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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10月現在のもので、本体価格（メーカー希望小売価格）＋参考取付工賃（6,000円／時間）
　＋消費税が含まれております。なお取付工賃レートは、地域・製品・装着時により異なる場合がありますのでご了承ください。
◎仕様および表示価格は、製品改良や材料高騰、その他の理由により予告なく変更することがありますので販売会社にお問い合わせください。
◎写真は、印刷インキの性質上、実際の色と異なって見えることがあります。
◎掲載写真は、実物とイメージや仕様が異なる場合があります。
◎撮影のための小道具は商品に含まれておりません。
◎装着する用品や組み合わせによっては、車高および重量が変化することがありますので、ご了承ください。
◎一部車種については装着できないものがあります。また取付場所が同一のため、複数のものを同時に装着できないものもありますので
　販売会社にお問い合わせください。
◎撮影上の都合で、一部旧型車両や他車種を使用しています。
◎ホームページを開設していますのでご利用ください。

＜三菱自動車 純正用品（P2～P21）に関するお取り扱い上の注意事項＞ 

※ROAR商品、RALLIART商品に関するお取り扱い上の注意、お問い合わせ窓口、保証 についてはP23～P24をご参照ください。

〒108-8410 東京都港区芝5丁目33番8号

〒108-0014 東京都港区芝5丁目33番8号 第一田町ビル6F

純正用品製造事業者

三菱自動車カーライフプロダクツ ホームページ
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¥70,350
【税抜き価格：フロントコーナーエクステンション¥12,000＋
LEDデイタイムランニングライト¥40,000＋    ¥15,000】[除くROADEST]
MZ575709(フロントコーナーエクステンション)
MZ583015（LEDデイタイムランニングライト）
●フロント左右下部に装着してSUVの精悍さを大切にしながらスポーツイメージ
　を高めるフロントコーナーエクステンション（原着ブラック色）と、昼間走行時
　に歩行者や対向車からの視認性を高めるLEDデイタイムランニングライトの
　組み合わせ。いずれも左右セット。
※LEDデイタイムランニングライトはメインキーONで点灯し、スモールライトを
　つけるか、またはサイドブレーキ使用時には消灯します。

●フロントコーナーエクステンション＋LEDデイタイムランニングライト1

¥15,750
【税抜き価格：本体¥12,000＋    ¥3,000】
[除くROADEST] MZ575707
●フロントバンパー中央下部に装着。精悍なイメージの
　シルバー色で、逞しさとスポーティ感を両立させます。
　樹脂製。

フロントアンダーガーニッシュ2

¥34,860
【税抜き価格：本体¥30,200＋    ¥3,000】［全車］
MZ574640（ホワイトパール）
MZ574641（クールシルバーメタリック）
MZ574642（ブラックマイカ）
MZ574643（レッドメタリク）
MZ574644（クオーツブラウンメタリック）
MZ574646（チタニウムグレーメタリック）
●存在感のある大型スポイラー。洗練されたデザイン
　形状で見る人の眼を引きつけます。標準装備品との
　交換装着。ボディカラーに対応。
※ハイマウントストップランプ、リヤガラスウォッシャー
　は標準装備品を流用します。

大型テールゲートスポイラー5

毎日を楽しむ。
環境にやさしいクリーン性能と優れた燃費性能を、ジャストサイズの中に凝縮したＲＶＲ。
このＲＶＲにプラスワンの個性を加えて、毎日のカーライフをさらに充実させる。
もっとスポーティにドレッシーに。もっと快適に安全に。ＲＶＲ＋純正オプショナルパーツこそ
自分を楽しむ、家族と楽しむ、毎日を楽しむこと・・・ ENJOY RVR！

標準車

標準車

標準車

Photo：G　ボディカラー：チタニウムグレーメタリック
パノラマガラスルーフ、ルーフレール（ビルトインタイプ）はメーカーオプション
＜装着用品＞ ・フロントコーナーエクステンション ・LEDデイタイムランニングライト ・フロントアンダーガーニッシュ ・大型テールゲートスポイラー・メッキ調ドアハンドルカバー ・エクシードバイザー ・ナンバープレートフレーム 

Photo：G　ボディカラー：チタニウムグレーメタリック
パノラマガラスルーフ、ルーフレール（ビルトインタイプ）はメーカーオプション
＜装着用品＞ ・フロントコーナーエクステンション ・LEDデイタイムランニングライト ・フロントアンダーガーニッシュ ・大型テールゲートスポイラー・メッキ調ドアハンドルカバー ・エクシードバイザー ・ナンバープレートフレーム 

※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。
◆各商品の適用および注記は三菱自動車 純正用品に関するものであり、 ROAR、RALLIART商品との同時装着に関しては含まれていません。

P2-7 P8-11 P12-13 P14-15 P16-21

¥15,750
【税抜き価格：本体¥12,000＋    ¥3,000】
［除くROADEST］MZ575708
●リヤバンパー中央下部に装着。幅広のワイルドな
　イメージのシルバー色で、リヤビューを個性的に演出。
　SUVとしての力強さも強調します。

リヤアンダーガーニッシュ3

¥9,870
【税抜き価格：本体¥7,600＋    ¥1,800】
［ターンランプ無サイドミラー車］
MZ569716
●質感の高いクロムメッキ仕上げ。鮮やかな光沢が、
　ひとクラス上の高級感を感じさせます。標準装備の
　ミラーカバーと交換装着。樹脂製、左右セット。

メッキミラーカバー（ターンランプ無ミラー用）6

¥14,910
【税抜き価格：本体¥13,000＋    ¥1,200】
［ターンランプ付サイドミラー車］MZ569195
●質感の高いクロムメッキ仕上げ。鮮やかな輝きで
　気品のあるドレスアップが図れます。標準装備の
　ミラーカバーの上から貼付けるタイプです。
　樹脂製、左右セット。

メッキミラーカバー（ターンランプ付ミラー用）7

◎掲載写真は、実物とイメージや仕様が異なる場合があります。
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●②フロントアンダーガーニッシュと
　③リヤアンダーガーニッシュのお求めやすい
　セット。前後ともにタフでスポーティなイメージ
　統一ができ、個性的なカスタマイズができます。

アンダーガーニッシュセット4

単品価格合計②＋③ ¥31,500のところ

セット価格¥27,300【税抜き価格：
本体¥20,000＋    ¥6,000】
[除くROADEST] MZ575684

¥19,950
【税抜き価格：本体¥15,400＋    ¥3,600】
［全車］MZ562868
●スマートなデザインと前後の連続感を追求した美しい
　バイザー。ＲＶＲのスタイリッシュなフォルムにフィット。
　雨の日の室内換気に便利です。フロントバイザー後部
　には「MITSUBISHI MOTORS」のロゴ入り。
　アクリル製スモーク、フロント／リヤ左右セット。

エクシードバイザー8
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¥18,690
【税抜き価格：本体¥16,000＋    ¥1,800】［全車］
MZ576227（キーレスオペレーションシステム装着車）
MZ576228（キーレスオペレーションシステム未装着車）
●ドアハンドルに装着して高級感を演出します。さらに
　ドア開閉のたびに、そのクールな輝きを楽しむことが
　できます。貼付けタイプ、フロント／リヤ左右セット。

メッキ調ドアハンドルカバー5

¥8,820
【税抜き価格：本体¥6,000＋    ¥2,400】
［全車］MZ536196
●ドア開閉時のちょっとした接触からドアエッジを守ります。ステンレス製の光輝タイプで、
　ボディサイドのワンポイントアクセントにもなります。フロント／リヤ左右セット。
※ P6③サイドモールとの同時装着も可能です。

ドアエッジモール1

¥12,810
【税抜き価格：本体¥11,000＋    ¥1,200】
［除くROADEST］MZ574622
●荷物の出し入れによるバンパー上面のキズつきを抑えるだけでなく、リヤビューのワン
　ポイントアクセントにもなります。ステンレス製。

リヤバンパープレート3

¥9,870
【税抜き価格：本体¥7,600＋    ¥1,800】
［全車］MZ574604
●厚みのあるスーパーハイボスカルステッカーで、テ－ルゲート下端のキズつきを抑えます。
　つや消しシルバー色に光輝ラインを配したシンプルで上品なデザイン。リヤビューを
　スマートに引き締めます。

テールゲートプロテクター4

¥15,960
【税抜き価格：本体¥12,200＋    ¥3,000】
［除くROADEST］MZ527473
●エッチング処理を施したアルミ風ベースに、光沢のあるキャラクターラインとRVRロゴ
　をデザイン。異なる２種の金属を組み合わせたようなプレミアム感の高いプレートです。
　サイドシル部を乗降時のキズつきから守ります。ステンレス製。フロント／リヤ左右セット。

スカッフプレート2

個性を楽しむ。
気持ち良く乗りたいから、純正オプショナルパーツを選びたい。

たんに機能的なだけでなく、純正だからこそRVRにフィットしたデザインでドレスアップにも貢献する。

クルマの個性を高めること、それは自分の個性も高めること。

※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。

フロント
リヤ

◆各商品の適用および注記は三菱自動車 純正用品に関するものであり、 ROAR、RALLIART商品との同時装着に関しては含まれていません。

¥8,820
【税抜き価格：本体¥7,200＋    ¥1,200】
［フォグランプ未装着車］
MZ575682
●メッキ＆ブラックの質感が高く、しかもファショナブル
　なベゼル。フォグランプ未装着車に純正オプションの
　各種フォグランプを装着するときにプラスワンのドレス
　アップが可能です。
※標準装備のフォグランプ装着車［類別：G］のベゼル
　と同品です。

フォグランプベゼル（メッキ）10

EXTERIOR & CARRIER

¥8,500 MZ572537
【税抜き価格：本体￥8,096】［全車］

●ナンバープレートフレーム（メッキ）2枚（フロント／リヤ）とナンバープレートロックボルト（マックガード製）の3点セット。
⑦ナンバープレートフレーム MZ572523×2枚 ¥6,300【税抜き価格：本体¥3,000×2枚】＋
⑧ナンバープレートロックボルト（マックガード製）MZ572530 ¥3,150【税抜き価格：本体¥3,000】

※単品設定もあります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※リヤに装着する場合、ナンバープレート封印前に装着してください。
※字光式ナンバープレートには使用できません。

単品合計価格 ¥9,450【税抜き価格：本体¥9,000】のところ、お得なセット価格に。

ナンバープレートフレーム（メッキ）＋ナンバープレートロックボルト6

¥39,900
【税抜き価格：本体¥33,800＋    ¥4,200】
［フォグランプ装着車］MZ581894
●スモールライトに連動してブルー光のLEDイルミネーションがリング状に点灯。
　フォグランプの点灯によりLEDイルミネーションは消灯します。オンロード／オフロード
　両方のドライブシーンにマッチするスタイリッシュなフォグランプです。H8 12V35W。
※標準装備およびメーカーオプションのフォグランプ（55W）との交換装着となります。
※ヘッドライトのオートライトコントロール、ヘッドライトマナースイッチ機能は含まれません。
　別売のP13③ヘッドライトマナースイッチ、または④オートライトコントロールをお求めください。

イルミネーション付フォグランプ11

¥95,970
【税抜き価格：本体¥83,000＋    ¥8,400】
［フォグランプ未装着車］MZ581929
●光源にLEDを使用した三菱純正オプションとして初採用の新世代フォグランプです。鋭いホワイト光は直進性が強く、
　ハロゲンフォグランプとは一線を画します。色温度：5,900Ｋ(ケルビン)。クリアレンズ、12V55W相当。レンズ径:90mm。
　レンズ外周部のエクステンションはガンメタ色。ヘッドライトのオートライトコントロール、ヘッドライトマナースイッチ機能付。
※写真は別売の⑩フォグランプベゼル（メッキ）を装着しています。

LEDフォグランプ7

¥35,910
【税抜き価格：本体¥25,800＋    ¥8,400】
［フォグランプ未装着車］MZ581922
●シティクルージングにマッチするホワイト光。オール
　ラウンドに楽しめるスタンダードなフォグランプです。
　クリアレンズ＋ホワイトバルブ（H11 12V55W）。
　レンズ径:90mm、マルチリフレクタータイプ。
　ヘッドライトのオートライトコントロール、ヘッドライト
　マナースイッチ機能付。
※標準装備およびメーカーオプションのフォグランプと
　同等品です。
※写真は別売の⑩フォグランプベゼル（メッキ）を装着
　しています。

ハロゲンフォグランプ（クリア）8

¥37,800
【税抜き価格：本体¥27,600＋    ¥8,400】
［フォグランプ未装着車］MZ581923
●実用性の高いイエロー光。アウトドアで威力を発揮
　します。イエローコーティングレンズ＋ホワイトバルブ
  （H11 12V55W）。レンズ径:90mm、
 　マルチリフレクタータイプ。ヘッドライトのオートライト
　コントロール、ヘッドライトマナースイッチ機能付。
※写真は別売の⑩フォグランプベゼル（メッキ）を装着
　しています。

ハロゲンフォグランプ（イエロー）9



¥18,690
【税抜き価格：本体¥16,000＋    ¥1,800】［全車］
MZ576227（キーレスオペレーションシステム装着車）
MZ576228（キーレスオペレーションシステム未装着車）
●ドアハンドルに装着して高級感を演出します。さらに
　ドア開閉のたびに、そのクールな輝きを楽しむことが
　できます。貼付けタイプ、フロント／リヤ左右セット。

メッキ調ドアハンドルカバー5

¥8,820
【税抜き価格：本体¥6,000＋    ¥2,400】
［全車］MZ536196
●ドア開閉時のちょっとした接触からドアエッジを守ります。ステンレス製の光輝タイプで、
　ボディサイドのワンポイントアクセントにもなります。フロント／リヤ左右セット。
※ P6③サイドモールとの同時装着も可能です。

ドアエッジモール1

¥12,810
【税抜き価格：本体¥11,000＋    ¥1,200】
［除くROADEST］MZ574622
●荷物の出し入れによるバンパー上面のキズつきを抑えるだけでなく、リヤビューのワン
　ポイントアクセントにもなります。ステンレス製。

リヤバンパープレート3

¥9,870
【税抜き価格：本体¥7,600＋    ¥1,800】
［全車］MZ574604
●厚みのあるスーパーハイボスカルステッカーで、テ－ルゲート下端のキズつきを抑えます。
　つや消しシルバー色に光輝ラインを配したシンプルで上品なデザイン。リヤビューを
　スマートに引き締めます。

テールゲートプロテクター4

¥15,960
【税抜き価格：本体¥12,200＋    ¥3,000】
［除くROADEST］MZ527473
●エッチング処理を施したアルミ風ベースに、光沢のあるキャラクターラインとRVRロゴ
　をデザイン。異なる２種の金属を組み合わせたようなプレミアム感の高いプレートです。
　サイドシル部を乗降時のキズつきから守ります。ステンレス製。フロント／リヤ左右セット。

スカッフプレート2

個性を楽しむ。
気持ち良く乗りたいから、純正オプショナルパーツを選びたい。

たんに機能的なだけでなく、純正だからこそRVRにフィットしたデザインでドレスアップにも貢献する。

クルマの個性を高めること、それは自分の個性も高めること。

※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。

フロント
リヤ

◆各商品の適用および注記は三菱自動車 純正用品に関するものであり、 ROAR、RALLIART商品との同時装着に関しては含まれていません。

¥8,820
【税抜き価格：本体¥7,200＋    ¥1,200】
［フォグランプ未装着車］
MZ575682
●メッキ＆ブラックの質感が高く、しかもファショナブル
　なベゼル。フォグランプ未装着車に純正オプションの
　各種フォグランプを装着するときにプラスワンのドレス
　アップが可能です。
※標準装備のフォグランプ装着車［類別：G］のベゼル
　と同品です。

フォグランプベゼル（メッキ）10

EXTERIOR & CARRIER

¥8,500 MZ572537
【税抜き価格：本体￥8,096】［全車］

●ナンバープレートフレーム（メッキ）2枚（フロント／リヤ）とナンバープレートロックボルト（マックガード製）の3点セット。
⑦ナンバープレートフレーム MZ572523×2枚 ¥6,300【税抜き価格：本体¥3,000×2枚】＋
⑧ナンバープレートロックボルト（マックガード製）MZ572530 ¥3,150【税抜き価格：本体¥3,000】

※単品設定もあります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※リヤに装着する場合、ナンバープレート封印前に装着してください。
※字光式ナンバープレートには使用できません。

単品合計価格 ¥9,450【税抜き価格：本体¥9,000】のところ、お得なセット価格に。

ナンバープレートフレーム（メッキ）＋ナンバープレートロックボルト6

¥39,900
【税抜き価格：本体¥33,800＋    ¥4,200】
［フォグランプ装着車］MZ581894
●スモールライトに連動してブルー光のLEDイルミネーションがリング状に点灯。
　フォグランプの点灯によりLEDイルミネーションは消灯します。オンロード／オフロード
　両方のドライブシーンにマッチするスタイリッシュなフォグランプです。H8 12V35W。
※標準装備およびメーカーオプションのフォグランプ（55W）との交換装着となります。
※ヘッドライトのオートライトコントロール、ヘッドライトマナースイッチ機能は含まれません。
　別売のP13③ヘッドライトマナースイッチ、または④オートライトコントロールをお求めください。

