◎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

YS1524-1207

2012.7〜
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2ルーフスポイラー

￥29,610

【税抜き価格：本体￥24,000＋ ¥4,200】
［除くROADEST］
MZ574605（ホワイトパール）
MZ574606（ブラックマイカ）
MZ574607（クールシルバーメタリック）
MZ574611（ラズベリーレッドパール）
MZ574612（サクラピンクメタリック）
MZ574613（ミスティックバイオレットパール）
MZ574614（チタニウムグレーメタリック）

To p p o
DE
Sports

ベース車：T ボディカラー：ラズベリーレッドパール
＜装着用品＞ビレットグリル、
フォグランプ
（イエロー）、
エクシードバイザー、
メッキミラーカバー
（ターンシグナルランプ付）
、
サイドストライプモール、
ピラーストライプテープ、
ルーフスポイラー、
リヤコンビガーニッシュ

●両サイドが回り込んだ迫力のデザイン。
リヤビューを
グンとスポーティに引き締めます。
バックドアに装着、
樹脂製。
ボディカラーに対応。
※リヤアンダーミラーとの同時装着も可能です。

1ビレットグリル

￥49,350

3マフラーカッター

￥7,455

【税抜き価格：本体￥44,000
＋ ¥3,000】
MZ575579
［全車］
●いま人気のヨコ線基調のシャープな
ライン、フロントビューを一気に
スポーツイメージに変身させます。
アルミ製。

【税抜き価格：本体￥5,300＋ ¥1,800】

MZ574338［除くターボ車、
ROADEST］
●迫力のあるストレートタイプ。
リヤビューを引き締めます。

ベース車：T ボディカラー：ラズベリーレッドパール
＜装着用品＞エクシードバイザー、
メッキミラーカバー
（ターンシグナルランプ付）
、
サイドストライプモール、
ピラーストライプテープ
ルーフスポイラー、
リヤコンビガーニッシュ、
バックドアガーニッシュ、
マフラーカッター
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Toppo ＤＥ Spor ts P２-３
Toppo ＤＥ Ｓｔｙｌ
ｉｓｈ P４-５
Toppo ＤＥ Ａｃｔｉｖｅ P６-７
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Toppo
Toppo
Toppo
Toppo

ＤＥ Illumination
ＤＥ Ｑｕａｌ
ｉｔｙ
ＤＥ Amenit y
ＤＥ Ｒｅｌａｘ
ＤＥ Ｂｅｎｒｉ

P８-９
P１０
P１1
P１2 -１3
P１４-１５

Toppo ＤＥ Kids
Toppo ＤＥ Ｓａｆｅｔｙ
Toppo ＤＥ Ｍｙ Ｌｉｆｅ
ＣＡＲ-ＣＡＲＥ ＧＯＯＤＳ
NAVIGATION & AUDIO

P１６-１７
P１８- 19
P20
P21
P2 2 - 27

※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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※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

5サイドストライプモール

6ピラーストライプテープ

￥21,420

￥11,025

【税抜き価格：本体￥18,000＋ ¥2,400】

【税抜き価格：本体￥7,500
＋ ¥3,000】
MZ549016［全車］

MZ549017［全車］
●存在感のある幅広タイプ、
しかもシルバー
メッキ調でボディサイドのドレスアップに
役立ちます。
ハイボスカルステッカー仕様、
左右セット。

うトッポ。
のトッポと違
他
け
だ
し
少
。
トッポ
スアップした
ちょっとセン
つい乗りたくなる。
だから、

●クォーターピラーに装着する
ルーバー風デザインのテープ。
ちょっとオシャレなアクセントです。
左右セット。

※ドアエッジモールとの同時装着はできません。

リヤガーニッシュセット
『バックドアガーニッシュ＋リヤコンビガーニッシュ』
で
リヤビューをドレスアップ！
おトクなセット価格でどうぞ。
7バックドアガーニッシュ

￥17,640【税抜き価格：本体￥15,000＋

¥1,800】

8リヤコンビガーニッシュ

￥20,370【税抜き価格：本体￥17,000＋
7バックドアガーニッシュ

1エクシードバイザー

￥17,640

￥18,900

【税抜き価格：本体￥15,000＋ ¥1,800】

【税抜き価格：本体￥15,000＋ ¥3,000】

MZ575658［全車］
●リヤスタイルに強い個性を与えます。高級感のある
メッキ調ガーニッシュ。

MZ562873
［全車］
●雨の日などの室内換気に便利です。
存在感のあるワイドタイプ。
アクリル製。
フロント、
リヤ左右セット。

¥2,400】

合計 ￥38,010 のところ

8リヤコンビガーニッシュ

￥20,370

【税抜き価格：本体￥17,000＋ ¥2,400】

MZ575659［全車］
●高級感のあるメッキ調でリヤコンビランプを
強調しながら、
ワンポイントのドレスアップを
図ります。左右セット。

セット価格

￥33,600

【税抜き価格：本体￥27,800＋ ¥4,200】
MZ575657［全車］

DRESS-UP

qナンバープレートフレーム

￥2,100（１枚）

【税抜き価格：本体￥2,000】

2メッキミラーカバー
（ターンシグナルランプ付）

MZ572524［全車］
●ABS樹脂製。
フロント、
リヤ兼用。

￥37,800

【税抜き価格：本体￥27,000
＋ ¥9,000】

MZ576140
［除くヒーテッドミラー付車］

wナンバープレートフレーム
（メッキ）

￥3,150（１枚）
【税抜き価格：本体￥3,000】
MZ572523［全車］
●ABS樹脂製メッキ仕上げ。
フロント、
リヤ兼用。

eナンバープレートロック
ボルト
（マックガード製）

￥3,675

【税抜き価格：本体￥3,500】

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

9ドアエッジモール

●12個のLEDを使用したターンシグナルランプを
内蔵。右左折時に対向車からの視認性を高
めて安全性を向上させます。樹脂製メッキ&
ブラックの2トーン。
「Toppo」
のロゴステッカー付。
※ドアコーテシイルミネーションとの同時装着はできません。

￥7,560

【税抜き価格：本体￥4,800＋ ¥2,400】

MZ536137［全車］
●ドア開扉時に壁やガードレールと接触してドアエッジ部が
傷つくのを防ぎます。樹脂製メッキフィルム仕上げ。
フロント、
リヤ左右セット。
※サイドストライプモールとの同時装着はできません。

ナンバープレートフレーム
（メッキ） 2 枚＋
ナンバープレートロックボルトセット
ナンバープレートフレーム
（メッキ）２枚
（フロント＆リヤ）
と
ナンバープレートロックボルト
（マックガード製）
の
３点セットです。
セット価格
wナンバープレートフレーム
（メッキ） 2枚

￥6,300【税抜き価格：本体￥6,000】

eナンバープレートロックボルト
（マックガード製）

￥3,675【税抜き価格：本体￥3,500】

合計 ￥9,975 のところ

￥8,500

【税抜き価格：本体￥8,096】
MZ572538［全車］

rボディカバー

￥17,850

3グリルイルミネーション

￥27,300

【税抜き価格：本体￥20,000＋ ¥6,000】

MZ590807
［除くROADEST］
●スモールライトと連動してスリーダイヤを青色イルミネーションで浮かび上がらせます。
幻想的でしかも印象深い個性的なフロントマスクに。

4リヤアンダーミラー

￥10,290

【税抜き価格：本体￥8,000＋ ¥1,800】

MZ574334［全車］
●運転席から見やすいミラー位置で、
ボディ後方下の
確認が容易になります。
※ルーフスポイラーとの同時装着も可能です。

4

0マッドガード

￥7,770

【税抜き価格：本体￥5,000＋ ¥2,400】

MZ531317［除くROADEST］
●走行中の泥やはね石によるボディのきず付を防ぎます。
TPO樹脂製ブラック原着、
フロント左右セット。

【税抜き価格：本体￥17,000】
MZ541664［全車］
●ポリエステル製、防炎タイプ。

※純正アクセサリーを装着した場合でも使用できる
サイズですが、
キャリア類、
コーナーポールは
取外してください。

※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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●スモールライトと連動してスリーダイヤを青色イルミネーションで浮かび上がらせます。
幻想的でしかも印象深い個性的なフロントマスクに。

4リヤアンダーミラー

￥10,290

【税抜き価格：本体￥8,000＋ ¥1,800】

MZ574334［全車］
●運転席から見やすいミラー位置で、
ボディ後方下の
確認が容易になります。
※ルーフスポイラーとの同時装着も可能です。

4

0マッドガード

￥7,770

【税抜き価格：本体￥5,000＋ ¥2,400】

MZ531317［除くROADEST］
●走行中の泥やはね石によるボディのきず付を防ぎます。
TPO樹脂製ブラック原着、
フロント左右セット。

【税抜き価格：本体￥17,000】
MZ541664［全車］
●ポリエステル製、防炎タイプ。

※純正アクセサリーを装着した場合でも使用できる
サイズですが、
キャリア類、
コーナーポールは
取外してください。

※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

CARRIER

ORIGINAL
1ベースキャリア

￥27,615

【税抜き価格：本体￥21,500＋ ￥4,800】
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MZ532229[全車]
●各種アタッチメントを装着するためのベースとなるキャリア。
最大積載重量：30kg（含むアタッチメント重量）。

△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。

2ボッシュホワイトバルブ

￥5,197

【税抜き価格：本体￥3,750＋ ¥1,200】

MZ580120［除くディスチャージヘッドライト車］
●ロービーム用
（ハロゲンヘッドライト）H1バルブ、
２個セット。

※下記の各種アタッチメントの装着には左のベースキャリアが必要です。

￥6,510

HB3バルブ

標準バーナー

交換用バーナー

1ディスチャージヘッドライト交換用バーナー

【税抜き価格：本体￥5,000＋ ¥1,200】

MZ580124［全車］
●ハイビーム用
（ディスチャージ／ハロゲンヘッドライト）
HB3バルブ、
２個セット。

￥1,396

【税抜き価格：本体￥730＋ ¥600】

MZ580034［全車］
●ポジションランプ用ウエッジバルブ、
２個セット。
※ウエッジバルブはディスチャージヘッドライト交換用
バーナーに同梱しているものと同等品です。
※いずれも標準バルブと比べて若干寿命は短くなります。

¥42,420

【税抜き価格：本体￥36,800＋ ¥3,600】

MZ580100
［ディスチャージヘッドライト装着車］
●色温度：6,000K（ケルビン）の青白く鮮やかなバーナーと
ポジションランプ用ホワイト光のウエッジバルブのセット。
標準装備のディスチャージヘッドライトのバーナーと交換。
D2Sタイプ。
ホワイト光のポジションランプ用ウエッジバルブが
2個（1台分）
セット。

2スキー＆スノボーアタッチメント
（平積みショート）

¥17,010

【税抜き価格：本体￥15,000＋ ￥1,200】

3スキー＆スノボーアタッチメント
（平積みロング）

¥20,160

【税抜き価格：本体￥18,000＋ ￥1,200】

MZ532280[ベースキャリア装着車]
●スキー４セットまたはスノーボード２台積み。

MZ532281[ベースキャリア装着車]
●スキー6セットまたはスノーボード4台積み。

4スキー＆スノボーアタッチメント
（斜積みロング）

¥22,260

【税抜き価格：本体￥20,000＋ ￥1,200】

MZ532282[ベースキャリア装着車]
●スキー3セットまたはスノーボード２台積み。
3段階の高さ調整可能。

7ルーフネット

¥6,090

【税抜き価格：本体¥5,800】

MZ535040
●長さ800mm 幅800mm。
※ルーフラックアタッチメントに
荷物を固定する場合には、
必ず
タイイングベルトを併用して
ください。

5ウインド＆サーフボードアタッチメント
3フォグランプ
（クリア）

4フォグランプ
（イエロー）

￥38,850

￥38,850

【税抜き価格：本体￥31,000＋ ¥6,000】

MZ581833
［除く標準装備およびメーカーオプションの
フォグランプ装着車］

●人気の高いホワイト光（ハロゲン）
。
クリアレンズ+ホワイト
バルブ。小型でも照射力の強いマルチリフレクタータイプ。

※デイタイムランニングライトとの同時装着はできません。

【税抜き価格：本体￥31,000＋ ¥6,000】

MZ581834［除く標準装備およびメーカーオプションの
フォグランプ装着車］
●実用的なイエロー光
（ハロゲン）
。
イエローコーティング
レンズ+ホワイトバルブ。
マルチリフレクタータイプ。

※デイタイムランニングライトとの同時装着はできません。

5デイタイムランニングライト

￥36,750

【税抜き価格：本体￥29,000＋ ¥6,000】

MZ583003［除くフォグランプ装着車］
●昼間走行時に点灯して、対向車や歩行者に自車位置を
示して安全性を高めます。
スモールライト点灯で
自動消灯。
片側に高輝度ＬＥＤ９個を使用。

¥12,390

【税抜き価格：本体￥10,000＋ ￥1,800】

MZ535011[ベースキャリア装着車]
●サーフボード1台積み。
キャリアパッド2本、
ベルト2本、
マストホルダー2個セット。

6ルーフラックアタッチメント

¥35,280

8タイイングベルトセット

¥3,150

【税抜き価格：本体￥30,000＋ ￥3,600】

【税抜き価格：本体¥3,000】

MZ535031[ベースキャリア装着車]
●長さ1050mm 幅750mm 高さ100mm。
アルミ製。製品重量9.3kg。

MZ535918
●５ｍ ２本セット。

※フォグランプとの同時装着はできません。

7PREMIUM LED バックアップランプバルブ

¥18,270

【税抜き価格：本体￥15,000＋ ¥2,400】

MZ580136［全車］
●185ルーメン
（T20規格）
の明るさを誇る6,500K（ケルビン）
のホワイト光。
鮮やかな光でドレスアップ効果を高めると同時
に、車両後退時に周囲の人々へ注意喚起を促します。標準
バックランプのバルブと交換装着。
２個セット。

交換用ターンシグナルランプバルブ装着時

6交換用ターンシグナルランプバルブ
（シルバーコーティング）

￥5,040

【税抜き価格：本体￥3,600＋ ¥1,200】
[全車]
ＭＺ580131
（２個セット）

●ターンシグナルランプバルブを標準の
「アンバー色」
から
「シルバー
コーティングタイプ」
に交換することで、
ランプに一体感をもたせ、
すっきりした車両イメージを演出します。
リヤコンビネーションランプ用。
※点滅時はアンバー色
（橙色）
で、
法規適合しています。

6

9アルミホイール
（１４インチ）

￥33,810（１本）

【税抜き価格：本体￥28,000＋ ¥4,200】
MZ556099［14インチタイヤ車］
●14インチ 4.5Ｊ、
インセット46ｍｍ、
ＰＣＤ100ｍｍ。
※Ｔ：標準装備品の補修用。
※ナットは含まれていません。

0アルミホイール
（１3インチ・4本スポーク）

qアルミホイール
（１3インチ）

￥31,710（１本）

wホイールロックナット
（マックガード製）

【税抜き価格：本体￥26,000＋ ¥4,200】 ￥7,560
￥24,885（１本）
【税抜き価格：本体￥19,500＋ ¥4,200】 MZ556148［155/65R13タイヤ車］
【税抜き価格：本体￥6,000＋ ¥1,200】
［全車］
●切削処理タイプ。13インチ 4.00Ｂ、
MZ556368 [165/65R13タイヤ車]
インセット46ｍｍ、
ＰＣＤ100ｍｍ。
MZ556521
●13インチ 4.50Ｂ、
インセット46ｍｍ、
ＰＣＤ100ｍｍ。
※Ｍ、
Ｇ
（4WD）
：メーカーオプション品の補修用。 （テーパータイプ／アルミホイール用）
MZ556525（貫通タイプ／スチールホイール用）
Ｇ
（2WD）
：メーカーオプション品の補修用。 ※ナットは含まれていません。
※Ｍ、
●独自の花形キーパターンにより、
ホイールの盗難
スチールホイール車に装着する場合は、
※ナットは含まれていません。
を防止します。4個セット。
別売ナット388A008 4個／本が必要です。

はキーロック付です。

WHEEL

※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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CARRIER
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1ベースキャリア

￥27,615

【税抜き価格：本体￥21,500＋ ￥4,800】
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MZ532229[全車]
●各種アタッチメントを装着するためのベースとなるキャリア。
最大積載重量：30kg（含むアタッチメント重量）。

