カタログ中の

マークは安全注意事項ですので必ずお守りください。

◎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。
◎本カタログ掲載商品は、
3 年 6 万 km 保証です。
保証期間は三菱自動車の販売店、または三菱自動車指定サービス工場で商品を取り付けた日
（販売した日）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、一部商品は 1 年間（期間内でも走行距離が 2 万 km まで）、補用部品は 1 年間となります。
また個別保証の商品は、
その保証期間に準じます。
保証期間は商品ごとに記載してあります。
記載のない商品は 3 年 6万 km となります。
なお、次に示すものは保証対象外です。
・使用損耗あるいは経年変化による劣化。
・ケミカル類、油脂類、
電池類などの消耗品。
・取扱要領書ならびに取扱説明書などに定められた取扱い方法と異なる使用に起因する不具合。
・天災、事故、盗難、その他外的要因によって生じた不具合。
・三菱自動車純正部品・ディーラーオプション以外の商品によって誘発された不具合。
◎本カタログの太青字の表示価格は2020 年 3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
（6,600円／時間）
＋消費税（10％）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。
自動車でのドライブなど、私達の生活とは切り離せない CO 2 の排出。CO 2 を吸収する森林の
保護を応援し、少しでも地球環境に貢献したいという想いから、このカタログに「FSC®認証紙」
を採用しました。FSC認証紙とは適切に管理されたFSC認証林からの原材料および再生資源を
使用した用紙です。今後、FSC 認証紙をバランスよく使用することで、CO 2 の削減と資源の
有効利用を同時に図り、より一層環境保護に貢献していきたいと考えます。

スピードは控えめに。エコドライブで環境にやさしく。 後席もシートベルト。チャイルドシートも忘れずに。

www.mitsubishi-motors.co.jp
三菱車に関するお問い合わせは、お近くの販売会社、または三菱自動車お客様相談センターへどうぞ。

三菱自動車お客様相談センター

0120-324-860

オープン時 間：9 時〜 17 時（土日・祝日・当社 指 定 休日：9 時 〜 12 時 、13 〜 17 時 ）
お客様の個人情報は厳重に取り扱い、お問い合わせへの対応に使用いたします。また、ご相談内容によっては適切な
対応をさせていただくため、三菱自動車販売会社等へ必要な範囲で情報を開示し、販売会社等からお客様にご連絡を
取らせていただく場合もございますので、予めご了承ください。なお、当社における個人情報の取り扱いの詳細について
は三 菱自動 車ホームページ（ h t t p s : // w w w. m i t s u b i s h i - m o to r s.c o. j p / p r i va c y ）にて記 載しております。

クルマのお取り扱いは、所定の取扱説明書ならびにメンテナンスノートなどをよくご覧の上、定められた点検・整備等を確実に
実施し、安全で快適なドライブをお楽しみください。ボディカラー、内装、シート色は、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。

〒 108-8410 東京都港区芝浦 3 丁目1 番 21 号

YS3017A-2003/10

2019.03〜

もっとアクティブに。もっと個性的に。
格好よくスタイルをキメたい派も、
冬はスノーボード、夏はサーフィンというアクティブ派も、
冬はスノーボード、夏はサーフィンというアクティブ
毎日を冒険に変える、自分だけの eKクロスで。

02

※画像に映っている撮影用の小道具は商品に含まれておりません。

もっと安心
・安全に。
もっと使い
やすく。

安全性・快
適性が UP
した
eKワゴン。
毎日のパー
トナーだか
ら、
もっと便利
をプラス。

◎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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Active Outdoor Life

Active Drive

アで、
とキャリ
ム
ー
ル
ッズも
ラゲッジ
ポーツグ
ス
も
品
用
キャンプ
積める
たっぷり

アウトドア派は、
eK クロスをこう使う。
趣味や
目的に
選べる
合 わせ
キャリア
て
で タフ
に使う

タフなデ
ザインの
eK クロ
ス専用マ
ッドガー
ド

Useful Luggage Area
い OK
ット
洗
丸
、
ザーマ
も
ェ
て
ウ
が付い
オール
つ
立
水や泥
役
ドアで
ト
ウ
ア

1

ラゲッジフロアの上と下で
上手に使い分け！

1 テールゲートストラップ

¥5,104【消費税抜価格：本体 ¥2,000＋

¥2,640】［全車］

MZ527009
2

！
に対応
ド
イ
ト
ラ
ジマッ
ートス
ッ
シ
ゲ
の
いラ
後席
汚さな
を
ア
フロ
MZ527003（2WD 用）

2

雪がついた
グローブや
ヘルメット
大きく便利
もそのまま
なラゲッジ
！
アンダーボ
ックス
04

※画像に映っている撮影用の小道具は商品に含まれておりません。

MZ527004（4WD 用）

2 ラゲッジアンダーボックス

¥22,000【消費税抜価格：本体 ¥20,000】［全車］
MZ527003（2WD用）
MZ527004（4WD用）

◎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。※太青字の価格は参考取付工賃を含む消費税（10％）込価格です。

マークは参考取付工賃［消費税抜］です。
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Exterior
ホワイトソリッド

組 み合 わ せは自由自在。
ガーニッシュで 33 カラーバリエーション 。
カラーバリエーションは
Webでチェック！

4

5

MZ575416

4

MZ575420

5

ブラックマイカ
MZ575417

11 パターン

ガーニッシュ

3色

全

33

サンシャイン
オレンジメタリック

ボディカラー

2
■フロントアンダー
デカール

1
■テールゲートガーニッシュ

3
■メッキドア
ハンドルカバー

2
■テールゲートデカール

2
■サイドデカール

4
■フロントバンパーガーニッシュ
5
＋■テールゲートガーニッシュの
2 点セット

¥ 13,200】[eKクロス G/T]

MZ575431（ホワイトソリッド）／ MZ575432（ブラックマイカ）
MZ575433（サンシャインオレンジメタリック）
＜リヤビューカメラ装着車用＞※2
単品合計価格 ￥ 35,508（消費税込、取付工賃込）のところ

￥30,008【消費税抜価格：本体 ¥22,000＋

¥ 5,280】[eKクロス]

MZ575431（ホワイトソリッド）／ MZ575432（ブラックマイカ）
MZ575433（サンシャインオレンジメタリック）
※ 1：メーカーオプションの先進安全パッケージ
（マルチアラウンドモニター）装着車。
※2：P27リヤビューカメラ（MZ607730）装着車。
※3：除くP27リヤビューカメラ（MZ607730）装着車。
除くメーカーオプションの先進安全パッケージ
（マルチアラウンドモニター）装着車。

＜カメラ未装着車用＞※3
単品合計価格 ￥ 35,508（消費税込、取付工賃込）のところ

￥30,008【消費税抜価格：本体 ¥22,000＋

¥11,880】［eKクロス G/ T］

＜マルチアラウンドモニター未装着車用＞※2
【消費税抜価格：本体 ¥15,000＋

¥3,960】［eKクロス］

¥14,652【消費税抜価格：本体 ¥12,000＋

MZ575416（ホワイトソリッド）／ MZ575417（ブラックマイカ）
MZ575418（サンシャインオレンジメタリック）

¥20,856

※標準装備のフロントバンパーガーニッシュ（シルバー色）と交換装着。
※ 1：メーカーオプションの先進安全パッケージ（マルチアラウンドモニター）装着車。
※ 2：除くメーカーオプションの先進安全パッケージ（マルチアラウンドモニター）装着車。

＜マルチアラウンドモニター装着車用＞※1
単品合計価格 ￥ 44,220（消費税込、取付工賃込）のところ

￥38,720【消費税抜価格：本体 ¥22,000＋

¥29,568

MZ575416（ホワイトソリッド）／ MZ575417（ブラックマイカ）
MZ575418（サンシャインオレンジメタリック）

エクステリアガーニッシュパッケージ

¥ 5,280】[eKクロス]

MZ575434（ホワイトソリッド）／ MZ575435（ブラックマイカ）
MZ575436（サンシャインオレンジメタリック）

6

7

8

8

¥5,500
お得

MZ553164

お得

6 フロントアンダーデカール

￥52,338【消費税抜価格：本体 ¥39,000＋

¥ 8,580】[eKクロス]

MZ553166

¥9,900
お得

※全車用のデカールパッケージは P19 を参照ください。

3

¥18,656【消費税抜価格：本体 ¥13,000＋

¥3,960】［eKクロス］

MZ553138

¥1,320】[eKクロス]

※eKワゴン用のエクステリアメッキパッケージは
P19 を参照ください。

MZ569789（eKクロス M 用）／ MZ569771（eKクロス G/ T 用）

¥ 4,620】[eKクロス]

