞を参照ください。
（＊3）
iPodのビデオファイル再生およびタッチパネル操作が可能です。
ただし、一部iPodのビデオファイル再生には対応していません。
（＊4）
RCA端子を有したビデオ機器やポータブルオーディオなどの接続が可能になります。

CMOSリヤビューカメラ

ETC

6.1 型

◆iPod接続用ケーブル（ビデオ対応）

¥24,150

（＊2）

※ 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、上記の＜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。

基本機能

MZ608929

基本機能

◆iPod接続用ケーブル

◆VICS-光/電波ビーコン受信機

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

RCA

USB

MP3
WMA
AAC

RCA

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

ETC

7型

SD

ナビゲーション機能

Bluetooth iPod

SD
SDHC

57型AV一体型HDDナビゲーション
基本機能

◆iPod接続用ケーブル

¥3,360

（＊1）USBデバイス
（社外品：別売）
を使ってパソコンに登録されているMP3/WMAの圧縮オーディオファイルを再生することができます。
また、P12上記の＜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。

¥158,235

後席からでも操作
可能なリモコン。

プラス拡張機器

¥100,275

2012 年 7 月中旬発売予定

27型AV一体型メモリーナビゲーション

■ナビリモコン

47型AV一体型メモリーナビゲーション

★

フルセグに対応したハイスペックモデル。

2012 年 8 月下旬発売予定

シンプルな操作性が魅力のエントリーモデル。

・DRM
（Digital Rights Management）
形式など著作権保護処理の施された音楽ファイルの再生はできません。
・各対象機種およびデータの制約により再生できないデバイスがあります。
・USBハブ、
マルチパーテーションには対応していません。
・USBマスストレージに対応し、最大電流消費量500mA未満のUSBデバイスのみ接続が可能です。
・USBデバイスの状態によっては接続できない場合があります。
・USBタイプカードリーダーには対応していません。

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）
VAN

VAN

※ナビゲーションを装着した場合、TVアンテナ配線が見えます。
あらかじめご了承ください。
（除くブラボー）

MZ608930

（＊1） （別売） （別売）

VAN

¥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）

¥33,810

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

適用機種

適用機種

MZ608931

MZ608925/MZ608926/MZ608927
MZ608929/MZ608932/MZ608933

※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。

●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。
※太青字の価格は参考取付工賃を含む消費税込み価格です。

マークは参考取付工賃
［消費税抜き］
です。

13

オーディオ

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

（注1）
オーディオレス車に1DINオーディオを1台のみ装着する場合、別途1DINアクセサリーボックス
（MR356049）およびスクリュ
（MB409435×2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。
※ 標準オーディオおよびラジオを取り外して装着する場合のメニューです。
※ オーディオレス車に装着する場合は別途取付キット
（MZ598365 ¥1,050/税込み）
が必要となります。
※ スピーカー無し車に装着する場合はフロントスピーカーシステム
（P14）
が必要となります。