イルミネーション付フォグランプ11

¥95,970
【税抜き価格：本体¥83,000＋    ¥8,400】
［フォグランプ未装着車］MZ581929
●光源にLEDを使用した三菱純正オプションとして初採用の新世代フォグランプです。鋭いホワイト光は直進性が強く、
　ハロゲンフォグランプとは一線を画します。色温度：5,900Ｋ(ケルビン)。クリアレンズ、12V55W相当。レンズ径:90mm。
　レンズ外周部のエクステンションはガンメタ色。ヘッドライトのオートライトコントロール、ヘッドライトマナースイッチ機能付。
※写真は別売の⑩フォグランプベゼル（メッキ）を装着しています。

LEDフォグランプ7

¥35,910
【税抜き価格：本体¥25,800＋    ¥8,400】
［フォグランプ未装着車］MZ581922
●シティクルージングにマッチするホワイト光。オール
　ラウンドに楽しめるスタンダードなフォグランプです。
　クリアレンズ＋ホワイトバルブ（H11 12V55W）。
　レンズ径:90mm、マルチリフレクタータイプ。
　ヘッドライトのオートライトコントロール、ヘッドライト
　マナースイッチ機能付。
※標準装備およびメーカーオプションのフォグランプと
　同等品です。
※写真は別売の⑩フォグランプベゼル（メッキ）を装着
　しています。

ハロゲンフォグランプ（クリア）8

¥37,800
【税抜き価格：本体¥27,600＋    ¥8,400】
［フォグランプ未装着車］MZ581923
●実用性の高いイエロー光。アウトドアで威力を発揮
　します。イエローコーティングレンズ＋ホワイトバルブ
  （H11 12V55W）。レンズ径:90mm、
 　マルチリフレクタータイプ。ヘッドライトのオートライト
　コントロール、ヘッドライトマナースイッチ機能付。
※写真は別売の⑩フォグランプベゼル（メッキ）を装着
　しています。

ハロゲンフォグランプ（イエロー）9



※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。

¥8,295
【税抜き価格：本体¥5,500＋    ¥2,400】
［全車］MZ580135
●高輝度LEDによる色温度：4,800Ｋ（ケルビン）の鮮やかな光。Ｔ10規格、ホワイト光。
　標準ポジションランプのバルブと交換。２個セット。
※ポジションランプ以外に使用されているウェッジバルブとは交換できません。

PREMIUM LEDウェッジバルブ1

¥16,800
【税抜き価格：本体¥12,400＋    ¥3,600】
［全車］MZ538307
●装着部付近のキズつきをおさえると同時に、ボディ
　サイドを引き締めるアクセサリーとしても効果的です。
　樹脂製、グレー色。フロント／リヤ左右セット。
※ボディサイドのキズつきを完全に防ぐものではありません。
※P4①ドアエッジモールとの同時装着も可能です。

サイドモール3

¥40,110（１本）
【税抜き価格：本体¥34,000＋    ¥4,200】
［全車］MZ556134
●10本スポーク。サイズ：215/65R16。16×6.5J、
　インセット：46mm、PCD：114.3mm。
※価格にタイヤ、ホイールナットは含みません。
※スチールホイールと交換装着する場合は、別途ナット
 （MR455707×5/本）が必要になります。

アルミホイール（16インチ）6

¥43,260（１本）
【税抜き価格：本体¥37,000＋    ¥4,200】
［全車］MZ556003
●10本スポーク。補修＆冬季履替え用。サイズ：215/60R17。
　17×6.5J、インセット：46mm、PCD：114.3mm。
※価格にタイヤ、ホイールナットは含みません。
※スチールホイールと交換装着する場合は、別途ナット
 （MR455707×5/本）が必要になります。
※類別Ｇに標準装備のアルミホイールと同品です。

アルミホイール（17インチ）7

¥18,270 
【税抜き価格：本体¥15,000＋    ¥2,400】
［全車］MZ580136
●185ルーメン（T16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。

REMIUM LED バックアップランプバルブ2

¥7,560
【税抜き価格：本体¥6,000＋    ¥1,200】［全車］
MZ556520（アルミホイール装着車用：フラットタイプ）
MZ556525（スチールホイール装着車用：貫通タイプ）
●独自の花形キーパターンにより、ホイールの盗難を
　防止します。信頼性の高いマックガード製、４個セット。

ホイールロックナット8

¥19,950
【税抜き価格：本体¥19,000】
［全車］MZ541713
●ポリエステル製、防炎加工、シルバー色。
　MITSUBISHI MOTORSのロゴ入り。
※三菱純正の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、キャリア類は取外し、コーナー
　ポールは収納してください。

ボディカバー5

スポーツを楽しむ。
軽快なシティクルーズから豪快なオフロードまで、いつでも一緒に付き合いたいクルマだから

走りの装備には気を使っておきたい。またアウトドアスポーツの基本、キャリアも厳選しておきたい。

ＲＶＲなら、アクティブな毎日が楽しめそうだ。

MZ556520

MZ556525

標準バルブ

PREMIUM LEDウェッジバルブ

◆各商品の適用および注記は三菱自動車 純正用品に関するものであり、 ROAR、RALLIART商品との同時装着に関しては含まれていません。

¥6,090
【税抜き価格：本体¥5,800】
［ルーフレール無車］MZ535040
● 長さ800×幅800(mm)。
※荷物を固定する際には、必ずタイイング
　ベルトを併用してください。

ルーフネット6

¥3,150
【税抜き価格：本体¥3,000】
［ルーフレール無車］MZ535918
● 長さ５m×２本セット。

タイイングベルトセット7

¥3,780
【税抜き価格：本体¥3,600】
［ルーフレール付車］MZ533008
●長さ800×幅800(mm)。フック10個付。
※荷物を固定する際には、必ずタイイング
　ベルトを併用してください。

ルーフネット13

¥3,780
【税抜き価格：本体¥3,600】
［ルーフレール付車］MZ533009
●６m×２本セット。

タイイングベルトセット14

¥21,210
【税抜き価格：本体¥19,000＋    ¥1,200】
［ルーフレール無車］MZ535013
●自転車１台を正立で積めます。
※自転車の種類や形状によっては積むことが
　できません。

サイクルキャリアアタッチメント（正立式）3

¥34,650
【税抜き価格：本体¥30,000＋    ¥3,000】
［ルーフレール無車］MZ535031
●長さ1050×幅750×高さ100(mm)。
　製品重量：8.9kg。

ルーフラックアタッチメント5

¥14,280
【税抜き価格：本体¥10,000＋    ¥3,600】
［ルーフレール無車］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。

ウインド＆サーフボードアタッチメント4

¥14,280
【税抜き価格：本体¥12,400＋    ¥1,200】
［ルーフレール付車］MZ533002
●サーフボード１台積み。ボードのホールド
　性に優れています。

サーフボードアタッチメント11

¥41,475
【税抜き価格：本体¥36,500＋    ¥3,000】
［ルーフレール付車］MZ533007
●長さ1,280×幅790×高さ122(mm)。
　製品重量：9.0kg。アルミ製。

ルーフラックアタッチメント12

¥20,160
【税抜き価格：本体¥18,000＋    ¥1,200】
［ルーフレール無車］MZ532281
●スキ－６セットまたはスノーボード４台積み。

スキー＆スノーボードアタッチメント（平積みアルミロング）2

¥25,410
【税抜き価格：本体¥23,000＋    ¥1,200】
［ルーフレール付車］MZ533004
●スキ－６セットまたはスノーボード４台積み。

スキー＆スノーボードアタッチメント9

¥23,310
【税抜き価格：本体¥21,000＋    ¥1,200】
［ルーフレール付車］MZ533003
●自転車１台を正立で積めます。
※自転車の種類や形状によっては積むこと
　ができません。

サイクルキャリアアタッチメント10

¥34,860
【税抜き価格：本体¥28,400＋    ¥4,800】
［ルーフレール無車］MZ532008
●各種アタッチメントを装着するためのベースとなるキャリア。最大積載重量：50kg。

ベースキャリア（ルーフレール未装着車用）1

¥34,020
【税抜き価格：本体¥30,000＋    ¥2,400】
［ルーフレール付車］MZ532009
●各種アタッチメントを装着するためのベースとなるキャリア。最大積載重量：50kg。

ベースキャリア（ルーフレール装着車用）8

※下記の②～⑤アタッチメントの装着には、①MITSUBISHI MOTORS ORIGINALのベースキャリアが必要です。 ※下記の⑨～⑫アタッチメントの装着には、⑧THULEのベースキャリアが必要です。

　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。
※サイクルアタッチメントはダイヤモンドフレーム式自転車の積載が可能ですが、フレーム形状によっては積載できない場合があります。また自転車の種類や形状によっては積載できません。

写真はリヤ

¥16,800
【税抜き価格：本体¥13,000＋    ¥3,000】
［除くROADEST］MZ530011（フロント／リヤセット）　
●石や泥はねなどからボディを守ります。樹脂製、原着
　ブラック色。フロント／リヤ左右セット。
※石や泥はねによるキズつきや汚れを完全に防ぐもので
　はありません。

マッドガード4

EXTERIOR & CARRIER



※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。

¥8,295
【税抜き価格：本体¥5,500＋    ¥2,400】
［全車］MZ580135
●高輝度LEDによる色温度：4,800Ｋ（ケルビン）の鮮やかな光。Ｔ10規格、ホワイト光。
　標準ポジションランプのバルブと交換。２個セット。
※ポジションランプ以外に使用されているウェッジバルブとは交換できません。

PREMIUM LEDウェッジバルブ1

¥16,800
【税抜き価格：本体¥12,400＋    ¥3,600】
［全車］MZ538307
●装着部付近のキズつきをおさえると同時に、ボディ
　サイドを引き締めるアクセサリーとしても効果的です。
　樹脂製、グレー色。フロント／リヤ左右セット。
※ボディサイドのキズつきを完全に防ぐものではありません。
※P4①ドアエッジモールとの同時装着も可能です。

サイドモール3

¥40,110（１本）
【税抜き価格：本体¥34,000＋    ¥4,200】
［全車］MZ556134
●10本スポーク。サイズ：215/65R16。16×6.5J、
　インセット：46mm、PCD：114.3mm。
※価格にタイヤ、ホイールナットは含みません。
※スチールホイールと交換装着する場合は、別途ナット
 （MR455707×5/本）が必要になります。

アルミホイール（16インチ）6

¥43,260（１本）
【税抜き価格：本体¥37,000＋    ¥4,200】
［全車］MZ556003
●10本スポーク。補修＆冬季履替え用。サイズ：215/60R17。
　17×6.5J、インセット：46mm、PCD：114.3mm。
※価格にタイヤ、ホイールナットは含みません。
※スチールホイールと交換装着する場合は、別途ナット
 （MR455707×5/本）が必要になります。
※類別Ｇに標準装備のアルミホイールと同品です。

アルミホイール（17インチ）7

¥18,270 
【税抜き価格：本体¥15,000＋    ¥2,400】
［全車］MZ580136
●185ルーメン（T16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。

REMIUM LED バックアップランプバルブ2

¥7,560
【税抜き価格：本体¥6,000＋    ¥1,200】［全車］
MZ556520（アルミホイール装着車用：フラットタイプ）
MZ556525（スチールホイール装着車用：貫通タイプ）
●独自の花形キーパターンにより、ホイールの盗難を
　防止します。信頼性の高いマックガード製、４個セット。

ホイールロックナット8

¥19,950
【税抜き価格：本体¥19,000】
［全車］MZ541713
●ポリエステル製、防炎加工、シルバー色。
　MITSUBISHI MOTORSのロゴ入り。
※三菱純正の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、キャリア類は取外し、コーナー
　ポールは収納してください。

ボディカバー5

スポーツを楽しむ。
軽快なシティクルーズから豪快なオフロードまで、いつでも一緒に付き合いたいクルマだから

走りの装備には気を使っておきたい。またアウトドアスポーツの基本、キャリアも厳選しておきたい。

ＲＶＲなら、アクティブな毎日が楽しめそうだ。

MZ556520

MZ556525

標準バルブ

PREMIUM LEDウェッジバルブ

◆各商品の適用および注記は三菱自動車 純正用品に関するものであり、 ROAR、RALLIART商品との同時装着に関しては含まれていません。

¥6,090
【税抜き価格：本体¥5,800】
［ルーフレール無車］MZ535040
● 長さ800×幅800(mm)。
※荷物を固定する際には、必ずタイイング
　ベルトを併用してください。

ルーフネット6

¥3,150
【税抜き価格：本体¥3,000】
［ルーフレール無車］MZ535918
● 長さ５m×２本セット。

タイイングベルトセット7

¥3,780
【税抜き価格：本体¥3,600】
［ルーフレール付車］MZ533008
●長さ800×幅800(mm)。フック10個付。
※荷物を固定する際には、必ずタイイング
　ベルトを併用してください。

ルーフネット13

¥3,780
【税抜き価格：本体¥3,600】
［ルーフレール付車］MZ533009
●６m×２本セット。

タイイングベルトセット14

¥21,210
【税抜き価格：本体¥19,000＋    ¥1,200】
［ルーフレール無車］MZ535013
●自転車１台を正立で積めます。
※自転車の種類や形状によっては積むことが
　できません。

サイクルキャリアアタッチメント（正立式）3

¥34,650
【税抜き価格：本体¥30,000＋    ¥3,000】
［ルーフレール無車］MZ535031
●長さ1050×幅750×高さ100(mm)。
　製品重量：8.9kg。

ルーフラックアタッチメント5

¥14,280
【税抜き価格：本体¥10,000＋    ¥3,600】
［ルーフレール無車］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。

ウインド＆サーフボードアタッチメント4

¥14,280
【税抜き価格：本体¥12,400＋    ¥1,200】
［ルーフレール付車］MZ533002
●サーフボード１台積み。ボードのホールド
　性に優れています。

サーフボードアタッチメント11

¥41,475
【税抜き価格：本体¥36,500＋    ¥3,000】
［ルーフレール付車］MZ533007
●長さ1,280×幅790×高さ122(mm)。
　製品重量：9.0kg。アルミ製。

ルーフラックアタッチメント12

¥20,160
【税抜き価格：本体¥18,000＋    ¥1,200】
［ルーフレール無車］MZ532281
●スキ－６セットまたはスノーボード４台積み。

スキー＆スノーボードアタッチメント（平積みアルミロング）2

¥25,410
【税抜き価格：本体¥23,000＋    ¥1,200】
［ルーフレール付車］MZ533004
●スキ－６セットまたはスノーボード４台積み。

スキー＆スノーボードアタッチメント9

¥23,310
【税抜き価格：本体¥21,000＋    ¥1,200】
［ルーフレール付車］MZ533003
●自転車１台を正立で積めます。
※自転車の種類や形状によっては積むこと
　ができません。

サイクルキャリアアタッチメント10

¥34,860
【税抜き価格：本体¥28,400＋    ¥4,800】
［ルーフレール無車］MZ532008
●各種アタッチメントを装着するためのベースとなるキャリア。最大積載重量：50kg。

ベースキャリア（ルーフレール未装着車用）1

¥34,020
【税抜き価格：本体¥30,000＋    ¥2,400】
［ルーフレール付車］MZ532009
●各種アタッチメントを装着するためのベースとなるキャリア。最大積載重量：50kg。

ベースキャリア（ルーフレール装着車用）8

※下記の②～⑤アタッチメントの装着には、①MITSUBISHI MOTORS ORIGINALのベースキャリアが必要です。 ※下記の⑨～⑫アタッチメントの装着には、⑧THULEのベースキャリアが必要です。

　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。
※サイクルアタッチメントはダイヤモンドフレーム式自転車の積載が可能ですが、フレーム形状によっては積載できない場合があります。また自転車の種類や形状によっては積載できません。

写真はリヤ

¥16,800
【税抜き価格：本体¥13,000＋    ¥3,000】
［除くROADEST］MZ530011（フロント／リヤセット）　
●石や泥はねなどからボディを守ります。樹脂製、原着
　ブラック色。フロント／リヤ左右セット。
※石や泥はねによるキズつきや汚れを完全に防ぐもので
　はありません。

マッドガード4

EXTERIOR & CARRIER



¥24,990
【税抜き価格：本体¥22,000＋    ¥1,800】
［除くROADEST G］
MZ527581（オーディオレス2DINパネル車用）
MZ527572（MMCS、ディスプレイオーディオ装着車用）
●格調の高いピアノの漆黒をイメージしたブラックパネル。
　コックピットに重厚感が漂います。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。

アクセントパネルセット（ピアノブラック）1

¥26,880
【税抜き価格：本体¥23,800＋    ¥1,800】
［除くROADEST G］
MZ527583（オーディオレス2DINパネル車用）
MZ527573（MMCS、ディスプレイオーディオ装着車用）
●クロム合金箔にヘアライン装飾を加え、本物の金属
　の輝きを持たせた質感の高いパネル。
　室内にメカニカルな緊張感を生みだします。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。