△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。

2ボッシュホワイトバルブ

￥5,197

【税抜き価格：本体￥3,750＋ ¥1,200】

MZ580120［除くディスチャージヘッドライト車］
●ロービーム用
（ハロゲンヘッドライト）H1バルブ、
２個セット。

※下記の各種アタッチメントの装着には左のベースキャリアが必要です。

￥6,510

HB3バルブ

標準バーナー

交換用バーナー

1ディスチャージヘッドライト交換用バーナー

【税抜き価格：本体￥5,000＋ ¥1,200】

MZ580124［全車］
●ハイビーム用
（ディスチャージ／ハロゲンヘッドライト）
HB3バルブ、
２個セット。

￥1,396

【税抜き価格：本体￥730＋ ¥600】

MZ580034［全車］
●ポジションランプ用ウエッジバルブ、
２個セット。
※ウエッジバルブはディスチャージヘッドライト交換用
バーナーに同梱しているものと同等品です。
※いずれも標準バルブと比べて若干寿命は短くなります。

¥42,420

【税抜き価格：本体￥36,800＋ ¥3,600】

MZ580100
［ディスチャージヘッドライト装着車］
●色温度：6,000K（ケルビン）の青白く鮮やかなバーナーと
ポジションランプ用ホワイト光のウエッジバルブのセット。
標準装備のディスチャージヘッドライトのバーナーと交換。
D2Sタイプ。
ホワイト光のポジションランプ用ウエッジバルブが
2個（1台分）
セット。

2スキー＆スノボーアタッチメント
（平積みショート）

¥17,010

【税抜き価格：本体￥15,000＋ ￥1,200】

3スキー＆スノボーアタッチメント
（平積みロング）

¥20,160

【税抜き価格：本体￥18,000＋ ￥1,200】

MZ532280[ベースキャリア装着車]
●スキー４セットまたはスノーボード２台積み。

MZ532281[ベースキャリア装着車]
●スキー6セットまたはスノーボード4台積み。

4スキー＆スノボーアタッチメント
（斜積みロング）

¥22,260

【税抜き価格：本体￥20,000＋ ￥1,200】

MZ532282[ベースキャリア装着車]
●スキー3セットまたはスノーボード２台積み。
3段階の高さ調整可能。

7ルーフネット

¥6,090

【税抜き価格：本体¥5,800】

MZ535040
●長さ800mm 幅800mm。
※ルーフラックアタッチメントに
荷物を固定する場合には、
必ず
タイイングベルトを併用して
ください。

5ウインド＆サーフボードアタッチメント
3フォグランプ
（クリア）

4フォグランプ
（イエロー）

￥38,850

￥38,850

【税抜き価格：本体￥31,000＋ ¥6,000】

MZ581833
［除く標準装備およびメーカーオプションの
フォグランプ装着車］

●人気の高いホワイト光（ハロゲン）
。
クリアレンズ+ホワイト
バルブ。小型でも照射力の強いマルチリフレクタータイプ。

※デイタイムランニングライトとの同時装着はできません。

【税抜き価格：本体￥31,000＋ ¥6,000】

MZ581834［除く標準装備およびメーカーオプションの
フォグランプ装着車］
●実用的なイエロー光
（ハロゲン）
。
イエローコーティング
レンズ+ホワイトバルブ。
マルチリフレクタータイプ。

※デイタイムランニングライトとの同時装着はできません。

5デイタイムランニングライト

￥36,750

【税抜き価格：本体￥29,000＋ ¥6,000】

MZ583003［除くフォグランプ装着車］
●昼間走行時に点灯して、対向車や歩行者に自車位置を
示して安全性を高めます。
スモールライト点灯で
自動消灯。
片側に高輝度ＬＥＤ９個を使用。

¥12,390

【税抜き価格：本体￥10,000＋ ￥1,800】

MZ535011[ベースキャリア装着車]
●サーフボード1台積み。
キャリアパッド2本、
ベルト2本、
マストホルダー2個セット。

6ルーフラックアタッチメント

¥35,280

8タイイングベルトセット

¥3,150

【税抜き価格：本体￥30,000＋ ￥3,600】

【税抜き価格：本体¥3,000】

MZ535031[ベースキャリア装着車]
●長さ1050mm 幅750mm 高さ100mm。
アルミ製。製品重量9.3kg。

MZ535918
●５ｍ ２本セット。

※フォグランプとの同時装着はできません。

7PREMIUM LED バックアップランプバルブ

¥18,270

【税抜き価格：本体￥15,000＋ ¥2,400】

MZ580136［全車］
●185ルーメン
（T20規格）
の明るさを誇る6,500K（ケルビン）
のホワイト光。
鮮やかな光でドレスアップ効果を高めると同時
に、車両後退時に周囲の人々へ注意喚起を促します。標準
バックランプのバルブと交換装着。
２個セット。

交換用ターンシグナルランプバルブ装着時

6交換用ターンシグナルランプバルブ
（シルバーコーティング）

￥5,040

【税抜き価格：本体￥3,600＋ ¥1,200】
[全車]
ＭＺ580131
（２個セット）

●ターンシグナルランプバルブを標準の
「アンバー色」
から
「シルバー
コーティングタイプ」
に交換することで、
ランプに一体感をもたせ、
すっきりした車両イメージを演出します。
リヤコンビネーションランプ用。
※点滅時はアンバー色
（橙色）
で、
法規適合しています。

6

9アルミホイール
（１４インチ）

￥33,810（１本）

【税抜き価格：本体￥28,000＋ ¥4,200】
MZ556099［14インチタイヤ車］
●14インチ 4.5Ｊ、
インセット46ｍｍ、
ＰＣＤ100ｍｍ。
※Ｔ：標準装備品の補修用。
※ナットは含まれていません。

0アルミホイール
（１3インチ・4本スポーク）

qアルミホイール
（１3インチ）

￥31,710（１本）

wホイールロックナット
（マックガード製）

【税抜き価格：本体￥26,000＋ ¥4,200】 ￥7,560
￥24,885（１本）
【税抜き価格：本体￥19,500＋ ¥4,200】 MZ556148［155/65R13タイヤ車］
【税抜き価格：本体￥6,000＋ ¥1,200】
［全車］
●切削処理タイプ。13インチ 4.00Ｂ、
MZ556368 [165/65R13タイヤ車]
インセット46ｍｍ、
ＰＣＤ100ｍｍ。
MZ556521
●13インチ 4.50Ｂ、
インセット46ｍｍ、
ＰＣＤ100ｍｍ。
※Ｍ、
Ｇ
（4WD）
：メーカーオプション品の補修用。 （テーパータイプ／アルミホイール用）
MZ556525（貫通タイプ／スチールホイール用）
Ｇ
（2WD）
：メーカーオプション品の補修用。 ※ナットは含まれていません。
※Ｍ、
●独自の花形キーパターンにより、
ホイールの盗難
スチールホイール車に装着する場合は、
※ナットは含まれていません。
を防止します。4個セット。
別売ナット388A008 4個／本が必要です。

はキーロック付です。

WHEEL

※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。

7

イルミネーションのやさしい光が室内を満たす。
世界。
静かなひと時、大人の

2アンダートレイイルミネーション

3ルームイルミネーション

￥16,800

￥8,400（1個）

【税抜き価格：本体￥13,000＋ ¥3,000】

【税抜き価格：本体￥5,000＋ ¥3,000】

MZ590804［全車］
●運転席前と助手席アンダートレイ部を淡いブルーの光で
照らします。ON/OFFスイッチ付。

MZ590782［アンダートレイイルミネーション装着車］
●淡いブルーの明かりでムーディに天井を照らします。
カバーは内装に合わせたグレー色。
※点灯、消灯はアンダートレイイルミネーションの
ON/OFFスイッチと連動します。

運転席＆助手席足もと

後席足もと

4フロアイルミネーション

5ラゲッジランプ

￥22,050

￥11,970

【税抜き価格：本体￥12,000＋ ¥9,000】

【税抜き価格：本体￥6,600＋ ¥4,800】

MZ590783［全車］
●ドアオープン時に運転席＆助手席、
さらには後席の足元を
ブルーの明かりで照らして乗降をサポートします。

MZ590809［全車］
●バックドアを開けるとホワイトLEDが点灯。
夜間の積み下ろしもラクです。

6キーリングイルミネーション

￥10,290

【税抜き価格：本体￥7,400＋ ¥2,400】

MZ590706［全車］
●ドアオープンで点灯し、
ドアを閉めた後、約20秒間
ブルーの明かりでキーリング部を照らします。

マップランプ

1マルチカラーメーター

￥25,410

7リチャージブルLEDライト

【税抜き価格：本体￥19,400＋ ¥4,800】

￥4,935

MZ592088
［アナログスピードメーター車］
●スイッチ操作でセンターメーターの照明色を9色に変えることができます。
さらにプチごみ箱にも同じ9色に変化する照明を採用。
上下で色の変化を楽しむことができます。
（9色循環：黄系→オレンジ系→赤系→紫系→青系→青緑系→緑系→青白系→白系）

【税抜き価格：本体￥4,700】

MZ610522［全車］
●コンパクトなアルミボディのLEDライト。
シガーソケットに
挿入すれば、
レッド光イルミネーションとして車内のムードを
盛り上げながら充電します。
連続点灯時間（ハンドライト時）
：約2時間
充電時間：20分で70％の急速充電（満充電は120分）

※メーターの輝度
（明るさ）
は標準のものより若干暗くなります。

※充電完了後もイルミネーションは消灯しません。
※イグニッションOFF時は充電しません。

ラゲッジルームランプ

8ＬＥＤルームランプ

￥11,760

【税抜き価格：本体￥10,000＋ ¥1,200】
［全車］

MZ590820（マップランプ左右用：LEDユニット２個／セット）

￥6,930

【税抜き価格：本体￥5,400＋ ¥1,200】
［全車］

MZ590821（マップランプ中央用：LEDユニット１個／セット）

￥6,300

【税抜き価格：本体￥4,800＋ ¥1,200】
［全車］

MZ590790（ラゲッジルームランプ用：LEDユニット１個／セット）

※写真はイメージです。
写真はイメージです

8

●各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。
車両の電気制御に合わせて開発された専用ユニットです。

※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。
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イルミネーションのやさしい光が室内を満たす。
世界。
静かなひと時、大人の

2アンダートレイイルミネーション

3ルームイルミネーション

￥16,800

￥8,400（1個）

【税抜き価格：本体￥13,000＋ ¥3,000】

【税抜き価格：本体￥5,000＋ ¥3,000】

MZ590804［全車］
●運転席前と助手席アンダートレイ部を淡いブルーの光で
照らします。ON/OFFスイッチ付。

MZ590782［アンダートレイイルミネーション装着車］
●淡いブルーの明かりでムーディに天井を照らします。
カバーは内装に合わせたグレー色。
※点灯、消灯はアンダートレイイルミネーションの
ON/OFFスイッチと連動します。

運転席＆助手席足もと

後席足もと

4フロアイルミネーション

5ラゲッジランプ

￥22,050

￥11,970

【税抜き価格：本体￥12,000＋ ¥9,000】

【税抜き価格：本体￥6,600＋ ¥4,800】

MZ590783［全車］
●ドアオープン時に運転席＆助手席、
さらには後席の足元を
ブルーの明かりで照らして乗降をサポートします。

MZ590809［全車］
●バックドアを開けるとホワイトLEDが点灯。
夜間の積み下ろしもラクです。

6キーリングイルミネーション

￥10,290

【税抜き価格：本体￥7,400＋ ¥2,400】

MZ590706［全車］
●ドアオープンで点灯し、
ドアを閉めた後、約20秒間
ブルーの明かりでキーリング部を照らします。

マップランプ

1マルチカラーメーター

￥25,410

7リチャージブルLEDライト

【税抜き価格：本体￥19,400＋ ¥4,800】

￥4,935

MZ592088
［アナログスピードメーター車］
●スイッチ操作でセンターメーターの照明色を9色に変えることができます。
さらにプチごみ箱にも同じ9色に変化する照明を採用。
上下で色の変化を楽しむことができます。
（9色循環：黄系→オレンジ系→赤系→紫系→青系→青緑系→緑系→青白系→白系）

【税抜き価格：本体￥4,700】

MZ610522［全車］
●コンパクトなアルミボディのLEDライト。
シガーソケットに
挿入すれば、
レッド光イルミネーションとして車内のムードを
盛り上げながら充電します。
連続点灯時間（ハンドライト時）
：約2時間
充電時間：20分で70％の急速充電（満充電は120分）

※メーターの輝度
（明るさ）
は標準のものより若干暗くなります。

※充電完了後もイルミネーションは消灯しません。
※イグニッションOFF時は充電しません。

ラゲッジルームランプ

8ＬＥＤルームランプ

￥11,760

【税抜き価格：本体￥10,000＋ ¥1,200】
［全車］

MZ590820（マップランプ左右用：LEDユニット２個／セット）

￥6,930

【税抜き価格：本体￥5,400＋ ¥1,200】
［全車］

MZ590821（マップランプ中央用：LEDユニット１個／セット）

￥6,300

【税抜き価格：本体￥4,800＋ ¥1,200】
［全車］

MZ590790（ラゲッジルームランプ用：LEDユニット１個／セット）

※写真はイメージです。
写真はイメージです
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●各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。
車両の電気制御に合わせて開発された専用ユニットです。

※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。
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り込むか。
なムードを盛
ス
ャ
ジ
ー
ゴ
、
仕立てるか
スポーティに
ピット。
オーナーのセンスが光るコック
自分らしさを出したいものだ、
澄んでいく。
まれると、気持ちまで
包
に
気
囲
雰
な
か
や
爽
じ。
おいしい感
今日１日が

COCKPIT

1カーテン

2ワンタッチサンシェード

￥24,780

1アクセントパネル
（イエロー木目調）

￥19,740

【税抜き価格：本体￥17,000＋ ¥1,800】
［全車］
MZ527480
（ユニークパネルデザイン車用）
MZ527481
（除くユニークパネルデザイン車用）

●明るくカジュアルなイエロー木目調。
センターパネル
上下段セット。
樹脂製、
貼付けタイプ。

【税抜き価格：本体￥20,000＋ ¥3,600】

2アクセントパネル
（ピアノブラック）

MZ516964［全車］
●直射日光を防ぐ厚手の生地を採用。
リヤドア(左右)、
クオーターウインドウ(左右)、
バックドアの5点セット。

￥19,740

【税抜き価格：本体￥17,000＋ ¥1,800】
［全車］
MZ527484（ユニークパネルデザイン車用）
MZ527485（除くユニークパネルデザイン車用）

￥11,550

【税抜き価格：本体￥11,000】

MZ518069［全車］
●駐車時の直射日光を防ぎ、室内温度の上昇を抑えます。
フロントウインドウ、
フロントドア部(左右)の３点セット。
ナイロン生地。
コンパクト収納可能。

●格調が高くしかもスポーティなブラック。
センターパネル
上下段セット。樹脂製、貼付けタイプ。

3ポータブルアロマディフューザー

3シフトノブ
（ブラックレザー＆アルミ）

￥22,260

【税抜き価格：本体￥20,000＋ ¥1,200】
MZ525626
［全車］

●精悍なブラックレザーとクールなアルミの
組み合わせ。
スポーティ感を強調します。
※本革シフトノブカバー
（ブラック）
との
同時装着はできません。

4本革シフトカバー（ブラック）

￥5,880

【税抜き価格：本体￥5,000＋ ¥600】
MZ525628［全車］

●手にやさしい本革製。機能的でスポーティな黒が
ブラック内装にフィットします。
※シフトノブ
（ブラックレザー＆アルミ）
との
同時装着はできません。

¥5,775【税抜き価格：本体¥5,500】
［全車］
MZ600210（レッド）
MZ600211（ホワイト）
MZ600212（ミントグリーン）
MZ600213（オーシャンブルー）
MZ600214（アースオーカー）
MZ600215（ブラック）
5スポーツペダル

￥8,400

【税抜き価格：本体￥5,000＋ ¥3,000】
MZ525039［全車］

●ブレーキペダル＋アクセルペダルの２点セット。
アルミ製アルマイト処理。
ブレーキペダルには
ノンスリップリング装着。

●気軽に車内から持ち出せて、
いつでも好きな香り
が楽しめます。
ヒーター＆ファンにより香りの拡散
力をアップ。3段階の強弱調整機能付。カラード
本革ケースとオリジナル本革ストラップ付。
オイル
パッド１枚付。本体サイズ：95 35 12mm、
本体重量：40g（電池、本革ケース、
ストラップを
除く）、3時間オートパワーオフ機能内蔵。
電源（別売）
：DCアダプター、ACアダプター、
単四電池2本。
※アロマオイルは含まれません。別売の4エッセン
シャルアロマオイルからお選びください。

4エッセンシャルアロマオイル

¥1,260【税抜き価格：本体¥1,200】

［ポータブルアロマディフューザー、
アロマディフューザーセット用］
MZ600235（覚醒ミント）
MZ600236（禁煙ハーブ）
MZ600237（クールグリーン）
MZ600238（フレッシュシトラス）
MZ600239（ハッピーオレンジ）
MZ600240（リラックスラベンダー）
MZ600241（original aroma of MITSUBISHI）
●ポータブルアロマディフューザー用オイル。
アロマ
ディフュ―ザーセットの補充用オイル。
オイルパッド
1枚付。1本、5ｍl。
※同梱されているオイルパッドは7アロマディフューザー
セット用となります。