MiEV

VAN

TRUCK

VAN

MiEV

USB接続ケーブル

¥3,360

VICS-光/電波ビーコン受信機

【税抜き価格：本体￥2,000＋ ¥1,200】
MZ608165

¥30,660

【税抜き価格：本体￥26,200
＋ ¥3,000】
MZ608172

※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。

TRUCK

＜USBデバイス使用時のご注意＞※詳しくはP12上記をご参照ください。

ブラック

ビデオ入出力コード（20cm）

¥4,410

【税抜き価格：本体￥3,000
＋ ¥1,200】
MZ608468

iPod接続用ケーブル（ビデオ対応）

12DIN-CD/USBチューナーアンプ

¥40,845

【税抜き価格：本体¥36,500
＋ ¥2,400】
MZ595623（本体）

¥32,970

12DIN-CD/USBチューナーアンプ

（別売）（別売）
（注2）

（注2）

（注2）

（別売）
（注2）

【税抜き価格：本体¥12,500
＋ ¥2,400】
MZ595584（本体）

※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。

VAN
3CD/USBチューナーアンプ

¥1,575

¥16,380

¥43,995

【税抜き価格：本体¥12,000＋
MZ607412

¥3,600】

音場
調整機能

適用機種：MZ595623/MZ595624
MZ595628

¥5,460

外部入力（RCA）ケーブル

¥4,200

【税抜き価格：本体¥2,800＋
MZ608561

※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
外部入力（RCA）ケーブル

¥2,100

※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。

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

iPod対応

適用機種：MZ595581

【税抜き価格：本体¥39,500
＋ ¥2,400】
MZ595581（本体）

（別売）
（注2）

【税抜き価格：本体¥2,000】
MZ607431

¥24,360

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

¥36,960

iPod接続用アダプタ

12DIN-MD/CDチューナーアンプ

iPod対応

ETC車載器

CMOSリヤビューカメラ

音場
調整機能

iPod接続用ケーブル

※一部対応していない機能が
あります。

※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。

TRUCK

【税抜き価格：本体¥16,900
＋ ¥2,400】
MZ595627（本体）

音場
調整機能

¥6,300

【税抜き価格：本体￥6,000】
MZ608173

【税抜き価格：本体￥1,500】
MZ598356

¥20,265（注1）

【税抜き価格：本体¥17,400
＋ ¥2,400】
MZ595628（本体）

ナビリモコン

液晶保護フィルム
（MMES専用）

4CDチューナーアンプ

¥20,790（注1）

パープル

※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。

（注2）
（＊1）

（＊1）
iPod に同梱の USB ケーブルを使用することにより、
iPod を接続 することができます。

2012年7月初旬発売予定

（注2）

【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）

¥15,645

音場
調整機能

音場
調整機能

¥15,120

21DIN-カセットチューナーアンプ

¥27,195

【税抜き価格：本体¥22,000＋変換ハーネス
¥1,500＋ ¥2,400】
MZ595637（本体）
MZ608739（変換ハーネス）

【税抜き価格：本体¥29,000
＋ ¥2,400】
MZ595624（本体）

音場
調整機能

（注2）

22DIN-CD/USBチューナーアンプ

【税抜き価格：本体¥4,000＋
MZ608564

¥1,200】

適用機種：MZ595581

¥1,200】

MiEV

VAN

TRUCK （自動料金収受システム）ETCは高速道路料金所付近の渋滞を緩和することを目的に開発されたシステムです。

※ETC車載器ご利用には手続き
（セットアップ
［有料］）
およびクレジット会社へのETCカード申込が別途必要です。詳しい内容については販売会社にお問い合わせください。
※ETCアンテナはダッシュボード上に装着します。

■三菱電機製（アンテナ別体、表示なしタイプ）
●ナビゲーションに接続しない場合

適用機種：MZ595623

＜USBデバイス使用時のご注意＞※詳しくはP12上記をご参照ください。

スピーカーメニュー
フロントドアスピーカー［対象車種：スピーカーレス車］

■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

¥21,630

【税抜き価格：本体￥13,200＋電源変換ハーネス￥900
＋アンテナブラケット￥1,100＋ ¥5,400】
MZ608789（本体）
MZ608723（電源変換ハーネス）
MZ598339（アンテナブラケット）

リヤスピーカー

スピーカー内蔵
●carrozzeriaナビゲーション
（MZ608929）に接続する場合

¥26,880

【税抜き価格：本体￥13,200＋接続ケーブル￥5,000
＋電源変換ハーネス￥900
＋アンテナブラケット￥1,100＋ ¥5,400】
MZ608789（本体）
MZ608811（接続ケーブル）
MZ608723（電源変換ハーネス）
MZ598339（アンテナブラケット）
●KENWOODナビゲーション
（MZ608932）に接続する場合

¥26,880

【税抜き価格：本体￥13,200＋接続ケーブル￥5,000
＋電源変換ハーネス￥900
＋アンテナブラケット￥1,100＋ ¥5,400】
MZ608789（本体）
MZ608812（接続ケーブル）
MZ608723（電源変換ハーネス）
MZ598339（アンテナブラケット）

●ナビゲーションに接続しない場合

¥20,055

【税抜き価格：本体￥12,800＋電源変換ハーネス￥900＋
MZ608791（本体：ブラック）
MZ608792（本体：パープル）
MZ608723（電源変換ハーネス）

¥5,400】

●三菱マルチエンターテイメントシステム
（MMES）に接続する場合

¥24,360

【税抜き価格：本体￥12,800＋接続ケーブル￥5,000＋ ¥5,400】
MZ608791（本体：ブラック）
MZ608792（本体：パープル）
MZ608810（接続ケーブル）
●Clarionナビゲーション
（MZ608931）に接続する場合

¥24,360

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

¥5,400】

VAN

MiEV

VAN

¥18,060

【税抜き価格：13cmスピーカー¥7,500
＋フロントスピーカー取付キット¥3,800
＋スピーカースペーサー
（2個）
¥1,700
＋ ¥4,200】
MZ598372（13cmスピーカー）
MZ598273（フロントスピーカー取付キット）
MR386916 ×2個
（スピーカースペーサー）
●トリム内取付タイプ。
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TRUCK

¥14,700

【税抜き価格：10cmスピーカー¥4,800
＋フロントスピーカー取付キット¥3,800
＋ ¥5,400】
MZ596804（10cmスピーカー）
MZ598273（フロントスピーカー取付キット）
●トリム直付タイプ。
※ドアトリムに装着します。