¥3,960
お得

¥17,270【消費税抜価格：本体 ¥12,400＋

¥3,300】［eKクロス］

10 メッキドアハンドルカバー
樹脂製、クロムメッキ仕上げ。貼付けタイプ。フロント／リヤ左右4 点セット。

¥13,552【消費税抜価格：本体 ¥11,000＋

¥1,320】［全車］

MZ576241（キーレスオペレーションシステム装着車用）
MZ576242（キーレスオペレーションシステム未装着車用）

8 サイドデカール

￥26,862【消費税抜価格：本体 ¥19,800＋

樹脂製、クロムメッキ仕上げ。左右 2 点セット。
※標準装備のミラーカバーと交換装着。

7 テールゲートデカール

¥13,552【消費税抜価格：本体 ¥11,000＋

単品合計価格 ￥ 30,822（消費税込、取付工賃込）のところ

MZ576241

MZ569766（LED ターンランプ付ドアミラー用）

MZ553164（ブラック）

エクステリアメッキパッケージ

MZ553162

9 メッキミラーカバー

ブラック色。厚みのあるハイボスカル。
※ハニカムパターンのテールゲートデカールは P19 を参照ください。

9
■メッキミラーカバー
10
＋■メッキドアハンドルカバーの
2 点セット

10

¥5,500

シルバー色。3 枚セット。厚みのあるハイボスカル。

単品合計価格 ￥ 62,238（消費税込、取付工賃込）のところ

9

お得

デカールパッケージ
6
■フロントアンダーデカール
7
＋■テールゲートデカール
8
＋■サイドデカールの
3 点セット

¥1,320】［eKクロス］

＜カメラ装着車用＞※1
MZ575420（ホワイトソリッド）／ MZ575421（ブラックマイカ）
MZ575422（サンシャインオレンジメタリック）
＜カメラ未装着車用＞※2
MZ575423（ホワイトソリッド）／ MZ575424（ブラックマイカ）
MZ575425（サンシャインオレンジメタリック）
※標準装備のテールゲートガーニッシュ（メッキ）と交換装着。
※ 1：メーカーオプションの先進安全パッケージ（マルチアラウンドモニター）
装着車。P27 リヤビューカメラ（MZ607730）装着車。
※2：除くメーカーオプションの先進安全パッケージ（マルチアラウンドモニター）
装着車。除くP27 リヤビューカメラ（MZ607730）装着車。

¥5,500

MZ553162

2

MZ575422

5 テールゲートガーニッシュ

＜マルチアラウンドモニター装着車用＞※1
【消費税抜価格：本体 ¥15,000＋

1
■フロントバンパー
ガーニッシュ

1

MZ575418

4 フロントバンパーガーニッシュ

3
■メッキミラーカバー
3
■メッキドア
ハンドルカバー

MZ575421

5

バリエーション

＜エクステリアの選べるパッケージ＞

2
■サイドデカール

4

ブラック／シルバー色。フロントドア／リヤドア左右 4 点セット。厚みのあるハイボスカル。
※ドアエッジモールと同時装着する場合は、先にドアエッジモールを装着してください。
※ハニカムパターンのサイドデカールは P19 を参照ください。

¥30,030【消費税抜価格：本体 ¥24,000＋

¥3,300】［eKクロス］

MZ553162（ブラック／シルバー）
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◎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。※太青字の価格は参考取付工賃を含む消費税（10％）込価格です。

マークは参考取付工賃［消費税抜］です。
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Exterior

Carrier

2
■エクシードバイザー

3
■ドアハンドル
プロテクター

4
■ドアエッジモール

1
■マッドガード

1
■マッドガード

5 ベースキャリア

乗るたびに欲しくなる
使
いや すさが更に 広 が、
る必
、須
必アイテム
須 アイテム
。 。
1

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：25kg（各種アタッチメントの製品重量を含む）
。
※ベースキャリアはアタッチメントを装着しないときには、
取り外してください。走行中に風切り音が発生します。

1

¥29,854【消費税抜価格：本体 ¥24,500＋

3

¥2,640】

［eKクロス メーカーオプションのルーフレール装着車］

MZ532014

5
6
11
※下記の各種アタッチメント■〜■の装着には■ベースキャリアが必要です。

フロント

リヤ

2

4

MZ535031

MZ532281

6 ルーフラックアタッチメント

7 スキー＆スノーボードアタッチメント

長さ 1,050 幅 550 高さ 100(mm)。
製品重量：6.3kg

スキー 4セットまたはスノーボード 2 台積み。
製品重量：2.5kg

¥3,960】［ベースキャリア装着車］
MZ535030
長さ 1,050 幅 750 高さ 100(mm)。
製品重量：7.6kg
【消費税抜価格：本体 ¥30,000
¥ ,

＋

¥34,056【消費税抜価格：本体 ¥27,000 ¥17,952【消費税抜価格：本体 ¥15,000
＋

37 356

¥3,960】［ベースキャリア装着車］
MZ535031

＋

3 ドアハンドルプロテクター

1 マッドガード
リヤに eK Ｘのロゴ入り。樹脂製。フロント／リヤ左右 4 点セット。
※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。

¥19,008【消費税抜価格：本体 ¥12,000＋

¥5,280】［eKクロス］

MZ531462

2 エクシードバイザー

¥2,640】［全車］

MZ576759

¥21,252【消費税抜価格：本体 ¥18,000

※画像に映っている撮影用の小道具は商品に含まれておりません。

¥2,640】［全車］

¥1,980】［ベースキャリア装着車］
MZ535011

¥3,960】［ベースキャリア装着車］
MZ535014

＋

くキャリア類の注意事項＞

MZ553144

¥10,384【消費税抜価格：本体 ¥6,800＋

¥13,178【消費税抜価格：本体 ¥10,000
＋

¥1,320】［ベースキャリア装着車］
MZ532281（平積みアルミロング）

¥2,640】［全車］

樹脂製、メッキ調仕上げ。貼付けタイプ。フロント／リヤ左右 4 点セット。
※サイドデカール、デカールパッケージと同時装着する場合はドアエッジモールを
先に装着して下さい。サイドデカール、デカールパッケージを先に装着した場合、
ドアエッジモールは装着できません。

¥17,556【消費税抜価格：本体 ¥12,000

9 ウインド＆サーフボードアタッチメント
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。
製品重量：0.7kg

＋

ブラック色。フロント／リヤ左右 4 点セット。

¥9,174【消費税抜価格：本体 ¥5,700＋

MZ536204
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スキー 6 セットまたはスノーボード 4 台積み。
製品重量：2.9kg

4 ドアエッジモール

フロント後部にMITSUBISHI MOTORSロゴ入り。アクリル製スモーク。
フロント／リヤ左右 4 点セット。

¥19,404【消費税抜価格：本体 ¥15,000＋

¥1,320】［ベースキャリア装着車］
MZ532280（平積みアルミショート）

8 サイクルキャリアアタッチメント（フォークダウン式）
前輪を外して積載するフォークダウン式。
1 台積み。製品重量：2.7kg
※積載時の全高が 2.5 mを超えないように
ご注意ください。
※クイックリリースハブ式自転車のみ積載
できます。

10 キャリアパッド
ベースキャリアのパッド。2 本セット。
製品重量：0.2kg

¥6,820

【消費税抜価格：本体 ¥6,200】
［ベースキャリア装着車］MZ535878

11 タイイングベルトセット
長さ 5m 2 本セット。
製品重量：0.3kg

¥3,300

【消費税抜価格：本体 ¥3,000】
［ベースキャリア装着車］MZ535918

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。
※サイクルキャリア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。

はキーロック付き。◎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。※太青字の価格は参考取付工賃を含む消費税（10％）込価格です。

マークは参考取付工賃［消費税抜］です。
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Interior
居 心 地 のよいドライバーズエリア 。 自分らしく 、 思い のままに 。
3

4

4

4

MZ527617

MZ527618

MZ527619

MZ527615

3

4
■エアアウトレットガーニッシュ
4
■エアアウトレットガーニッシュ

MZ527616

3 ドアスイッチパネル

4 エアアウトレットガーニッシュ

フロント左右 2 点セット。
※標準装備のドアスイッチパネルと交換装着。

3
■ドアスイッチパネル

¥22,704【消費税抜価格：本体 ¥18,000＋

8
■インパネトレイマット

エアコン吹出し口の左右 2 個セット。

¥2,640】［全車］

MZ527615（ホワイトパール）
MZ527616（サンドイエローメタリック）

3
■ドアスイッチパネル

¥9,152【消費税抜価格：本体 ¥7,000＋

¥1,320】

［除くメーカーオプションのプレミアムインテリアパッケージ装着車］

MZ527617（ピアノブラック）
MZ527618（ホワイトパール）
MZ527619（サンドイエローメタリック）
7

5

5
■フロアイルミネーション

5 フロアイルミネーション
7
■シートカバー（ファブリック・ブラック）

運転席／助手席の足元をやさしく照らす LED ホワイト光。スモールランプに連動。

¥17,556【消費税抜価格：本体 ¥12,000＋

¥3,960】［全車］

MZ590759
6

¥5,500
1

インテリアパネルパッケージ

3
■ドアスイッチパネル
4
＋■エアアウトレットガーニッシュの
2 点セット

MITSUBISHI MOTORS タグ付。フロント／リヤ全席セット、アームレストカバー付。
難燃仕様。
※ P12にも他デザイン・色のシートカバーを掲載しています。
車種類別への適用は P12を参照ください。

LED ホワイト光。スモールランプに連動。

¥19,734【消費税抜価格：本体 ¥12,000＋

¥ 3,960】

［除くメーカーオプションのプレミアムインテリアパッケージ装着車］
MZ527624（サンドイエローメタリック）
MZ527625（ホワイトパール）

7 シートカバー（ファブリック）
6 インパネトレイイルミネーション

単品合計価格 ￥ 31,856（消費税込、取付工賃込）のところ

￥26,356【消費税抜価格：本体 ¥20,000＋

MZ501786

お得

¥5,940】［全車］

MZ590903

3
■ドアスイッチパネル

¥30,448【消費税抜価格：本体 ¥22,400＋

¥5,280】

［除くメーカーオプションのプレミアムインテリアパッケージ装着車］
MZ501786（ブラック色）

8

8

MZ527368

MZ527369

4
■エアアウトレットガーニッシュ

¥3,960
2

インテリアイルミネーションパッケージ

お得

5
■フロアイルミネーション
6
＋■インパネトレイイルミネーションの
2 点セット

8 インパネトレイマット

単品合計価格 ￥ 37,290（消費税込、取付工賃込）のところ

￥33,330【消費税抜価格：本体 ¥20,400＋

ハニカム柄と車両アイコン入りドット柄の2 パターンを用意。いずれもeK X ロゴ入り。シリコン製。
※eKワゴン用のインパネトレイマットは P18 を参照ください。