アクセントパネルセット（ヘアラインメタル調）2

¥10,185
【税抜き価格：本体¥8,500＋    ¥1,200】［全車］
MZ590788(LEDユニット２個／セット)

¥6,300
【税抜き価格：本体¥4,800＋    ¥1,200】
［ルームランプ装着車］
MZ590790(LEDユニット1個／セット)
●マップランプやルームランプのバルブを、より明るく
　鮮やかなLEDユニットに交換。車両の電気制御
　システムに合わせて開発された専用ユニットです。
※車両１台で最大３個（マップランプ２個、ルームランプ１個）
　装備されています。ただし、パノラマガラスルーフ
　付車にはルームランプは装備されていません。

LEDルームランプ8

¥5,040 
【税抜き価格：本体¥4,800】
［全車］MZ520635
●周囲に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。夜間でも
　使いやすく、車内のムードも高めます。LEDは電池や
　外部電力が不要のソーラー充電式。

LEDアッシュカップ9

¥2,100 
【税抜き価格：本体¥2,000】
［全車］MZ520628
●「グリーンプラスチック」
　を採用して作られた、
　環境にやさしい移動式
　灰皿。

カップ型灰皿（グリーンプラスチック）10

豪華さを楽しむ。
一番身近な運転席まわりに、気に入った装備をプラスすると、乗るたびに楽しい気分になれる。

ＲＶＲの純正オプショナルパーツなら、機能性に加えてデザイン性も備えていることが魅力といえる。

このコックピットなら、座るたびに愛着がわいてくる。

グリーンプラスチック

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

標準バルブ LEDルームランプ

マップランプ
ルームランプ

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

写真はオーディオレス
2DINパネル車用

写真はMMCS装着車用

※アクセントパネルは車両のインパネセンター
　よりも光沢感が強いため、季節や天候に
　よっては太陽光が反射して眩しく感じる場合
　がありますので、あらかじめご了承ください。
※プレミアムサウンドシステム車用に「Rockford 
　Fosgate」ロゴステッカーをセットしています。

◆各商品の適用および注記は三菱自動車 純正用品に関するものであり、 ROAR、RALLIART商品との同時装着に関しては含まれていません。

¥38,430
【税抜き価格：本体¥29,400＋    ¥7,200】
［全車］MZ590797
●ドアを開けるとブルー光に点灯。後続車にいち早く注意を促して、夜間の
　安全性を高めます。暗い駐車場などでは足元をやさしく照らして乗降を
　サポートします。フロントドア左右セット。
※❼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。

ドアコーテシイルミネーション6

¥20,160
【税抜き価格：本体¥12,000＋    ¥7,200】
［全車］MZ590826
●スモールライトと連動して、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。
※❻ドアコーテシイルミネーション、P21グレードアップスピーカーとの同時装着
　はできません。

フロントドアスピーカーイルミネーション7

¥9,870
【税抜き価格：本体¥8,200＋    ¥1,200】
［全車］MZ525507
●アルミ削り出し（アルマイト処理）とブラックレザー
　という本物素材の組み合わせです。しかも人気の
　高い球形タイプでスポーティなマニュアルシフトを
　彷彿とさせます。スリーダイヤマーク付

シフトノブ3

¥27,720
【税抜き価格：本体¥22,800＋    ¥3,600】
［パドルシフト未装着車］MZ527487
●ステアリングに手をそえたままでシフトアップ／ダウン
　が可能です。
※標準装備品と同等品です。

パドルシフト4

※写真は説明用のため、画像処理を施しています。

¥16,800
【税抜き価格：本体¥10,000＋    ¥6,000】
［全車］MZ590771
●ドア開閉と連動して、運転席／助手席の足元をブルーLED光
　で照らします。乗降をサポートすると同時に、ブラックインテリア
　の中で幻想的な雰囲気を生み出します。

フロアイルミネーション5

※本画像はイメージです。

INTERIOR

※ナビゲーションは装着イメージで、現行モデルとは異なります。



¥24,990
【税抜き価格：本体¥22,000＋    ¥1,800】
［除くROADEST G］
MZ527581（オーディオレス2DINパネル車用）
MZ527572（MMCS、ディスプレイオーディオ装着車用）
●格調の高いピアノの漆黒をイメージしたブラックパネル。
　コックピットに重厚感が漂います。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。

アクセントパネルセット（ピアノブラック）1

¥26,880
【税抜き価格：本体¥23,800＋    ¥1,800】
［除くROADEST G］
MZ527583（オーディオレス2DINパネル車用）
MZ527573（MMCS、ディスプレイオーディオ装着車用）
●クロム合金箔にヘアライン装飾を加え、本物の金属
　の輝きを持たせた質感の高いパネル。
　室内にメカニカルな緊張感を生みだします。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。

アクセントパネルセット（ヘアラインメタル調）2

¥10,185
【税抜き価格：本体¥8,500＋    ¥1,200】［全車］
MZ590788(LEDユニット２個／セット)

¥6,300
【税抜き価格：本体¥4,800＋    ¥1,200】
［ルームランプ装着車］
MZ590790(LEDユニット1個／セット)
●マップランプやルームランプのバルブを、より明るく
　鮮やかなLEDユニットに交換。車両の電気制御
　システムに合わせて開発された専用ユニットです。
※車両１台で最大３個（マップランプ２個、ルームランプ１個）
　装備されています。ただし、パノラマガラスルーフ
　付車にはルームランプは装備されていません。

LEDルームランプ8

¥5,040 
【税抜き価格：本体¥4,800】
［全車］MZ520635
●周囲に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。夜間でも
　使いやすく、車内のムードも高めます。LEDは電池や
　外部電力が不要のソーラー充電式。

LEDアッシュカップ9

¥2,100 
【税抜き価格：本体¥2,000】
［全車］MZ520628
●「グリーンプラスチック」
　を採用して作られた、
　環境にやさしい移動式
　灰皿。

カップ型灰皿（グリーンプラスチック）10

豪華さを楽しむ。
一番身近な運転席まわりに、気に入った装備をプラスすると、乗るたびに楽しい気分になれる。

ＲＶＲの純正オプショナルパーツなら、機能性に加えてデザイン性も備えていることが魅力といえる。

このコックピットなら、座るたびに愛着がわいてくる。

グリーンプラスチック

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

標準バルブ LEDルームランプ

マップランプ
ルームランプ

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

写真はオーディオレス
2DINパネル車用

写真はMMCS装着車用

※アクセントパネルは車両のインパネセンター
　よりも光沢感が強いため、季節や天候に
　よっては太陽光が反射して眩しく感じる場合
　がありますので、あらかじめご了承ください。
※プレミアムサウンドシステム車用に「Rockford 
　Fosgate」ロゴステッカーをセットしています。

◆各商品の適用および注記は三菱自動車 純正用品に関するものであり、 ROAR、RALLIART商品との同時装着に関しては含まれていません。

¥38,430
【税抜き価格：本体¥29,400＋    ¥7,200】
［全車］MZ590797
●ドアを開けるとブルー光に点灯。後続車にいち早く注意を促して、夜間の
　安全性を高めます。暗い駐車場などでは足元をやさしく照らして乗降を
　サポートします。フロントドア左右セット。
※❼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。

ドアコーテシイルミネーション6

¥20,160
【税抜き価格：本体¥12,000＋    ¥7,200】
［全車］MZ590826
●スモールライトと連動して、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。
※❻ドアコーテシイルミネーション、P21グレードアップスピーカーとの同時装着
　はできません。

フロントドアスピーカーイルミネーション7

¥9,870
【税抜き価格：本体¥8,200＋    ¥1,200】
［全車］MZ525507
●アルミ削り出し（アルマイト処理）とブラックレザー
　という本物素材の組み合わせです。しかも人気の
　高い球形タイプでスポーティなマニュアルシフトを
　彷彿とさせます。スリーダイヤマーク付

シフトノブ3

¥27,720
【税抜き価格：本体¥22,800＋    ¥3,600】
［パドルシフト未装着車］MZ527487
●ステアリングに手をそえたままでシフトアップ／ダウン
　が可能です。
※標準装備品と同等品です。

パドルシフト4

※写真は説明用のため、画像処理を施しています。

¥16,800
【税抜き価格：本体¥10,000＋    ¥6,000】
［全車］MZ590771
●ドア開閉と連動して、運転席／助手席の足元をブルーLED光
　で照らします。乗降をサポートすると同時に、ブラックインテリア
　の中で幻想的な雰囲気を生み出します。

フロアイルミネーション5

※本画像はイメージです。

INTERIOR

※ナビゲーションは装着イメージで、現行モデルとは異なります。



¥49,980
【税抜き価格：本体¥42,800＋    ¥4,800】
［除くサイドエアバッグ付車、除く本革シート車］
MZ501685（リヤアームレスト付車用）
MZ501686（リヤアームレスト無車用）
●シートバックのステッチや中央のディンプル、さらには
　シックなグレーのパイピングに大人の気品が感じられ
　ます。運転席／助手席／後席のフルセット。
※マチ部分やシート背面などはファブリック生地になります。
　また、フロントのセンターアームレスト部のカバーはありま
　せん。

本革調シートカバー1

［除くサイドエアバッグ付車、除く本革シート車］

¥32,970
【税抜き価格：本体¥26,600＋     ¥4,800】
MZ501687（リヤアームレスト付車用）
MZ501688（リヤアームレスト無車用）

［本革シートを除くサイドエアバッグ付車］

¥34,860
【税抜き価格：本体¥28,400＋    ¥4,800】
  MZ501689（リヤアームレスト付車用）
MZ501690（リヤアームレスト無車用）
●汗や汚れからシート本体をしっかりガードします。
　ブラックとダークグレーを組み合わせたモノトーン調
　がＲＶＲのインテリアにマッチします。
　運転席／助手席／後席のフルセット。
※フロントのセンターアームレスト部のカバーはありません。

シートカバー2

¥13,860
【税抜き価格：本体¥11,400＋    ¥1,800】
［全車］MZ508015
●インテリアカラーに合わせた、落ち着きのあるダーク
　グレー色のレース生地。従来の白レース生地と比べて
　ヘッドレスト部の汚れも目立ちません。
　運転席／助手席／後席のフルセット。
※サイドエアバッグ装着車にも対応しています。

ハーフカバー3

¥22,050
【税抜き価格：本体¥19,800＋    ¥1,200】
［全車］MZ511808
●凹凸の幾何学模様を全体にあしらったシンプルな
　デザインのマット。ＲＶＲロゴのタグ付。運転席、
　助手席、リヤ左右＋センターマットの５点セット。

フロアマット（スタンダード）5

¥12,810
【税抜き価格：本体¥12,200】
［全車］MZ518071
●駐車時の直射日光を防ぎ、室温の上昇を抑えます。
　使わない時はコンパクト収納が可能。フロントガラス、
　フロントドアガラス左右の3点セット。

ワンタッチサンシェード6

¥5,985
【税抜き価格：本体¥4,500＋    ¥1,200】［全車］
MZ600192
● 除塵、脱臭をはじめ、ダニの死骸や花粉（アレル物質）
　まで抑制する高性能エアコンフィルター。
※標準装備のクリーンエアフィルターと交換装着になります。
※1年または12,000km毎の定期交換を推奨します。

アレル除去フィルター（脱臭機能付）8

¥34,440 
【税抜き価格：本体¥22,000＋    ¥10,800】［全車］
MZ518864（クリア） MZ518884（スモーク）
●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。

UV & IR カットフィルム7

¥25,200
【税抜き価格：本体¥22,800＋    ¥1,200】
［全車］MZ511806
●毛足が長く柔らかい風合い、上品でしかも品質の
　良さを誇る高級マットです。また、艶消しブラック地
　に艶のあるＲＶＲロゴをデザインしたプレミアム感の
　高いアルミネームプレートを採用。運転席、助手席、
　リヤ左右＋センターマットの５点セット。

フロアマット（ラグジュアリー）4

▼フィルム貼付け位置

ゆとりを楽しむ。
自分で選んだアイテムを装着すること、それはＲＶＲを自分のために

オーダーメイドすること。車内空間に広がる新しい風合い、新しい空気、新しいリラックス。

ゆとりの運転環境が誕生する。

＜フロアマットの注意事項＞
　運転席用フロアマットは、安全のため車両に装着されているフック（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。

※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。
◆各商品の適用および注記は三菱自動車 純正用品に関するものであり、 ROAR、RALLIART商品との同時装着に関しては含まれていません。

¥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）
●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。本体は高級感のあるブラック本革
　巻きで、使用時に光る先端のクリア部分にクローム
　カラーのスリーダイヤマーク入り。OFF／Lo／Hiの
　切り替えスイッチ付き、2時間オートパワーオフ機能
　内蔵。オイルパッド1枚付。
※セットにはアロマオイルが1本含まれています。補充用
　にはエッセンシャルアロマオイルをご使用ください。

アロマディフューザーセット9

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

¥1,260（各）【税抜き価格：本体¥1,200】［アロマディフューザーセット装着車］

●アロマディフュ―ザーセットのための補充用オイル。オイルパッド1枚付。1本、5ｍl。

エッセンシャルアロマオイル10

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）

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）　

¥315
【税抜き価格：本体¥300】
［アロマディフューザーセット装着車］
●交換用のオイルパッド。5枚入り。
MZ600223

交換用オイルパッド11

Lo時LED点灯

＜装着イメージ＞▼アロマディフューザーセット

Hi時LED点灯

INTERIOR & AMENITY

＜アレル除去フィルター（脱臭機能付）＞
特殊な薬剤を塗布したフィルターでアレル物質を吸着させて抑制。時間とともに
アレル物質はフィルターを通って車内に侵入しますが、抑制されているため
車内は快適です。

＜従来のフィルター＞
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。

抑制効果あり
アレル物質

特
殊
な
薬
剤

アレル除去フィルター

吸
着
・
抑
制

（ダニの死骸やフン、花粉）

抑制効果なし

従来のフィルター

吸
着
の
み

アレル物質
（ダニの死骸やフン、花粉）

◆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



¥49,980
【税抜き価格：本体¥42,800＋    ¥4,800】
［除くサイドエアバッグ付車、除く本革シート車］
MZ501685（リヤアームレスト付車用）
MZ501686（リヤアームレスト無車用）
●シートバックのステッチや中央のディンプル、さらには
　シックなグレーのパイピングに大人の気品が感じられ
　ます。運転席／助手席／後席のフルセット。
※マチ部分やシート背面などはファブリック生地になります。
　また、フロントのセンターアームレスト部のカバーはありま
　せん。

本革調シートカバー1

［除くサイドエアバッグ付車、除く本革シート車］

¥32,970
【税抜き価格：本体¥26,600＋     ¥4,800】
MZ501687（リヤアームレスト付車用）
MZ501688（リヤアームレスト無車用）

［本革シートを除くサイドエアバッグ付車］

¥34,860
【税抜き価格：本体¥28,400＋    ¥4,800】
  MZ501689（リヤアームレスト付車用）
MZ501690（リヤアームレスト無車用）
●汗や汚れからシート本体をしっかりガードします。
　ブラックとダークグレーを組み合わせたモノトーン調
　がＲＶＲのインテリアにマッチします。
　運転席／助手席／後席のフルセット。
※フロントのセンターアームレスト部のカバーはありません。

シートカバー2

¥13,860
【税抜き価格：本体¥11,400＋    ¥1,800】
［全車］MZ508015
●インテリアカラーに合わせた、落ち着きのあるダーク
　グレー色のレース生地。従来の白レース生地と比べて
　ヘッドレスト部の汚れも目立ちません。
　運転席／助手席／後席のフルセット。
※サイドエアバッグ装着車にも対応しています。

ハーフカバー3

¥22,050
【税抜き価格：本体¥19,800＋    ¥1,200】
［全車］MZ511808
●凹凸の幾何学模様を全体にあしらったシンプルな
　デザインのマット。ＲＶＲロゴのタグ付。運転席、
　助手席、リヤ左右＋センターマットの５点セット。

フロアマット（スタンダード）5

¥12,810
【税抜き価格：本体¥12,200】
［全車］MZ518071
●駐車時の直射日光を防ぎ、室温の上昇を抑えます。
　使わない時はコンパクト収納が可能。フロントガラス、
　フロントドアガラス左右の3点セット。

ワンタッチサンシェード6

¥5,985
【税抜き価格：本体¥4,500＋    ¥1,200】［全車］
MZ600192
● 除塵、脱臭をはじめ、ダニの死骸や花粉（アレル物質）
　まで抑制する高性能エアコンフィルター。
※標準装備のクリーンエアフィルターと交換装着になります。
※1年または12,000km毎の定期交換を推奨します。

アレル除去フィルター（脱臭機能付）8

¥34,440 
【税抜き価格：本体¥22,000＋    ¥10,800】［全車］
MZ518864（クリア） MZ518884（スモーク）
●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。

UV & IR カットフィルム7

¥25,200
【税抜き価格：本体¥22,800＋    ¥1,200】
［全車］MZ511806
●毛足が長く柔らかい風合い、上品でしかも品質の
　良さを誇る高級マットです。また、艶消しブラック地
　に艶のあるＲＶＲロゴをデザインしたプレミアム感の
　高いアルミネームプレートを採用。運転席、助手席、
　リヤ左右＋センターマットの５点セット。