¥14,805

【税抜き価格：10cmスピーカー¥4,800
＋リヤスピーカー取付キット¥3,300
＋ ¥6,000】
MZ596804（10cmスピーカー）
MZ598208（リヤスピーカー取付キット）
●トリム直付タイプ。
※リヤクォータートリムに装着します。

■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
●MITSUBISHIナビゲーション
（MZ608930）に接続する場合

¥31,710

ブラック

【税抜き価格：本体￥12,900＋接続ケーブル￥9,900＋電源変換ハーネス￥900
＋アンテナブラケット￥1,100＋ ¥5,400】
MZ608785（本体）
（注）
MZ608803（接続ケーブル）
MZ608723（電源変換ハーネス）
MZ598339（アンテナブラケット）

パープル

（注）
VICS-光/電波ビーコン受信機と同時装着する場合のケーブルです。
VICS-光/電波ビーコン受信機と同時装着しない場合の接続ケーブルは
MZ608802
（￥5,250/税込み）
となります。

※太青字の価格は参考取付工賃を含む消費税込み価格です。

マークは参考取付工賃
［消費税抜き］
です。
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（注1）
オーディオレス車に1DINオーディオを1台のみ装着する場合、別途1DINアクセサリーボックス
（MR356049）およびスクリュ
（MB409435×2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。
※ 標準オーディオおよびラジオを取り外して装着する場合のメニューです。
※ オーディオレス車に装着する場合は別途取付キット
（MZ598365 ¥1,050/税込み）
が必要となります。
※ スピーカー無し車に装着する場合はフロントスピーカーシステム
（P14）
が必要となります。

MiEV

VAN

TRUCK

VAN

MiEV

USB接続ケーブル

¥3,360

VICS-光/電波ビーコン受信機

【税抜き価格：本体￥2,000＋ ¥1,200】
MZ608165

¥30,660

【税抜き価格：本体￥26,200
＋ ¥3,000】
MZ608172

※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。

TRUCK

＜USBデバイス使用時のご注意＞※詳しくはP12上記をご参照ください。

ブラック

ビデオ入出力コード（20cm）

¥4,410

【税抜き価格：本体￥3,000
＋ ¥1,200】
MZ608468

iPod接続用ケーブル（ビデオ対応）

12DIN-CD/USBチューナーアンプ

¥40,845

【税抜き価格：本体¥36,500
＋ ¥2,400】
MZ595623（本体）

¥32,970

12DIN-CD/USBチューナーアンプ

（別売）（別売）
（注2）

（注2）

（注2）

（別売）
（注2）

【税抜き価格：本体¥12,500
＋ ¥2,400】
MZ595584（本体）

※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。

VAN
3CD/USBチューナーアンプ

¥1,575

¥16,380

¥43,995

【税抜き価格：本体¥12,000＋
MZ607412

¥3,600】

音場
調整機能

適用機種：MZ595623/MZ595624
MZ595628

¥5,460

外部入力（RCA）ケーブル

¥4,200

【税抜き価格：本体¥2,800＋
MZ608561

※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
外部入力（RCA）ケーブル

¥2,100

※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。

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

iPod対応

適用機種：MZ595581

【税抜き価格：本体¥39,500
＋ ¥2,400】
MZ595581（本体）

（別売）
（注2）

【税抜き価格：本体¥2,000】
MZ607431

¥24,360

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

¥36,960

iPod接続用アダプタ

12DIN-MD/CDチューナーアンプ

iPod対応

ETC車載器

CMOSリヤビューカメラ

音場
調整機能

iPod接続用ケーブル

※一部対応していない機能が
あります。

※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。

TRUCK

【税抜き価格：本体¥16,900
＋ ¥2,400】
MZ595627（本体）

音場
調整機能

¥6,300

【税抜き価格：本体￥6,000】
MZ608173

【税抜き価格：本体￥1,500】
MZ598356

¥20,265（注1）

【税抜き価格：本体¥17,400
＋ ¥2,400】
MZ595628（本体）

ナビリモコン

液晶保護フィルム
（MMES専用）

4CDチューナーアンプ

¥20,790（注1）

パープル

※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。

（注2）
（＊1）

（＊1）
iPod に同梱の USB ケーブルを使用することにより、
iPod を接続 することができます。

2012年7月初旬発売予定

（注2）

【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）

¥15,645

音場
調整機能

音場
調整機能

¥15,120

21DIN-カセットチューナーアンプ

¥27,195

【税抜き価格：本体¥22,000＋変換ハーネス
¥1,500＋ ¥2,400】
MZ595637（本体）
MZ608739（変換ハーネス）

【税抜き価格：本体¥29,000
＋ ¥2,400】
MZ595624（本体）

音場
調整機能

（注2）

22DIN-CD/USBチューナーアンプ

【税抜き価格：本体¥4,000＋
MZ608564

¥1,200】

適用機種：MZ595581

¥1,200】

MiEV

VAN

TRUCK （自動料金収受システム）ETCは高速道路料金所付近の渋滞を緩和することを目的に開発されたシステムです。

※ETC車載器ご利用には手続き
（セットアップ
［有料］）
およびクレジット会社へのETCカード申込が別途必要です。詳しい内容については販売会社にお問い合わせください。
※ETCアンテナはダッシュボード上に装着します。