¥ 9,900】［全車］

MZ590915

5
■フロアイルミネーション

6
■インパネトレイイルミネーション

¥4,950【消費税抜価格：本体 ¥4,500】［eKクロス］
MZ527368（ハニカム柄）
MZ527369（ドット柄）

10

◎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。※太青字の価格は参考取付工賃を含む消費税（10％）込価格です。

マークは参考取付工賃［消費税抜］です。
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1

1

6

1

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）

MZ501784

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）

2

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）

標準装備のターンシグナルランプバルブ（橙色）を
シルバーコーティング仕様に交換装着。ランプに
一体感をもたせて、すっきりしたイメージに仕立て
ます。フロント／リヤ共用。
※点滅時は橙色で、法規適合しています。
※フロントとリヤを交換する場合は、2 セット
（4 個）
必要です。

¥5,412【消費税抜価格：本体 ¥ 3,600＋

¥ 1,320】

［全車］MZ580130（２個入り）
7 LED フォグランプ
■

MZ501786

7

7

2

7
別売：LED フォグランプスイッチ

7 LEDフォグランプ
光の直進性が強くオフロードでも、
よりクリアな視界を提供します。
クリアレンズ。色温度：6,100Ｋ
（ケルビン）相当。

快 適リビングのように。インテリアをアップグレード 。 MZ501782

¥36,630【消費税抜価格：本体 ¥ 30,000＋

MZ501788

¥ 3,300】

［eKクロス G/ T］

1 本革調シートカバー

MZ581234

2 シートカバー（ファブリック）

※標準装備のハロゲンフォグランプと交換装着。

MITSUBISHI MOTORSタグ付。フロント／リヤ全席セット、アームレストカバー付。

MITSUBISHI MOTORSタグ付。フロント／リヤ全席セット、アームレストカバー付。

難燃仕様。

難燃仕様。

¥55,308【消費税抜価格：本体 ¥45,000＋

¥30,448【消費税抜価格：本体 ¥22,400＋

¥ 5,280】

［除くメーカーオプションのプレミアムインテリアパッケージ装着車］
種
1
■本革調シートカバー
2
■シートカバー（ファブリック）

¥38,280【消費税抜価格：本体 ¥ 30,000
＋LED フォグランプスイッチ ¥1,500＋ ¥ 3,300】
［eKクロス M］
MZ581234（LED フォグランプ）
MZ581709（LED フォグランプスイッチ）
※別売のLEDフォグランプスイッチが必要となります。

¥ 5,280】

［除くメーカーオプションのプレミアムインテリアパッケージ装着車］

eKクロス
MZ501782
MZ501784
MZ501786
MZ501788

類
ブラック色
ベージュ＆ブラウン色
ブラック色
ホワイト色

3

3

フロント

リヤ

eKワゴン M
MZ501781
MZ501783
MZ501785
MZ501787

eKワゴン G
MZ501782
MZ501784
MZ501786
MZ501788

LED & Light

光 を 選 ぶ 、 個 性 が 輝く 。

3 スカッフプレート

¥16,830【消費税抜価格：本体 ¥ 12,000＋

標準バルブ

LED バルブ

※画像はイメージです。

フロント／リヤ左右４点セット。フロントには MITSUBISHI MOTORS ロゴ入り。ステンレス製。

¥ 3,300】［全車］

MZ526967

4
■エアコンフィルター
（プレミアム） ＜特長・効果＞
花粉

A
●
アレルゲン抑制

A ●
B ●
C ●
D
●

フィルターに添着したポリフェノールにより
空気中のアレルゲンを捕らえて働きを抑制

汚れた
車外の空気

C 花粉＋PM . / . 集塵
●
25 10

塵埃

クリーンな
ビタミンC
エアー

におい

水分

ガス

ビタミンC
誘導体

・帯電不織布により微細なホコリを除去
・PM2.5 より微細な１ミクロン微粒子もブロック

PM2.5

B
●
脱臭
・極微細活性炭を採用し、高い脱臭性能実現
・排気ガスだけで無く、ペット臭などのイヤなにおいをカット

D
●
ビタミンＣ放出

標準バルブ

8

※画像はイメージです。

LED バルブ

8 LEDバルブ（マップランプ交換の場合）
花粉・におい・アレルゲン対応タイプのエアコンフィルターに、ビタミンＣ放出
機能を追加した高機能エアコンフィルターです。

¥7,832【消費税抜価格：本体 ¥ 5,800＋
MZ600199

¥ 1,320】［全車］

5 エアコンフィルター（花粉・におい・アレルゲン対応）
花粉・におい・アレルゲン対応タイプのエアコンフィルターです。

¥6,732【消費税抜価格：本体 ¥ 4,800＋
MZ600198

※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。
※交換の目安は、1 年に 1 度または走行 12,000km 毎に点検＆交換がオススメです。
※エアコンフィルターを交換しないとエアコンの風量が落ちたり、ウインドウガラスの曇りが取れにくくなる場合があります。

12

10

標準バルブ

11

・エアコン風に乗せビタミンＣを放出
・放出されたビタミンＣが肌水分量をUP

MZ600199

4 エアコンフィルター（プレミアム）

標準バルブ

標準バルブ

9

¥ 1,320】［全車］

※画像はイメージです。

LED バルブ

※画像はイメージです。

LED バルブ

LED バルブ

9 LEDバルブ（ラゲッジランプ交換の場合） 10 LEDバルブ（ライセンスプレートランプ交換の場合） 11 LEDバルブ（バックアップランプバルブ用）

標準装備のマップランプのバルブを、より鮮
やかな LED バルブに交換します。車両の電気
制御システムにあわせて開発された専用バル
ブです。色温度 :6,000K（ケルビン）相当。

標準装備のラゲッジランプのバルブを、より
鮮やかな LED バルブに交換します。車両の電
気制御システムにあわせて開発された専用バ
ルブです。色温度 :6,000K（ケルビン）相当。

＋本体 ¥3,200＋ ¥ 1,320】
［全車］
MZ590888（2個入り）
MZ590890（1 個入り）
※合計 3 個必要です。

＋

¥11,792【消費税抜価格：本体 ¥ 6,200 ¥6,732【消費税抜価格：本体 ¥ 4,800
¥ 1,320】［全車］
MZ590889（1 個入り）

標準装備のライセンスプレートランプのバル
ブを、
より鮮やかな LED バルブに交換します。
車両の電気制御システムに合わせて開発され
た専用バルブです。色温 度：6,000Ｋ
（ケル
ビン）相当。

¥7,150【消費税抜価格：本体 ¥ 3,200
¥ 3,300】［全車］
MZ590890（1 個入り）

＋

◎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。※太青字の価格は参考取付工賃を含む消費税（10％）込価格です。

標準装備のバックアップランプバルブを、より
明るく鮮やかな 200 ルーメン /6,500Ｋ
（ケル
ビン）
相当のホワイト光LEDバルブに交換装着。
ドレスアップ効果を高めると同時に、車両後
退時に周囲の人々に注意喚起を促します。
※車両 1 台分には 2 個必要です。

¥10,164【消費税抜価格：本体 ¥ 3,960

2

¥ 1,320】［全車］
MZ590908（1 個入り）

＋

マークは参考取付工賃［消費税抜］です。
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Basic Item
必 需 品は 、いいもの を 安心して選 び たい 。 ベーシックアイテム
1

¥2,640

1

4

ユーティリティマットパッケージ

お得
単品合計価格 ￥ 26,092（消費税込、取付工賃込）のところ

5
■オールウェザーマット
6
＋■ラゲッジマットの
2 点セット

￥23,452【消費税抜価格：本体 ¥20,000＋

¥ 1,320】［全車］

MZ511904

5

5

6

5 オールウェザーマット
樹脂製、
縁高タイプ。取り外して水洗い可能。運転席＋センタートンネル、
助手席、リヤ左右の 4 点セット。
※フロアマット（プレミアム、
スタンダード）との同時装着はできません。

¥20,152【消費税抜価格：本体 ¥17,000＋

¥ 1,320】［全車］

MZ511910
リヤ

フロント

ロゴ部
リヤシートスライド最後端時

6

6 ラゲッジマット

1 フロアマット（プレミアム）

カーペットタイプのマットと PVCシートの 2 枚セット。ラゲッジボードの上側にカーペットマット、下側に
PVC シートを装着します。リヤシートスライドに対応。MITSUBISHI MOTORS ロゴ入りタグ付。

ブラック色、アルミ製 MITSUBISHI MOTORSプレート付。消臭機能付。フロント／リヤの 2 点セット。
※ユーティリティマットパッケージ、フロアマット
（スタンダード）
、オールウェザーマットとの同時装着
はできません。

¥21,802【消費税抜価格：本体 ¥18,500＋

¥5,940【消費税抜価格：本体 ¥5,400】［全車］
MZ511644

¥ 1,320】［全車］

MZ511949

リヤシートスライド最前端時

2 エクシードバイザー
フロント後部に MITSUBISHI MOTORS ロゴ入
り。アクリル製スモーク色。フロント／リヤ左右
の 4 点セット。

¥19,404

【消費税抜価格：本体 ¥ 15,000＋
［全車］

¥ 2,640】

MZ576759

7

8 ナンバープレートフレーム（メッキ）

盗難抑止ボルト付ナンバープレートフレーム（メッキ）セット

樹脂製、メッキ仕上げ。
フロント／リヤ兼用。

8
■ナンバープレートフレーム
（メッキ） 2 枚
10
■ナンバープレートロックボルト
（マックガード製）のセット

単品合計価格 ￥ 10,450【消費税抜価格：本体 ¥9,500】のところ

￥8,905

【消費税抜価格：本体 ¥8,096】
［全車］

¥3,300

（1枚）
【消費税抜価格：本体 ¥3,000】
［全車］

¥1,545

MZ572546

お得

MZ572550

9 ナンバープレートフレーム（チタン調）
樹脂製、格調高いチタン調。
フロント／リヤ兼用。

¥4,180

（1枚）
【消費税抜価格：本体 ¥3,800】
［全車］

3

ベーシックセット

チタン調

これだけは、ぜひ揃えておきたい基本セット。
2
1
■フロアマット
（プレミアム）
＋■エクシードバイザー
7
＋■盗難抑止ボルト付ナンバープレートフレーム
（メッキ）セット