フロアマット（ラグジュアリー）4

▼フィルム貼付け位置

ゆとりを楽しむ。
自分で選んだアイテムを装着すること、それはＲＶＲを自分のために

オーダーメイドすること。車内空間に広がる新しい風合い、新しい空気、新しいリラックス。

ゆとりの運転環境が誕生する。

＜フロアマットの注意事項＞
　運転席用フロアマットは、安全のため車両に装着されているフック（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。

※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。
◆各商品の適用および注記は三菱自動車 純正用品に関するものであり、 ROAR、RALLIART商品との同時装着に関しては含まれていません。

¥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）
●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。本体は高級感のあるブラック本革
　巻きで、使用時に光る先端のクリア部分にクローム
　カラーのスリーダイヤマーク入り。OFF／Lo／Hiの
　切り替えスイッチ付き、2時間オートパワーオフ機能
　内蔵。オイルパッド1枚付。
※セットにはアロマオイルが1本含まれています。補充用
　にはエッセンシャルアロマオイルをご使用ください。

アロマディフューザーセット9

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

¥1,260（各）【税抜き価格：本体¥1,200】［アロマディフューザーセット装着車］

●アロマディフュ―ザーセットのための補充用オイル。オイルパッド1枚付。1本、5ｍl。

エッセンシャルアロマオイル10

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）

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）　

¥315
【税抜き価格：本体¥300】
［アロマディフューザーセット装着車］
●交換用のオイルパッド。5枚入り。
MZ600223

交換用オイルパッド11

Lo時LED点灯

＜装着イメージ＞▼アロマディフューザーセット

Hi時LED点灯

INTERIOR & AMENITY

＜アレル除去フィルター（脱臭機能付）＞
特殊な薬剤を塗布したフィルターでアレル物質を吸着させて抑制。時間とともに
アレル物質はフィルターを通って車内に侵入しますが、抑制されているため
車内は快適です。

＜従来のフィルター＞
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。

抑制効果あり
アレル物質

特
殊
な
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剤

アレル除去フィルター

吸
着
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制

（ダニの死骸やフン、花粉）

抑制効果なし

従来のフィルター
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着
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み

アレル物質
（ダニの死骸やフン、花粉）

◆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



¥12,810
【税抜き価格：本体¥11,600＋    ¥600】
［全車］MZ521857
●ラゲッジルームの荷物を外部から遮へいしてプライ
　バシーを守ります。またリヤゲートを開扉するとトノ
　カバーがせりあがり荷物の出し入れに便利です。
　背高ものを積む時には簡単に取外すこともできます。
　ハードタイプ、表面は起毛ブラック色。

トノカバー2

¥15,750
【税抜き価格：本体¥7,800＋    ¥7,200】
［全車］MZ590803
●テールゲートを開けるとゲートトリムの中央にビルト
　インされたLEDランプが点灯。柔らかなブルー光で
　ラゲッジルーム、リヤバンパー上面、さらには足元
　までも照らして、夜間の荷物の積み降ろしを
　サポートします。

ゲートランプ1

¥12,600
【税抜き価格：本体¥12,000】
［全車］MZ522728
●スキー靴やウエットスーツなどの濡れものの積載にも
　便利な縁高タイプ（縁の高さ：約60mm）の樹脂製
　トレイ。ブラック色。
※⑦ラゲッジパーティションボックス、⑧ラゲッジネットと
　同時使用はできません。

ラゲッジトレイ4

¥6,300（ラグジュアリー）
【税抜き価格：本体¥6,000】［全車］
MZ514126（サイドトレイリッド用カバー付）
MZ514128（サイドトレイリッド用カバー無）

¥5,250（スタンダード）
【税抜き価格：本体¥5,000】［全車］
MZ514127（サイドトレイリッド用カバー付）
MZ514129（サイドトレイリッド用カバー無）
●ＳＵＶにとってラゲッジルームは車室の一部です。
　ラグジュアリー、スタンダードともにフロアマットと
　同生地を使用して、大切なグッズも室内に持ち込む
　気分で積みこめます。

ラゲッジマット5

¥19,950
【税抜き価格：本体¥17,800＋    ¥1,200】［全車］
MZ522729（サイドトレイリッド用カバー付）
MZ522738（サイドトレイリッド用カバー無）
●荷室フロアから後席背面までをカバーする簡易防水
　タイプのソフトカバー。汚れものの積載などに効果的
　です。リヤシートの前倒しやアームレストスルーリッド
　の使用にも対応。ブラック色。

ラゲッジルームカバー6

¥6,720
【税抜き価格：本体¥6,400】
［全車］MZ522734
●伸縮性がよく、いろいろな形の荷物をしっかりと固定
　できます。標準装備のフロアフックを利用します。
※④ラゲッジトレイ、⑦ラゲッジパーティションボックス
　と同時使用はできません。

8 ラゲッジネット

¥3,990（片側１個）
【税抜き価格：本体¥3,800】［全車］（注）
MZ521571（左ボックス用）／MZ521572（右ボックス用）
●カーゴサイドボックス専用のリッド。床面がフラット
　になりラゲッジが広く使えます。ボックス内の小物を
　隠す役目もします。ブラック色の生地貼り。　
（注）左右のリッドを個別に設定しています。プレミアム
        サウンドシステム車はウーファーが装備されている
        ため、右側のカーゴサイドボックスはありません。
   ※ ラゲッジルームの荷室床面のカーペット生地
        とは若干色が異なります。

サイドトレイリッド3

¥16,800
【税抜き価格：本体¥16,000】
［全車］MZ522732
● 積載物の形や大きさ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たたむこともできます。
　使用時のサイズ：幅940×奥行400×高さ210(mm)。
　ブラック色。
※④ラゲッジトレイ、⑧ラゲッジネットと同時使用は
　できません。

ラゲッジパーティションボックス7

ＳＵＶを楽しむ。
毎日乗る、ときにはロングドライブで足を延ばす。となるとラゲッジルームが重要になる。

積荷や用途に合わせて純正のオプショナルパーツを加えると、使いやすさはグンとアップする。

さらに運転のしやすさや便利さにも心を配ると、ＳＵＶの楽しさがますます高まる。

左ボックス部

右ボックス部

左ボックス用 右ボックス用

◆各商品の適用および注記は三菱自動車 純正用品に関するものであり、 ROAR、RALLIART商品との同時装着に関しては含まれていません。
※太青字の価格は参考取付工賃を含む消費税込み価格です。  　マークは参考取付工賃［消費税抜き］です。

※写真は説明用のため、画像処理を施しています。

閉扉時

ラグジュアリータイプラグジュアリータイプ

開扉時開扉時

ヘッドライトマナースイッチ

フォグランプスイッチ（注）（注）

オートライトコントロールスイッチ

¥35,700(フロント４センサー)
【税抜き価格：本体¥28,000＋    ¥6,000】[全車]
MZ607546（ホワイトパール）
MZ607547（クールシルバーメタリック）
MZ607548（ブラックマイカ）
MZ607549（レッドメタリク）
MZ607550（クオーツブラウンメタリック）
MZ607551（チタニウムグレーメタリック）

¥35,700(リヤ４センサー)
【税抜き価格：本体¥28,000＋    ¥6,000】[全車]
MZ607556（ホワイトパール）
MZ607557（クールシルバーメタリック）
MZ607558（ブラックマイカ）
MZ607559（レッドメタリク）
MZ607560（クオーツブラウンメタリック）
MZ607561（チタニウムグレーメタリック）
●駐車時などでバンパーと障害物との距離を
　検知して、室内アラーム音で警告します。
　センサー発信部はボディカラー対応。

パーキングセンサー7

¥64,050
【税抜き価格：本体¥58,000＋    ¥3,000】
［全車］MZ604742
●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。
　標準装備のセキュリティ機能を損なうことなく装着できるのは、
　車両と同時開発された純正品ならではの性能です。トランスミッター
　へのアンサーバック機能に加えて、電池残量マーク、スイッチロック
　機能、アイドル時間（10分、30分）設定機能も内蔵しています。
※P14⑤⑥セキュリティーグレードアップとの同時装着はできません。
※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
　た場合にはエンジンは停止します。
　使用時には周囲の安全を十分に確認してください。
　一般公道や閉めきった場所では使用しないでください。
　リモコンエンジンスターターによるエンジン始動中に、キーレス
　エントリーシステムを使用してアンロックした場合はいったんドア
　を開扉してください。
　地域により車両の停止中にみだりにエンジンを稼働させた場合、
　条例により罰則を受ける場合がありますのでご注意ください。

リモコンエンジンスターター2

/////オートライトコントロール//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Off !Off ! On !

（注）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。
    ※ P5ディーラーオプションのフォグランプには
        ヘッドライトマナースイッチ機能、オートライト
        コントロール機能が含まれているものがあります。

¥17,850
【税抜き価格：本体¥11,000＋    ¥6,000】
［除くROADEST］MZ587405
●スモールライトに連動してブルーLEDが点灯。左前方の障害物
　との距離が判別しやすくなります。手動収納式。

コーナーポール1

¥11,340
【税抜き価格：本体¥9,000＋    ¥1,800】
［オートライトコントロール装着車］
MZ590678
●停止時にヘッドライトをワンタッチで消灯でき、再発進時には
　自動点灯して点け忘れを防止します。高輝度ヘッドランプ装着車
　には「停止時の周辺への配慮」から、このヘッドライトマナー
　スイッチをお奨めします。

ヘッドライトマナースイッチ3

¥17,850
【税抜き価格：本体¥12,800＋    ¥4,200】
［オートライトコントロール未装着車］MZ590679
●周囲の明るさや暗さを光センサーで検知して、トンネル通過時や
　日没／夜明けなどでヘッドライトを自動的に点灯／消灯させます。
　ヘッドライトマナースイッチ機能付。

オートライトコントロール4

LUGGAGE & USEFUL

¥13,860（1個）
【税抜き価格：本体¥12,000＋    ¥1,200】
［キーレスオペレーションシステム装着車］MZ626032
●手にやさしいBEANS（豆）形状のKOS（キーレスオペ
　レーションシステム）キーです。ポケットやバッグに入れ
　ておけば、ドアスイッチを押すだけで、施錠・解錠で
　きます。さらにエンジン始動や停止もイグニッション
　ノブを回すだけで可能です。標準のキーレスオペレー
　ションキーを含め、4セットまで増設できます。
　植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の
　お客様は、電波により医療用機器に影響を受ける
　恐れがあります。詳しくは販売会社にお問合せください。
※電池は使用頻度が少ない場合でも自然消耗します。
　電池交換は早めに。また万一に備え、予備のイモビ
　ライザー付スペアキーを携行されることをお奨めします。
※ボタンのない簡易タイプキーレスオペレーションシステム
　のため、ボタン操作によるドアロック解除等の操作は
　できません。
※ ⑤BEANS★KOS に⑥キーレスオペレーション用
　ホルダーを装着することはできません。

BEANS★KOS5

本革ブラック

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

［キーレスオペレーションシステム装着車］

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

¥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）
●キーレスオペレーションキーの専用ケース。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。

キーレスオペレーション用ホルダー6

＜パーキングセンサー説明図＞

フロント

リヤ

オフスイッチ部

　パーキング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音で
　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。
※リヤ4センサーはリバース（シフト）に連動してオンとなります。
※フロント4センサーは約15km/h以上で自動的にオフになり、約10km/h
　以下で自動的にオンとなります。
※フロント4センサーには、一時的に機能停止ができるオフスイッチ付。
※冷陰極管タイプおよびEL発光タイプの字光式ナンバープレートとの同時
　装着はできません。

伸長時 収納時

45～55cm ゆっくりした断続音
35～45cm はやい断続音
0～35cm   連続音

45～70cm ゆっくりした断続音
35～45cm はやい断続音
0～35cm   連続音

40～60cm ゆっくりした断続音
30～40cm はやい断続音
0～30cm以内 連続音

60～150cm ゆっくりした断続音
40～60cm はやい断続音
0～40cm以内 連続音

フロントセンサー リヤセンサー



¥12,810
【税抜き価格：本体¥11,600＋    ¥600】
［全車］MZ521857
●ラゲッジルームの荷物を外部から遮へいしてプライ
　バシーを守ります。またリヤゲートを開扉するとトノ
　カバーがせりあがり荷物の出し入れに便利です。
　背高ものを積む時には簡単に取外すこともできます。
　ハードタイプ、表面は起毛ブラック色。

トノカバー2

¥15,750
【税抜き価格：本体¥7,800＋    ¥7,200】
［全車］MZ590803
●テールゲートを開けるとゲートトリムの中央にビルト
　インされたLEDランプが点灯。柔らかなブルー光で
　ラゲッジルーム、リヤバンパー上面、さらには足元
　までも照らして、夜間の荷物の積み降ろしを
　サポートします。

ゲートランプ1

¥12,600
【税抜き価格：本体¥12,000】
［全車］MZ522728
●スキー靴やウエットスーツなどの濡れものの積載にも
　便利な縁高タイプ（縁の高さ：約60mm）の樹脂製
　トレイ。ブラック色。
※⑦ラゲッジパーティションボックス、⑧ラゲッジネットと
　同時使用はできません。

ラゲッジトレイ4

¥6,300（ラグジュアリー）
【税抜き価格：本体¥6,000】［全車］
MZ514126（サイドトレイリッド用カバー付）
MZ514128（サイドトレイリッド用カバー無）

¥5,250（スタンダード）
【税抜き価格：本体¥5,000】［全車］
MZ514127（サイドトレイリッド用カバー付）
MZ514129（サイドトレイリッド用カバー無）
●ＳＵＶにとってラゲッジルームは車室の一部です。
　ラグジュアリー、スタンダードともにフロアマットと
　同生地を使用して、大切なグッズも室内に持ち込む
　気分で積みこめます。

ラゲッジマット5

¥19,950
【税抜き価格：本体¥17,800＋    ¥1,200】［全車］
MZ522729（サイドトレイリッド用カバー付）
MZ522738（サイドトレイリッド用カバー無）
●荷室フロアから後席背面までをカバーする簡易防水
　タイプのソフトカバー。汚れものの積載などに効果的
　です。リヤシートの前倒しやアームレストスルーリッド
　の使用にも対応。ブラック色。

ラゲッジルームカバー6

¥6,720
【税抜き価格：本体¥6,400】
［全車］MZ522734
●伸縮性がよく、いろいろな形の荷物をしっかりと固定
　できます。標準装備のフロアフックを利用します。
※④ラゲッジトレイ、⑦ラゲッジパーティションボックス
　と同時使用はできません。

8 ラゲッジネット

¥3,990（片側１個）
【税抜き価格：本体¥3,800】［全車］（注）
MZ521571（左ボックス用）／MZ521572（右ボックス用）
●カーゴサイドボックス専用のリッド。床面がフラット
　になりラゲッジが広く使えます。ボックス内の小物を
　隠す役目もします。ブラック色の生地貼り。　
（注）左右のリッドを個別に設定しています。プレミアム
        サウンドシステム車はウーファーが装備されている
        ため、右側のカーゴサイドボックスはありません。
   ※ ラゲッジルームの荷室床面のカーペット生地
        とは若干色が異なります。

サイドトレイリッド3

¥16,800
【税抜き価格：本体¥16,000】
［全車］MZ522732
● 積載物の形や大きさ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たたむこともできます。
　使用時のサイズ：幅940×奥行400×高さ210(mm)。
　ブラック色。
※④ラゲッジトレイ、⑧ラゲッジネットと同時使用は
　できません。

ラゲッジパーティションボックス7

ＳＵＶを楽しむ。
毎日乗る、ときにはロングドライブで足を延ばす。となるとラゲッジルームが重要になる。

積荷や用途に合わせて純正のオプショナルパーツを加えると、使いやすさはグンとアップする。

さらに運転のしやすさや便利さにも心を配ると、ＳＵＶの楽しさがますます高まる。

左ボックス部

右ボックス部

左ボックス用 右ボックス用

◆各商品の適用および注記は三菱自動車 純正用品に関するものであり、 ROAR、RALLIART商品との同時装着に関しては含まれていません。
※太青字の価格は参考取付工賃を含む消費税込み価格です。  　マークは参考取付工賃［消費税抜き］です。

※写真は説明用のため、画像処理を施しています。

閉扉時

ラグジュアリータイプラグジュアリータイプ

開扉時開扉時

ヘッドライトマナースイッチ

フォグランプスイッチ（注）（注）

オートライトコントロールスイッチ

¥35,700(フロント４センサー)
【税抜き価格：本体¥28,000＋    ¥6,000】[全車]
MZ607546（ホワイトパール）
MZ607547（クールシルバーメタリック）
MZ607548（ブラックマイカ）
MZ607549（レッドメタリク）
MZ607550（クオーツブラウンメタリック）
MZ607551（チタニウムグレーメタリック）

¥35,700(リヤ４センサー)
【税抜き価格：本体¥28,000＋    ¥6,000】[全車]
MZ607556（ホワイトパール）
MZ607557（クールシルバーメタリック）
MZ607558（ブラックマイカ）
MZ607559（レッドメタリク）
MZ607560（クオーツブラウンメタリック）
MZ607561（チタニウムグレーメタリック）
●駐車時などでバンパーと障害物との距離を
　検知して、室内アラーム音で警告します。
　センサー発信部はボディカラー対応。

パーキングセンサー7

¥64,050
【税抜き価格：本体¥58,000＋    ¥3,000】
［全車］MZ604742
●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。
　標準装備のセキュリティ機能を損なうことなく装着できるのは、
　車両と同時開発された純正品ならではの性能です。トランスミッター
　へのアンサーバック機能に加えて、電池残量マーク、スイッチロック
　機能、アイドル時間（10分、30分）設定機能も内蔵しています。
※P14⑤⑥セキュリティーグレードアップとの同時装着はできません。
※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
　た場合にはエンジンは停止します。
　使用時には周囲の安全を十分に確認してください。
　一般公道や閉めきった場所では使用しないでください。
　リモコンエンジンスターターによるエンジン始動中に、キーレス
　エントリーシステムを使用してアンロックした場合はいったんドア
　を開扉してください。
　地域により車両の停止中にみだりにエンジンを稼働させた場合、
　条例により罰則を受ける場合がありますのでご注意ください。

リモコンエンジンスターター2

/////オートライトコントロール//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Off !Off ! On !