■三菱電機製（アンテナ別体、表示なしタイプ）
●ナビゲーションに接続しない場合

適用機種：MZ595623

＜USBデバイス使用時のご注意＞※詳しくはP12上記をご参照ください。

スピーカーメニュー
フロントドアスピーカー［対象車種：スピーカーレス車］

■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

¥21,630

【税抜き価格：本体￥13,200＋電源変換ハーネス￥900
＋アンテナブラケット￥1,100＋ ¥5,400】
MZ608789（本体）
MZ608723（電源変換ハーネス）
MZ598339（アンテナブラケット）

リヤスピーカー

スピーカー内蔵
●carrozzeriaナビゲーション
（MZ608929）に接続する場合

¥26,880

【税抜き価格：本体￥13,200＋接続ケーブル￥5,000
＋電源変換ハーネス￥900
＋アンテナブラケット￥1,100＋ ¥5,400】
MZ608789（本体）
MZ608811（接続ケーブル）
MZ608723（電源変換ハーネス）
MZ598339（アンテナブラケット）
●KENWOODナビゲーション
（MZ608932）に接続する場合

¥26,880

【税抜き価格：本体￥13,200＋接続ケーブル￥5,000
＋電源変換ハーネス￥900
＋アンテナブラケット￥1,100＋ ¥5,400】
MZ608789（本体）
MZ608812（接続ケーブル）
MZ608723（電源変換ハーネス）
MZ598339（アンテナブラケット）

●ナビゲーションに接続しない場合

¥20,055

【税抜き価格：本体￥12,800＋電源変換ハーネス￥900＋
MZ608791（本体：ブラック）
MZ608792（本体：パープル）
MZ608723（電源変換ハーネス）

¥5,400】

●三菱マルチエンターテイメントシステム
（MMES）に接続する場合

¥24,360

【税抜き価格：本体￥12,800＋接続ケーブル￥5,000＋ ¥5,400】
MZ608791（本体：ブラック）
MZ608792（本体：パープル）
MZ608810（接続ケーブル）
●Clarionナビゲーション
（MZ608931）に接続する場合

¥24,360

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

¥5,400】

VAN

MiEV

VAN

¥18,060

【税抜き価格：13cmスピーカー¥7,500
＋フロントスピーカー取付キット¥3,800
＋スピーカースペーサー
（2個）
¥1,700
＋ ¥4,200】
MZ598372（13cmスピーカー）
MZ598273（フロントスピーカー取付キット）
MR386916 ×2個
（スピーカースペーサー）
●トリム内取付タイプ。
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TRUCK

¥14,700

【税抜き価格：10cmスピーカー¥4,800
＋フロントスピーカー取付キット¥3,800
＋ ¥5,400】
MZ596804（10cmスピーカー）
MZ598273（フロントスピーカー取付キット）
●トリム直付タイプ。
※ドアトリムに装着します。

¥14,805

【税抜き価格：10cmスピーカー¥4,800
＋リヤスピーカー取付キット¥3,300
＋ ¥6,000】
MZ596804（10cmスピーカー）
MZ598208（リヤスピーカー取付キット）
●トリム直付タイプ。
※リヤクォータートリムに装着します。

■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
●MITSUBISHIナビゲーション
（MZ608930）に接続する場合

¥31,710

ブラック

【税抜き価格：本体￥12,900＋接続ケーブル￥9,900＋電源変換ハーネス￥900
＋アンテナブラケット￥1,100＋ ¥5,400】
MZ608785（本体）
（注）
MZ608803（接続ケーブル）
MZ608723（電源変換ハーネス）
MZ598339（アンテナブラケット）

パープル

（注）
VICS-光/電波ビーコン受信機と同時装着する場合のケーブルです。
VICS-光/電波ビーコン受信機と同時装着しない場合の接続ケーブルは
MZ608802
（￥5,250/税込み）
となります。

※太青字の価格は参考取付工賃を含む消費税込み価格です。

マークは参考取付工賃
［消費税抜き］
です。
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◎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。

純正用品製造事業者

〒108 - 0014 東京都港区芝5丁目33番8号 第一田町ビル6F

〒108 - 8410 東京都港区芝5丁目33番8号

YS1527-1207

2012.7〜