MZ572547

メッキ

10 ナンバープレートロックボルト（マックガード製）
オススメ 3 点を合わせると

50,111（消費税込、取付工賃込）［全車］

単品合計価格 ￥

※各商品説明、注意事項につきましては、それぞれの項、
1
7
2
■フロアマット
（プレミアム）
、
■エクシードバイザー、
■盗難抑止ボルト付ナンバープレート
フレーム（メッキ）セットを参照ください。

＜ナンバープレートフレーム、ナンバープレートロックボルトの注意事項＞
※ナンバープレートフレームをフロントとリヤに装着する場合は、2 枚必要になります。
※ナンバープレートフレームをフロント側に装着する場合は、別途、補用部品（１年保証）
10
扱いのボルト［M6 20mm]（MF100029 2 本）が必要です。■ナンバープレート
ロックボルト
（マックガード製）
とセットで購入された場合は、ボルトは不要です。
※字光式ナンバープレートには使用できません。

ナンバープレートの盗難抑止に。
1 台分 / ボルト 4 個セット。

¥3,850
【消費税抜価格：本体 ¥3,500】
［全車］

MZ572531

11 フロアマット（スタンダード）
ブラック色、MITSUBISHI MOTORS ロゴ入りタグ付。フロント／リヤの 2 点セット。
※ユーティリティマットパッケージ、フロアマット（プレミアム）
､ オールウェザーマットとの同時装着はできません。

¥19,052【消費税抜価格：本体 ¥ 16,000＋

¥ 1,320】［全車］

MZ511950

1
■フロアマット
（プレミアム）

14

2
■エクシードバイザー

7
■盗難抑止ボルト付ナンバープレートフレーム
（メッキ）セット

＜フロアマット、オールウェザーマットの注意事項＞
フロアマットのフロント用、オールウェザーマットの運転席＋センタートンネル／助手席は、安全のため車両に装着され
ているフック（運転席 2 個、助手席 1 個）に必ず固定してください。またフロアマットとオールウェザーマット、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、オールウェザーマットがずれたり、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します。

◎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。※太青字の価格は参考取付工賃を含む消費税（10％）込価格です。

マークは参考取付工賃［消費税抜］です。
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Safety & Security
“もしも” にしっかり備える安心・安 全アイテム。
¥9,130
1

お得

セーフティー＆セキュリティパッケージ
単品合計価格 ¥58,256（消費税込、取付工賃込）のところ

3
2
■セーフティーイルミネーション＋■カーアラームの
2 点セット

¥49,126【消費税抜価格：本体 ¥34,100＋

¥ 10,560】

［ナビ取付パッケージ装着車］

MZ590924K（注）

（注）セーフティー＆セキュリティパッケージ装着時に必要な、再使用不可部品を同梱して
おります。
5
※リモコンエンジンスターターを装着する場合は、
■リモスタ＆カーアラームパッケージ
2
（MZ608053K）をご購入の上、
■セーフティーイルミネーション
（MZ590906
または MZ590906K）を単品でご購入ください。
※詳しくは販売会社にお問合せください。

単品合計価格 ¥59,246（消費税込、取付工賃込）のところ

¥50,116【消費税抜価格：本体 ¥35,000＋

¥ 10,560】

4 リモコンエンジンスターター

［メーカーオプションのナビ取付レスパッケージ装着車］

MZ590919K（注）

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。エアコンを ON にしておくと、乗車前に冷暖房を効かせることが
、重量：33.2g。
可能です。アンサーバック機能付。携帯機サイズ：長さ73.5mm 幅 33.9mm 厚さ 15.5mm（除くアンテナ長さ）
（注）リモコンエンジンスターター装着時に必要な、再使用不可部品を同梱しております。
※キーレスオペレーションシステム未装着車には装着できません。
1
※■セーフティー＆セキュリティパッケージとの同時装着はできません。
3
5
※■カーアラームと同時装着する場合は、
■リモスタ＆カーアラームパッケージ
（MZ608053K）をご購入ください。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。

主な 機 能
セーフティーイルミネーション

¥59,664【消費税抜価格：本体 ¥48,300＋

●乗り降りする時、ドア側面のLEDブルー光が、
後方から来る車やバイクへの注意喚起に役立ちます。

¥ 5,940】［キーレスオペレーションシステム装着車］

MZ604794K（注）

リヤ

カーアラーム
＜盗難抑止＞

※電池は使用頻度が少ない場合でも自然消耗します。電池交換はお早めに。
※指定された車両以外には装着しないでください。
※換気の悪い場所や一般公道では、エンジンを始動しないでください。
※車両周囲の安全を十分確認してご使用ください。
※地域により車両の停止中に不要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。
※電波飛距離は周囲の状況により短くなったり、長くなったりします。特に、思いのほか遠くへ届く場合がありますので、
お取扱いにご注意ください。
※リモコンエンジンスターターでエンジンを始動する場合は、自動車盗難や車上ねらい等にご注意の上、ご使用ください。
※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、電波により医療用電気機器に影響を受ける恐れがあります。

フロント

＜インジケーター＆盗難警報ラベル＞

¥9,460
5

●ドアまたはテールゲートをこじ開けると、車両のホーン、
サイレンが鳴るとともに、ハザードランプが点滅。周囲に異常
を知らせることで、車両の盗難を抑止することができます。

4
■リモコンエンジンスターター
3
＋■カーアラームの
2 点セット

●LED 付インジケーターとテールゲートウインドウガラス下に貼り付ける盗難警報ラベル
がいたずらや盗難抑止に役立ちます。

2 セーフティーイルミネーション

¥6,600】

［ナビ取付パッケージ装着車］

MZ590906

¥31,460【消費税抜価格：本体 ¥22,000＋

¥6,600】

［メーカーオプションのナビ取付レスパッケージ装着車］

MZ590906K（注）

単品合計価格 ￥87,450（消費税込、取付工賃込）のところ

￥77,990【消費税抜価格：本体 ¥61,000＋

¥ 9,900】

［キーレスオペレーションシステム装着車］

MZ608053K（注）

不正なドア開扉やドアこじ開けを感知して、車両のハザードランプとホーン、サイ
レンで周囲に異常をお知らせします。
カーアラーム警戒中はインパネ上
（助手席側）
のセキュリティインジケーター部が点滅します。盗難警報ラベル付。
（注）カーアラーム装着時に必要な、再使用不可部品を同梱しております。
※本商品は盗難を周囲に知らせるもので、盗難を防止するものではありません。
4
※■リモコンエンジンスターターと同時装着する場合、
5
■リモスタ＆カーアラームパッケージ
（MZ608053K）をご購入ください。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。

¥27,786【消費税抜価格：本体 ¥ 21,300＋

お得

（注）リモスタ＆カーアラームパッケージ装着時に必要な、再使用不可部品を同梱しております。
※キーレスオペレーションシステム未装着車には装着できません。
※リモコンエンジンスターターによるエンジン稼働中でもカーアラーム機能は解除されません。
※アンテナ付のセキュリティインジケーターとなります。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。

3 カーアラーム

運転席側ドアを開けるとブルー LED イルミが点灯。後続の車やバイクに注意を
喚起。事故予防に役立ちます。運転席側フロントドア／リヤドアの 2 点セット。
（注）セーフティーイルミネーション装着時に必要な、再使用不可部品を同梱して
おります。

¥30,470【消費税抜価格：本体 ¥21,100＋

リモスタ＆カーアラームパッケージ

7

¥ 3,960】［全車］

MZ608046K（注）

標準

6 コーナーポール（固定式）

7 親水鏡面ドアミラー

スモールランプ連動でポール全体が淡いブルー光で点灯。
ポールはねじ式で着脱できます。
※eKワゴン専用です。
※ポールは伸縮しません。洗車機を使用するときにはポールを取外してください。

¥15,378【消費税抜価格：本体 ¥8,700＋
MZ587437

交換時

¥ 5,280】［eKワゴン］

雨滴を膜のように広げて視界を確保します。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となります。
※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。

¥15,378【消費税抜価格：本体 ¥12,000＋

¥ 1,980】［全車］

MZ569727

テールゲートウインドウガラス右側

16

◎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。※太青字の価格は参考取付工賃を含む消費税（10％）込価格です。

マークは参考取付工賃［消費税抜］です。

17

eK wagon
¥5,500
4

デカールパッケージ

お得
単品合計価格 ￥ 43,582（消費税込、取付工賃込）のところ

5
■サイドデカール
6
＋■テールゲートデカールの
2 点セット

￥38,082【消費税抜価格：本体 ¥30,000＋

¥ 4,620】［全車］

MZ553167

5 サイドデカール

6 テールゲートデカール

ハニカムパターン。フロントドア／リヤドア左右 4 点セット。
ハニカムパターン。厚みのあるハイボスカル。
厚みのあるハイボスカル。
【消費税抜価格：本体 ¥11,000＋
※ドアエッジモールと同時装着する場合は、先にドアエッジモールを装着して下さい。
MZ553163（ハニカムパターン）
【消費税抜価格：本体 ¥24,000＋ ¥3,300】
［全車］