（注）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。
    ※ P5ディーラーオプションのフォグランプには
        ヘッドライトマナースイッチ機能、オートライト
        コントロール機能が含まれているものがあります。

¥17,850
【税抜き価格：本体¥11,000＋    ¥6,000】
［除くROADEST］MZ587405
●スモールライトに連動してブルーLEDが点灯。左前方の障害物
　との距離が判別しやすくなります。手動収納式。

コーナーポール1

¥11,340
【税抜き価格：本体¥9,000＋    ¥1,800】
［オートライトコントロール装着車］
MZ590678
●停止時にヘッドライトをワンタッチで消灯でき、再発進時には
　自動点灯して点け忘れを防止します。高輝度ヘッドランプ装着車
　には「停止時の周辺への配慮」から、このヘッドライトマナー
　スイッチをお奨めします。

ヘッドライトマナースイッチ3

¥17,850
【税抜き価格：本体¥12,800＋    ¥4,200】
［オートライトコントロール未装着車］MZ590679
●周囲の明るさや暗さを光センサーで検知して、トンネル通過時や
　日没／夜明けなどでヘッドライトを自動的に点灯／消灯させます。
　ヘッドライトマナースイッチ機能付。

オートライトコントロール4

LUGGAGE & USEFUL

¥13,860（1個）
【税抜き価格：本体¥12,000＋    ¥1,200】
［キーレスオペレーションシステム装着車］MZ626032
●手にやさしいBEANS（豆）形状のKOS（キーレスオペ
　レーションシステム）キーです。ポケットやバッグに入れ
　ておけば、ドアスイッチを押すだけで、施錠・解錠で
　きます。さらにエンジン始動や停止もイグニッション
　ノブを回すだけで可能です。標準のキーレスオペレー
　ションキーを含め、4セットまで増設できます。
　植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の
　お客様は、電波により医療用機器に影響を受ける
　恐れがあります。詳しくは販売会社にお問合せください。
※電池は使用頻度が少ない場合でも自然消耗します。
　電池交換は早めに。また万一に備え、予備のイモビ
　ライザー付スペアキーを携行されることをお奨めします。
※ボタンのない簡易タイプキーレスオペレーションシステム
　のため、ボタン操作によるドアロック解除等の操作は
　できません。
※ ⑤BEANS★KOS に⑥キーレスオペレーション用
　ホルダーを装着することはできません。

BEANS★KOS5

本革ブラック

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

［キーレスオペレーションシステム装着車］

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

¥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）
●キーレスオペレーションキーの専用ケース。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。

キーレスオペレーション用ホルダー6

＜パーキングセンサー説明図＞

フロント

リヤ

オフスイッチ部

　パーキング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音で
　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。
※リヤ4センサーはリバース（シフト）に連動してオンとなります。
※フロント4センサーは約15km/h以上で自動的にオフになり、約10km/h
　以下で自動的にオンとなります。
※フロント4センサーには、一時的に機能停止ができるオフスイッチ付。
※冷陰極管タイプおよびEL発光タイプの字光式ナンバープレートとの同時
　装着はできません。

伸長時 収納時

45～55cm ゆっくりした断続音
35～45cm はやい断続音
0～35cm   連続音

45～70cm ゆっくりした断続音
35～45cm はやい断続音
0～35cm   連続音

40～60cm ゆっくりした断続音
30～40cm はやい断続音
0～30cm以内 連続音

60～150cm ゆっくりした断続音
40～60cm はやい断続音
0～40cm以内 連続音

フロントセンサー リヤセンサー



ブッ ブッ ブッ ビ～ッ！ ビ～ッ！

¥71,925
【税抜き価格：本体￥43,500+取付キット¥12,500＋電源変換ハーネス¥1,700＋    ¥10,800】［全車］
 MZ607449（本体）／MZ607450（取付キット）／MZ608742（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、その前後計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。
●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。

ドライブレコーダー4

¥18,900
【税抜き価格：本体¥16,800＋    ¥1,200】
［全車］MZ604720
●後続車のヘッドライト光を感知すると自動的に鏡面が
　ブルーに変色して眩しさを防止します。ライト光が強く
　なるほど鏡面のブルー色が濃くなり、ライト光を受けな
　くなると自動的に元に戻ります。高性能ヘッドランプ
　装着車が増えてきた昨今、安全ドライブにも貢献します。
　スイッチ操作により常時OFFも可能。電池タイプの専用
　バッテリー内蔵。
※交換用バッテリー：
　MZ6047201 ¥2,100【税抜き価格：本体¥2,000】

オート防眩ルームミラー1

¥19,950
【税抜き価格：本体¥16,000＋    ¥3,000】
［全車］MZ604752
●シフトを｢Ｒ｣レンジに入れると自動的に左側ドアミラーが
　下方に向き、左後方の安全確認をサポート。駐車時など
　に威力を発揮します。シフトをＲレンジから移動させると
　ドアミラーは元の通常角度に戻ります。
※P14④ドライブレコーダーとの同時装着はできません。

リバースミラーコントローラー2

※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。

安心を楽しむ。
クルマにとって安全こそ最優先すべきだと考えると、安全装備には少し贅沢をしたいもの。

ゆとり運転のために。危険を未然防ぐために。万一に備えるために。

安全装備をひとつ加えると、ひとつ安心が増してくる。

¥49,980【税抜き価格：本体¥41,600＋    ¥6,000】
［全車］MZ608051
●ショックセンサーのみ装着します。

セキュリティーグレードアップ（ショックセンサー）5

¥68,880【税抜き価格：本体¥56,600＋    ¥9,000】
［全車］MZ608052
●ショックセンサー、傾斜センサー、音感センサーの3点をすべて装着します。

セキュリティーグレードアップ（フルキット）6

ショックセンサー 傾斜センサー 音感センサー

●車体に加えられた衝撃や振動を
　検知。弱い振動では警告音、
　強い衝撃の場合は警報音に
　なります。車両盗難だけでなく
　車上荒らし対策にも効果的。

●車両の前後方向の傾きを検知
　して警報します。レッカーや
　ジャッキを利用した車両盗難や
　アルミホイール盗難に威力を
　発揮します。傾斜のある
　駐車場でも使用可能。

●ガラスが割れたり、キズ付いた
　時に生じる高周波音を検出
　して警報音を発します。

▲本画像はパソコンビューアー画面のイメージです。

※カメラ部取付位置の例

通常時 後退時

◆各商品の適用および注記は三菱自動車 純正用品に関するものであり、 ROAR、RALLIART商品との同時装着に関しては含まれていません。

¥17,850 
【税抜き価格：本体¥14,000＋    ¥3,000】［全車］
MZ569718（ターンランプ無サイドミラー車用）
MZ569753（ターンランプ付サイドミラー車用）
●雨滴を膜のように広げて視界を確保します。高級感
　のあるブルーミラー。左右セット。
※ワックス、撥水剤、油膜除去剤などが表面に付着
　すると、親水効果低下の原因になります。
※性能維持のためには日常的に長時間太陽光に照射
　される環境が必要です。

親水鏡面ドアミラー3

●車両盗難やいたずらを防ぎたい。この声に応えて車両標準装備のセキュリティーアラーム（盗難発生警告装置）をさらに強化させるシステム。
　カーセキュリティーで高い信頼性を誇るKATO-DENKI(加藤電機)との共同開発／セッティングしたものです。
●当グレードアップシステム独自の操作は不要で、車両標準装備のセキュリティーアラームを設定／解除することにより、グレードアップシステムも同時に設定／解除
　されます。また、グレードアップシステムが異常を検知した場合、車両ホーンが警笛し、セキュリティーアラーム作動表示インジケーターも反応します。

未装着時 装着時

※P13②リモコンエンジンスターター、P14④ドライブレコーダーとの同時装着はできません。
※ON/OFFスイッチはセットに含まれています。ただし、フルキットの各センサーを個別に切り替えることはできません。また、当グレードアップシステムのスイッチで車両標準装備のセキュリティー
　アラームのON/OFFを切り替えることはできません。
※感度調整可能ですが、感度を敏感にするほど犯罪行為以外の様々な要因に反応する場合があります。環境や使用状況に応じた適切な感度設定でご使用ください。
※車両のキーレスオペレーションキーやキーレスエントリーでは感度調整はできません。感度調整は販売会社にお問い合わせください。

ISO FIX対応 チャイルドシート

汎用タイプ チャイルドシート

¥10,290
【税抜き価格：本体¥9,800】
［全車］ MZ521818
●ほ乳びんやオムツなどが収納でき、
　オシャレなトートバッグとして持ち運べます。

ベビー用シートバックポケット5

¥5,670
【税抜き価格：本体¥5,400】
［全車］MZ521882
●お子様の靴による前席背面の汚れを防止。
　2枚セット。色はダークグレー。

キックガード6

¥14,700
【税抜き価格：本体¥14,000】
［全車］ MZ501648
●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。

チャイルドクッションカバー7

            取付けや使用方法については、車両の取扱い説明書およびチャイルドシートの取扱い説明書をご覧ください。
            チャイルドシートの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。
            前向き装着の際は助手席を最後方にスライドさせて使用してください。
（注1）リヤシート左右と、リヤシート中央に同時装着できません。
（注2）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。

¥69,825
【税抜き価格：本体¥66,500】
 MZ525280
※チャイルドシート単体でISO FIX
　装着が可能です。
※汎用タイプの取り付けも可能です。

¥77,175
【税抜き価格：本体¥33,000
＋ISO FIX対応ベース¥40,500】
 MZ525277（ベビーシート本体）
MZ525276（ISO FIX対応ベース）
※ISO FIX対応ベースはMZ525277の
　専用品です。

ISO FIX対応ベビーシート2ISO FIX対応チャイルドシート
（レーマー デュオプラス）

1

ISO FIX 対応チャイルドシート

ISO FIX 対応ベビーシート

ISO FIX 取り付けの場合

汎用取り付けの場合

9kg～18kg

9kg～18kg

13kg 未満

前向き

前向き

後向き

×

○

×

○

○

         ○（注2）

×

         ○（注1）
×

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 リヤシート中央

9ヵ月～4才

9ヵ月～4才

新生児～1.5 才

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）

○

×

○

         ○（注2）

×

         ○（注1）

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

リヤシート中央

前向き

後向き

ジュニアシートのみ 15kg～36kg 3 才～12 才

ベビーシートのみ 13kg 未満 新生児～1.5 才

¥39,900
【税抜き価格：本体¥38,000】
 MZ525270

ジュニアシート
（レーマー キッドプラス）

3

¥34,650
【税抜き価格：本体¥33,000】
 MZ525277

ベビーシート
（レーマー ベビーセーフプレミアム SHR2）

4

¥10,290
【税抜き価格：本体¥9,800】
［全車］MZ612606
●三角停止表示板、工具セット、LED発光式
　ライトなど6点を専用ケースに収納。

自動車用保安セット1

¥5,670
【税抜き価格：本体¥5,400】
MZ568213(運転席用：550mm)

¥4,200
【税抜き価格：本体¥4,000】
MZ568099(助手席用：480mm)

¥3,465
【税抜き価格：本体¥3,300】
MZ568254(リヤ用：260mm)

スノーブレード5

¥6,405
【税抜き価格：本体¥6,100】
MZ661080(運転席用：550mm)

¥4,830
【税抜き価格：本体¥4,600】
MZ661077(助手席用：480mm)

ギラレススノーブレード6

¥3,465
【税抜き価格：本体¥3,300】
MZ661230(運転席用：600mm)

¥3,045
【税抜き価格：本体¥2,900】
MZ661234(助手席用：500mm)

ギラレスレインブレード7

¥28,350
【税抜き価格：本体¥27,000】
MZ841312LP(17／16インチ共用)

簡易装着チェーン3

¥6,300
【税抜き価格：本体¥6,000】
［全車］MZ610020
●緊急時、車両脱出機能（シートベルトカッター・ドアガラス破砕）と二酸化炭素で
　初期消火する簡易消化具。

消棒RESCUE2

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

三角停止表示板4

    ※   P14②リバースミラーコントローラー、⑤⑥セキュリティーグレードアップとの同時装着はできません。
    ※   ビデオ出力コード（MZ607451 ¥2,625/税込み）を接続することにより、記録した映像データをMMCSを除く純正用品ナビゲーションで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。）
    ※   MMCSを除く純正用品ナビゲーションのビデオ入力端子に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。
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SAFETY & OTHERS

●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。
　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。
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未装着時 装着時

※P13②リモコンエンジンスターター、P14④ドライブレコーダーとの同時装着はできません。
※ON/OFFスイッチはセットに含まれています。ただし、フルキットの各センサーを個別に切り替えることはできません。また、当グレードアップシステムのスイッチで車両標準装備のセキュリティー
　アラームのON/OFFを切り替えることはできません。
※感度調整可能ですが、感度を敏感にするほど犯罪行為以外の様々な要因に反応する場合があります。環境や使用状況に応じた適切な感度設定でご使用ください。
※車両のキーレスオペレーションキーやキーレスエントリーでは感度調整はできません。感度調整は販売会社にお問い合わせください。

ISO FIX対応 チャイルドシート

汎用タイプ チャイルドシート

¥10,290
【税抜き価格：本体¥9,800】
［全車］ MZ521818
●ほ乳びんやオムツなどが収納でき、
　オシャレなトートバッグとして持ち運べます。

ベビー用シートバックポケット5

¥5,670
【税抜き価格：本体¥5,400】
［全車］MZ521882
●お子様の靴による前席背面の汚れを防止。
　2枚セット。色はダークグレー。

キックガード6

¥14,700
【税抜き価格：本体¥14,000】
［全車］ MZ501648
●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。

チャイルドクッションカバー7

            取付けや使用方法については、車両の取扱い説明書およびチャイルドシートの取扱い説明書をご覧ください。
            チャイルドシートの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。
            前向き装着の際は助手席を最後方にスライドさせて使用してください。
（注1）リヤシート左右と、リヤシート中央に同時装着できません。
（注2）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。

¥69,825
【税抜き価格：本体¥66,500】
 MZ525280
※チャイルドシート単体でISO FIX
　装着が可能です。
※汎用タイプの取り付けも可能です。

¥77,175
【税抜き価格：本体¥33,000
＋ISO FIX対応ベース¥40,500】
 MZ525277（ベビーシート本体）
MZ525276（ISO FIX対応ベース）
※ISO FIX対応ベースはMZ525277の
　専用品です。

ISO FIX対応ベビーシート2ISO FIX対応チャイルドシート
（レーマー デュオプラス）

1

ISO FIX 対応チャイルドシート

ISO FIX 対応ベビーシート

ISO FIX 取り付けの場合

汎用取り付けの場合

9kg～18kg

9kg～18kg

13kg 未満

前向き

前向き

後向き

×

○

×

○

○

         ○（注2）

×

         ○（注1）
×

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 リヤシート中央

9ヵ月～4才

9ヵ月～4才

新生児～1.5 才

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）

○

×

○

         ○（注2）

×

         ○（注1）

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

リヤシート中央

前向き

後向き

ジュニアシートのみ 15kg～36kg 3 才～12 才

ベビーシートのみ 13kg 未満 新生児～1.5 才

¥39,900
【税抜き価格：本体¥38,000】
 MZ525270

ジュニアシート
（レーマー キッドプラス）

3

¥34,650
【税抜き価格：本体¥33,000】
 MZ525277

ベビーシート
（レーマー ベビーセーフプレミアム SHR2）

4

¥10,290
【税抜き価格：本体¥9,800】
［全車］MZ612606
●三角停止表示板、工具セット、LED発光式
　ライトなど6点を専用ケースに収納。

自動車用保安セット1

¥5,670
【税抜き価格：本体¥5,400】
MZ568213(運転席用：550mm)