5DC12Vアダプター

2,100【税抜き価格：本体¥2,000】
［ポータブルアロマディフューザー専用］

MZ600220
●車両のシガーソケットやパソコンなどのＵＳＢ端子に接続
すれば、
ポータブルアロマディフュ―ザーを電池不要で使
うことができます。
ポータブルアロマディフュ―ザーに充電
池をセットしている場合には充電します。

6AC100Vアダプター

2,100【税抜き価格：本体¥2,000】
［ポータブルアロマディフューザー専用］

MZ600221
●家庭用の100Ｖコンセントでポータブルアロマディフュ―
ザーを室内で使うことができます。
充電池の充電にも対応。

7アロマディフューザーセット

＜装着イメージ：Lo時LED点灯＞

¥3,150【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）

6シガーライターキット

￥3,780

【税抜き価格：本体￥1,800＋ ¥1,800】
MZ607475
［全車］

●シガーソケットとシガーライターのセット。
※標準装備のアクセサリーソケットと
交換装着となります。
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7LEDアシュカップ

￥5,040

【税抜き価格：本体￥4,800】
MZ520635［全車］

●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。
ＬＥＤは電池が不要のソーラー充電式。

8カップ型灰皿（グリーンプラスチック）

￥2,100

【税抜き価格：本体￥2,000】
MZ520628［全車］

●
「グリーンプラスチック」
を採用して作られた移動式灰皿。
グリーンプラスチック

＜装着イメージ：Hi時LED点灯＞

●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。
車内でお気に入りのアロマの香りを楽しめます。本体は高級感の
8交換用オイルパッド
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
¥315【税抜き価格：本体¥300】
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。 MZ600222（ポータブルアロマディフューザー用）
MZ600223（アロマディフューザーセット用）
※セットにはアロマオイルが1本含まれています。
●オイルパッド5枚入り。
補充用には4エッセンシャルアロマオイルをご使用ください。

■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。

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

※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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自分らしさを出したいものだ、
澄んでいく。
まれると、気持ちまで
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おいしい感
今日１日が

COCKPIT

1カーテン

2ワンタッチサンシェード

￥24,780

1アクセントパネル
（イエロー木目調）

￥19,740

【税抜き価格：本体￥17,000＋ ¥1,800】
［全車］
MZ527480
（ユニークパネルデザイン車用）
MZ527481
（除くユニークパネルデザイン車用）

●明るくカジュアルなイエロー木目調。
センターパネル
上下段セット。
樹脂製、
貼付けタイプ。

【税抜き価格：本体￥20,000＋ ¥3,600】

2アクセントパネル
（ピアノブラック）

MZ516964［全車］
●直射日光を防ぐ厚手の生地を採用。
リヤドア(左右)、
クオーターウインドウ(左右)、
バックドアの5点セット。

￥19,740

【税抜き価格：本体￥17,000＋ ¥1,800】
［全車］
MZ527484（ユニークパネルデザイン車用）
MZ527485（除くユニークパネルデザイン車用）

￥11,550

【税抜き価格：本体￥11,000】

MZ518069［全車］
●駐車時の直射日光を防ぎ、室内温度の上昇を抑えます。
フロントウインドウ、
フロントドア部(左右)の３点セット。
ナイロン生地。
コンパクト収納可能。

●格調が高くしかもスポーティなブラック。
センターパネル
上下段セット。樹脂製、貼付けタイプ。

3ポータブルアロマディフューザー

3シフトノブ
（ブラックレザー＆アルミ）

￥22,260

【税抜き価格：本体￥20,000＋ ¥1,200】
MZ525626
［全車］

●精悍なブラックレザーとクールなアルミの
組み合わせ。
スポーティ感を強調します。
※本革シフトノブカバー
（ブラック）
との
同時装着はできません。

4本革シフトカバー（ブラック）

￥5,880

【税抜き価格：本体￥5,000＋ ¥600】
MZ525628［全車］

●手にやさしい本革製。機能的でスポーティな黒が
ブラック内装にフィットします。
※シフトノブ
（ブラックレザー＆アルミ）
との
同時装着はできません。

¥5,775【税抜き価格：本体¥5,500】
［全車］
MZ600210（レッド）
MZ600211（ホワイト）
MZ600212（ミントグリーン）
MZ600213（オーシャンブルー）
MZ600214（アースオーカー）
MZ600215（ブラック）
5スポーツペダル

￥8,400

【税抜き価格：本体￥5,000＋ ¥3,000】
MZ525039［全車］

●ブレーキペダル＋アクセルペダルの２点セット。
アルミ製アルマイト処理。
ブレーキペダルには
ノンスリップリング装着。

●気軽に車内から持ち出せて、
いつでも好きな香り
が楽しめます。
ヒーター＆ファンにより香りの拡散
力をアップ。3段階の強弱調整機能付。カラード
本革ケースとオリジナル本革ストラップ付。
オイル
パッド１枚付。本体サイズ：95 35 12mm、
本体重量：40g（電池、本革ケース、
ストラップを
除く）、3時間オートパワーオフ機能内蔵。
電源（別売）
：DCアダプター、ACアダプター、
単四電池2本。
※アロマオイルは含まれません。別売の4エッセン
シャルアロマオイルからお選びください。

4エッセンシャルアロマオイル

¥1,260【税抜き価格：本体¥1,200】

［ポータブルアロマディフューザー、
アロマディフューザーセット用］
MZ600235（覚醒ミント）
MZ600236（禁煙ハーブ）
MZ600237（クールグリーン）
MZ600238（フレッシュシトラス）
MZ600239（ハッピーオレンジ）
MZ600240（リラックスラベンダー）
MZ600241（original aroma of MITSUBISHI）
●ポータブルアロマディフューザー用オイル。
アロマ
ディフュ―ザーセットの補充用オイル。
オイルパッド
1枚付。1本、5ｍl。
※同梱されているオイルパッドは7アロマディフューザー
セット用となります。

5DC12Vアダプター

2,100【税抜き価格：本体¥2,000】
［ポータブルアロマディフューザー専用］

MZ600220
●車両のシガーソケットやパソコンなどのＵＳＢ端子に接続
すれば、
ポータブルアロマディフュ―ザーを電池不要で使
うことができます。
ポータブルアロマディフュ―ザーに充電
池をセットしている場合には充電します。

6AC100Vアダプター

2,100【税抜き価格：本体¥2,000】
［ポータブルアロマディフューザー専用］

MZ600221
●家庭用の100Ｖコンセントでポータブルアロマディフュ―
ザーを室内で使うことができます。
充電池の充電にも対応。

7アロマディフューザーセット

＜装着イメージ：Lo時LED点灯＞

¥3,150【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）

6シガーライターキット

￥3,780

【税抜き価格：本体￥1,800＋ ¥1,800】
MZ607475
［全車］

●シガーソケットとシガーライターのセット。
※標準装備のアクセサリーソケットと
交換装着となります。
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7LEDアシュカップ

￥5,040

【税抜き価格：本体￥4,800】
MZ520635［全車］

●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。
ＬＥＤは電池が不要のソーラー充電式。

8カップ型灰皿（グリーンプラスチック）

￥2,100

【税抜き価格：本体￥2,000】
MZ520628［全車］

●
「グリーンプラスチック」
を採用して作られた移動式灰皿。
グリーンプラスチック

＜装着イメージ：Hi時LED点灯＞

●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。
車内でお気に入りのアロマの香りを楽しめます。本体は高級感の
8交換用オイルパッド
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
¥315【税抜き価格：本体¥300】
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。 MZ600222（ポータブルアロマディフューザー用）
MZ600223（アロマディフューザーセット用）
※セットにはアロマオイルが1本含まれています。
●オイルパッド5枚入り。
補充用には4エッセンシャルアロマオイルをご使用ください。

■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。

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

※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。

11

S E AT
COVER

にしておきたい。
ポだから、快適な空間
デイリーユースのトッ
リビング気分のインテリア。
5シートポケット

￥5,250

【税抜き価格：本体￥4,400＋ ¥600】

MZ522029［全車］
●横にしたくないもの、倒したくない荷物を
固定します。助手席に装着。

標準使用例

ホルダー用プレート使用例

フラットプレート使用例

6ドリンクホルダーエクステンション

￥9,240

【税抜き価格：本体￥7,000＋ ¥1,800】

MZ521198［全車］
●フロントシートに埋め込まれている標準装備のドリンクホルダーの周囲を縁高にして、飲み物や
たばこの灰などによるシート汚れを抑えます。
さらにスリム缶やペットボトルのサイズに合わせた
ホルダー用プレートと、小物を置くのに便利なフラットプレートが各１枚付属。

1シートカバー（本革調）

￥41,790

※ドリンクホルダー本体は標準装備品を流用します。

【税抜き価格：本体￥36,200＋ ¥3,600】

MZ504323
［全車］
●本革調の高級生地を採用した上品でしかもスポーティなカバー。
モノトーンのインテリアともベストフィットします。
難燃仕様。
前後席セット。

※マチ部分や背もたれの背面部などは手触りの良いファブリックを使用。
※アームレストボックスと同時装着する場合、
シートカバーの
アームレスト部は装着できません。

2シートカバー（立体カーボン柄）

￥31,290

【税抜き価格：本体￥26,200＋ ¥3,600】
MZ504324［全車］
●シックな色合い、
スポーティなカーボン柄。
ブラックインテリアにもマッチします。
難燃仕様。前後席セット。

※アームレストボックスと同時装着する場合、
シートカバーのアームレスト部は装着できません。

7フロアマット
（デラックス）

8フロアマット
（ＲＯＡＤＥＳＴ用）

￥19,950

3ハーフカバー

￥8,085

￥19,950

【税抜き価格：本体￥17,800＋ ¥1,200】

MZ511707［全車］
●凹凸でストライプを表現したスポーティなデザイン。
耐久性に優れたヒールパッド付。
1列、2列席セット。

【税抜き価格：本体￥6,500＋ ¥1,200】

MZ509163
［全車］
●爽やかなレース柄で清潔感が広がります。
難燃仕様。
前後席セット。

【税抜き価格：本体￥17,800＋ ¥1,200】

MZ511708［全車］
●ＲＯＡＤＥＳＴのロゴをあしらったアルミ製プレートを
装着。生地とデザインはデラックスタイプと同一。
1列、2列席セット。

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
（２本）
に必ず固定してください。
また、
フロ

M AT
4撥水シートカバー

￥9,870

9フロアマット
（レギュラー）

￥15,750

【税抜き価格：本体￥13,800＋ ¥1,200】

MZ511709［全車］
●マットの周囲をラインで縁取った丁寧な仕立て。
耐久性に優れたヒールパッド付。
1列、2列席セット。

フロアマット
構成品

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。

【税抜き価格：本体￥8,800＋ ¥600】

MZ504991［全車］
●濡れたままの水着やウェットスーツなどにも
対応する撥水生地を使用。便利に使える
簡易取付けタイプ、
フロント1席分。
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※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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い。
そのうえ使い勝手がとってもい
い。
こんなに収納スペースがいっぱ
だから便利、
だから乗るのが楽しくなる。

2パーティショントレイ
（アッパーボックス用）

￥7,350

【税抜き価格：本体￥7,000】
MZ521178
［全車］
●小物もきっちりと仕分けが
できる仕切り付。
ドライ
バー専用として便利に
使えます。

UTILITY
BOX

パッドカット例

プチごみ箱と同時装着状態

4フロアセンタートレイ

5シートアンダートレイ

￥8,400

【税抜き価格：本体￥7,400＋ ¥600】
MZ521835［全車］
●手帳や携帯電話などが置けます。
また携帯音楽プレーヤーなどに
合わせてカットできるパッドも
付属。
トレイ部内寸（mm）
：
長さ153 幅135 高さ20。

￥6,300

7クリーンボックス

【税抜き価格：本体￥4,800＋ ¥1,200】

￥3,675

MZ522060［全車］

【税抜き価格：本体￥3,500】

●濡れたビーチサンダルや汚れ物も大丈夫。
カーシャンプーなどもここなら目立ちません。
助手席下、
吊下げスライド式。

MZ521083［全車］
●フロアマットにはさんで固定。
プッシュアップ式のふた部には、
便利なポケットティッシュ
ホルダー付。

※助手席下に地上デジタルチューナー等を装着
している場合には取付できません。

6フットレストケース

1パーティショントレイ
（助手席アンダートレイ用）

￥7,875

3アームレストボックス

￥13,650

￥6,300

【税抜き価格：本体￥7,500】

【税抜き価格：本体￥11,800＋ ¥1,200】

【税抜き価格：本体￥6,000】

MZ526766［全車］
●フットレストとして使うほか、脱いだくつの
収納もできます。据え置きタイプ。

MZ522072［全車］
●小物の整理がしやすい仕切り板付。
リッド表面には
シートと同一の生地を採用しています。
標準装備のアームレストと交換装着。
※シートカバーと同時装着する場合、
シート
カバーのアームレスト部は装着できません。

MZ521179
［全車］
●深さ約３cmの収納トレイ。
品物の大きさに
合わせてきっちりと収納できるように
大中小に区切られています。

8ユーティリティフック

￥5,250

使用例

【税抜き価格：本体￥3,200＋ ￥1,800】

MZ521753
［全車］
●ヘッドスペースネットとパーティションネットの
取り付けベースとなるフック。
オシャレなスケルトン調。
左右4個セット。

eラゲッジパーティション
ボックス

￥12,600

【税抜き価格：本体￥12,000】

折りたたみ時
MZ522733［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。
使わないときはコンパクトに折りたた
むこともできます。
ブラック色。

LUGGAGE
wトノボード

9ヘッドスペースネット

￥10,500

【税抜き価格：本体￥10,000】

MZ521859
［ユーティリティフック装着車］
●頭上のスペースを活かして、
帽子や衣類など軽いものが収納
できます。
フィッシング用ロッドが積載できるホルダー付。
ナイロンベルト＋ナイロンネット、
耐荷重：約３kg。

0パーティションネット

￥17,850

【税抜き価格：本体￥15,800＋ ¥1,200】

MZ521795
［ユーティリティフック装着車］
●室内に荷物がなだれ込むのを防止します。
スチール枠＋ネット。

qラゲッジカーペット

￥6,300

【税抜き価格：本体￥6,000】

MZ514223［全車］
●ラゲッジフロアの汚れ防止のほか、
荷物のがたつきなども抑えます。

￥24,150

【税抜き価格：本体￥20,000＋ ¥3,000】

MZ521754［全車］
●ラゲッジ内の荷物を外部から見えにくくします。
木製ボード、耐荷重：約３kg。
※トノボードを装着した場合、
リヤシートリクライニングは
２段目までしか倒れません。

rラゲッジランプ

￥11,970

【税抜き価格：本体￥6,600＋ ¥4,800】

MZ590809［全車］
●バックドアを開けるとホワイトLEDが点灯。
夜間の積み下ろしもラクです。

走行中は小物類の出し入れを控えて、安全運転を心がけてください。
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※掲載写真の小物類は撮影のための小道具です。※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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【税抜き価格：本体￥7,500】

【税抜き価格：本体￥11,800＋ ¥1,200】

【税抜き価格：本体￥6,000】

MZ526766［全車］
●フットレストとして使うほか、脱いだくつの
収納もできます。据え置きタイプ。

MZ522072［全車］
●小物の整理がしやすい仕切り板付。
リッド表面には
シートと同一の生地を採用しています。
標準装備のアームレストと交換装着。
※シートカバーと同時装着する場合、
シート
カバーのアームレスト部は装着できません。

MZ521179
［全車］
●深さ約３cmの収納トレイ。
品物の大きさに
合わせてきっちりと収納できるように
大中小に区切られています。

8ユーティリティフック

￥5,250

使用例

【税抜き価格：本体￥3,200＋ ￥1,800】

MZ521753
［全車］
●ヘッドスペースネットとパーティションネットの
取り付けベースとなるフック。
オシャレなスケルトン調。
左右4個セット。

eラゲッジパーティション
ボックス

￥12,600

【税抜き価格：本体￥12,000】

折りたたみ時
MZ522733［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。
使わないときはコンパクトに折りたた
むこともできます。
ブラック色。

LUGGAGE
wトノボード

9ヘッドスペースネット

￥10,500

【税抜き価格：本体￥10,000】

MZ521859
［ユーティリティフック装着車］
●頭上のスペースを活かして、
帽子や衣類など軽いものが収納
できます。
フィッシング用ロッドが積載できるホルダー付。
ナイロンベルト＋ナイロンネット、
耐荷重：約３kg。