¥13,552

¥1,320】［全車］

¥30,030

MZ553161（ハニカムパターン）

¥3,960
7

エクステリアメッキパッケージ

お得
単品合計価格 ￥ 30,822（消費税込、取付工賃込）のところ

8
■メッキミラーカバー
9
＋■メッキドアハンドルカバーの
2 点セット

快適でオシャレな、大人のキュート。私のための eKワゴン。

￥26,862【消費税抜価格：本体 ¥19,800＋

¥ 4,620】［eKワゴン］

MZ569770（eK ワゴン M 用）／ MZ569769（eK ワゴン G 用）

MZ576241

8 メッキミラーカバー

9 メッキドアハンドルカバー

樹脂製、クロムメッキ仕上げ。左右 2 点セット。
※標準装備のミラーカバーと交換装着。

¥17,270【消費税抜価格：本体 ¥12,400＋
2 インパネトレイマット
網目柄、eK wagon ロゴ入り。シリコン製。

樹脂製、クロムメッキ仕上げ。貼付けタイプ。フロント／リヤ左右 4 点セット。

¥13,552【消費税抜価格：本体 ¥11,000＋

¥3,300】［eKワゴン］

¥1,320】［全車］

MZ569765（LED ターンランプ無ドアミラー用）

MZ576241（キーレスオペレーションシステム装着車用）
MZ576242（キーレスオペレーションシステム未装着車用）

10

11

10

11

¥4,950【消費税抜価格：本体 ¥4,500】［eKワゴン］
MZ527367
3
11

フロント

リヤ

MZ501788

1 シートカバー（ファブリック）

¥5,280】

［除くメーカーオプションのプレミアムインテリアパッケージ装着車］
MZ501787（eKワゴン M 用）／ MZ501788（eKワゴン Ｇ用）

18

¥18,128【消費税抜価格：本体 ¥10,800＋マッドガード取付ナット¥400
¥5,280】［eKワゴン］
MZ530801（オークブラウンメタリック）／ MZ530802（ミントブルーメタリック）
MZ530803（ブラックマイカ）／ MZ530804（スターリングシルバーメタリック）
MZ530805（コーラルピンクメタリック）／ MZ530806（ホワイトソリッド）
MZ530807（ホワイトパール）
MZ530744（マッドガード取付ナット）

＋

収納時

クリアレンズ。色温度：6,100Ｋ
（ケルビン）相当。
※別売の LEDフォグランプスイッチが必要となります。

¥58,894【消費税抜価格：本体 ¥42,800＋LED フォグランプスイッチ
¥1,500＋ ¥9,240】［eKワゴン］
MZ581003（本体）／ MZ581709（LED フォグランプスイッチ）

12 LEDバルブ（スモールランプ用）
標準装備のスモールランプ用バルブを LED バルブに交換。
色温度：5,600Ｋ
（ケルビン）相当。

¥7,986【消費税抜価格：本体 ¥6,600＋

¥660】［eKワゴン］

MZ590907（２個入り）

3 シートアンダードロー

生地はバラ柄、パイピングはブルー色。MITSUBISHI MOTORS タグ付。
フロント／リヤ全席セット、アームレストカバー付。難燃仕様。
※P12にも他デザイン・色のシートカバーを掲載しています。
車種類別への適用は P12を参照ください。

¥30,448【消費税抜価格：本体 ¥22,400＋

使用時

3

別売：LED フォグランプスイッチ

11 LEDフォグランプ

10 マッドガード
ボディカラーに対応。樹脂製。フロント／リヤ4 点セット。
※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。
※マッドガードの装着には、別売のマッドガード取付ナットが必要となります。

3

LED フォグランプ

運転席と助手席の間、シート下に装着する布製の小物入れ。
ブラウン／ベージュ色。布製の仕切り付。

¥11,352【消費税抜価格：本体 ¥9,000＋
MZ522093

¥1,320】［全車］

13 コーナーポール（固定式）
スモールランプ連動でポール全体が淡いブルー光で点灯。
ポールはねじ式で着脱できます。
※ポールは伸縮しません。洗車機を使用するときにはポールを取外してください。

¥15,378【消費税抜価格：本体 ¥8,700＋

¥5,280】［eKワゴン］

MZ587437

◎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。※太青字の価格は参考取付工賃を含む消費税（10％）込価格です。

マークは参考取付工賃［消費税抜］です。
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カーライフを楽しむための定番ラインアップ。
1

Others
2

1

＜ISO FIX 対応チャイルドシート＞
11

BABY SAFE i-SIZE（ベビーシート）
＋BABY SAFE i-SIZE FLEX BASE（ベビーシート専用ベース）

¥72,600

3

12 DUO PLUS（チャイルドシート）

¥73,150
【消費税抜価格：本体 ¥66,500 】
［全車］

新安全基準
「R129」
に対応

MZ525280

【消費税抜価格：本体 ¥36,000
＋専用ベース ¥30,000 】
［全車］
MZ525301（BABY SAFE i-SIZE ベビーシート本体）
MZ525302（BABY SAFE i-SIZE FLEX BASE 専用ベース）
※専用ベースは MZ525301 の専用品です。
※シートベルト取付の場合、専用ベースは不要です。

3

※ チャイルドシート単体で ISO FIX 取付が可能です。
※ シートベルト取付も可能です。

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

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

13 KID FIX Ⅱ XP（ジュニアシート）

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

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

◎「禁煙ハーブ」

Lo時LED点灯

【消費税抜価格：本体 ¥35,000 】
［全車］

MZ525303

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

※ ジュニアシート単体で ISO FIX 取付が可能です。
※ シートベルト取付も可能です。

◎「original aroma of MITSUBISHI」

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

●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ます。
●R129＊1：従来の基準に加えて、側面（ドア側）からの衝撃にも対応
できるように、より安全性を高めた新基準です。
＊1 UN 規則 No.129（改良型幼児拘束装置）

¥38,500

◎「ハッピーオレンジ」

取付や使用方法などについては、車両の取扱説明書およびチャイルド
シートの取扱説明書を必ずご覧ください。
チャイルドシートの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。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。

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

Hi時LED点灯

6

8

7

■チャイルドシート装着適用表
品
11

名

取付方法
ISO FIX 取付

BABY SAFE i-SIZE

（ベビーシート）

シートベルト取付

12

DUO PLUS（チャイルドシート）

13

KID FIX Ⅱ XP（ジュニアシート）

ISO FIX 取付
シートベルト取付

ISO FIX 取付
シートベルト取付

体 重

参考身長

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は電池や外部電源が不要のソーラー充電式。

¥5,280【消費税抜価格：本体 ¥4,800】［全車］
MZ520635

2 ステアリングロック
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ロックシステム。ステアリングホ
イールを固定して車両盗難を防止。ドア開けや窓割りには警報音で威嚇。
システム作動ON/OFF確認音付。単3乾電池4本セット。

¥20,900【消費税抜価格：本体 ¥19,000】［全車］
MZ608050

3 アロマディフューザーセット
シガーソケット／アクセサリーソケット用のアロマディフューザーです。本体は高級感のあ
るブラック本革巻きで、先端に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。
4
※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。
※本体のみ 3 年保証となります。その他付属品については消耗品のため、保証対象外と
なります。

¥3,300【消費税抜価格：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）

70cm
〜100cm

9ヵ月〜4 歳

前向き

95cm
15kg〜36kg 〜
150cm

3 歳〜12 歳

前向き

9kg〜18kg

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。
※本商品は消耗品のため、保証対象外となります。

¥1,320【消費税抜価格：本体 ¥ 1,200】［アロマディフューザーセット専用］
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）

交換用のオイルパッド 5 枚入り。
※本商品は消耗品のため、保証対象外となります。

¥330【消費税抜価格：本体 ¥300】［アロマディフューザーセット専用］
MZ600223

〇
〇（注）

〇
〇
〇
〇
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6 緊急保安セット（デラックス）

16
15
もしもの時の備えに。
■三角停止表示板と■レスキューマンⅢの
2点セット。
単品合計価格 ¥5,830（消費税込）のところ

¥4,950【消費税抜価格：本体 ¥4,500】

［全車］MZ611106

¥880
お得

車両での
初期消火に！

15

¥16,500【消費税抜価格：本体 ¥ 15,000】［全車］

事故等で
シートベルトが
外れない！

水圧や事故等で
ドアが開かない！
ウインドウが動かない！

▼専用ケース

MZ612608

7 自動車用保安セット（スタンダード）
三角停止表示板、LED 発電ライト（手動発電）
、タイヤストッパー（2 個）
、蛍光安全ベスト、
軍手を専用ケースに収納。

¥5,500【消費税抜価格：本体 ¥5,000】［全車］
MZ612607
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8 ホイールロックナット（マックガード製）
独自の花形キーパターンによりホイールの盗難を抑止。1セット4 個入り。

¥8,052【消費税抜価格：本体 ¥6,000＋

¥ 1,320】［スチールホイール車用］

MZ556525（貫通タイプ）

17 消棒 RESCUE®

9 簡易装着チェーン

¥19,800【消費税抜価格：本体 ¥18,000】［全車］

MZ841315LP（ラダー型、14 インチタイヤ、15 インチタイヤ共用）

15 三角停止表示板
コンパクトタイプ。収納ケース付。

¥3,300【消費税抜価格：本体 ¥3,000】［全車］

10 スノーブレード

¥9,053【消費税抜価格：本体 ¥8,230】［全車］ ¥3,806【消費税抜価格：本体 ¥3,460】［全車］
MZ603872（運転席側用：575mm）

MZ603873（助手席側用：285mm）

¥3,806

【消費税抜価格：本体 ¥3,460】［全車］

MZ611103

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。

緊急脱出用のシートベルト切断用カッターとガラスハンマー。
※フロントガラスを割ることはできません。

はアットアロマ社の登録商標です。

「消す、切る、割る」の 3 つの機能を持った緊急ツール。緊急脱出をサポートするシートベル
トカッターとガラス破砕ハンマーに加えて、二酸化炭素による初期消火が可能です。
※ガラス破砕ハンマーでフロントガラスを割ることはできません。
※消棒 RESCUE® は株式会社ワイピーシステムの登録商標です。