¥4,200
【税抜き価格：本体¥4,000】
MZ568099(助手席用：480mm)

¥3,465
【税抜き価格：本体¥3,300】
MZ568254(リヤ用：260mm)

スノーブレード5

¥6,405
【税抜き価格：本体¥6,100】
MZ661080(運転席用：550mm)

¥4,830
【税抜き価格：本体¥4,600】
MZ661077(助手席用：480mm)

ギラレススノーブレード6

¥3,465
【税抜き価格：本体¥3,300】
MZ661230(運転席用：600mm)

¥3,045
【税抜き価格：本体¥2,900】
MZ661234(助手席用：500mm)

ギラレスレインブレード7

¥28,350
【税抜き価格：本体¥27,000】
MZ841312LP(17／16インチ共用)

簡易装着チェーン3

¥6,300
【税抜き価格：本体¥6,000】
［全車］MZ610020
●緊急時、車両脱出機能（シートベルトカッター・ドアガラス破砕）と二酸化炭素で
　初期消火する簡易消化具。

消棒RESCUE2

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

三角停止表示板4

    ※   P14②リバースミラーコントローラー、⑤⑥セキュリティーグレードアップとの同時装着はできません。
    ※   ビデオ出力コード（MZ607451 ¥2,625/税込み）を接続することにより、記録した映像データをMMCSを除く純正用品ナビゲーションで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。）
    ※   MMCSを除く純正用品ナビゲーションのビデオ入力端子に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。
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SAFETY & OTHERS

●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。
　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。



◆各商品の適用および注記は三菱自動車 純正用品に関するものであり、 ROAR、RALLIART商品との同時装着に関しては含まれていません。 ※太青字の価格は参考取付工賃を含む消費税込み価格です。  　マークは参考取付工賃［消費税抜き］です。

● 7型AV一体型メモリーナビゲーション

¥183,750
【税抜き価格：本体￥160,000＋ナビゲーションロック¥3,000
＋　 ¥12,000】
MZ608930（本体）
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

¥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（約15cm）

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

◆HDMI変換ケーブル（約1m）

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

（＊6）

（＊8）（＊7）

■ステアリングリモコンスイッチ
（詳しくはP19参照）

基本機能

AV機能

三菱オリジナル機能

（別売） （別売）（※）

（＊3） （＊4） （＊3） （＊1） （＊5）

（＊1） （別売） （別売） （別売）

（別売）

（別売）（＊2）

ナビゲーション機能 その他拡張機器（P19,P21）

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。

     ※  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2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）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、openinfoが可能です。（open infoとは：パイオニア（株）が
           運営・管理するリアルタイムプローブデータを共有した渋滞情報の提供や、充電スポット開設情報のダウンロード、高速道路/主要国道
           開通情報のダウンロード等が可能です。なお、open infoのご利用には、事前に三菱電機ホームページよりユーザー登録が必要となります。）
（＊2）リヤビューカメラ（MZ607461）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。
（＊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、P16下記の＜USBデバイス使用時のご注意＞を参照ください。
（＊5）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。
（＊6）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。
（＊7）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。
（＊8）HDMI端子を有したスマートフォンなどの接続が可能になります。（スマートフォンの画面をナビ側でも見る事ができます。）

● 7型AV一体型メモリーナビゲーション

¥157,920
【税抜き価格：本体￥136,000＋ナビゲーションロック¥3,000
＋　 ¥11,400】
MZ608931（本体）
MZ598350（ナビゲーションロック）

● 7型AV一体型メモリーナビゲーション＆リヤカメラセット

¥175,980
【税抜き価格：本体￥146,000＋ナビゲーションロック¥3,000
＋　 ¥18,600】
MZ608935（本体セット）
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

¥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（約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】

■ステアリングリモコンスイッチ
（詳しくはP19参照）

■ナビリモコン
　後席からでも操作
　可能なリモコン。

（注2）（＊5）（注2）（＊4）

MZ608931

（別売）

（別売）（別売） （※） （別売） （別売） （別売）

（＊3）（＊1） （＊2）

（注1）

（別売）

（注1）リヤビューカメラ本体の保証期間は車両にお取り付けした日から1年間です。（その期間内でも、走行距離が2万kmまでです。）
（注2）iPod接続用ケーブル（MZ608180）は、ビデオ入出力コード（MZ608468）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。
     ※  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、P16下記の＜USBデバイス使用時のご注意＞を参照ください。
（＊3）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。
（＊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。
（＊5）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。

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。

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。リヤビューカメラセットも用意。

MZ608935

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）オーディオレス車用メニュー

1

2

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

ナビゲーションのオーディオ
モード（ラジオ、地デジ、DISC、
iPodなど）、音量調整、曲の送
り／戻しなど、ハンドルを握った
まま操作することが可能です。

※写真はMZ608930の表示例です。

三菱純正ナビゲーションのオリジナル機能

車種（車空間）別音響チューニング ステアリングリモコンスイッチ対応 オリジナルオープニング画面

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。RVR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。

※ステアリングリモコンスイッチは
　別売です。

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。

◆三菱純正AV一体型ナビゲーション・ラインアップ

システム合計価格 ¥183,750

システム合計価格 ¥157,920

システム合計価格 ¥115,710

システム合計価格 ¥98,700

システム合計価格 ¥197,400

機　種 基本性能 三菱オリジナル機能 ナビゲーション機能 オーディオ・ビジュアル機能

（＊1）DIATONE®は、三菱電機（株）の登録商標です。（注1）VICS-光/電波ビーコン受信機は別売となります。（注2）FM-VICSのみの対応となります。VICS-光/電波ビーコン受信機の設定はありません。

車空間別音響チューニング
※DIATONE音響技術採用（＊1）

ステアリングリモコン（別売）

オリジナルオープニング画面

VICS情報（注1）

プローブ交通情報

無償地図更新

4×4
FM/AM

音楽録音
※最大999曲
（4GB SD同梱）

CD DVD
Bluetooth

iPod/iPhone

※2回無償

7型
VGA

SD
16GB

VICS情報（注1）

プローブ交通情報

無償地図更新

車空間別音響チューニング

ステアリングリモコン（別売）

オリジナルオープニング画面

2×2
FM/AM

音楽録音
※最大約1,000曲
（4GB SD同梱）

CD DVD
iPod/iPhone

Bluetooth

※最大2年間無償

7型
VGA

SD
16GB

VICS情報（注1）

プローブ交通情報

無償地図更新

車空間別音響チューニング

ステアリングリモコン（別売）

オリジナルオープニング画面

FM/AM
音楽録音
※最大約8,000曲
（micro SD別売）

CD DVD
iPod/iPhone

Bluetooth

（別売）

6.1型
VGA

SSD
8GB

VICS情報（注2）

プローブ交通情報

無償地図更新

車空間別音響チューニング

ステアリングリモコン（別売）

オリジナルオープニング画面

FM/AM 音楽録音CD DVD
iPod/iPhone

Bluetooth

（別売）

7型
VGA

SD
8GB

VICS情報（注1）

プローブ交通情報

無償地図更新

車空間別音響チューニング

ステアリングリモコン（別売）

オリジナルオープニング画面

4×4 FM/AM 音楽録音
※最大約10,000曲

CD DVD
Bluetooth

iPod/iPhone

※2015年4月迄無償

（別売）

7型
VGA

HDD
80GB

1
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　安全のため走行中はナビゲーション画面のみ表示可能です。（走行中はTVおよびDVDビデオ画面は映らず、音声のみとなります。）

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

※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。

AV一体型
ナビゲーション

オーディオ

16-19 19 20

AV一体型
ナビゲーション拡張機器

オーディオレス車用メニュー

20

MMCS装着車用拡張機器

MMCS装着車用メニュー

DSRC ETC

21 21 21

グレードアップ
スピーカー

その他拡張機器メニュー

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！

NAVIGATION & AUDIO

MZ608930

ディスプレイ
VGA

7型

タッチパネル操作 リモコン操作 音声認識 車種別音響調整
オリジナル
オープニング画面

ステアリング
リモコンスイッチ
ステアリング
リモコンスイッチ

プローブ
交通情報

VICS
FM 交通情報2 回無償

地図更新 VICS
ビーコン交通情報 DSRC車載器

DSRCDSRC

ETC車載器

ETCETC

後席モニター
8型

ビューカメラ
リヤ

チューナー＆アンテナ
4×4

自動切替

12セグ

ワンセグ
緊急警報放送

緊急
警報

データ放送

データ
放送

AM/FM

AM/FM

ブルートゥース対応

Bluetooth

CD-R/RW
CDCD

VIDEO
DVDDVD 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

iPod 対応

iPod

電子番組表

EPG

対応カード

SD
SDHC

外部入力

RCA

基本機能

AV機能

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（P19,P21）

ディスプレイ
VGA

7型

タッチパネル操作 音声認識 車種別音響調整
オリジナル
オープニング画面

ステアリング
リモコンスイッチ
ステアリング
リモコンスイッチ

VICS
FM 交通情報2年間無償

地図更新 VICS
ビーコン交通情報 ETC車載器

ETCETC

後席モニター
8型

ビューカメラ
リヤ

自動切替

12セグ

ワンセグ
緊急警報放送

緊急
警報

AM/FM

AM/FM

CD-R/RW
CDCD

VIDEO
DVDDVD 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

iPod 対応

iPod

電子番組表

EPG

対応カード

SD
SDHC

リモコン操作 DSRC車載器

DSRCDSRC

データ放送

データ
放送

ブルートゥース対応

Bluetooth

外部入力

RCA

音楽蓄積機能
999曲
最大

音楽蓄積機能
1,000曲
最大約

プローブ
交通情報

チューナー＆アンテナ
2×2



◆各商品の適用および注記は三菱自動車 純正用品に関するものであり、 ROAR、RALLIART商品との同時装着に関しては含まれていません。 ※太青字の価格は参考取付工賃を含む消費税込み価格です。  　マークは参考取付工賃［消費税抜き］です。

● 7型AV一体型メモリーナビゲーション

¥183,750
【税抜き価格：本体￥160,000＋ナビゲーションロック¥3,000
＋　 ¥12,000】
MZ608930（本体）
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

¥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（約15cm）

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

◆HDMI変換ケーブル（約1m）

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

（＊6）

（＊8）（＊7）

■ステアリングリモコンスイッチ
（詳しくはP19参照）

基本機能

AV機能

三菱オリジナル機能

（別売） （別売）（※）

（＊3） （＊4） （＊3） （＊1） （＊5）

（＊1） （別売） （別売） （別売）

（別売）

（別売）（＊2）

ナビゲーション機能 その他拡張機器（P19,P21）

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。

     ※  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2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）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、openinfoが可能です。（open infoとは：パイオニア（株）が
           運営・管理するリアルタイムプローブデータを共有した渋滞情報の提供や、充電スポット開設情報のダウンロード、高速道路/主要国道
           開通情報のダウンロード等が可能です。なお、open infoのご利用には、事前に三菱電機ホームページよりユーザー登録が必要となります。）
（＊2）リヤビューカメラ（MZ607461）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。
（＊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、P16下記の＜USBデバイス使用時のご注意＞を参照ください。
（＊5）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。
（＊6）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。
（＊7）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。
（＊8）HDMI端子を有したスマートフォンなどの接続が可能になります。（スマートフォンの画面をナビ側でも見る事ができます。）

● 7型AV一体型メモリーナビゲーション

¥157,920
【税抜き価格：本体￥136,000＋ナビゲーションロック¥3,000
＋　 ¥11,400】
MZ608931（本体）
MZ598350（ナビゲーションロック）

● 7型AV一体型メモリーナビゲーション＆リヤカメラセット

¥175,980
【税抜き価格：本体￥146,000＋ナビゲーションロック¥3,000
＋　 ¥18,600】
MZ608935（本体セット）
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

¥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（約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】

■ステアリングリモコンスイッチ
（詳しくはP19参照）

■ナビリモコン
　後席からでも操作
　可能なリモコン。

（注2）（＊5）（注2）（＊4）

MZ608931

（別売）

（別売）（別売） （※） （別売） （別売） （別売）

（＊3）（＊1） （＊2）

（注1）

（別売）

（注1）リヤビューカメラ本体の保証期間は車両にお取り付けした日から1年間です。（その期間内でも、走行距離が2万kmまでです。）
（注2）iPod接続用ケーブル（MZ608180）は、ビデオ入出力コード（MZ608468）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。
     ※  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、P16下記の＜USBデバイス使用時のご注意＞を参照ください。
（＊3）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。
（＊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。
（＊5）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。

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。

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。リヤビューカメラセットも用意。

MZ608935

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）オーディオレス車用メニュー

1

2

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

ナビゲーションのオーディオ
モード（ラジオ、地デジ、DISC、
iPodなど）、音量調整、曲の送
り／戻しなど、ハンドルを握った
まま操作することが可能です。

※写真はMZ608930の表示例です。

三菱純正ナビゲーションのオリジナル機能

車種（車空間）別音響チューニング ステアリングリモコンスイッチ対応 オリジナルオープニング画面

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。RVR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。

※ステアリングリモコンスイッチは
　別売です。

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。

◆三菱純正AV一体型ナビゲーション・ラインアップ

システム合計価格 ¥183,750

システム合計価格 ¥157,920

システム合計価格 ¥115,710

システム合計価格 ¥98,700

システム合計価格 ¥197,400

機　種 基本性能 三菱オリジナル機能 ナビゲーション機能 オーディオ・ビジュアル機能

（＊1）DIATONE®は、三菱電機（株）の登録商標です。（注1）VICS-光/電波ビーコン受信機は別売となります。（注2）FM-VICSのみの対応となります。VICS-光/電波ビーコン受信機の設定はありません。

車空間別音響チューニング
※DIATONE音響技術採用（＊1）

ステアリングリモコン（別売）

オリジナルオープニング画面

VICS情報（注1）

プローブ交通情報

無償地図更新

4×4
FM/AM

音楽録音
※最大999曲
（4GB SD同梱）

CD DVD
Bluetooth

iPod/iPhone

※2回無償

7型
VGA

SD
16GB

VICS情報（注1）

プローブ交通情報

無償地図更新

車空間別音響チューニング

ステアリングリモコン（別売）

オリジナルオープニング画面

2×2
FM/AM

音楽録音
※最大約1,000曲
（4GB SD同梱）

CD DVD
iPod/iPhone

Bluetooth

※最大2年間無償

7型
VGA

SD
16GB

VICS情報（注1）

プローブ交通情報

無償地図更新

車空間別音響チューニング

ステアリングリモコン（別売）

オリジナルオープニング画面

FM/AM
音楽録音
※最大約8,000曲
（micro SD別売）

CD DVD
iPod/iPhone

Bluetooth

（別売）

6.1型
VGA

SSD
8GB

VICS情報（注2）

プローブ交通情報

無償地図更新

車空間別音響チューニング

ステアリングリモコン（別売）

オリジナルオープニング画面

FM/AM 音楽録音CD DVD
iPod/iPhone

Bluetooth

（別売）

7型
VGA

SD
8GB

VICS情報（注1）

プローブ交通情報

無償地図更新

車空間別音響チューニング

ステアリングリモコン（別売）

オリジナルオープニング画面

4×4 FM/AM 音楽録音
※最大約10,000曲

CD DVD
Bluetooth

iPod/iPhone

※2015年4月迄無償

（別売）

7型
VGA

HDD
80GB

1
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　安全のため走行中はナビゲーション画面のみ表示可能です。（走行中はTVおよびDVDビデオ画面は映らず、音声のみとなります。）

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

※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。

AV一体型
ナビゲーション

オーディオ

16-19 19 20

AV一体型
ナビゲーション拡張機器

オーディオレス車用メニュー

20

MMCS装着車用拡張機器

MMCS装着車用メニュー

DSRC ETC

21 21 21

グレードアップ
スピーカー

その他拡張機器メニュー

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！

NAVIGATION & AUDIO

MZ608930

ディスプレイ
VGA

7型

タッチパネル操作 リモコン操作 音声認識 車種別音響調整
オリジナル
オープニング画面

ステアリング
リモコンスイッチ
ステアリング
リモコンスイッチ

プローブ
交通情報

VICS
FM 交通情報2 回無償

地図更新 VICS
ビーコン交通情報 DSRC車載器

DSRCDSRC

ETC車載器

ETCETC

後席モニター
8型

ビューカメラ
リヤ

チューナー＆アンテナ
4×4

自動切替

12セグ

ワンセグ
緊急警報放送

緊急
警報

データ放送

データ
放送

AM/FM

AM/FM

ブルートゥース対応

Bluetooth

CD-R/RW
CDCD

VIDEO
DVDDVD DVDDVD

-R/RW
DVDDVD
+R/RW

DVDDVD
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交通情報

チューナー＆アンテナ
2×2



8型後席モニターステアリングリモコンスイッチ

ハンドルを握ったまま。オーディオ系を手元でらくらく操作。 後席でゆったりしながら大画面でDVDをお楽しみいただけます。

●適用ナビゲーションのオーディオモード（ラジオ、DISC、iPodなど）、
　音量調整、曲の送り／戻しなどが手元で行なえます。

【税抜き価格：本体¥8,000
＋　¥3,000】 
MZ609521
 

¥11,550
（クルーズコントロール付車）

【税抜き価格：本体¥8,000
＋　¥4,200】 
MZ609521
 

¥12,810
（クルーズコントロール無車） ※モードによっては■■ボタンの操作ができな

　い機能があります。

リヤビューカメラ

¥86,730 
【税抜き価格：本体¥58,500＋取付キット¥14,000＋電源変換ハーネス¥1,700＋　¥8,400】 
MZ608457（本体） 
MZ608458（取付キット） 
MZ608742（電源変換ハーネス）
※MITSUBISHIナビゲーション（MZ608930）に接続する場合、別途ビデオ入出力コード
 （MZ609508 ¥1,627/税込み）が必要となります。
※Clarionナビゲーション（MZ608931／MZ608935）に接続する場合、 別途ビデオ入出力コード
 （MZ608468 ¥3,150/税込み）が必要となります。
※KENWOODナビゲーション（MZ608932）はワンセグTVを後席モニターで視聴することは
　できません。（DVDはお楽しみいただけます。） 