0パーティションネット

￥17,850

【税抜き価格：本体￥15,800＋ ¥1,200】

MZ521795
［ユーティリティフック装着車］
●室内に荷物がなだれ込むのを防止します。
スチール枠＋ネット。

qラゲッジカーペット

￥6,300

【税抜き価格：本体￥6,000】

MZ514223［全車］
●ラゲッジフロアの汚れ防止のほか、
荷物のがたつきなども抑えます。

￥24,150

【税抜き価格：本体￥20,000＋ ¥3,000】

MZ521754［全車］
●ラゲッジ内の荷物を外部から見えにくくします。
木製ボード、耐荷重：約３kg。
※トノボードを装着した場合、
リヤシートリクライニングは
２段目までしか倒れません。

rラゲッジランプ

￥11,970

【税抜き価格：本体￥6,600＋ ¥4,800】

MZ590809［全車］
●バックドアを開けるとホワイトLEDが点灯。
夜間の積み下ろしもラクです。

走行中は小物類の出し入れを控えて、安全運転を心がけてください。
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※掲載写真の小物類は撮影のための小道具です。※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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＜ISO FIX 対応チャイルドシート＞

1ISO FIX対応チャイルドシート
（レーマー デュオプラス）

2ISO FIX対応ベビーシート

¥77,175

¥69,825

【税抜き価格：本体¥33,000＋ISO FIX

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

。
そしてトッポの安全
マの安心、
子供たちの笑顔はマ
お出かけだ。
さあ、
楽しさぎっしり詰め込んで、

対応ベース¥40,500】
［全車］
MZ525277（本体）
MZ525276（ISO FIX対応ベース）
※ISO FIX対応ベースはMZ525277の専用品です。

■ISO FIX対応チャイルドシート装着適用表
装着場所
品

名

体

重

参考年令

装着向き
前向き

使用方法
ISO FIX 対応チャイルドシート
（レーマー デュオプラス）

ISO FIX 取り付けの場合

9kg〜18kg

9ヵ月〜4才

汎用取り付けの場合

9kg〜18kg

9ヵ月〜4才

前向き

9kg 未満

新生児〜1.5 才

後向き

ISO FIX 対応ベビーシート

リヤシート
左右

助手席

（注2）

●ISO FIX（アイエスオーフィックス）
：ISO（国際標準化
機構）が固定装置の大きさや取付方法を統一した規定
をISO FIXといいます。
●簡単に確実にチャイルドシートを固定できるため、手間
が省けてしかも誤操作による事故が防げます。

（注1）

＜汎用タイプ チャイルドシート＞
4ベビーシート
（レーマー
ベビーセーフプレミアム
SHR2）

3ジュニアシート
（レーマー キッドプラス）

¥39,900

¥34,650

【税抜き価格：本体¥38,000】
［全車］
MZ525270

1マルチユースフック

取付けや使用方法などについては、車両の取扱説明
書および商品の取扱説明書を必ずご覧ください。
助手席への後向き装着は、エアバッグ標準装備のた
め絶対にしないでください。

【税抜き価格：本体¥33,000】
［全車］
MZ525277

■汎用チャイルドシート装着適用表

￥525

装着場所

【税抜き価格：本体￥500】

品

MZ521905［全車］
●タオルや布袋などに小さな穴をあけて、
このフックをセットすれば、
インパネセンター部と、
助手席裏４カ所についているシートバックユーティリティに自由に引っ掛けることができます。
フック４個セット。
耐荷重：約３kg（フック１個あたり）
。

名

体

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）

※マルチユースフックやシートバックユーティリティの各アタッチメントは、
状況に応じて取り替えたり、
組み合わせたりしながらご使用いただけます。
※マルチユースフックは一度組み合わせ接合すると、再使用はできません。

重

参考年令

装着向き

15kg〜36kg

3才〜12才

前向き

13kg未満

新生児〜1.5才

後向き

助手席

（注1）助手席にISO FIX対応チャイルドシート
（レーマー
デュオプラス）または、ジュニアシート
（レーマー
キッドプラス）を装着した場合はセカンドシート左
側への装着はできません。
（注2）助手席のヘッドレストを取り外してご使用ください。
※ 取り付けにより、ヘッドレストが干渉する場合は、
ヘッドレストの高さを調整するか、ヘッドレストを取
り外してご使用ください。
※ お子さまの年令や体格にあったものをお求めくだ
さい。
※ ペットシートカバー（後席用）
との同時装着はでき
ません。

リヤシート
左右

（注2）
（注1）

wチャイルドクッション
カバー

¥13,650

【税抜き価格：本体￥13,000】

MZ502368［全車］
●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。丸洗いもOK。
後席用。

使用例

2ネットポケット

￥5,250

【税抜き価格：本体￥5,000】

インパネセンター下部
MZ521896
［全車］
装着例
●携帯電話やタオル、
ティッシュなどが
入ります。
耐荷重：約１kg。

※インパネセンター下部のプチごみ箱と交換装着もできます。

使用例

3ティッシュボックスホルダー
（収納ポケット付）

￥6,300

【税抜き価格：本体￥6,000】
MZ521897［全車］
●上にティッシュボックス、下のポケットにはウェット
ティッシュやハンカチが収納できます。

使用例

4キッズ用フック

使用例

8ハンガー&コンビニフック

￥5,250

￥2,100

【税抜き価格：本体￥3,000】

MZ521899［全車］

●軽いバッグや帽子などを掛けるのに最適。
フック部は
柔らかい素材(発泡ポリエチレン製)。
各フックの耐荷重：約0.5kg。

使用例

9アンブレラホルダー

￥3,150

【税抜き価格：本体￥5,000】

使用例

MZ521903［全車］
●ハンガーにはお子様の上着やエプロン、
コンビニフックには
タオルやショッピングバッグを掛けることができます。
ハンガー1本、
コンビニフック1個のセット。
耐荷重：それぞれ約３kg。

【税抜き価格：本体￥2,000】

MZ521904［全車］
●長い傘も折りたたみ傘も収納可能。
またファスナーつきで
間口が広がるので、傘を閉じたそのまま
入れることができます。

使用例

使用例

rベビーカーホルダー
使用例

5キッズ用ポケット

￥4,830

【税抜き価格：本体￥4,600】

MZ521900
［全車］
インパネセンター下部
●お菓子類やミニカーなどを入れたり、
装着例
またコップなどのホルダーとしても
利用できます。
耐荷重：約１kg。

※インパネセンター下部のプチごみ箱と交換装着もできます。
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使用例

6キッズ用テーブル

￥8,400

【税抜き価格：本体￥8,000】

MZ521901［全車］
●お子様が退屈しないようにゲームやミニカー、
ぬいぐるみ
など、
好きなものを置いてあげましょう。耐荷重：約３kg。

使用例

7マルチ大型ポケット

￥7,350

【税抜き価格：本体￥7,000】

MZ521902［全車］
●地図や絵本、
ぬいぐるみなどが入ります。耐荷重：約３kg。

使用例

0キックガード

qシートバックコード

￥6,300

【税抜き価格：本体￥6,000】

使用例

￥3,990

MZ521898［全車］
●お子様のくつによるシートバックの汚れを防止。
タオルなど
が入るポケット付。
もちろん丸洗いもＯＫ。
運転席、
助手席
セット。
助手席用にはシートバックユーティリティ用の
スリットが入っています。

【税抜き価格：本体￥3,800】

MZ521791［全車］
●後席シートバックを活用した便利な収納スペース。
タオルや遊具など軽い物を入れたり引っかけたり。
左右2個セット。

¥10,290

eベビー用シート
バックポケット

【税抜き価格：本体￥9,800】

¥10,290

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

MZ521805［全車］
●運転席又は助手席シート
バックに装着します。
下 部ポケット内寸（mm）
：
幅350 奥行240 高さ300。
※ベビーカーの種類や大きさ
によっては固定できません。

走行中は小物類の出し入れを控えて、安全運転を心がけてください。
※掲載写真の小物類は撮影のための小道具です。※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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＜ISO FIX 対応チャイルドシート＞

1ISO FIX対応チャイルドシート
（レーマー デュオプラス）

2ISO FIX対応ベビーシート

¥77,175

¥69,825

【税抜き価格：本体¥33,000＋ISO FIX

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

。
そしてトッポの安全
マの安心、
子供たちの笑顔はマ
お出かけだ。
さあ、
楽しさぎっしり詰め込んで、

対応ベース¥40,500】
［全車］
MZ525277（本体）
MZ525276（ISO FIX対応ベース）
※ISO FIX対応ベースはMZ525277の専用品です。

■ISO FIX対応チャイルドシート装着適用表
装着場所
品

名

体

重

参考年令

装着向き
前向き

使用方法
ISO FIX 対応チャイルドシート
（レーマー デュオプラス）

ISO FIX 取り付けの場合

9kg〜18kg

9ヵ月〜4才

汎用取り付けの場合

9kg〜18kg

9ヵ月〜4才

前向き

9kg 未満

新生児〜1.5 才

後向き

ISO FIX 対応ベビーシート

リヤシート
左右

助手席

（注2）

●ISO FIX（アイエスオーフィックス）
：ISO（国際標準化
機構）が固定装置の大きさや取付方法を統一した規定
をISO FIXといいます。
●簡単に確実にチャイルドシートを固定できるため、手間
が省けてしかも誤操作による事故が防げます。

（注1）

＜汎用タイプ チャイルドシート＞
4ベビーシート
（レーマー
ベビーセーフプレミアム
SHR2）

3ジュニアシート
（レーマー キッドプラス）

¥39,900

¥34,650

【税抜き価格：本体¥38,000】
［全車］
MZ525270

1マルチユースフック

取付けや使用方法などについては、車両の取扱説明
書および商品の取扱説明書を必ずご覧ください。
助手席への後向き装着は、エアバッグ標準装備のた
め絶対にしないでください。

【税抜き価格：本体¥33,000】
［全車］
MZ525277

■汎用チャイルドシート装着適用表

￥525

装着場所

【税抜き価格：本体￥500】

品

MZ521905［全車］
●タオルや布袋などに小さな穴をあけて、
このフックをセットすれば、
インパネセンター部と、
助手席裏４カ所についているシートバックユーティリティに自由に引っ掛けることができます。
フック４個セット。
耐荷重：約３kg（フック１個あたり）
。

名

体

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）

※マルチユースフックやシートバックユーティリティの各アタッチメントは、
状況に応じて取り替えたり、
組み合わせたりしながらご使用いただけます。
※マルチユースフックは一度組み合わせ接合すると、再使用はできません。

重

参考年令

装着向き

15kg〜36kg

3才〜12才

前向き

13kg未満

新生児〜1.5才

後向き

助手席

（注1）助手席にISO FIX対応チャイルドシート
（レーマー
デュオプラス）または、ジュニアシート
（レーマー
キッドプラス）を装着した場合はセカンドシート左
側への装着はできません。
（注2）助手席のヘッドレストを取り外してご使用ください。
※ 取り付けにより、ヘッドレストが干渉する場合は、
ヘッドレストの高さを調整するか、ヘッドレストを取
り外してご使用ください。
※ お子さまの年令や体格にあったものをお求めくだ
さい。
※ ペットシートカバー（後席用）
との同時装着はでき
ません。

リヤシート
左右

（注2）
（注1）

wチャイルドクッション
カバー

¥13,650

【税抜き価格：本体￥13,000】

MZ502368［全車］
●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。丸洗いもOK。
後席用。

使用例

2ネットポケット

￥5,250

【税抜き価格：本体￥5,000】

インパネセンター下部
MZ521896
［全車］
装着例
●携帯電話やタオル、
ティッシュなどが
入ります。
耐荷重：約１kg。

※インパネセンター下部のプチごみ箱と交換装着もできます。

使用例

3ティッシュボックスホルダー
（収納ポケット付）

￥6,300

【税抜き価格：本体￥6,000】
MZ521897［全車］
●上にティッシュボックス、下のポケットにはウェット
ティッシュやハンカチが収納できます。

使用例

4キッズ用フック

使用例

8ハンガー&コンビニフック

￥5,250

￥2,100

【税抜き価格：本体￥3,000】

MZ521899［全車］

●軽いバッグや帽子などを掛けるのに最適。
フック部は
柔らかい素材(発泡ポリエチレン製)。
各フックの耐荷重：約0.5kg。

使用例

9アンブレラホルダー

￥3,150

【税抜き価格：本体￥5,000】

使用例

MZ521903［全車］
●ハンガーにはお子様の上着やエプロン、
コンビニフックには
タオルやショッピングバッグを掛けることができます。
ハンガー1本、
コンビニフック1個のセット。
耐荷重：それぞれ約３kg。

【税抜き価格：本体￥2,000】

MZ521904［全車］
●長い傘も折りたたみ傘も収納可能。
またファスナーつきで
間口が広がるので、傘を閉じたそのまま
入れることができます。

使用例

使用例

rベビーカーホルダー
使用例

5キッズ用ポケット

￥4,830

【税抜き価格：本体￥4,600】

MZ521900
［全車］
インパネセンター下部
●お菓子類やミニカーなどを入れたり、
装着例
またコップなどのホルダーとしても
利用できます。
耐荷重：約１kg。

※インパネセンター下部のプチごみ箱と交換装着もできます。

16

使用例

6キッズ用テーブル

￥8,400

【税抜き価格：本体￥8,000】

MZ521901［全車］
●お子様が退屈しないようにゲームやミニカー、
ぬいぐるみ
など、
好きなものを置いてあげましょう。耐荷重：約３kg。

使用例

7マルチ大型ポケット

￥7,350

【税抜き価格：本体￥7,000】

MZ521902［全車］
●地図や絵本、
ぬいぐるみなどが入ります。耐荷重：約３kg。

使用例

0キックガード

qシートバックコード

￥6,300

【税抜き価格：本体￥6,000】

使用例

￥3,990

MZ521898［全車］
●お子様のくつによるシートバックの汚れを防止。
タオルなど
が入るポケット付。
もちろん丸洗いもＯＫ。
運転席、
助手席
セット。
助手席用にはシートバックユーティリティ用の
スリットが入っています。

【税抜き価格：本体￥3,800】

MZ521791［全車］
●後席シートバックを活用した便利な収納スペース。
タオルや遊具など軽い物を入れたり引っかけたり。
左右2個セット。

¥10,290

eベビー用シート
バックポケット

【税抜き価格：本体￥9,800】

¥10,290

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

MZ521805［全車］
●運転席又は助手席シート
バックに装着します。
下 部ポケット内寸（mm）
：
幅350 奥行240 高さ300。
※ベビーカーの種類や大きさ
によっては固定できません。

走行中は小物類の出し入れを控えて、安全運転を心がけてください。
※掲載写真の小物類は撮影のための小道具です。※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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30cm以内連続音
40〜30cm早い断続音
60〜40cmゆっくりした断続音

1 に安全、2 に安全。安全こそ、快適ドライブの基本です。

△コーナーセンサーはドライバーの補助として
接近物を室内アラームで知らせるもので、
決して衝突警報機の類ではなく、
ドライバー
の注意義務を軽減するものではありません。

1コーナーセンサー（リヤ２コーナー）

2車速感応式ワイパー

￥42,525

￥15,960

【税抜き価格：本体￥34,500＋ ￥6,000】

【税抜き価格：本体￥11,000＋ ￥4,200】

MZ607372［全車］
●シフトレバーをバックに入れると、
リヤバンパーと障害物の距離を検知して
３段階の室内アラーム音で警告します。
△コーナーセンサーはドライバーの補助として接近物を室内アラームで知らせるもので、
決して衝突警報機の類ではなく、
ドライバーの注意義務を軽減するものではありません。

MZ590801［全車］
●スイッチを
『間欠』
に設定すれば、車速に応じてワイパー作動間隔を自動調節し
安全ドライブをサポートします。例えば信号待ちなどでは間隔は長くなり、
スピードが増すにつれて間隔が短くなります。

3リモコンエンジンスターター

￥48,300

【税抜き価格：本体キット￥25,000＋専用取付キット￥12,000＋ ￥9,000】[全車]

2コーナーポール
（ベアタイプ）

￥13,650

【税抜き価格：本体￥8,800＋ ¥4,200】

1コーナーポール
（スタンダードタイプ）

￥11,550

【税抜き価格：本体￥6,800＋ ¥4,200】

MZ587379［全車］
●ブルーイルミネーションを点灯させると、
ポール先端にかわいらしいクマの姿が
浮かび上がります。
アクリルポール仕様。
※ポールは固定式ですから、伸縮、収納は
できません。
※洗車機にかけたりボディカバーを使用する
ときには、
ポール部を取外してください。

MZ587377
［全車］
●左前方の障害物との距離感がつかめます。
アクリルポール
仕様。
スモールライト連動でブルーイルミネーションが点灯。
夜間でも役立ちます。