¥6,600【消費税抜価格：本体 ¥6,000】［全車］
MZ610020

16 レスキューマンⅢ

¥2,530【消費税抜価格：本体 ¥2,300】［全車］
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〇

三角停止表示板、作業用グローブ、LED 発電ライト（手動発電）
、タイヤストッパー（2 個）
、
蛍光安全ベスト、工具セット、ブースターケーブルを専用ケースに収納。

MZ603874（リヤ用：285mm）

■アットアロマ社

装着場所
助手席 リヤシート左右

14 レスキューパッケージ

5 交換用オイルパッド

滑止め効果、耐久性ともに高い特殊合金鋼製チェーン。1 セット 2 個入り。

4 エッセンシャルアロマオイル

装着向き

13kg 未満 40〜83cm 新生児〜15ヶ月 後向き

RESCUE PACKAGE
1 LED アッシュカップ

参考年齢

（注）
ジュニアシートをシートベルト取付にて助手席に装着する場合は、
ヘッドレストを取り外してご使用ください。
※ チャイルドシートの背もたれ角度に合うように、車両側のシートリクラ
イニング角度を調節して使用してください。
※ お子さまの年齢や体格にあったものをお求めください。

MZ612507

18 ジャッキ
ラゲッジルーム下に収納スペースがあります。
※補用部品（1 年保証）扱いとなります。
※価格は販売会社にお問い合わせください。
［全車］MQ716227（2WD用）／ MQ716228（4WD 用）

◎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。※太青字の価格は参考取付工賃を含む消費税（10％）込価格です。

マークは参考取付工賃［消費税抜］です。
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すべてがオリジナル 設 計 の大 画 面＆多 機 能ナビ。

Navigation & Entertainment

車 両 インテリアと調 和した 専 用デ ザイン 。
使いやすさを 追 求した多 彩 な 機 能 が、あなたのドライブ をサポート 。

1

2

見やすい！使いやすい！大画面
［適用機種：オリジナル 9 型ナビゲーション］

ステアリングスイッチ連動
［適用機種：オリジナル 9 型 / 7 型ナビゲーション、CD チューナーアンプ］

車両装備のステアリングスイッチ
（オーディオ）で快適に選曲、音量
調節の操作が可能です。
（注）
ステアリングスイッチ
（オーディ
オ）以外のステアリングスイッチと
は連動しません。
ステアリングスイッ
チの仕様は、車両のパッケージメー
カーオプション選択により異なりま
すので、詳しくは車両カタログを参
照ください。
車両インテリアと調和した専用設計のメモリーナビゲーション
eK クロス、eKワゴンのための専用デザイン＆地図も見やすい 9 型大画面
液晶パネルを採用。

3

マルチアラウンドモニター対応
［適用機種：オリジナル 9 型ナビゲーション］

車両「先進安全パッケージ」のマルチアラウンドモニターに表示される映像
をナビ画面で表示できるよう専用設計しました。デジタルルームミラー内の
モニターとナビ画面の映像表示切替も可能です（同時表示はできません）
。
（注）先進安全パッケージ（マルチアラウンドモニター）は車両のメーカーオ
プションです。車両ご注文時に装備の有無をご確認ください。

4

ビルトイン USB ポート
［別売］
運転席からのアクセスに優れ、使い勝手のよいセンターパネルに USB
ポートを配置。ビルトイン構造により、見た目もスマート。

5

6

オリジナルオープニング画面

「つく2 保証Ⅰ」に新車購入時に加入すると、ナビゲーションおよび
オーディオ本体に付帯する3年 6万km 保証を新車購入から5 年間
まで、走行距離無制限に延長できます。※一部ご加入頂けない車両が
ございます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

［適用機種：オリジナル 9 型 / 7 型ナビゲーション］
エンジンスイッチ ON で、スリーダイヤのオリジ
ナル画面がナビゲーションに表示されます。

NaviCon® とは、スマートフォンとナビゲーションを
仲介するアプリです。
※AndroidTM 端末：Android OS ver5.0以降を推奨。
iOS 端末：iOS ver10.0以降を推奨。

《注意事項》

NaviCon®でナビゲーション上の地図を操作したり、
目的地の設定をワンタッチで行うことができます。

＜Bluetooth® 使用時のご注意＞
ご利用には Bluetooth® 対応の携帯電話が必要です。
携帯電話の機種によっては本サービスをご利用できない場合があります。

＜iPod 対応機種のご注意＞
・iPod 対応機種につきましては、販売会社にお問い合わせください。

※画像はイメージです。

NaviCon® 連携アプリケーションは、
どんどん拡大中です。

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

※ナビ取付パッケージ装着車用のナビゲーションは、車両に装着された TV アンテナと
接続します。
※ナビ取付レスパッケージ装着車用のナビゲーションは、フィルムタイプ TV アンテナを
フロントウインドウガラスに装着します。
地域や地形
※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、
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。
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「つく2 保証Ⅰ」対象品！

＜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。

※NaviCon®は株式会社デンソー、iPod、iPhone は米国およびその他の国々で登録されている Apple Inc.、Bluetooth®
はBluetooth SIG Inc.、AndroidTM はGoogle Inc.、VICS WIDE、VICS は（財）道路交通情報通信システムセンター、
iOS は、米国およびその他の国々で登録された Cisco Systems,Inc., SD、SDHC ロゴは SD-3C LLC の登録商標です。
Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10 は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の
国々における登録商標です。HDMI と HDMI High-Definition Multimedia Interface という用語および HDMI ロゴは、
HDMI Licensing LLC の米国その他の国々における商標または登録商標です。iPhone 商標は、アイホン株式会社の
ライセンスに基づき、使用されています。

◎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。
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オリジナル 9 型ナビゲーション

ナビドラ

ナビゲーションにドライブレコーダーや ETC2.0をセット化したお買い得なパッケージ !!

ナビドラ＋ETC2.0 パッケージ・オリジナル 9 型ナビゲーション

ナビ取付パッケージ装着車に装着する場合
システム合計価格

¥33,000
お得

大画面のオリジナル 9 型ナビゲーションとドライブレコーダー、ETC2.0 をセットにしたお得なパッケージです。
［適用：ナビ取付パッケージ装着車］

ナビ取付レスパッケージ装着車に装着する場合
❶オリジナル 9 型ナビゲーション（MZ609815NP）
❷ドライブレコーダー（MZ607732 ）

システム合計価格

（注）本パッケージは 9 型ナビ用センターフード（MZ609752）と、
ドライブレコーダーの取付ハーネスキット
（MZ607801K）
、
（MZ609537K）
、ビルトイン USB ポート
ETC 取付ブラケット
（MZ609719/MZ590904）
も同梱しております。
❶オリジナル 9 型ナビゲーション

（注）ナビゲーション装着時に必要な、
再使用不可部品を同梱しております。

❸ETC2.0

❷ドライブレコーダー

単品合計価格 ¥ 314,798（取付工賃込、消費税込）のところ

※画像はイメージです。

281 798

【消費税抜価格：パッケージ本体 ¥228,100＋ナビゲーションロック ¥3,000＋ ¥ 25,080】
¥
,
（注）／ MZ598350（ナビゲーションロック）
MZ609843（パッケージ本体）

ナビドラパッケージ・オリジナル 9 型ナビゲーション

マルチアラウンドモニター連携

携帯電話の充電に加え、ナビゲー
ションと USB デバイスを接続する
ための USB ポート。運転席から
手の届く配置で、使い勝手に優れ、
見た目もスマート。

お得

［適用：ナビ取付パッケージ装着車］

マルチアラウンドモニターの映像をナビゲーションの大きなディスプレイで確認できるので、いっそう
便利に使えます。（注 1）

❶オリジナル 9 型ナビゲーション（MZ609815NP）
❷ドライブレコーダー（MZ607732 ）
（注）本パッケージは 9 型ナビ用センターフード
（MZ609752）
と、
ドライブレコーダーの取付ハーネスキット
（MZ607801K）
、ビルトイン USB ポート
（MZ609719/MZ590904）も 同梱しております。

メモリー
ナビ

❷ドライブレコーダー

8GB

単品合計価格 ¥ 273,812（取付工賃込、消費税込）のところ
システム合計価格

¥244,882【消費税抜価格：パッケージ本体 ¥201,800＋ナビゲーションロック ¥3,000＋

¥ 17,820】

（注）／ MZ598350（ナビゲーションロック）
MZ609839（パッケージ本体）

ワイドFM
対応

DVD

音楽 CD
録音

NaviCon®

お得

19 年度版
地図データ

無料地図
更新

＊1

＊2

CD

ハンズフリー
通話

マルチ
アラウンド
モニター
対応

ステアリング
スイッチ
（オーディオ）
対応

注2

注3

Bluetooth

VICSWIDE

フルセグ

Bluetooth

SDカード

音楽再生

再生

AM/FM

4 4

USB
メモリー
再生
＊3

オリジナル
オープニング
画面

ビデオ入力
コード
（RCA）
＊5
ドライブ
レコーダー
連動
注4
リヤビュー
カメラ

USB
接続
ケーブル

（注 1） デジタルルームミラ一 と車載機ディスプレイのマルチアラウンドモニター映像表示は、それぞれ
のスイッチで任意に切換えることができます（同時表示はできません）
。
（注 2）先進安全パッケージ（マルチアラウンドモニター）装着車に対応します。車両ご注文時に装備の
有無をご確認ください。
（注 3）ステアリングスイッチ（オーディオ）以外のステアリングスイッチとは連動しません。ステアリング
スイッチの仕様は、車両のパッケージメーカーオプション選択により異なりますので、詳しくは
車両カタログを参照ください。
（注 4）ナビゲーション画面で、ドライブレコーダー の録画、再生、各種設定操作ができます。
（＊ 1 ）地図データは概ね、2018 年のデータを収録しています。詳しくは、取扱説明書を参照ください。
（＊2）無料地図更新バージョンアップは、2019 冬、2020 夏・冬、2021 夏・冬、2022 夏・冬、いずれ
かのバージョンで、3 年の間に 3 回、点検入庫時（安心点検、
12 ヶ月/24 ヶ月法定点検、3 年車検）
に販売会社で最新化できます。
（＊ 3）別売の USB 接続ケーブル (MZ609719) が必要です。
（＊ 4）SDカード
（8GB）
を同梱しており、約 2,900 曲を録音することができます。
（＊ 5）ナビゲーション連動ドライブレコーダー (MZ607732) との同時装着はできません。