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。

● 6.1型AV一体型メモリーナビゲーション

¥115,710
【税抜き価格：本体￥97,000＋ナビゲーションロック¥3,000
＋　 ¥10,200】
MZ608932（本体）
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 ◆iPod接続用ケーブル

¥2,100  MZ607431
【税抜き価格：本体¥2,000】

（＊3）

     ※  リヤビューカメラのガイド線表示機能はありません。
（＊1）別売のmicro SDカード/micro SDHCカード(最大32GB)を使用する事により、最大約8,000曲を録音する事ができます。
（＊2）USBケーブルにUSBデバイス（社外品：別売）を接続することにより、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、P16下記の＜USBデバイス使用時のご注意＞を参照ください。
（＊3）iPodの音楽を再生することができます。また、タッチパネル操作にも対応しています。
           ただし、iPodのビデオファイル再生には対応していません。
（＊4）本ケーブルを使用することによりiPodのビデオファイル再生が可能になります。ただし、一部iPodのビデオファイル再生には対応していません。
（＊5）フロントにもAUX（外部入力）端子があります。

◆iPod接続用ケーブル（ビデオ対応）

（＊4）

シンプルな操作性が魅力のエントリーモデル。

（別売） （別売）

（別売）

（別売） （別売） （別売）（※）

（別売）（＊1） （＊5）（＊2）

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

● 7型AV一体型メモリーナビゲーション

¥98,700
【税抜き価格：本体￥82,000＋ナビゲーションロック¥3,000
＋　 ¥9,000】
MZ608933（本体）
MZ598350（ナビゲーションロック）

プラス拡張機器

◆USB接続ケーブル ◆iPod接続用ケーブル

（＊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、P16下記の＜USBデバイス使用時のご注意＞を参照ください。
（＊2）iPodの音楽を再生することができます。また、タッチパネル操作にも対応しています。
           ただし、iPodのビデオファイル再生には対応していません。
（＊3）RCA端子を有したビデオ機器やポータブルオーディオなどの接続が可能になります。

◆ビデオ入力ケーブル（約30cm）

（＊3）

（＊2）（＊1）

（別売）

（別売）（別売）（別売）

（別売）

¥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】

■ステアリングリモコンスイッチ
（詳しくはP19参照）

■ステアリングリモコンスイッチ
（詳しくはP19参照）

■ステアリングリモコンスイッチ
（詳しくはP19参照）

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）オーディオレス車用メニュー 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）オーディオレス車用メニュー

AV一体型ナビゲーション拡張機器オーディオレス車用メニュー

（別売） （別売）（※） （＊1） （別売） （別売） （別売） （別売）

（別売） （別売）

● 7型AV一体型HDDナビゲーション

¥197,400
【税抜き価格：本体￥173,000＋ナビゲーションロック¥3,000
＋　 ¥12,000】
MZ608929（本体）
MZ598350（ナビゲーションロック）

◆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（約2m）

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

（＊3）

（＊4）

    ※   地図更新バージョンアップを2015年4月まで無償提供いたします。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、ハンズフリー通話、音楽再生、新譜の楽曲情報取得、スマートループ渋滞情報取得が可能です。
           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、P16下記の＜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。

プラス拡張機器

（＊2） （＊1）

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。3

4

5

※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。
◆各商品の適用および注記はRVR三菱自動車 純正用品に関するものであり、 ROAR、RALLIART商品との同時装着に関しては含まれていません。

適用機種：MZ608931

適用機種：MZ608929/MZ608930/MZ608931/MZ608932/MZ608935

¥30,450
【税抜き価格：本体¥20,000＋　¥9,000】
MZ607461（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。
（注1）Clarionナビゲーション（MZ608931）にリヤビューカメラ（MZ607461）を装着するとP17掲載のリヤビュー
           カメラセット（MZ608935）と同システムになります。
（注2）MITSUBISHIナビゲーション（MZ608930）に接続する場合は、別途カメラ接続ケーブル（MZ607480
           ¥4,725/税込み）が必要となります。
（注3）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。
     ※   リヤビューカメラは、夜間や雨天時は見えにくくなる場合があります。
     ※   リヤビューカメラは、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。 ¥41,160

【税抜き価格：本体¥20,000＋電源ボックスキット
¥9,000＋　¥10,200】
MZ607461（本体）
MZ607491（電源ボックスキット） 

適用機種：
MZ608929/MZ608930/MZ608932/MZ608933

（注1）

（注2,3）
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Bluetooth
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VIDEO
DVDDVD DVDDVD
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DVDDVD
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SD
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ディスプレイ
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7型

MZ608929/MZ608930/MZ608931/MZ608932/MZ608933/MZ608935
ClarionオーディオMZ595637適用機種：

¥3,885  MZ609505
【税抜き価格：本体¥2,500
＋     ¥1,200】

VICS
ビーコン交通情報

2012年10月下旬発売予定

音楽蓄積機能
8,000曲
最大約



8型後席モニターステアリングリモコンスイッチ

ハンドルを握ったまま。オーディオ系を手元でらくらく操作。 後席でゆったりしながら大画面でDVDをお楽しみいただけます。

●適用ナビゲーションのオーディオモード（ラジオ、DISC、iPodなど）、
　音量調整、曲の送り／戻しなどが手元で行なえます。

【税抜き価格：本体¥8,000
＋　¥3,000】 
MZ609521
 

¥11,550
（クルーズコントロール付車）

【税抜き価格：本体¥8,000
＋　¥4,200】 
MZ609521
 

¥12,810
（クルーズコントロール無車） ※モードによっては■■ボタンの操作ができな

　い機能があります。

リヤビューカメラ

¥86,730 
【税抜き価格：本体¥58,500＋取付キット¥14,000＋電源変換ハーネス¥1,700＋　¥8,400】 
MZ608457（本体） 
MZ608458（取付キット） 
MZ608742（電源変換ハーネス）
※MITSUBISHIナビゲーション（MZ608930）に接続する場合、別途ビデオ入出力コード
 （MZ609508 ¥1,627/税込み）が必要となります。
※Clarionナビゲーション（MZ608931／MZ608935）に接続する場合、 別途ビデオ入出力コード
 （MZ608468 ¥3,150/税込み）が必要となります。
※KENWOODナビゲーション（MZ608932）はワンセグTVを後席モニターで視聴することは
　できません。（DVDはお楽しみいただけます。） 

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。

● 6.1型AV一体型メモリーナビゲーション

¥115,710
【税抜き価格：本体￥97,000＋ナビゲーションロック¥3,000
＋　 ¥10,200】
MZ608932（本体）
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 ◆iPod接続用ケーブル

¥2,100  MZ607431
【税抜き価格：本体¥2,000】

（＊3）

     ※  リヤビューカメラのガイド線表示機能はありません。
（＊1）別売のmicro SDカード/micro SDHCカード(最大32GB)を使用する事により、最大約8,000曲を録音する事ができます。
（＊2）USBケーブルにUSBデバイス（社外品：別売）を接続することにより、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、P16下記の＜USBデバイス使用時のご注意＞を参照ください。
（＊3）iPodの音楽を再生することができます。また、タッチパネル操作にも対応しています。
           ただし、iPodのビデオファイル再生には対応していません。
（＊4）本ケーブルを使用することによりiPodのビデオファイル再生が可能になります。ただし、一部iPodのビデオファイル再生には対応していません。
（＊5）フロントにもAUX（外部入力）端子があります。

◆iPod接続用ケーブル（ビデオ対応）

（＊4）

シンプルな操作性が魅力のエントリーモデル。

（別売） （別売）

（別売）

（別売） （別売） （別売）（※）

（別売）（＊1） （＊5）（＊2）

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

● 7型AV一体型メモリーナビゲーション

¥98,700
【税抜き価格：本体￥82,000＋ナビゲーションロック¥3,000
＋　 ¥9,000】
MZ608933（本体）
MZ598350（ナビゲーションロック）

プラス拡張機器

◆USB接続ケーブル ◆iPod接続用ケーブル

（＊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、P16下記の＜USBデバイス使用時のご注意＞を参照ください。
（＊2）iPodの音楽を再生することができます。また、タッチパネル操作にも対応しています。
           ただし、iPodのビデオファイル再生には対応していません。
（＊3）RCA端子を有したビデオ機器やポータブルオーディオなどの接続が可能になります。

◆ビデオ入力ケーブル（約30cm）

（＊3）

（＊2）（＊1）

（別売）

（別売）（別売）（別売）

（別売）

¥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】

■ステアリングリモコンスイッチ
（詳しくはP19参照）

■ステアリングリモコンスイッチ
（詳しくはP19参照）

■ステアリングリモコンスイッチ
（詳しくはP19参照）

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）オーディオレス車用メニュー 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）オーディオレス車用メニュー

AV一体型ナビゲーション拡張機器オーディオレス車用メニュー

（別売） （別売）（※） （＊1） （別売） （別売） （別売） （別売）

（別売） （別売）

● 7型AV一体型HDDナビゲーション

¥197,400
【税抜き価格：本体￥173,000＋ナビゲーションロック¥3,000
＋　 ¥12,000】
MZ608929（本体）
MZ598350（ナビゲーションロック）

◆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（約2m）

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

（＊3）

（＊4）

    ※   地図更新バージョンアップを2015年4月まで無償提供いたします。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、ハンズフリー通話、音楽再生、新譜の楽曲情報取得、スマートループ渋滞情報取得が可能です。
           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、P16下記の＜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。

プラス拡張機器

（＊2） （＊1）

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。3

4

5

※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。
◆各商品の適用および注記はRVR三菱自動車 純正用品に関するものであり、 ROAR、RALLIART商品との同時装着に関しては含まれていません。

適用機種：MZ608931

適用機種：MZ608929/MZ608930/MZ608931/MZ608932/MZ608935

¥30,450
【税抜き価格：本体¥20,000＋　¥9,000】
MZ607461（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。
（注1）Clarionナビゲーション（MZ608931）にリヤビューカメラ（MZ607461）を装着するとP17掲載のリヤビュー
           カメラセット（MZ608935）と同システムになります。
（注2）MITSUBISHIナビゲーション（MZ608930）に接続する場合は、別途カメラ接続ケーブル（MZ607480
           ¥4,725/税込み）が必要となります。
（注3）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。
     ※   リヤビューカメラは、夜間や雨天時は見えにくくなる場合があります。
     ※   リヤビューカメラは、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。 ¥41,160

【税抜き価格：本体¥20,000＋電源ボックスキット
¥9,000＋　¥10,200】
MZ607461（本体）
MZ607491（電源ボックスキット） 

適用機種：
MZ608929/MZ608930/MZ608932/MZ608933

（注1）

（注2,3）

基本機能

AV機能

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（P19,P21）

ディスプレイ
VGA

6.1型

タッチパネル操作 リモコン操作 音声認識
オリジナル
オープニング画面

ステアリング
リモコンスイッチ
ステアリング
リモコンスイッチ

VICS
FM 交通情報

VICS
ビーコン交通情報 ETC車載器

ETCETC

後席モニター
8型

ビューカメラ
リヤ

データ放送

データ
放送

AM/FM

AM/FM

CD-R/RW
CDCD

VIDEO
DVDDVD 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

対応カード

SD
SDHC

車種別音響調整
プローブ
交通情報無償

地図更新
DSRC車載器

DSRCDSRC

ブルートゥース対応

Bluetooth

緊急警報放送

緊急
警報

電子番組表

EPG

外部入力

RCA

iPod 対応

iPod

NAVIGATION & AUDIO

MZ608929MZ608932

MZ608933

基本機能

AV機能

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（P19,P21）

ディスプレイ
VGA

7型

タッチパネル操作 リモコン操作
ステアリング
リモコンスイッチ
ステアリング
リモコンスイッチ

プローブ
交通情報

VICS
FM 交通情報無償

地図更新 VICS
ビーコン交通情報 DSRC車載器

DSRCDSRC

ETC車載器

ETCETC

後席モニター
8型

ビューカメラ
リヤ

チューナー＆アンテナ
4×4

自動切替

12セグ

ワンセグ
緊急警報放送

緊急
警報

AM/FM

AM/FM

ブルートゥース対応

Bluetooth

CD-R/RW
CDCD

VIDEO
DVDDVD DVDDVD

-R/RW
DVDDVD
VR(CPRM) 音楽蓄積機能

10,000曲
最大約

音楽フォーマット

MP3
WMA
AAC

MP3
WMA
AAC

USB 対応

USBUSB

電子番組表

EPG

対応カード

SD
SDHC

外部入力

RCA

80GB

HDD

音声認識 車種別音響調整
オリジナル
オープニング画面

データ放送

データ
放送

DVDDVD
+R/RW iPod 対応

iPod

倍速録音
18倍速18倍速
最大最大

基本機能

AV機能

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（P19）

タッチパネル操作 リモコン操作 音声認識
オリジナル
オープニング画面

ステアリング
リモコンスイッチ
ステアリング
リモコンスイッチ

VICS
FM 交通情報 ビューカメラ

リヤ

データ放送

データ
放送

AM/FM

AM/FM

CD-R/RW
CDCD

車種別音響調整
プローブ
交通情報無償

地図更新
DSRC車載器

DSRCDSRC

ブルートゥース対応

Bluetooth

iPod 対応

iPod

ETC車載器

ETCETC

後席モニター
8型

緊急警報放送

緊急
警報

電子番組表

EPG

VIDEO
DVDDVD DVDDVD

-R/RW
DVDDVD
+R/RW

DVDDVD
VR(CPRM) 音楽蓄積機能音楽フォーマット

MP3
WMA
AAC

MP3
WMA
AAC

倍速録音 USB対応

USBUSB

対応カード

SD
SDHC

外部入力

RCA

ディスプレイ
VGA

7型

MZ608929/MZ608930/MZ608931/MZ608932/MZ608933/MZ608935
ClarionオーディオMZ595637適用機種：

¥3,885  MZ609505
【税抜き価格：本体¥2,500
＋     ¥1,200】

VICS
ビーコン交通情報

2012年10月下旬発売予定

音楽蓄積機能
8,000曲
最大約



（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車載器の取付位置はグローブボックス内になります。
※ DSRC車載器との同時装着はできません。

●ナビゲーションに接続しない場合

¥26,565
【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￥1,700＋　 ¥5,400】
MZ608789（本体）
MZ608811（接続ケーブル）
MZ608742（電源変換ハーネス）

●carrozzeriaナビゲーション
 （MZ608929）に接続する場合

●KENWOODナビゲーション
 （MZ608932）に接続する場合

1スピーカー内蔵 2MITSUBISHIナビゲーション（MZ608930）接続専用

3スピーカー内蔵

■三菱電機製（アンテナ別体、表示なしタイプ） ■三菱電機製（アンテナ別体、表示なしタイプ）

■三菱重工製（アンテナ別体、表示なしタイプ）

¥31,395
【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￥1,700＋　¥5,400】
MZ608785（本体）
MZ608803（接続ケーブル）
MZ608742（電源変換ハーネス）

●VICS-光/電波ビーコンと同時装着する場合

¥26,250
【税抜き価格：本体￥12,900＋接続ケーブル¥5,000
＋電源変換ハーネス￥1,700＋　¥5,400】
MZ608785（本体）
MZ608802（接続ケーブル）
MZ608742（電源変換ハーネス）

●VICS-光/電波ビーコンと同時装着しない場合

●Clarionナビゲーション
 （MZ608931/MZ608935）に 接続
　する場合

ブラック

パープル

高速道路に設置された「ITSスポット」と車載のDSRC対応ナビゲーションとの間で、高速＆大容量通信を行うことにより広域（最大約1,000km）にわたる
道路交通情報や画像を提供し、安全運転や快適ドライブをバックアップする次世代の通信システムです。

（DSRCサービス）

※ DSRCとはDedicated Short Range Communicationの略で専用の狭域通信という意味です。
※ DSRC車載器には、ETC機能も搭載しています。
※ DSRC車載器ご利用には手続き（セットアップ［有料］）およびクレジット会社へのETCカード申込が別途必要です。
     詳しい内容については販売会社にお問い合わせください。
※ DSRC車載器の取付位置はグローブボックス内になります。
※ ETC車載器との同時装着はできません。