MZ604755（本体キット）
MZ604745（専用取付キット）
●離れた場所からリモコン操作でエンジンの始動／停止が可能です。操作によって
ハザードランプが点滅するアンサーバック機能も内蔵。
※本体キットと専用取付キットの両方を購入する必要があります。
※本システムはタイマーにより約10分後に自動的にエンジンが停止します。
また本システムによるエンジン始動中に、
ドアまたはボンネットを開けた場合にも
エンジンは停止します。
△使用時には周囲の安全を十分に確認してください。
△一般公道や閉めきった場所では使用しないでください。
△地域により車両の停車中にみだりにエンジンを稼動させた場合、条例により罰則を
受ける場合がありますので、
ご注意ください。

4アースシステム

￥16,590

【税抜き価格：本体￥12,800＋ ¥3,000】

5帯電防止プレート

￥4,410

【税抜き価格：本体￥3,000＋ ¥1,200】

MZ607231［全車］
●触れながら降車することで、
あの嫌な静電気を
逃すことができます。簡易取付タイプ。
運転席ドア用1個。

MZ606770［全車］
●エンジン、
ボディ、
バッテリーの電位差を整えます。

※ポールは固定式ですから、
伸縮、
収納はできません。
※洗車機にかけたりボディカバーを使用するときには、
ポール部を取外してください。

ハンドルロックタイプのセキュリティーシステム。
カーセキュリティーで高い信頼性を誇るKATO-DENKI（加藤電機）製です。

6ステアリングロック（センサー付）

￥19,950

【税抜き価格：本体￥19,000】

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

▲超音波センサー

4ハンズフリー
キーレスシステム

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。

￥38,955

3ドアコーテシイルミネーション

￥22,260

【税抜き価格：本体￥17,000＋ ¥4,200】

MZ590806
［全車］
●ドアを開けるとブルー光に点灯して後続車にいち早く注意を
促し、夜間の安全性を高めます。
さらに暗い駐車場などでは
足元をやさしく照らして乗降のサポートをします。
運転席ドア用1個。

※メッキミラーカバー（ターンシグナルランプ付）
との
同時装着はできません。

【税抜き価格：本体￥31,100＋ ¥6,000】
MZ604767［全車］
●携帯機をもって、
運転席ドアに近づくだけで、
車体に触れることなく、
ドアのロック/アンロックが
自動的に出来ます。
さらに、
ロック/アンロックにあわせて、
ハザードランプが点滅します
（アンサーバック機能付き）
。
車両装備のキーレスエントリー用キーと併用可能です。

※セキュリティ機能は、
ハンズフリーキーレスシステムに車両標準装備と同機能を有しており
ますので、
車両に装備されているセキュリティアラーム機能をOFFにしてご使用下さい。
※作動範囲は、
周囲の状況により変化します。
また、
ロック/アンロックのタイミングについても、
携帯機の持ち方(手に持っている、
カバンに入っている、
ポケットに入っている等)で変化します。
※植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用のお客様は、
電波により医療用機器に影響を
受ける恐れがあります。
詳しくは販売会社におたずねください。

5増設用携帯機

￥13,650（1個）

【税抜き価格：本体￥13,000】

▲ショックセンサー

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

7カーロック
（マックガード製）

￥47,250

【税抜き価格：本体￥45,000】

ケースをハンドルに装着しておき、
誤発進を防止します。

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。

※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。

MZ604769［全車］
●最大4個まで登録可能です。
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※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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30cm以内連続音
40〜30cm早い断続音
60〜40cmゆっくりした断続音

1 に安全、2 に安全。安全こそ、快適ドライブの基本です。

△コーナーセンサーはドライバーの補助として
接近物を室内アラームで知らせるもので、
決して衝突警報機の類ではなく、
ドライバー
の注意義務を軽減するものではありません。

1コーナーセンサー（リヤ２コーナー）

2車速感応式ワイパー

￥42,525

￥15,960

【税抜き価格：本体￥34,500＋ ￥6,000】

【税抜き価格：本体￥11,000＋ ￥4,200】

MZ607372［全車］
●シフトレバーをバックに入れると、
リヤバンパーと障害物の距離を検知して
３段階の室内アラーム音で警告します。
△コーナーセンサーはドライバーの補助として接近物を室内アラームで知らせるもので、
決して衝突警報機の類ではなく、
ドライバーの注意義務を軽減するものではありません。

MZ590801［全車］
●スイッチを
『間欠』
に設定すれば、車速に応じてワイパー作動間隔を自動調節し
安全ドライブをサポートします。例えば信号待ちなどでは間隔は長くなり、
スピードが増すにつれて間隔が短くなります。

3リモコンエンジンスターター

￥48,300

【税抜き価格：本体キット￥25,000＋専用取付キット￥12,000＋ ￥9,000】[全車]

2コーナーポール
（ベアタイプ）

￥13,650

【税抜き価格：本体￥8,800＋ ¥4,200】

1コーナーポール
（スタンダードタイプ）

￥11,550

【税抜き価格：本体￥6,800＋ ¥4,200】

MZ587379［全車］
●ブルーイルミネーションを点灯させると、
ポール先端にかわいらしいクマの姿が
浮かび上がります。
アクリルポール仕様。
※ポールは固定式ですから、伸縮、収納は
できません。
※洗車機にかけたりボディカバーを使用する
ときには、
ポール部を取外してください。

MZ587377
［全車］
●左前方の障害物との距離感がつかめます。
アクリルポール
仕様。
スモールライト連動でブルーイルミネーションが点灯。
夜間でも役立ちます。

MZ604755（本体キット）
MZ604745（専用取付キット）
●離れた場所からリモコン操作でエンジンの始動／停止が可能です。操作によって
ハザードランプが点滅するアンサーバック機能も内蔵。
※本体キットと専用取付キットの両方を購入する必要があります。
※本システムはタイマーにより約10分後に自動的にエンジンが停止します。
また本システムによるエンジン始動中に、
ドアまたはボンネットを開けた場合にも
エンジンは停止します。
△使用時には周囲の安全を十分に確認してください。
△一般公道や閉めきった場所では使用しないでください。
△地域により車両の停車中にみだりにエンジンを稼動させた場合、条例により罰則を
受ける場合がありますので、
ご注意ください。

4アースシステム

￥16,590

【税抜き価格：本体￥12,800＋ ¥3,000】

5帯電防止プレート

￥4,410

【税抜き価格：本体￥3,000＋ ¥1,200】

MZ607231［全車］
●触れながら降車することで、
あの嫌な静電気を
逃すことができます。簡易取付タイプ。
運転席ドア用1個。

MZ606770［全車］
●エンジン、
ボディ、
バッテリーの電位差を整えます。

※ポールは固定式ですから、
伸縮、
収納はできません。
※洗車機にかけたりボディカバーを使用するときには、
ポール部を取外してください。

ハンドルロックタイプのセキュリティーシステム。
カーセキュリティーで高い信頼性を誇るKATO-DENKI（加藤電機）製です。

6ステアリングロック（センサー付）

￥19,950

【税抜き価格：本体￥19,000】

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

▲超音波センサー

4ハンズフリー
キーレスシステム

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。

￥38,955

3ドアコーテシイルミネーション

￥22,260

【税抜き価格：本体￥17,000＋ ¥4,200】

MZ590806
［全車］
●ドアを開けるとブルー光に点灯して後続車にいち早く注意を
促し、夜間の安全性を高めます。
さらに暗い駐車場などでは
足元をやさしく照らして乗降のサポートをします。
運転席ドア用1個。

※メッキミラーカバー（ターンシグナルランプ付）
との
同時装着はできません。

【税抜き価格：本体￥31,100＋ ¥6,000】
MZ604767［全車］
●携帯機をもって、
運転席ドアに近づくだけで、
車体に触れることなく、
ドアのロック/アンロックが
自動的に出来ます。
さらに、
ロック/アンロックにあわせて、
ハザードランプが点滅します
（アンサーバック機能付き）
。
車両装備のキーレスエントリー用キーと併用可能です。

※セキュリティ機能は、
ハンズフリーキーレスシステムに車両標準装備と同機能を有しており
ますので、
車両に装備されているセキュリティアラーム機能をOFFにしてご使用下さい。
※作動範囲は、
周囲の状況により変化します。
また、
ロック/アンロックのタイミングについても、
携帯機の持ち方(手に持っている、
カバンに入っている、
ポケットに入っている等)で変化します。
※植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用のお客様は、
電波により医療用機器に影響を
受ける恐れがあります。
詳しくは販売会社におたずねください。

5増設用携帯機

￥13,650（1個）

【税抜き価格：本体￥13,000】

▲ショックセンサー

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

7カーロック
（マックガード製）

￥47,250

【税抜き価格：本体￥45,000】

ケースをハンドルに装着しておき、
誤発進を防止します。

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。

※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。

MZ604769［全車］
●最大4個まで登録可能です。
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※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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CAR-CARE GOODS
OTHERS

アレル除去フィルター（脱臭機能付）と従来のフィルターの比較

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

従来のフィルター

1ブランケットクッション

￥7,350

!
ペットも一緒におでかけ OK
トッポがあると、毎日がグンと楽しくなる。

【税抜き価格：本体￥7,000】

2ACパワーサプライEZ

￥15,540

アレル物質を吸着させますが、抑制できな

3ファーストエイドキット

￥6,300

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

【税抜き価格：本体￥14,800】 【税抜き価格：本体￥6,000】

MZ516507
MZ607300
●広げればブランケット
●アクセサリーソケットに差し込
（1400mm 900mm）
として、 むだけで、手軽に各種家電製
収納時はクッションとして
品の使用が可能。
使えます。
（定格100W）

車内への侵入量は減らせます。

MZ527171
●包帯、三角巾、清浄綿、
ハサミ
などの応急品セット。

アレル除去フィルター（脱臭機能付）

¥5,460

【税抜き価格：本体￥4,000＋ ¥1,200】
MZ600190［全車］

●除塵、脱臭機能のほか、
アレル物質（ダニの死骸やフン、花粉など）
の抑制機能を付加した
高性能エアコンフィルター（スギ花粉の場合、抑制率９９％以上）。

※標準装備のクリーンエアフィルター（脱臭機能付）
と交換装着になります。

4レスキューマンⅢ

￥2,415

【税抜き価格：本体￥2,300】

1ペットシートカバー（助手席用）

¥5,250

【税抜き価格：本体￥5,000】

MZ503368［全車］
●ペットによる汚れからシートを守ります。
丈夫な帆布で丸洗いもOK。
難燃仕様。

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。

2ペットシートカバー（後席用）

Lサイズ

650

Mサイズ

S

M

L

550

幅

400

400
450

MZ611103
●コンパクトに折りたためて
収納可能（ケース付）。

【税抜き価格：本体¥9,800】
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。

※後席のシートベルトは使用できません。
※チャイルドシートとの同時装着はできません。

400

7簡易タイヤ滑り止め
（オートソック）

400

￥13,650

450

【税抜き価格：本体￥13,000】

8簡易装着チェーン

￥15,750

※ドッグシートカバー（後席用）
と併用する場合は、車両のシートベルトによる固定はできません。

【税抜き価格：本体￥15,000】
MZ841301LP（155／65R13タイヤ用）

4簡易クレート

￥17,010

¥45,150

【税抜き価格：本体￥16,200】

【税抜き価格：本体￥43,000】

MZ841302LP（ 165／65R13タイヤ用、
165／55R14タイヤ用）

写真はイメージです。

●装着を容易にする機構付。特殊合金鋼製、
ラダー型。

1230A040
●年に一度はオイルフィルターの交換を｡
純正のフィルターはろ過能力が違います｡
エンジンオイル交換時に併せてどうぞ！

スーパーロングライフクーラント

¥1,412（0.5ℓ）

¥2,442（1.2ℓ）

【税抜き価格：本体¥1,345】

MZ101244
●気が付くと汚れているのがブレーキフルード｡
交換する場合､必ず指定の同一品をご使用
ください｡

●純正オイルをおすすめするのは､規格､粘度を
守ることがエンジンをベストコンディション
に保つ秘訣だからです｡

【税抜き価格：本体¥2,326】

MZ101005
●忘れないで下さい！クーラントの役割は3つ｡
1.オーバーヒート防止
2.凍結防止
3.エンジン内部の錆防止

ワイパーラバー
ウインドウォッシャー液

¥241（400mℓ）

【税抜き価格：本体¥230】

0106005
●専用品以外を使用するとボディのシミや
ウォッシャーノズル詰まりの原因になる事も！
その点純正なら安心です。

タッチアップペイント

¥1,155

¥735（各色1本）

【税抜き価格：本体¥1,100】
MR981000（フロント2本セット）

●小さな傷も放っておくと錆の原因になり
ます｡早めの手当をお願いします｡そして
何と言っても愛車の色にピッタリなのは
純正ならではです。

【税抜き価格：本体¥450】
MR598173（リヤ1本）

【税抜き価格：本体¥700】

¥472

●ご存知ですか？ワイパーはゴムだけで
交換きるのです｡純正はサイズぴったり､
しかもリーズナブル。

スペアキー（除くリモコン付タイプ）

¥525（1本）

【税抜き価格：本体¥500】

MZ628065
●カーライフの隠れた必需品｡もしもの時に
作ってあれば安心です｡お車を複数で使用
する場合も重宝します｡

三菱純正ボディコーティングシステム

5DOG GOOD DRIVEステッカー
9スノーブレード

¥4,200（1本）

【税抜き価格：本体￥4,000】

MZ568216（運転席用480mm）

¥3,045（1本）

【税抜き価格：本体￥2,900】
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3602610（ターボ車用：SM 10W-30）

【税抜き価格：本体¥1,300】

ブレーキフルード

※雪上走行50km/h以下でご使用ください。
※165/65R13タイヤ用の設定はありません。

●持ち運び可能なペット用キャリアです。
シートベルトと同素材の周回ベルトを、
車両の3点式
シートベルトに連結することで急ブレーキ時などでもキャリアがずれることがなく安心です。
小型犬用から大型犬用まで3サイズを用意。

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

3014610（N/A車用：SM ECO 0W-20）

¥1,365（1個）

●ジャッキ不要でカンタンに装着できるタイヤ滑
り止め。
ポリエステル繊維製だから、乗り心地
も静かで快適。
しかも軽量コンパクトで、
常備に
便利。

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

MZ549285［全車］
●三菱純正ペット用品のロゴ
「DOG GOOD
DRIVE」
と
「D.I.N.G.O」
ロゴをあしらった
オリジナルステッカー。
A4サイズ。

【税抜き価格：本体¥5,870】

オイルフィルター

MZ573335（155/65R13タイヤ用）
MZ573334（165/55R14タイヤ用）

3ペットキャリア

¥2,625

¥6,163（4ℓ）

【税抜き価格：本体¥4,970】

高さ

400

MZ523178［全車］
●移動先でのペットハウスです。
キャンプなど
屋外での必需品。
サイズの目安
（mm）
：奥行き750 幅530
高さ570。

エンジンオイル

¥5,218（4ℓ）

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

【税抜き価格：本体￥2,500】

※部品・オイル交換およびスペアキー作成には別途工賃が必要となります。

¥10,290

MZ503369
［全車］
●ペットによる汚れからシートを守ります。
丈夫な帆布で、
丸洗いもOK。
難燃仕様。

Sサイズ

¥3,150

【税抜き価格：本体￥3,000】

愛車との相性が良い。だから本来の性能が引き出せる。・・・それが三菱純正用品です。

6自動車用保安セット

¥18,900

【税抜き価格：本体￥18,000】

サイズの目安（mm） 奥行き

5三角停止表示板

MZ568082（助手席用350mm）

¥2,100（1本）

【税抜き価格：本体￥2,000】

MZ568243（リヤ用330mm）

0ギラレススノーブレード

¥4,830（1本）
【税抜き価格：本体￥4,600】

MZ661077（運転席用480mm）

¥2,730（1本）
【税抜き価格：本体￥2,600】

MZ661072（助手席用350mm）

¥2,625（1本）
【税抜き価格：本体￥2,500】

安心の5年間光沢保証！
！

MZ661071（リヤ用330mm）

●油膜を除去する特殊加工の
スノーブレード。

※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。

21

CAR-CARE GOODS
OTHERS

アレル除去フィルター（脱臭機能付）と従来のフィルターの比較

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

従来のフィルター

1ブランケットクッション

￥7,350

!
ペットも一緒におでかけ OK
トッポがあると、毎日がグンと楽しくなる。

【税抜き価格：本体￥7,000】

2ACパワーサプライEZ

￥15,540

アレル物質を吸着させますが、抑制できな

3ファーストエイドキット

￥6,300

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

【税抜き価格：本体￥14,800】 【税抜き価格：本体￥6,000】

MZ516507
MZ607300
●広げればブランケット
●アクセサリーソケットに差し込
（1400mm 900mm）
として、 むだけで、手軽に各種家電製
収納時はクッションとして
品の使用が可能。
使えます。
（定格100W）