P25

P25

ETC2.0
/ETC 連動

地図更新お得クーポン

（注）本パッケージはドライブレコーダーの取付ハーネスキット
（MZ607801K）も同梱しております。

P27

¥12,650【消費税抜価格：本体 ¥ 11,500】
MZ609818

参考取付工賃

（注）使用イメージ掲載の USB ケーブル
は商品に含まれません。
※本製品の詳細
はオリジナル 9 型ナビゲーション・拡張
機器を参照ください。

※使用イメージ（注）

車検や点検などの有料入庫の際に、お得に全国地図更新ができるクーポン券

［適用：ナビ取付パッケージ装着車］

は、販売会社にお問い合わせください。

※無料地図更新権利終了後、3 回目車検までに、1 回の全国地図更新ができます。
※クーポン券の有効期限は、3 回目車検時まで（車両登録日より7 年）です。
ただし、上記日付にかかわらず、2027 年 3 月31 日でサポートを終了いたします。
※全国地図更新は三菱自動車販売会社（ディーラー）で行います。
尚、
「お得クーポン」は有料入庫時（車検・点検・一般修理での入庫）のみ利用可能です。

◆専用拡張機器
オリジナル 9 型ナビゲーション・拡張機器

単品合計価格 ¥ 175,230（取付工賃込、消費税込）のところ
システム合計価格

対応

¥15,950

オリジナル 7 型（ベーシック）ナビゲーションとドライブレコーダーをセットにしたお得なパッケージです。
❶オリジナル 7 型（ベーシック）ナビゲーション（MZ609817NP）
❷ドライブレコーダー（MZ607732 ）のパッケージ

9型
WVGA

＊4

ナビドラパッケージ・オリジナル 7 型（ベーシック）ナビゲーション

2

ビルトイン USBポート（別売）

※画像はイメージです。

¥28,930

大画面のオリジナル 9 型ナビゲーションとドライブレコーダーをセットにしたお得なパッケージです。

❶オリジナル 9 型ナビゲーション

¥237,380

【消費税抜価格：本体 ¥194,600＋9 型ナビ用センターフード ¥5,000
＋ナビゲーションロック ¥3,000＋ ¥13,200】
（注）／ MZ609752
（9 型ナビ用センターフード）
MZ609815K（本体）
MZ598350（ナビゲーションロック）

❸ETC2.0（MZ608823）のパッケージ

システム合計価格

¥222,860

【消費税抜価格：本体 ¥188,000＋9 型ナビ用センターフード ¥5,000
＋ナビゲーションロック ¥3,000＋ ¥6,600】
MZ609815NP（本体）／ MZ609752（9 型ナビ用センターフード）
MZ598350（ナビゲーションロック）

¥159,280【消費税抜価格：パッケージ本体 ¥128,600＋ナビゲーションロック ¥3,000＋

品

¥ 13,200】

名

ビデオ入力コード（RCA）

MZ609840（パッケージ本体）／ MZ598350（ナビゲーションロック）

USB 接続ケーブル
ビルトイン
USB ポート ビルトイン USB アダプター

部品番号

本体価格（消費税抜） 参考取付工賃（消費税抜）

MZ609542
MZ609719
MZ590904

¥5,600
¥2,800
¥3,200

システム合計価格（消費税込） 注 記

¥1,320

¥7,612

（※1）

¥3,300

¥10,230

（※2）

（※1）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。ナビゲーション連動
ドライブレコーダーとの同時装着はできません。
（※2）携帯電話の充電に加え、ナビゲーションと USB デバイス
を接続するための USB ポートです。

ドライブレコーダー

走行時から駐車時まで充実の録画機能と、
すぐに映像が確認（注 1）できる便利なナビ連動ドライブレコ ーダー
オリジナルナビゲーション接続用（※1）

ナビ画面でドライブレコーダーの操作が出来る！
オリジナルナビゲーション（別売）

ナビ画面で
操作

システム合計価格

¥40,722

画素

CMOS

高性能

HDR

駐車
録画

イベント
（衝撃）
検知録画

手動
録画

静止画
撮影

8GB
microSD
カード付属

再生

■基本仕様

システム合計価格

microSDカード16GB
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¥9,350【消費税抜価格：本体￥8,500】MZ607738

カメラ ※2

画素
※2

高性能

HDR

記録媒体 ※3

常時記録

microSDカード 8GB
（microSD カード/
SD カード

[最高画質] 最大約70分
[ 高 画 質 ] 最大約100分
[標準画質] 最大約150分
[長時間画質] 最大約240分

¥40,722

【消費税抜価格：本体 ¥26,000＋取付ハーネスキット ¥3,100＋ ¥7,920】
（注2）
MZ607731（本体）／ MZ607802K（取付ハーネスキット）

CMOS

画角

駐車
録画

イベント
（衝撃）
検知録画

手動
録画

静止画
撮影

8GB
microSD
カード付属
※3

Gセンサー

GPS

搭載

内蔵

400万画素
1/2.7インチ
CMOS
イメージセンサー

水平117
垂直63

変換アダプター同梱）

●手動録画・静止画記録 ●ファイルの削除
●ファイルの保護 など

●録画画質の設定 ●衝撃検知感度の設定 ●操作音の音量調節
設定 ●音声記録の ON/OFF 切替
●microSD カードの初期化（フォーマット）など

搭載

ナビゲーション非接続用（注3）

400万

録画した映像とその場所を画面
上で確認することができます。

Gセンサー

再生

※画面はイメージです。

操作

レコーダーに反映させることで、

※3

※2

走行中はナビ画面でドライブレコーダーの映像は表示できません。
（注 1 ）
（注2）
ドライブレコーダー装着時に必要な、
再使用不可部品を同梱しております。
（注3）
ドライブレコーダーの録画映像はPCビューアーソフトでのみ確認が可能です。

■ ナビ画面でできること

カーナビの位置情報をドライブ

【消費税抜価格：本体 ¥26,000＋取付ハーネスキット ¥3,100＋ ¥7,920】
（注2）
MZ607732（本体）／ MZ607801K（取付ハーネスキット）
400万

設定

■ 録画した場所がすぐに分かる！

イベント記録
G（衝撃）検知の前後
20秒（前12秒/後8秒）を
10件まで
イベント記録データ
として保護

●録画した映像を再生 ●拡大表示
（等倍・2 倍・4 倍）
●録画の場所を地図で表示 ●再生映像の早送り / 戻し / 一時停止 など

※1 : オリジナル9型ナビゲーション/オリジナル7型（ベーシック）
ナビゲーションと接続可能。
※2：有効画素数300万画素。
※3：本
機に付属または純正のmicroSDカードを必ず使用してください。付属または純正以外では正しく動作しないことがあります。
※
microSDメモリーカードの記録容量が一杯になると、古い映像を消して上書きします。また、衝撃を検知して記録したデータが10
件を超えると、
古いデータから順次消去されます。
※LED式信号機は目に見えない高速で点滅しているため、本機で撮影すると、点
滅して撮影される場合があります。信号が映っていない場合は前後の映像や周辺の車両の状況から判断願います。信号機が映ら
ない件については弊社は一切責任を負いません。
※映像が記録されなかったことや記録された映像ファイルが破損していたことに
よる損害ならびに生じた損害については、弊社は一切責任を負いません。
※本機は、事故の検証に役立つことを目的の一つとした
製品ですが、証拠としての効力を保証するものではありません。
※本機で記録した映像は、
その使用目的や使用方法によっては、被
写体のプライバシーなどの権利を侵害する場合がありますのでご注意ください。
また、本機をイタズラなどの目的では使用しないで
ください。
※本機は必ずしも信号機の信号が記録できることを保証するものではありません。
※カードリーダーは構成部品に含ま
れませんので、
パソコンにmicroSDカードのカードリーダーがない場合は、接続可能なカードリーダーを別途ご購入願います。

◎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。※太青字の価格は参考取付工賃を含む消費税（10％）込価格です。

マークは参考取付工賃［消費税抜］です。
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オリジナル 7 型（ベーシック）ナビゲーション

リヤビューカメラ
リバースポジションに連動して、車体後方映像をナビゲーション画面に表示します。

ナビ取付パッケージ装着車に装着する場合
システム合計価格

●リヤビューカメラを装着して、車体後方の映像をナビゲーションの画面で確認できます。
※先進安全パッケージ（マルチアラウンドモニター）装着車には装着できません。

¥134,508

【消費税抜価格：本体 ¥114,000＋ナビゲーションロック ¥3,000＋
MZ609817NP（本体）／ MZ598350（ナビゲーションロック）

¥5,280】

適用機種：オリジナル 9 型ナビゲーション：MZ609815NP ／ MZ609815K
オリジナル 7 型（ベーシック）
ナビゲーション：MZ609817NP ／ MZ609817K
ナビドラパッケージ ( オリジナル 9 型ナビゲーション ) : MZ609843 / MZ609839
ナビドラパッケージ ( オリジナル 7 型 ( ベーシック ) ナビゲーション ) : MZ609840