¥42,630
【税抜き価格：本体￥29,000
＋接続ケーブル￥4,500
＋電源変換ハーネス￥1,700
＋　 ¥5,400】
MZ608790（本体）
MZ608813（接続ケーブル）
MZ608742（電源変換ハーネス）

●MITSUBISHIナビゲーション
　（MZ608930）に接続する場合

¥45,780
【税抜き価格：本体￥29,000
＋接続ケーブル￥7,500
＋電源変換ハーネス￥1,700
＋　 ¥5,400】
MZ608790（本体）
MZ608814（接続ケーブル）
MZ608742（電源変換ハーネス）

●carrozzeriaナビゲーション
　（MZ608929）に接続する場合

1ナビゲーション接続専用
■三菱電機製DSRC車載器（アンテナ別体、表示なしタイプ）

この先 トンネル付近渋滞追突注意！ 左から合流車、注意！ この先約○km△△△の現在の状況です！

安全運転のサポート 合流部での情報提供 道路交通情報の提供

スピーカー / DSRC / ETC

グレードアップスピーカー ツィーター

その他拡張機器メニュー

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）

MZ596805

MZ595736

MZ594808

1carrozzeria

carrozzeria

2KENWOOD

KENWOOD

3Clarion

Clarion

［￥20,000］

［￥11,000］

［￥8,800］

［￥12,600］

［￥3,000］

￥16,380

［￥23,800］

［￥3,000］

￥28,140

※メーカーオプションのプレミアムサウンド
　システム装着車はサウンドチューニングを
　施しているため、グレードアップスピーカー
　の交換装着は推奨いたしません。          
※標準スピーカーと交換装着になります。
※フロント＆リヤに4スピーカーを装着する場合、
　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セット必要になります。
※P97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。

［￥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

116cmスピーカー　MZ596805（＊）
・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）

（＊）2個セットとなります。

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。

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

（＊）2個セットとなります。

■フロント2スピーカー装着メニュー

ツィーター
 ¥12,180［オーディオレス車］
 【税抜き価格：本体¥8,000＋取付キット¥1,800
  ＋    ¥1,800】 
  MZ598373（本体）
  MZ598366（取付キット）
※6スピーカー装着車のツィータと同等品です。

¥31,500
【税抜き価格：本体¥27,000＋　¥3,000】
MZ608192 
●MMCSに接続することにより詳しいVICS 
　情報を活用したり、渋滞情報を考慮した
　ルート設定ができます。

VICS-光／電波ビーコン受信機

MMCS装着車用拡張機器MMCS装着車用メニュー

12DIN-CD/USBチューナーアンプ
¥41,580
【税抜き価格：本体¥36,500
＋変換ハーネス¥700＋    ¥2,400】
MZ595623（本体）
MZ608724（変換ハーネス）

※詳しくはP16下記をご参照ください。
＜USBデバイス使用時のご注意＞

音場
調整機能

（注2） （別売）（注2）（別売）

12DIN-CD/USBチューナーアンプ
¥25,620
【税抜き価格：本体¥22,000＋    ¥2,400】
MZ595637（本体）

（＊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。

22DIN-CD/USBチューナーアンプ
¥33,705
【税抜き価格：本体¥29,000
＋変換ハーネス¥700＋    ¥2,400】
MZ595624（本体）
MZ608724（変換ハーネス）

音場
調整機能

（注2） （別売）（注2）

4CDチューナーアンプ
¥21,000（注1） 
【税抜き価格：本体¥16,900
＋変換ハーネス¥700＋    ¥2,400】
MZ595627（本体）
MZ608724（変換ハーネス）

音場
調整機能

3CD/USBチューナーアンプ
¥21,525（注1） 
【税抜き価格：本体¥17,400
＋変換ハーネス¥700＋    ¥2,400】
MZ595628（本体）
MZ608724（変換ハーネス）

音場
調整機能

（注2） （別売）（注2）

音場
調整機能

（注2）（＊1）（注2）

12DIN-MD/CDチューナーアンプ
¥44,730
【税抜き価格：本体¥39,500
＋変換ハーネス¥700＋    ¥2,400】
MZ595581（本体）
MZ608724（変換ハーネス）

音場
調整機能

適用機種：MZ595581

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

iPod接続用アダプタ
¥17,640 
【税抜き価格：本体¥12,000＋    ¥4,800】
MZ607412

iPod対応

iPod対応

適用機種：MZ595581

外部入力（RCA）ケーブル
¥5,460 
【税抜き価格：本体¥4,000＋    ¥1,200】
MZ608564

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

（別売） （別売）

（注1）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（MB877180）およびスクリュ（MB409437×4本）を 装着することにより、空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。

オーディオオーディオレス車用メニュー

※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。
◆各商品の適用および注記はRVR三菱自動車 純正用品に関するものであり、 ROAR、RALLIART商品との同時装着に関しては含まれていません。

NAVIGATION & AUDIO

★ステアリングリモコンスイッチ
 （別売）に対応。
※詳しくはP19をご覧ください。

DSRC車載器
¥42,630
【税抜き価格：本体¥29,000＋接続ケーブル
 ¥4,500＋電源変換ハーネス¥1,700＋    ¥5,400】
MZ608790（本体）
MZ608813（接続ケーブル）
MZ608742（電源変換ハーネス）
※DSRC車載器ご利用には手続き（セット
　アップ［有料］）およびクレジット会社への
　ETCカード申込が別途必要です。詳しい
　内容については 販売会社にお問い合わせ
　ください。
※DSRC車載器の取付位置はグローブボックス
　内になります。

ETC車載器
¥26,250
【税抜き価格：本体¥12,900＋接続ケーブル
 ¥5,000＋電源変換ハーネス¥1,700＋    ¥5,400】
MZ608785（本体）
MZ608801（接続ケーブル）
MZ608742（電源変換ハーネス） 
※MMCSにはMZ608785以外のETC車載器
　は接続できません。
※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車載器の取付位置はグローブボックス内
　になります。

MZ608457（本体） 
MZ608458（取付キット） 
MZ609515（映像出力コード）
MZ608742（電源変換ハーネス）

8型後席モニター 

●ナビゲーションに
　接続しない場合

¥21,315
【税抜き価格：本体￥13,200
＋電源変換ハーネス￥1,700
＋　 ¥5,400】
MZ608789（本体）
MZ608742（電源変換ハーネス）

¥26,565
【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￥1,700＋　 ¥5,400】
MZ608789（本体）
MZ608812（接続ケーブル）
MZ608742（電源変換ハーネス）

¥20,895
【税抜き価格：本体￥12,800
＋電源変換ハーネス￥1,700＋　 ¥5,400】
MZ608791（本体：ブラック）
MZ608792（本体：パープル）
MZ608742（電源変換ハーネス）

¥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）

2012年11月発売予定

※DSRC車載器とETC車載器は同時装着できません。



（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車載器の取付位置はグローブボックス内になります。
※ DSRC車載器との同時装着はできません。

●ナビゲーションに接続しない場合

¥26,565
【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￥1,700＋　 ¥5,400】
MZ608789（本体）
MZ608811（接続ケーブル）
MZ608742（電源変換ハーネス）

●carrozzeriaナビゲーション
 （MZ608929）に接続する場合

●KENWOODナビゲーション
 （MZ608932）に接続する場合

1スピーカー内蔵 2MITSUBISHIナビゲーション（MZ608930）接続専用

3スピーカー内蔵

■三菱電機製（アンテナ別体、表示なしタイプ） ■三菱電機製（アンテナ別体、表示なしタイプ）

■三菱重工製（アンテナ別体、表示なしタイプ）

¥31,395
【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￥1,700＋　¥5,400】
MZ608785（本体）
MZ608803（接続ケーブル）
MZ608742（電源変換ハーネス）

●VICS-光/電波ビーコンと同時装着する場合

¥26,250
【税抜き価格：本体￥12,900＋接続ケーブル¥5,000
＋電源変換ハーネス￥1,700＋　¥5,400】
MZ608785（本体）
MZ608802（接続ケーブル）
MZ608742（電源変換ハーネス）

●VICS-光/電波ビーコンと同時装着しない場合

●Clarionナビゲーション
 （MZ608931/MZ608935）に 接続
　する場合

ブラック

パープル

高速道路に設置された「ITSスポット」と車載のDSRC対応ナビゲーションとの間で、高速＆大容量通信を行うことにより広域（最大約1,000km）にわたる
道路交通情報や画像を提供し、安全運転や快適ドライブをバックアップする次世代の通信システムです。

（DSRCサービス）

※ DSRCとはDedicated Short Range Communicationの略で専用の狭域通信という意味です。
※ DSRC車載器には、ETC機能も搭載しています。
※ DSRC車載器ご利用には手続き（セットアップ［有料］）およびクレジット会社へのETCカード申込が別途必要です。
     詳しい内容については販売会社にお問い合わせください。
※ DSRC車載器の取付位置はグローブボックス内になります。
※ ETC車載器との同時装着はできません。

¥42,630
【税抜き価格：本体￥29,000
＋接続ケーブル￥4,500
＋電源変換ハーネス￥1,700
＋　 ¥5,400】
MZ608790（本体）
MZ608813（接続ケーブル）
MZ608742（電源変換ハーネス）

●MITSUBISHIナビゲーション
　（MZ608930）に接続する場合

¥45,780
【税抜き価格：本体￥29,000
＋接続ケーブル￥7,500
＋電源変換ハーネス￥1,700
＋　 ¥5,400】
MZ608790（本体）
MZ608814（接続ケーブル）
MZ608742（電源変換ハーネス）

●carrozzeriaナビゲーション
　（MZ608929）に接続する場合

1ナビゲーション接続専用
■三菱電機製DSRC車載器（アンテナ別体、表示なしタイプ）

この先 トンネル付近渋滞追突注意！ 左から合流車、注意！ この先約○km△△△の現在の状況です！

安全運転のサポート 合流部での情報提供 道路交通情報の提供

スピーカー / DSRC / ETC

グレードアップスピーカー ツィーター

その他拡張機器メニュー

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）

MZ596805

MZ595736

MZ594808

1carrozzeria

carrozzeria

2KENWOOD

KENWOOD

3Clarion

Clarion

［￥20,000］

［￥11,000］

［￥8,800］

［￥12,600］

［￥3,000］

￥16,380

［￥23,800］

［￥3,000］

￥28,140

※メーカーオプションのプレミアムサウンド
　システム装着車はサウンドチューニングを
　施しているため、グレードアップスピーカー
　の交換装着は推奨いたしません。          
※標準スピーカーと交換装着になります。
※フロント＆リヤに4スピーカーを装着する場合、
　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セット必要になります。
※P97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。

［￥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

116cmスピーカー　MZ596805（＊）
・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）

（＊）2個セットとなります。

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。

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

（＊）2個セットとなります。

■フロント2スピーカー装着メニュー

ツィーター
 ¥12,180［オーディオレス車］
 【税抜き価格：本体¥8,000＋取付キット¥1,800
  ＋    ¥1,800】 
  MZ598373（本体）
  MZ598366（取付キット）
※6スピーカー装着車のツィータと同等品です。

¥31,500
【税抜き価格：本体¥27,000＋　¥3,000】
MZ608192 
●MMCSに接続することにより詳しいVICS 
　情報を活用したり、渋滞情報を考慮した
　ルート設定ができます。

VICS-光／電波ビーコン受信機

MMCS装着車用拡張機器MMCS装着車用メニュー

12DIN-CD/USBチューナーアンプ
¥41,580
【税抜き価格：本体¥36,500
＋変換ハーネス¥700＋    ¥2,400】
MZ595623（本体）
MZ608724（変換ハーネス）

※詳しくはP16下記をご参照ください。
＜USBデバイス使用時のご注意＞

音場
調整機能

（注2） （別売）（注2）（別売）

12DIN-CD/USBチューナーアンプ
¥25,620
【税抜き価格：本体¥22,000＋    ¥2,400】
MZ595637（本体）

（＊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。

22DIN-CD/USBチューナーアンプ
¥33,705
【税抜き価格：本体¥29,000
＋変換ハーネス¥700＋    ¥2,400】
MZ595624（本体）
MZ608724（変換ハーネス）

音場
調整機能

（注2） （別売）（注2）

4CDチューナーアンプ
¥21,000（注1） 
【税抜き価格：本体¥16,900
＋変換ハーネス¥700＋    ¥2,400】
MZ595627（本体）
MZ608724（変換ハーネス）

音場
調整機能

3CD/USBチューナーアンプ
¥21,525（注1） 
【税抜き価格：本体¥17,400
＋変換ハーネス¥700＋    ¥2,400】
MZ595628（本体）
MZ608724（変換ハーネス）

音場
調整機能

（注2） （別売）（注2）

音場
調整機能

（注2）（＊1）（注2）

12DIN-MD/CDチューナーアンプ
¥44,730
【税抜き価格：本体¥39,500
＋変換ハーネス¥700＋    ¥2,400】
MZ595581（本体）
MZ608724（変換ハーネス）

音場
調整機能

適用機種：MZ595581

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

iPod接続用アダプタ
¥17,640 
【税抜き価格：本体¥12,000＋    ¥4,800】
MZ607412

iPod対応

iPod対応

適用機種：MZ595581

外部入力（RCA）ケーブル
¥5,460 
【税抜き価格：本体¥4,000＋    ¥1,200】
MZ608564

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

（別売） （別売）

（注1）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（MB877180）およびスクリュ（MB409437×4本）を 装着することにより、空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。

オーディオオーディオレス車用メニュー

※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。
◆各商品の適用および注記はRVR三菱自動車 純正用品に関するものであり、 ROAR、RALLIART商品との同時装着に関しては含まれていません。

NAVIGATION & AUDIO

★ステアリングリモコンスイッチ
 （別売）に対応。
※詳しくはP19をご覧ください。

DSRC車載器
¥42,630
【税抜き価格：本体¥29,000＋接続ケーブル
 ¥4,500＋電源変換ハーネス¥1,700＋    ¥5,400】
MZ608790（本体）
MZ608813（接続ケーブル）
MZ608742（電源変換ハーネス）
※DSRC車載器ご利用には手続き（セット
　アップ［有料］）およびクレジット会社への
　ETCカード申込が別途必要です。詳しい
　内容については 販売会社にお問い合わせ
　ください。
※DSRC車載器の取付位置はグローブボックス
　内になります。

ETC車載器
¥26,250
【税抜き価格：本体¥12,900＋接続ケーブル
 ¥5,000＋電源変換ハーネス¥1,700＋    ¥5,400】
MZ608785（本体）
MZ608801（接続ケーブル）
MZ608742（電源変換ハーネス） 
※MMCSにはMZ608785以外のETC車載器
　は接続できません。
※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車載器の取付位置はグローブボックス内
　になります。

MZ608457（本体） 
MZ608458（取付キット） 
MZ609515（映像出力コード）
MZ608742（電源変換ハーネス）

8型後席モニター 

●ナビゲーションに
　接続しない場合

¥21,315
【税抜き価格：本体￥13,200
＋電源変換ハーネス￥1,700
＋　 ¥5,400】
MZ608789（本体）
MZ608742（電源変換ハーネス）

¥26,565
【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￥1,700＋　 ¥5,400】
MZ608789（本体）
MZ608812（接続ケーブル）
MZ608742（電源変換ハーネス）

¥20,895
【税抜き価格：本体￥12,800
＋電源変換ハーネス￥1,700＋　 ¥5,400】
MZ608791（本体：ブラック）
MZ608792（本体：パープル）
MZ608742（電源変換ハーネス）

¥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）

2012年11月発売予定

※DSRC車載器とETC車載器は同時装着できません。
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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10月現在のもので、本体価格（メーカー希望小売価格）＋参考取付工賃（6,000円／時間）
　＋消費税が含まれております。なお取付工賃レートは、地域・製品・装着時により異なる場合がありますのでご了承ください。
◎仕様および表示価格は、製品改良や材料高騰、その他の理由により予告なく変更することがありますので販売会社にお問い合わせください。
◎写真は、印刷インキの性質上、実際の色と異なって見えることがあります。
◎掲載写真は、実物とイメージや仕様が異なる場合があります。
◎撮影のための小道具は商品に含まれておりません。
◎装着する用品や組み合わせによっては、車高および重量が変化することがありますので、ご了承ください。
◎一部車種については装着できないものがあります。また取付場所が同一のため、複数のものを同時に装着できないものもありますので
　販売会社にお問い合わせください。
◎撮影上の都合で、一部旧型車両や他車種を使用しています。
◎ホームページを開設していますのでご利用ください。

＜三菱自動車 純正用品（P2～P21）に関するお取り扱い上の注意事項＞ 

※ROAR商品、RALLIART商品に関するお取り扱い上の注意、お問い合わせ窓口、保証 についてはP23～P24をご参照ください。

〒108-8410 東京都港区芝5丁目33番8号

〒108-0014 東京都港区芝5丁目33番8号 第一田町ビル6F

純正用品製造事業者

三菱自動車カーライフプロダクツ ホームページ

2012.10～
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