車内への侵入量は減らせます。

MZ527171
●包帯、三角巾、清浄綿、
ハサミ
などの応急品セット。

アレル除去フィルター（脱臭機能付）

¥5,460

【税抜き価格：本体￥4,000＋ ¥1,200】
MZ600190［全車］

●除塵、脱臭機能のほか、
アレル物質（ダニの死骸やフン、花粉など）
の抑制機能を付加した
高性能エアコンフィルター（スギ花粉の場合、抑制率９９％以上）。

※標準装備のクリーンエアフィルター（脱臭機能付）
と交換装着になります。

4レスキューマンⅢ

￥2,415

【税抜き価格：本体￥2,300】

1ペットシートカバー（助手席用）

¥5,250

【税抜き価格：本体￥5,000】

MZ503368［全車］
●ペットによる汚れからシートを守ります。
丈夫な帆布で丸洗いもOK。
難燃仕様。

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。

2ペットシートカバー（後席用）

Lサイズ

650

Mサイズ

S

M

L

550

幅

400

400
450

MZ611103
●コンパクトに折りたためて
収納可能（ケース付）。

【税抜き価格：本体¥9,800】
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。

※後席のシートベルトは使用できません。
※チャイルドシートとの同時装着はできません。

400

7簡易タイヤ滑り止め
（オートソック）

400

￥13,650

450

【税抜き価格：本体￥13,000】

8簡易装着チェーン

￥15,750

※ドッグシートカバー（後席用）
と併用する場合は、車両のシートベルトによる固定はできません。

【税抜き価格：本体￥15,000】
MZ841301LP（155／65R13タイヤ用）

4簡易クレート

￥17,010

¥45,150

【税抜き価格：本体￥16,200】

【税抜き価格：本体￥43,000】

MZ841302LP（ 165／65R13タイヤ用、
165／55R14タイヤ用）

写真はイメージです。

●装着を容易にする機構付。特殊合金鋼製、
ラダー型。

1230A040
●年に一度はオイルフィルターの交換を｡
純正のフィルターはろ過能力が違います｡
エンジンオイル交換時に併せてどうぞ！

スーパーロングライフクーラント

¥1,412（0.5ℓ）

¥2,442（1.2ℓ）

【税抜き価格：本体¥1,345】

MZ101244
●気が付くと汚れているのがブレーキフルード｡
交換する場合､必ず指定の同一品をご使用
ください｡

●純正オイルをおすすめするのは､規格､粘度を
守ることがエンジンをベストコンディション
に保つ秘訣だからです｡

【税抜き価格：本体¥2,326】

MZ101005
●忘れないで下さい！クーラントの役割は3つ｡
1.オーバーヒート防止
2.凍結防止
3.エンジン内部の錆防止

ワイパーラバー
ウインドウォッシャー液

¥241（400mℓ）

【税抜き価格：本体¥230】

0106005
●専用品以外を使用するとボディのシミや
ウォッシャーノズル詰まりの原因になる事も！
その点純正なら安心です。

タッチアップペイント

¥1,155

¥735（各色1本）

【税抜き価格：本体¥1,100】
MR981000（フロント2本セット）

●小さな傷も放っておくと錆の原因になり
ます｡早めの手当をお願いします｡そして
何と言っても愛車の色にピッタリなのは
純正ならではです。

【税抜き価格：本体¥450】
MR598173（リヤ1本）

【税抜き価格：本体¥700】

¥472

●ご存知ですか？ワイパーはゴムだけで
交換きるのです｡純正はサイズぴったり､
しかもリーズナブル。

スペアキー（除くリモコン付タイプ）

¥525（1本）

【税抜き価格：本体¥500】

MZ628065
●カーライフの隠れた必需品｡もしもの時に
作ってあれば安心です｡お車を複数で使用
する場合も重宝します｡

三菱純正ボディコーティングシステム

5DOG GOOD DRIVEステッカー
9スノーブレード

¥4,200（1本）

【税抜き価格：本体￥4,000】

MZ568216（運転席用480mm）

¥3,045（1本）

【税抜き価格：本体￥2,900】

20

3602610（ターボ車用：SM 10W-30）

【税抜き価格：本体¥1,300】

ブレーキフルード

※雪上走行50km/h以下でご使用ください。
※165/65R13タイヤ用の設定はありません。

●持ち運び可能なペット用キャリアです。
シートベルトと同素材の周回ベルトを、
車両の3点式
シートベルトに連結することで急ブレーキ時などでもキャリアがずれることがなく安心です。
小型犬用から大型犬用まで3サイズを用意。

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

3014610（N/A車用：SM ECO 0W-20）

¥1,365（1個）

●ジャッキ不要でカンタンに装着できるタイヤ滑
り止め。
ポリエステル繊維製だから、乗り心地
も静かで快適。
しかも軽量コンパクトで、
常備に
便利。

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

MZ549285［全車］
●三菱純正ペット用品のロゴ
「DOG GOOD
DRIVE」
と
「D.I.N.G.O」
ロゴをあしらった
オリジナルステッカー。
A4サイズ。

【税抜き価格：本体¥5,870】

オイルフィルター

MZ573335（155/65R13タイヤ用）
MZ573334（165/55R14タイヤ用）

3ペットキャリア

¥2,625

¥6,163（4ℓ）

【税抜き価格：本体¥4,970】

高さ

400

MZ523178［全車］
●移動先でのペットハウスです。
キャンプなど
屋外での必需品。
サイズの目安
（mm）
：奥行き750 幅530
高さ570。

エンジンオイル

¥5,218（4ℓ）

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

【税抜き価格：本体￥2,500】

※部品・オイル交換およびスペアキー作成には別途工賃が必要となります。

¥10,290

MZ503369
［全車］
●ペットによる汚れからシートを守ります。
丈夫な帆布で、
丸洗いもOK。
難燃仕様。

Sサイズ

¥3,150

【税抜き価格：本体￥3,000】

愛車との相性が良い。だから本来の性能が引き出せる。・・・それが三菱純正用品です。

6自動車用保安セット

¥18,900

【税抜き価格：本体￥18,000】

サイズの目安（mm） 奥行き

5三角停止表示板

MZ568082（助手席用350mm）

¥2,100（1本）

【税抜き価格：本体￥2,000】

MZ568243（リヤ用330mm）

0ギラレススノーブレード

¥4,830（1本）
【税抜き価格：本体￥4,600】

MZ661077（運転席用480mm）

¥2,730（1本）
【税抜き価格：本体￥2,600】

MZ661072（助手席用350mm）

¥2,625（1本）
【税抜き価格：本体￥2,500】

安心の5年間光沢保証！
！

MZ661071（リヤ用330mm）

●油膜を除去する特殊加工の
スノーブレード。

※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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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。）

NAVIGATION&AUDIO

AV 一体型ナビゲーション
／拡 張 機 器

P22〜P25

オーディオ

スピーカー

MMES 拡張機器

ETC

P26

P26

P27

P27

＜USBデバイス使用時のご注意＞

※フィルムタイプTVアンテナはフロントガラスに装着します。
※TVアンテナは高感度な車両専用品を設定していますが、電装品の使用状況、
地域や地形の状況により受信状態が悪くなることがありますので、
あらかじめご了承ください。
※陽ざしや環境によっては画面が見えにくくなる場合がありますので、
あらかじめご了承ください。

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

AV一体型メモリーナビゲーション
（地上デジタルTVチューナー内蔵）

高音質を追求するDIATONE 音響技術を採用した高級オーディオ・ナビゲーションシステム。
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。

1

17型AV一体型メモリーナビゲーション

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

¥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。

MZ608930

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
三菱純正ナビゲーションのオリジナル機能
車種（車空間）別音響チューニング
音響のスペシャリストがノウハウ
を駆使して、車空間別にサウンド
チューニングを実施。
トッポ向けに
最適化されたイコライジングデー
タをあらかじめカーナビゲーション
ユニットに収録することにより、車
に合わせた快適なサウンドをお楽
しみいただけます。

プラス拡張機器

¥185,850

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。

基本機能

※写真はMZ608930の表示例です。

SD

◆iPod接続用ケーブル（ビデオ対応）
【税抜き価格：本体￥160,000＋オーディオ取付キット¥800
¥31,500
MZ608192
¥3,780
MZ609506
＋オーディオブラケット¥900＋オーディオ変換ハーネス¥1,500
【税抜き価格：本体¥27,000
【税抜き価格：本体¥3,600】
＋ナビゲーションロック¥3,000
＋ ¥3,000】
＋ ¥10,800】
◆ビデオ入出力コード
◆HDMI変換ケーブル
MZ608930（本体） MZ598182（オーディオ取付キット）
MZ598242（オーディオブラケット）
¥2,887 MZ609508 （＊6） ¥9,345 MZ609507
MZ608739（オーディオ変換ハーネス）
【税抜き価格：本体¥1,550
【税抜き価格：本体¥7,700
MZ598350（ナビゲーションロック）
＋ ¥1,200】
＋ ¥1,200】

（＊5）

（＊7）

※ 地図更新バージョンアップを2012年/2013年/2014年度版のいずれか1回を無償提供致します。ただし、お客様登録が別途必要となります。
※ 無償の地図更新につきましては三菱電機(株)が運営・実施致します。
（＊1）
リヤビューカメラ
（MZ607479）
を装着することにより、高速道路にある白線を検知し、走行レーンから外れそうになると、警告音と画像表示で
お知らせします。
（＊2）
Bluetoothアダプタを内蔵しており、ハンズフリー通話、
オーディオ再生、open infoが可能です。
（open infoとは：パイオニア(株)が運営・管理
するリアルタイムプローブデータを共有した渋滞情報の提供や、充電スポット開設情報のダウンロード、高速道路/主要国道
開通情報のダウンロード等が可能です。なお、open infoのご利用には、事前に三菱電機ホームページよりユーザー登録が必要となりす。）
（＊3）
SDHCカード
（4GB）
を同梱しており、最大999曲
（またはCD最大99枚分）
を録音することができます。
（＊4）
USBケーブルを同梱しており、USBデバイス
（社外品：別売）
を使ってパソコンに登録されているMP3/WMA/AACの圧縮オーディオ
ファイル、MPEG-4/WMV動画ファイルの再生をすることができます。
また、上記の<USBデバイス使用時のご注意>を参照ください。
iPodに同梱のUSBケーブルを使用することによりiPodを接続することができ、
タッチパネル操作にも対応しています。
ただし、iPodのビデオファイル再生には対応していません。
（＊5）
本ケーブルを使用することによりiPodのビデオファイル再生が可能となります。
ただし、一部iPodのビデオファイル再生には対応していません。
（＊6）
RCA端子を有したビデオ機器やポータブルオーディオなどの接続が可能になります。
（＊7）
HDMI端子を有したスマートフォンなどの接続が可能になります。
（スマートフォンの画面をナビ側でも見ることができます。）

三菱電機の音響機器ブランドで、その歴史
は1946年までさかのぼります。2006年以降
は車載用としても高音質を追求した音響製
品を投入し、市場から非常に高い評価を受
けています。本製品には、そのDIATONEが
持つ高音質テクノロジーを惜しみなく搭載
しております。

オリジナルオープニング画面

◆VICS-光/電波ビーコン受信機

三菱オリジナル機能

ナビゲーション機能

その他拡張機器

オリジナル
車種別音響調整 オープニング画面

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

ETC

7型
VGA

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

（＊2） （＊4,5） （別売）

（＊3）

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。
システム合計価格：¥185,850

17型AV一体型メモリーナビゲーション

¥159,075

◆iPod接続用ケーブル（ビデオ対応）
【税抜き価格：本体￥136,000＋オーディオ取付キット¥800
（＊3）
¥30,660
MZ608172
¥12,810
＋オーディオ変換ハーネス¥1,500
【税抜き価格：本体¥26,200
【税抜き価格：本体¥8,000＋ビデオ入出力
＋ナビゲーションロック¥3,000＋ ¥10,200】
＋ ¥3,000】
コード¥3,000＋ ¥1,200】
MZ608931（本体）
MZ608180（本体）
MZ598182（オーディオ取付キット）
MZ608468（ビデオ入出力コード）
MZ608739（オーディオ変換ハーネス）
MZ598350（ナビゲーションロック）
◆ビデオ入出力コード
（20cm）
◆ナビリモコン

※最大約1,000曲

システム合計価格：¥159,075

¥4,410 MZ608468
【税抜き価格：本体¥3,000＋

MZ608931

2012 年 8 月下旬発売予定
※最大約8,000曲

（別売）

システム合計価格：¥101,115

■ナビリモコン
後席からでも操作
可能なリモコン。

基本機能

SD
（別売）

三菱オリジナル機能

ナビゲーション機能

オリジナル
車種別音響調整 オープニング画面

地図更新 VICS VICS プローブ
2年間無償 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
VGA

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）

（※）

（別売）

リヤ

ETC 車載器 ビューカメラ

（別売） （別売）

AV機能
（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。

USB
EPG
MP3
SD
Bluetooth iPod RCA
AM/FM
WMA
4 倍速
SDHC
CD DVD DVD DVD DVD AAC 1,000 曲
2×2
チューナー＆アンテナ 自動切替 緊急警報放送 データ放送 電子番組表 AM/FM CD-R/RW VIDEO -R/RW +R/RW VR(CPRM) 音楽フォーマット 音楽蓄積機能 倍速録音 USB 対応 対応カード ブルートゥース対応 iPod 対応 外部入力

12 セグ
ワンセグ

緊急
警報

データ
放送

（＊1）
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¥6,300 MZ608173
【税抜き価格：本体¥6,000】

（＊4）

¥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。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。

システム合計価格：¥116,865

システム合計価格：¥198,555

プラス拡張機器
◆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。

（＊2,3） （別売）

マークは参考取付工賃
［消費税抜き］
です。
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安全のため走行中はナビゲーション画面のみ表示可能です。
（走行中はTVおよびDVDビデオ画面は映らず、音声のみとなります。）

NAVIGATION&AUDIO

AV 一体型ナビゲーション
／拡 張 機 器

P22〜P25

オーディオ

スピーカー

MMES 拡張機器

ETC

P26

P26

P27

P27

＜USBデバイス使用時のご注意＞

※フィルムタイプTVアンテナはフロントガラスに装着します。
※TVアンテナは高感度な車両専用品を設定していますが、電装品の使用状況、
地域や地形の状況により受信状態が悪くなることがありますので、
あらかじめご了承ください。
※陽ざしや環境によっては画面が見えにくくなる場合がありますので、
あらかじめご了承ください。

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

AV一体型メモリーナビゲーション
（地上デジタルTVチューナー内蔵）

高音質を追求するDIATONE 音響技術を採用した高級オーディオ・ナビゲーションシステム。
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。

1

17型AV一体型メモリーナビゲーション

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

¥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。

MZ608930

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
三菱純正ナビゲーションのオリジナル機能
車種（車空間）別音響チューニング
音響のスペシャリストがノウハウ
を駆使して、車空間別にサウンド
チューニングを実施。
トッポ向けに
最適化されたイコライジングデー
タをあらかじめカーナビゲーション
ユニットに収録することにより、車
に合わせた快適なサウンドをお楽
しみいただけます。

プラス拡張機器

¥185,850

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。

基本機能

※写真はMZ608930の表示例です。

SD

◆iPod接続用ケーブル（ビデオ対応）
【税抜き価格：本体￥160,000＋オーディオ取付キット¥800
¥31,500
MZ608192
¥3,780
MZ609506
＋オーディオブラケット¥900＋オーディオ変換ハーネス¥1,500
【税抜き価格：本体¥27,000
【税抜き価格：本体¥3,600】
＋ナビゲーションロック¥3,000
＋ ¥3,000】
＋ ¥10,800】
◆ビデオ入出力コード
◆HDMI変換ケーブル
MZ608930（本体） MZ598182（オーディオ取付キット）
MZ598242（オーディオブラケット）
¥2,887 MZ609508 （＊6） ¥9,345 MZ609507
MZ608739（オーディオ変換ハーネス）
【税抜き価格：本体¥1,550
【税抜き価格：本体¥7,700
MZ598350（ナビゲーションロック）
＋ ¥1,200】
＋ ¥1,200】