ナビ取付レスパッケージ装着車に装着する場合
システム合計価格

¥149,028

【消費税抜価格：本体 ¥120,600＋ナビゲーションロック ¥3,000＋
（注）／ MZ598350（ナビゲーションロック）
MZ609817K（本体）

※画像はイメージです。

使いやすいデザイン
右

ダイヤルで
主に操作できること

ダイヤルで
主に操作できること

●トラック UP/DOWN
●SEEK
●AV ソース切替

●ボリュームコントロール
●AV ソース ON/OFF

16GB

Bluetooth

CD

ハンズフリー
通話

19 年度版
地図データ

無料地図
更新

＊1

＊2

Bluetooth

SDカード

音楽再生

再生

VICSWIDE

AM/FM

ワイドFM
対応

ビデオ入力
コード
（RCA）
＊4

ステアリング
スイッチ
（オーディオ）
対応
注1

オリジナル
オープニング
画面

ドライブ
レコーダー
連動
注2

フルセグ

4 4

USB
メモリー
再生
＊3

NaviCon®
対応

USB
接続
ケーブル

P25

P26

リヤビュー
カメラ

P27

車検や点検などの有料入庫の際に、お得に全国地図更新ができるクーポン券

地図更新お得クーポン

¥12,650【消費税抜価格：本体 ¥ 11,500】
MZ609820

参考取付工賃

は、販売会社にお問い合わせください。

¥44,176

（注）¥14,000
【消費税抜価格：本体 ¥21,000＋取付ブラケット ¥1,200＋テールゲートガーニッシュ［メッキ］
＋ ¥3,960】
（注）
）
MZ607730（本体）／ MZ607733（取付ブラケット）／ MZ607736（テールゲートガーニッシュ［メッキ］
（注）エクステリアガーニッシュパッケージ（リヤビューカメラ装着車用）
、またはテールゲートガーニッシュ
（カメラ装着車用）
と同時装着する場合は、テールゲートガーニッシュ［メッキ］は不要です。

（注）ナビゲーション装着時に必要な、再使用不可部品を同梱しております。

eK ワゴン
システム合計価格

¥28,776

【消費税抜価格：本体 ¥21,000＋取付ブラケット ¥1,200＋
MZ607730（本体）／ MZ607733（取付ブラケット）

¥3,960】

※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。
※リヤビューカメラ本体にガイド線表示機能はありません。接続するナビゲーションの描画機能を使用してガイドラインを表示することができます。ただし、接続する機種により、表示イメージが異なります。

カーナビの位置情報をドライブレコーダーに反映させることで、録画した映像とその
場所を画面上で確認することができます。
※ドライブレコーダーの詳細は P26 を参照ください。

使用頻度の高い機能を左右のダイヤルに集中させた使い勝手の良い、カンタン操作方式。

7型
WVGA

システム合計価格

ナビ画面でドライブレコーダー（別売）
の操作ができる！

左

メモリー
ナビ

eK クロス

¥11,880】

（注 1） ステアリングスイッチ（オーディオ）以外のステアリングスイッチとは連動しません。
ステアリングスイッチの仕様は、車両のパッケージメーカーオプション選択により
異なりますので、詳しくは車両カタログを参照ください。
（注 2）ナビゲーション画面に、ドライブレコーダー の映像表示ができます。映像の
再生操作、各種設定はドライブレコーダー本体で行います。
（＊ 1 ）地図データは概ね、2018 年のデータを収録しています。詳しくは、取扱説明書
を参照ください。
（＊2）無料地図更新バージョンアップは、2019 冬、2020 夏・冬、2021 夏・冬、2022
夏・冬いずれかのバージョンで、3 年の間に 3 回、点検入庫時（安心点検、
12 ヶ月
/24 ヶ月法定点検、3 年車検）に販売会社で最新化できます。
（＊ 3）別売の USB 接続ケーブル (MZ609822) が必要です。
（＊ 4）ナビゲーション連動ドライブレコーダー (MZ607732) との同時装着はできません。

ETC2.0 / ETC（注 1（）注2）
ナビゲーションと接続する場合

オリジナル 9 型ナビゲーション

※無料地図更新権利終了後、3 回目車検までに、1 回の全国地図更新ができます。
※クーポン券の有効期限は、3 回目車検時まで（車両登録日より7 年）です。
ただし、上記日付にかかわらず、2027 年 12 月31 日でサポートを終了いたします。
※全国地図更新は三菱自動車販売会社（ディーラー）で行います。
尚、
「お得クーポン」は有料入庫時（車検・点検・一般修理での入庫）のみ利用可能です。

ETC2.0

ETC

適用機種

¥26,686

¥40,986

システム合計価格
【消費税抜価格：本体￥16,000
＋ETC 取付ブラケット ¥ 1,000
＋ ¥ 7,260】

システム合計価格
【消費税抜価格：本体￥29,000
＋ETC 取付ブラケット ¥ 1,000
＋ ¥ 7,260】

MZ608821（本体）
（注3）
MZ609537K（ETC 取付ブラケット）

MZ608823（本体）
（注3）
MZ609537K（ETC 取付ブラケット）

◆専用拡張機器
オリジナル 7 型（ベーシック）ナビゲーション・拡張機器
品

名

ビデオ入力コード（RCA）

USB 接続ケーブル

部品番号

本体価格（消費税抜） 参考取付工賃（消費税抜）

MZ609542
MZ609822

¥5,600
¥3,600

システム合計価格（消費税込）

¥1,320
¥1,320

¥7,612
¥5,412

ビルトイン USB 充電ポート

注 記

（※1）
（※2 , 3）

（※1）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。ナビゲーション連動や
ドライブレコーダーとの同時装着はできません。
（※2）USB デバイスを接続するためのケーブルです。
（※3）ビルトイン USB アダプター（MZ590904）による取付
はできません。

オーディオ

8ナビゲーションと接続しない場合
ETC2.0

¥25,586

音声案内タイプ

システム合計価格
【消費税抜価格：本体￥13,000
＋ETC 取付ブラケット ¥ 1,000
＋ETC 電源変換ハーネス ¥2,000
＋ ¥ 7,260】

「ETC2.0」では、道路側のアンテナである ITS スポットとの高速・大容量、
双方向通信で、渋滞回避支援や安全運転支援、自動料金授受などのサービス
が受けられます。詳しくは国土交通省のホームページ http://www.mlit.
go.jp/road/ITS/j-html/ をご覧ください。

MZ608822（本体）
（注3）
MZ609537K（ETC 取付ブラケット）
MZ608824（ETC 電源変換ハーネス）

渋滞回避支援
広域な道路交通情報をリアルタイムに配信。
前方の渋滞状況も静止画でお知らせします。

（注 1 ）ETC アンテナの取付位置はフロントガラス上部になります。
（注2）ETC2.0 車載器、ETC 車載器は、ステアリング下のアンダートレイ天面に取付します。詳しくは販社営業スタッフにご確認下さい。
（注 3）ETC 車載器 / ETC2.0 車載器装着時に必要な、再使用不可部品を同梱しております。
※ ETC2.0車載器とETC車載器の同時装着はできません。
）およびクレジットカード会社へのETCカードの申込みが別途必要です。
※ETC 2.0車載器、ETC車載器のご利用には手続き（セットアップ［有料］
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。

※画像はイメージです。

安全運転支援
落下物や合流注意地点、先の見えない
急カーブなどを事前に図形と音声で
注意喚起します。
※画像はイメージです。

（注 3）
ビルトイン USB 充電ポート（注2）

センターパネル部にビルトインされた
USB 充電ポートで、利便性が充実。
システム合計価格

¥17,534

【消費税抜価格：本体 ¥10,000＋ ¥5,940】
［除くオリジナル9 型ナビゲーション装着車］

MZ590905

（注 1 ）使用イメージ掲載のUSBケーブルは商品に含まれません。
（注2 ）
本製品は充電専用のUSBポートです。ナビゲーション
・オーディオとの USB 接続はできません。
（注3 ）
オリジナル9型ナビゲーションとの同時装着はできません。

CD チューナーアンプ＋ドライブレコーダーパッケージ
システム合計価格

¥66,616

お得

【消費税抜価格 : パッケージ本体 ¥50,000＋
（注）
MZ609814（パッケージ本体）

¥10,560】

CD チューナーアンプ［適用：ナビ取付レスパッケージ装着車］
フロントAUX 入力端子付オーディオ。
システム合計価格

ナビゲーションロック（マックガード製）

ナビゲーションロックで盗難抑止
システム合計価格

¥32,054

¥4,752

【消費税抜価格：本体 ¥3,000＋

【消費税抜価格：本体 ¥20,000＋オーディオ変換ハーネス ¥6,500
＋ ¥2,640】
MZ594848（本体）／ MZ598407（オーディオ変換ハーネス）
AM/FM

ナビゲーションロック

¥6,160

CD

MZ598350

¥1,320】［適用機種：全ナビゲーション / オーディオ］

●三菱自動車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抑止します。ロック 2 個、警告ステッカー 2 枚入り。

外部入力
（フロント
AUX）

※使用イメージ（注 1）
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（注）
ドライブレコーダーパッケージはドライブレコーダーの取付ハーネスキット
（MZ607802K）
と、
オーディオ変換ハーネス(MZ598407)も同梱しております。
※ メーカーオプションのナビ取付レスパッケージと先進快適パッケージを組合せた
場合には、車両に装備されるステアリングスイッチ
（オーディオ）
で操作できます。

◎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。※太青字の価格は参考取付工賃を含む消費税（10％）込価格です。

マークは参考取付工賃［消費税抜］です。
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