（＊5）

（＊7）

※ 地図更新バージョンアップを2012年/2013年/2014年度版のいずれか1回を無償提供致します。ただし、お客様登録が別途必要となります。
※ 無償の地図更新につきましては三菱電機(株)が運営・実施致します。
（＊1）
リヤビューカメラ
（MZ607479）
を装着することにより、高速道路にある白線を検知し、走行レーンから外れそうになると、警告音と画像表示で
お知らせします。
（＊2）
Bluetoothアダプタを内蔵しており、ハンズフリー通話、
オーディオ再生、open infoが可能です。
（open infoとは：パイオニア(株)が運営・管理
するリアルタイムプローブデータを共有した渋滞情報の提供や、充電スポット開設情報のダウンロード、高速道路/主要国道
開通情報のダウンロード等が可能です。なお、open infoのご利用には、事前に三菱電機ホームページよりユーザー登録が必要となりす。）
（＊3）
SDHCカード
（4GB）
を同梱しており、最大999曲
（またはCD最大99枚分）
を録音することができます。
（＊4）
USBケーブルを同梱しており、USBデバイス
（社外品：別売）
を使ってパソコンに登録されているMP3/WMA/AACの圧縮オーディオ
ファイル、MPEG-4/WMV動画ファイルの再生をすることができます。
また、上記の<USBデバイス使用時のご注意>を参照ください。
iPodに同梱のUSBケーブルを使用することによりiPodを接続することができ、
タッチパネル操作にも対応しています。
ただし、iPodのビデオファイル再生には対応していません。
（＊5）
本ケーブルを使用することによりiPodのビデオファイル再生が可能となります。
ただし、一部iPodのビデオファイル再生には対応していません。
（＊6）
RCA端子を有したビデオ機器やポータブルオーディオなどの接続が可能になります。
（＊7）
HDMI端子を有したスマートフォンなどの接続が可能になります。
（スマートフォンの画面をナビ側でも見ることができます。）

三菱電機の音響機器ブランドで、その歴史
は1946年までさかのぼります。2006年以降
は車載用としても高音質を追求した音響製
品を投入し、市場から非常に高い評価を受
けています。本製品には、そのDIATONEが
持つ高音質テクノロジーを惜しみなく搭載
しております。

オリジナルオープニング画面

◆VICS-光/電波ビーコン受信機

三菱オリジナル機能

ナビゲーション機能

その他拡張機器

オリジナル
車種別音響調整 オープニング画面

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

ETC

7型
VGA

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

（＊2） （＊4,5） （別売）

（＊3）

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。
システム合計価格：¥185,850

17型AV一体型メモリーナビゲーション

¥159,075

◆iPod接続用ケーブル（ビデオ対応）
【税抜き価格：本体￥136,000＋オーディオ取付キット¥800
（＊3）
¥30,660
MZ608172
¥12,810
＋オーディオ変換ハーネス¥1,500
【税抜き価格：本体¥26,200
【税抜き価格：本体¥8,000＋ビデオ入出力
＋ナビゲーションロック¥3,000＋ ¥10,200】
＋ ¥3,000】
コード¥3,000＋ ¥1,200】
MZ608931（本体）
MZ608180（本体）
MZ598182（オーディオ取付キット）
MZ608468（ビデオ入出力コード）
MZ608739（オーディオ変換ハーネス）
MZ598350（ナビゲーションロック）
◆ビデオ入出力コード
（20cm）
◆ナビリモコン

※最大約1,000曲

システム合計価格：¥159,075

¥4,410 MZ608468
【税抜き価格：本体¥3,000＋

MZ608931

2012 年 8 月下旬発売予定
※最大約8,000曲

（別売）

システム合計価格：¥101,115

■ナビリモコン
後席からでも操作
可能なリモコン。

基本機能

SD
（別売）

三菱オリジナル機能

ナビゲーション機能

オリジナル
車種別音響調整 オープニング画面

地図更新 VICS VICS プローブ
2年間無償 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
VGA

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）

（※）

（別売）

リヤ

ETC 車載器 ビューカメラ

（別売） （別売）

AV機能
（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。

USB
EPG
MP3
SD
Bluetooth iPod RCA
AM/FM
WMA
4 倍速
SDHC
CD DVD DVD DVD DVD AAC 1,000 曲
2×2
チューナー＆アンテナ 自動切替 緊急警報放送 データ放送 電子番組表 AM/FM CD-R/RW VIDEO -R/RW +R/RW VR(CPRM) 音楽フォーマット 音楽蓄積機能 倍速録音 USB 対応 対応カード ブルートゥース対応 iPod 対応 外部入力

12 セグ
ワンセグ

緊急
警報

データ
放送

（＊1）
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¥6,300 MZ608173
【税抜き価格：本体¥6,000】

（＊4）

¥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。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。

システム合計価格：¥116,865

システム合計価格：¥198,555

プラス拡張機器
◆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。

（＊2,3） （別売）

マークは参考取付工賃
［消費税抜き］
です。
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安全のため走行中はナビゲーション画面のみ表示可能です。
（走行中はTVおよびDVDビデオ画面は映らず、音声のみとなります。）
※フィルムタイプTVアンテナはフロントガラスに装着します。
※TVアンテナは高感度な車両専用品を設定していますが、電装品の使用状況、地域や地形の状況により受信状態が悪くなることがありますので、
あらかじめご了承ください。
※陽ざしや環境によっては画面が見えにくくなる場合がありますので、
あらかじめご了承ください。

AV一体型HDDナビゲーション（地上デジタルTVチューナー内蔵）

AV一体型メモリーナビゲーション（ワンセグTVチューナー内蔵）

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。

大容量ハードディスクがもたらす高機能ナビ・オーディオシステム。

プラス拡張機器

16.1型AV一体型メモリーナビゲーション

¥116,865

【税抜き価格：本体￥97,000＋オーディオ取付キット¥800
＋オーディオ変換ハーネス¥1,500＋ナビゲーションロック¥3,000
＋ ¥9,000】
MZ608932（本体）
MZ598182（オーディオ取付キット）
MZ608739（オーディオ変換ハーネス）
MZ598350（ナビゲーションロック）

◆iPod接続用ケーブル

¥29,400

¥2,100

MZ608150
【税抜き価格：本体¥25,000
＋ ¥3,000】

¥198,555

◆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】

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
車種別音響調整 オープニング画面

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

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

データ
放送

EPG

AM/FM

CD

DVD

基本機能
リヤ

ETC 車載器 ビューカメラ

（別売）

DVD

DVD

DVD

MP3
WMA
AAC

¥4,935

MZ608189
【税抜き価格：本体¥3,500
＋ ¥1,200】

（＊3）

◆ビデオ入力コード
（2m）

¥3,885

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

その他拡張機器

HDD

（別売） （別売）

USB
8,000 曲

SD
SDHC

4 倍速

Bluetooth iPod

（＊2）

ナビゲーション機能

その他拡張機器

オリジナル
車種別音響調整 オープニング画面

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

（別売）

（＊1）

リヤ

ETC 車載器 ビューカメラ

（別売） （別売）

AV機能

RCA

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

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）

三菱オリジナル機能

ETC

7型
VGA

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

AV機能
緊急
警報

◆iPod接続用ケーブル（ビデオ対応）

¥24,150

※ 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。お客様登録が別途必要となります。
※ 無償の地図更新につきましてはパイオニア
（株）
が運営・実施いたします。
（＊1）
Bluetoothアダプタを内蔵しており、音楽再生、ハンズフリー通話、新譜の楽曲情報取得、
スマートループ渋滞情報取得が可能です。
スマートループ渋滞情報とは：全国約70万km
（通常のVICSの約10倍）
の渋滞情報を取得可能。より広範囲で正確な渋滞情報を取得することで目的地へより早く到着できるルート検索が可能です。
（＊2）
USBケーブルを同梱しており、USBデバイス
（社外品：別売）
を使ってパソコンに登録されているMP3/WMA/AACの圧縮オーディオファイルを再生することができます。
また、P23上記の＜USBデバイス使用時のご注意＞を参照ください。
（＊3）
iPodのビデオファイル再生およびタッチパネル操作が可能です。
ただし、一部iPodのビデオファイル再生には対応していません。
（＊4）
RCA端子を有したビデオ機器やポータブルオーディオなどの接続が可能になります。

ETC

6.1 型

◆VICS-光/電波ビーコン受信機
MZ608496
【税抜き価格：本体¥20,000
＋ ¥3,000】

MZ608929

※ 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、P23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。

SSD

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

MZ607431 （＊3）
【税抜き価格：本体¥2,000】

MZ608932

2012 年 7 月中旬発売予定

プラス拡張機器

17型AV一体型HDDナビゲーション

◆VICS-光/電波ビーコン受信機

（別売） （＊5）
（＊3,4）

（＊2）

（＊1） （別売） （別売）

シンプルな操作性が魅力のエントリーモデル。
プラスメニュー
17型AV一体型メモリーナビゲーション

¥101,115

【税抜き価格：本体￥82,000＋オーディオ取付キット¥800
＋オーディオ変換ハーネス¥1,500＋ナビゲーションロック¥3,000
＋ ¥9,000】
MZ608933（本体）
MZ598182（オーディオ取付キット）
MZ608739（オーディオ変換ハーネス）
MZ598350（ナビゲーションロック）

★

MZ608933

2012 年 7 月中旬発売予定

CMOSリヤビューカメラ

プラス拡張機器
◆USB接続ケーブル

◆iPod接続用ケーブル

¥3,360

（＊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】

（＊1）USBデバイス
（社外品：別売）
を使ってパソコンに登録されているMP3/WMAの圧縮オーディオファイルを再生することができます。
また、P23上記の＜USBデバイス使用時のご注意＞をご参照ください。
（＊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。

基本機能

SD
8GB

三菱オリジナル機能

ナビゲーション機能

オリジナル
車種別音響調整 オープニング画面

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

適用機種：MZ608930

¥30,240

【税抜き価格：本体￥21,000＋
MZ607479（本体）

適用機種：MZ608931

¥7,800】

¥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）

適用機種：MZ608929/MZ608932/MZ608933

¥33,810

【税抜き価格：本体￥25,000＋
MZ607460（本体）

¥7,200】

●バックギアに連動して、車体後方の状況をモニターに映し出します。
※夜間や雨天時は見えにくくなる場合があります。
※あくまでドライバーの運転操作や視界を補う機構です。安全の確認や周囲の状況確認は
必ずドライバー本人が行いながら十分に注意して運転してください。
※KENWOODナビゲーション
（MZ608932）
にはガイド線表示機能はありません。
※画像はMZ607460となります。
※リヤバンパーの一部が表示されませんので後退時にはご注意ください。

その他拡張機器

ETC

7型
VGA

ディスプレイ タッチパネル操作 リモコン操作 音声認識

リヤ

ETC 車載器 ビューカメラ

（別売）

AV機能
緊急
警報

データ
放送

EPG

AM/FM

CD

DVD

DVD

DVD

DVD

MP3
WMA
AAC

USB
10,000 曲

18 倍速

SD
SDHC

Bluetooth iPod

RCA

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

※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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安全のため走行中はナビゲーション画面のみ表示可能です。
（走行中はTVおよびDVDビデオ画面は映らず、音声のみとなります。）
※フィルムタイプTVアンテナはフロントガラスに装着します。
※TVアンテナは高感度な車両専用品を設定していますが、電装品の使用状況、地域や地形の状況により受信状態が悪くなることがありますので、
あらかじめご了承ください。
※陽ざしや環境によっては画面が見えにくくなる場合がありますので、
あらかじめご了承ください。

AV一体型HDDナビゲーション（地上デジタルTVチューナー内蔵）

AV一体型メモリーナビゲーション（ワンセグTVチューナー内蔵）

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。

大容量ハードディスクがもたらす高機能ナビ・オーディオシステム。

プラス拡張機器

16.1型AV一体型メモリーナビゲーション

¥116,865

【税抜き価格：本体￥97,000＋オーディオ取付キット¥800
＋オーディオ変換ハーネス¥1,500＋ナビゲーションロック¥3,000
＋ ¥9,000】
MZ608932（本体）
MZ598182（オーディオ取付キット）
MZ608739（オーディオ変換ハーネス）
MZ598350（ナビゲーションロック）

◆iPod接続用ケーブル

¥29,400

¥2,100

MZ608150
【税抜き価格：本体¥25,000
＋ ¥3,000】

¥198,555

◆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】

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
車種別音響調整 オープニング画面

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

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

データ
放送

EPG

AM/FM

CD

DVD

基本機能
リヤ

ETC 車載器 ビューカメラ

（別売）

DVD

DVD

DVD

MP3
WMA
AAC

¥4,935

MZ608189
【税抜き価格：本体¥3,500
＋ ¥1,200】

（＊3）

◆ビデオ入力コード
（2m）

¥3,885

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

その他拡張機器

HDD

（別売） （別売）

USB
8,000 曲

SD
SDHC

4 倍速

Bluetooth iPod

（＊2）

ナビゲーション機能

その他拡張機器

オリジナル
車種別音響調整 オープニング画面

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

（別売）

（＊1）

リヤ

ETC 車載器 ビューカメラ

（別売） （別売）

AV機能

RCA

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

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）

三菱オリジナル機能

ETC

7型
VGA

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

AV機能
緊急
警報

◆iPod接続用ケーブル（ビデオ対応）

¥24,150

※ 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。お客様登録が別途必要となります。
※ 無償の地図更新につきましてはパイオニア
（株）
が運営・実施いたします。
（＊1）
Bluetoothアダプタを内蔵しており、音楽再生、ハンズフリー通話、新譜の楽曲情報取得、
スマートループ渋滞情報取得が可能です。
スマートループ渋滞情報とは：全国約70万km
（通常のVICSの約10倍）
の渋滞情報を取得可能。より広範囲で正確な渋滞情報を取得することで目的地へより早く到着できるルート検索が可能です。
（＊2）
USBケーブルを同梱しており、USBデバイス
（社外品：別売）
を使ってパソコンに登録されているMP3/WMA/AACの圧縮オーディオファイルを再生することができます。
また、P23上記の＜USBデバイス使用時のご注意＞を参照ください。
（＊3）
iPodのビデオファイル再生およびタッチパネル操作が可能です。
ただし、一部iPodのビデオファイル再生には対応していません。
（＊4）
RCA端子を有したビデオ機器やポータブルオーディオなどの接続が可能になります。

ETC

6.1 型

◆VICS-光/電波ビーコン受信機
MZ608496
【税抜き価格：本体¥20,000
＋ ¥3,000】

MZ608929

※ 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、P23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。

SSD

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

MZ607431 （＊3）
【税抜き価格：本体¥2,000】

MZ608932

2012 年 7 月中旬発売予定

プラス拡張機器

17型AV一体型HDDナビゲーション

◆VICS-光/電波ビーコン受信機

（別売） （＊5）
（＊3,4）

（＊2）

（＊1） （別売） （別売）

シンプルな操作性が魅力のエントリーモデル。
プラスメニュー
17型AV一体型メモリーナビゲーション

¥101,115

【税抜き価格：本体￥82,000＋オーディオ取付キット¥800
＋オーディオ変換ハーネス¥1,500＋ナビゲーションロック¥3,000
＋ ¥9,000】
MZ608933（本体）
MZ598182（オーディオ取付キット）
MZ608739（オーディオ変換ハーネス）
MZ598350（ナビゲーションロック）

★

MZ608933

2012 年 7 月中旬発売予定

CMOSリヤビューカメラ

プラス拡張機器
◆USB接続ケーブル

◆iPod接続用ケーブル

¥3,360

（＊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】

（＊1）USBデバイス
（社外品：別売）
を使ってパソコンに登録されているMP3/WMAの圧縮オーディオファイルを再生することができます。
また、P23上記の＜USBデバイス使用時のご注意＞をご参照ください。
（＊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。

基本機能

SD
8GB

三菱オリジナル機能

ナビゲーション機能

オリジナル
車種別音響調整 オープニング画面

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

適用機種：MZ608930

¥30,240

【税抜き価格：本体￥21,000＋
MZ607479（本体）

適用機種：MZ608931

¥7,800】

¥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）

適用機種：MZ608929/MZ608932/MZ608933

¥33,810

【税抜き価格：本体￥25,000＋
MZ607460（本体）

¥7,200】

●バックギアに連動して、車体後方の状況をモニターに映し出します。
※夜間や雨天時は見えにくくなる場合があります。
※あくまでドライバーの運転操作や視界を補う機構です。安全の確認や周囲の状況確認は
必ずドライバー本人が行いながら十分に注意して運転してください。
※KENWOODナビゲーション
（MZ608932）
にはガイド線表示機能はありません。
※画像はMZ607460となります。
※リヤバンパーの一部が表示されませんので後退時にはご注意ください。

その他拡張機器

ETC

7型
VGA

ディスプレイ タッチパネル操作 リモコン操作 音声認識

リヤ

ETC 車載器 ビューカメラ

（別売）

AV機能
緊急
警報

データ
放送

EPG

AM/FM

CD

DVD

DVD

DVD

DVD

MP3
WMA
AAC

USB
10,000 曲

18 倍速

SD
SDHC

Bluetooth iPod

RCA

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

※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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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オーディオのみを装着する場合、別途1DINアクセサリーボックス
（MN124542）
およびスクリュ
（MB409436×2本）
を装着することにより、空きスペースを小物入れとして有効活用することができます。
（注2）iPodとUSBデバイスの同時接続はできません。
※ 標準装備の1DIN-AM/FMラジオ付CDプレーヤー付車に装着する場合、
オーディオ取付キット
（MZ598182）
は必要ありません。

iPod接続用ケーブル（ビデオ対応）

iPod対応

USB接続ケーブル

iPod対応

¥15,120

¥3,360

【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）

12DIN-CD/USBチューナーアンプ

22DIN-CD/USBチューナーアンプ

¥41,685

¥33,810

【税抜き価格：本体¥36,500
＋取付キット¥800＋ ¥2,400】
MZ595623（本体）
MZ598182（取付キット）

（注2）

¥28,035

（注2）

21DIN-カセットチューナーアンプ

¥16,485

【税抜き価格：本体¥12,500
＋取付キット¥800＋ ¥2,400】
MZ595584（本体）
MZ598182（取付キット）

（注2）

（別売）
（注2）

＜USBデバイス使用時のご注意＞
※詳しくはP23上記をご参照ください。

CMOSリヤビューカメラ

¥36,960

ビデオ入出力コード（20cm）

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

¥4,410

音場
調整機能

音場
調整機能

（別売）（別売）
（注2）

（注）
iPod接続用ケーブルはビデオ入出力コー
ドと接続するため、
ビデオ入出力コードにお
手持ちのビデオ機器などの接続ができなく
なります。
※ 本ケーブルを使用することによりiPod
のビデオファイル再生が可能となります。
ただし、一部iPodのビデオファイル再生
には対応していません。

（注1）

【税抜き価格：本体¥22,000＋変換ハーネス
¥1,500＋取付キット¥800＋ ¥2,400】
MZ595637（本体）
MZ608739（変換ハーネス）
MZ598182（取付キット）

【税抜き価格：本体¥29,000
＋取付キット¥800＋ ¥2,400】
MZ595624（本体）
MZ598182（取付キット）

音場
調整機能

12DIN-CD/USBチューナーアンプ

【税抜き価格：本体￥2,000＋ ¥1,200】
MZ608165
※USBデバイス
（社外品：別売）
を使ってパソコンに登録され
ているMP3/WMAの圧縮オーディオファイルを再生する
ことができます。
※iPodに同梱のUSBケーブルを使用することによりiPodを
接続することができます。
また、
タッチパネル操作にも対応
しています。
ただし、iPodのビデオファイル再生には対応
していません。

【税抜き価格：本体￥3,000＋ ¥1,200】
MZ608468
（注）
iPod接続用ケーブル
（MZ608171）
を使用
する場合、本コードが必要となり、iPod接続
用ケーブルと接続するため、本コードにお手
持ちのビデオ機器などの接続ができなくなり
ます。
※ ビデオ入出力コードを装着することでお手
持ちのビデオ機器やポータブルオーディオ
などの接続が可能となります。

（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。

※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。
※リヤバンパーの一部が表示されませんので
後退時にはご注意ください。

VICS-光/電波ビーコン受信機
3CD/USBチューナーアンプ

¥30,660

4CDチューナーアンプ

¥21,630

（注1）

【税抜き価格：本体¥17,400
＋取付キット¥800＋ ¥2,400】
MZ595628（本体）
MZ598182（取付キット）

【税抜き価格：本体¥16,900
＋取付キット¥800＋ ¥2,400】
MZ595627（本体）
MZ598182（取付キット）

音場
調整機能

iPod接続用アダプタ

¥16,380

音場
調整機能

12DIN-MD/CDチューナーアンプ

¥44,835

（注2）

【税抜き価格：本体¥12,000＋
MZ607412

¥24,360

¥3,600】
パープル

音場
調整機能

外部入力（RCA）ケーブル

¥5,460

¥2,100

iPod対応

【税抜き価格：本体¥2,000】
MZ607431

【税抜き価格：本体¥4,000＋
MZ608564

外部入力（RCA）ケーブル

¥4,200

【税抜き価格：本体¥2,800＋
MZ608561

¥1,200】

デッドニングシート
（制振材）

グレードアップスピーカー

増設用リヤドアスピーカー

デッドニングシート無し

デッドニングシート付

［適用：フロント 2 スピーカー車］

ETC メニュー

※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。

■三菱電機製（アンテナ別体、表示なしタイプ）

スピーカー内蔵

●ナビゲーションに接続しない場合
¥5,400】

【税抜き価格：本体￥8,800＋ ¥3,000】
MZ594808（スピーカー2個セット）
・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

※システム合計価格は 2 スピーカー装着時の価格となります。
※フロント & リヤ 4 スピーカーを装着する場合は 2 セット必要となります。
※標準スピーカーと交換装着となります。
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●carrozzeriaナビゲーション
（MZ608929）に接続する場合

¥24,780

【税抜き価格：本体￥13,200+接続ケーブル￥5,000+
MZ608789（本体）
MZ608811（接続ケーブル）

￥5,400】

●KENWOODナビゲーション
（MZ608932）に接続する場合

¥24,780

【税抜き価格：本体￥13,200+接続ケーブル￥5,000+
MZ608789（本体）
MZ608812（接続ケーブル）

16cmコアキシャルスピーカー

¥12,390

■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

【税抜き価格：本体￥13,200＋
MZ608789（本体）

¥11,025

（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。

【税抜き価格：本体￥7,500＋ ¥3,000】
MZ598372（スピーカー2個セット）
※ 標準スピーカー相当品です。

【税抜き価格：本体￥11,000＋ ¥3,000】
MZ595736（スピーカー2個セット）
・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：2.5cm PEIバランスドーム

¥19,530

【税抜き価格：本体￥15,000＋ ￥3,600】
MZ607399

¥1,575

¥19,530

リヤドアスピーカー

16cmコアキシャルスピーカー

iPod接続用アダプタ

iPod対応

＜USBデバイス使用時のご注意＞ ※詳しくはP23上記をご参照ください。

スピーカー

¥14,700

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

【税抜き価格：本体￥1,500】
MZ598356
※ナビゲーション液晶部の傷やホコリ、
指紋の付着を軽減。
※MMESにジャストサイズ。

適用機種：MZ595623

適用機種：MZ595623/MZ595624
MZ595628

【税抜き価格：本体￥12,800
＋接続ケーブル¥5,000＋ ¥5,400】
MZ608791
（本体：ブラック）
MZ608792
（本体：パープル）
MZ608810
（接続ケーブル）
※ETC車載器ご利用には手続き
（セット
アップ
［有料］）
およびクレジット会社
へのETCカード申込が別途必要です。
詳しい内容については販売会社に
お問い合わせください。

液晶保護フィルム（MMES用）

適用機種：MZ595581

¥1,200】

¥6,300

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

ETC車載器（三菱重工製）

ブラック

iPod対応

適用機種：MZ595581

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

（別売）
（注2）

iPod接続用ケーブル

ナビリモコン

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

¥21,105

（注1）

ドアパネルサービスホール
スピーカー出力

デッドニングシート装着部

スピーカー背面の音圧回り込み等

デッドニングシート
（制振材）

¥19,530
【税抜き価格：本体￥12,000＋ ¥6,600】
MZ594707［全車］
●ドアパネルのサービスホールを塞ぐことにより、
スピーカー部後方からの音圧の
回り込みやドアパネルの共振が低減され、低音再生域が向上します。
※商品は 2ドア分となります。
フロント／リヤの 4ドアに装着する場合は
2 セット必要になります。

■三菱電機製（アンテナ別体､表示なしタイプ）

¥24,465

【税抜き価格：本体￥12,900
+接続ケーブル￥5,000+ ￥5,400】
MZ608785（本体）
MZ608802（接続ケーブル）

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

¥29,610

【税抜き価格：本体￥12,900
+接続ケーブル￥9,900+ ￥5,400】
MZ608785（本体）
MZ608803（接続ケーブル）

¥19,110

【税抜き価格：本体￥12,800＋ ¥5,400】
MZ608791（本体：ブラック）
MZ608792（本体：パープル）
●三菱マルチエンターテイメントシステム
（MMES）に装着する場合

¥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

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
VICS-光/電波ビーコン受信機と同時装着しない場合

￥5,400】

●ナビゲーションに接続しない場合

¥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）

ブラック

※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。

￥5,400】

パープル

マークは参考取付工賃
［消費税抜き］
です。

27

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オーディオのみを装着する場合、別途1DINアクセサリーボックス
（MN124542）
およびスクリュ
（MB409436×2本）
を装着することにより、空きスペースを小物入れとして有効活用することができます。
（注2）iPodとUSBデバイスの同時接続はできません。
※ 標準装備の1DIN-AM/FMラジオ付CDプレーヤー付車に装着する場合、
オーディオ取付キット
（MZ598182）
は必要ありません。

iPod接続用ケーブル（ビデオ対応）

iPod対応

USB接続ケーブル

iPod対応

¥15,120

¥3,360

【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）

12DIN-CD/USBチューナーアンプ

22DIN-CD/USBチューナーアンプ

¥41,685

¥33,810

【税抜き価格：本体¥36,500
＋取付キット¥800＋ ¥2,400】
MZ595623（本体）
MZ598182（取付キット）

（注2）

¥28,035

（注2）

21DIN-カセットチューナーアンプ

¥16,485

【税抜き価格：本体¥12,500
＋取付キット¥800＋ ¥2,400】
MZ595584（本体）
MZ598182（取付キット）

（注2）

（別売）
（注2）

＜USBデバイス使用時のご注意＞
※詳しくはP23上記をご参照ください。

CMOSリヤビューカメラ

¥36,960

ビデオ入出力コード（20cm）

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

¥4,410

音場
調整機能

音場
調整機能

（別売）（別売）
（注2）

（注）
iPod接続用ケーブルはビデオ入出力コー
ドと接続するため、
ビデオ入出力コードにお
手持ちのビデオ機器などの接続ができなく
なります。
※ 本ケーブルを使用することによりiPod
のビデオファイル再生が可能となります。
ただし、一部iPodのビデオファイル再生
には対応していません。

（注1）

【税抜き価格：本体¥22,000＋変換ハーネス
¥1,500＋取付キット¥800＋ ¥2,400】
MZ595637（本体）
MZ608739（変換ハーネス）
MZ598182（取付キット）

【税抜き価格：本体¥29,000
＋取付キット¥800＋ ¥2,400】
MZ595624（本体）
MZ598182（取付キット）

音場
調整機能

12DIN-CD/USBチューナーアンプ

【税抜き価格：本体￥2,000＋ ¥1,200】
MZ608165
※USBデバイス
（社外品：別売）
を使ってパソコンに登録され
ているMP3/WMAの圧縮オーディオファイルを再生する
ことができます。
※iPodに同梱のUSBケーブルを使用することによりiPodを
接続することができます。
また、
タッチパネル操作にも対応
しています。
ただし、iPodのビデオファイル再生には対応
していません。

【税抜き価格：本体￥3,000＋ ¥1,200】
MZ608468
（注）
iPod接続用ケーブル
（MZ608171）
を使用
する場合、本コードが必要となり、iPod接続
用ケーブルと接続するため、本コードにお手
持ちのビデオ機器などの接続ができなくなり
ます。
※ ビデオ入出力コードを装着することでお手
持ちのビデオ機器やポータブルオーディオ
などの接続が可能となります。

（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。

※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。
※リヤバンパーの一部が表示されませんので
後退時にはご注意ください。

VICS-光/電波ビーコン受信機
3CD/USBチューナーアンプ

¥30,660

4CDチューナーアンプ

¥21,630

（注1）

【税抜き価格：本体¥17,400
＋取付キット¥800＋ ¥2,400】
MZ595628（本体）
MZ598182（取付キット）

【税抜き価格：本体¥16,900
＋取付キット¥800＋ ¥2,400】
MZ595627（本体）
MZ598182（取付キット）

音場
調整機能

iPod接続用アダプタ

¥16,380

音場
調整機能

12DIN-MD/CDチューナーアンプ

¥44,835

（注2）

【税抜き価格：本体¥12,000＋
MZ607412

¥24,360

¥3,600】
パープル

音場
調整機能

外部入力（RCA）ケーブル

¥5,460

¥2,100

iPod対応

【税抜き価格：本体¥2,000】
MZ607431

【税抜き価格：本体¥4,000＋
MZ608564

外部入力（RCA）ケーブル

¥4,200

【税抜き価格：本体¥2,800＋
MZ608561

¥1,200】

デッドニングシート
（制振材）

グレードアップスピーカー

増設用リヤドアスピーカー

デッドニングシート無し

デッドニングシート付

［適用：フロント 2 スピーカー車］

ETC メニュー

※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。

■三菱電機製（アンテナ別体、表示なしタイプ）

スピーカー内蔵

●ナビゲーションに接続しない場合
¥5,400】

【税抜き価格：本体￥8,800＋ ¥3,000】
MZ594808（スピーカー2個セット）
・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

※システム合計価格は 2 スピーカー装着時の価格となります。
※フロント & リヤ 4 スピーカーを装着する場合は 2 セット必要となります。
※標準スピーカーと交換装着となります。
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●carrozzeriaナビゲーション
（MZ608929）に接続する場合

¥24,780

【税抜き価格：本体￥13,200+接続ケーブル￥5,000+
MZ608789（本体）
MZ608811（接続ケーブル）

￥5,400】

●KENWOODナビゲーション
（MZ608932）に接続する場合

¥24,780

【税抜き価格：本体￥13,200+接続ケーブル￥5,000+
MZ608789（本体）
MZ608812（接続ケーブル）

16cmコアキシャルスピーカー

¥12,390

■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

【税抜き価格：本体￥13,200＋
MZ608789（本体）

¥11,025

（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。

【税抜き価格：本体￥7,500＋ ¥3,000】
MZ598372（スピーカー2個セット）
※ 標準スピーカー相当品です。

【税抜き価格：本体￥11,000＋ ¥3,000】
MZ595736（スピーカー2個セット）
・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：2.5cm PEIバランスドーム

¥19,530

【税抜き価格：本体￥15,000＋ ￥3,600】
MZ607399

¥1,575

¥19,530

リヤドアスピーカー

16cmコアキシャルスピーカー

iPod接続用アダプタ

iPod対応

＜USBデバイス使用時のご注意＞ ※詳しくはP23上記をご参照ください。

スピーカー

¥14,700

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

【税抜き価格：本体￥1,500】
MZ598356
※ナビゲーション液晶部の傷やホコリ、
指紋の付着を軽減。
※MMESにジャストサイズ。

適用機種：MZ595623

適用機種：MZ595623/MZ595624
MZ595628

【税抜き価格：本体￥12,800
＋接続ケーブル¥5,000＋ ¥5,400】
MZ608791
（本体：ブラック）
MZ608792
（本体：パープル）
MZ608810
（接続ケーブル）
※ETC車載器ご利用には手続き
（セット
アップ
［有料］）
およびクレジット会社
へのETCカード申込が別途必要です。
詳しい内容については販売会社に
お問い合わせください。

液晶保護フィルム（MMES用）

適用機種：MZ595581

¥1,200】

¥6,300

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

ETC車載器（三菱重工製）

ブラック

iPod対応

適用機種：MZ595581

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

（別売）
（注2）

iPod接続用ケーブル

ナビリモコン

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

¥21,105

（注1）

ドアパネルサービスホール
スピーカー出力

デッドニングシート装着部

スピーカー背面の音圧回り込み等

デッドニングシート
（制振材）

¥19,530
【税抜き価格：本体￥12,000＋ ¥6,600】
MZ594707［全車］
●ドアパネルのサービスホールを塞ぐことにより、
スピーカー部後方からの音圧の
回り込みやドアパネルの共振が低減され、低音再生域が向上します。
※商品は 2ドア分となります。
フロント／リヤの 4ドアに装着する場合は
2 セット必要になります。

■三菱電機製（アンテナ別体､表示なしタイプ）

¥24,465

【税抜き価格：本体￥12,900
+接続ケーブル￥5,000+ ￥5,400】
MZ608785（本体）
MZ608802（接続ケーブル）

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

¥29,610

【税抜き価格：本体￥12,900
+接続ケーブル￥9,900+ ￥5,400】
MZ608785（本体）
MZ608803（接続ケーブル）

¥19,110

【税抜き価格：本体￥12,800＋ ¥5,400】
MZ608791（本体：ブラック）
MZ608792（本体：パープル）
●三菱マルチエンターテイメントシステム
（MMES）に装着する場合

¥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

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
VICS-光/電波ビーコン受信機と同時装着しない場合

￥5,400】

●ナビゲーションに接続しない場合

¥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）

ブラック

※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。

￥5,400】

パープル

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

YS1524-1207

2012.7〜

