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 1 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

0 1 2 0 - 3 2 4 - 8 60

オープン時 間：9 時〜 17 時（土、日：9 時 〜 1 2 時 13 時 〜 1 7 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
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Bright & Stylish
洗練さに磨きをかけたコーディネートで、週末のひとときを特別に。

Photo：G 2WD ボディカラー：レッドダイヤモンド

2

◎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。

2
3
（クロームリング付）
、P6■リヤスキッドプレート
（クロームリング付）
、
P6■フロントスキッドプレート
2
12
＜装着用品＞ P6■大型テールゲートスポイラー
5
（レッドダイヤモンド）
、P7■メッキミラーカバー、
P8■メッキ調ドアハンドルカバー、
5
9
（シルバーコーティング）
P8■テールゲートプロテクター、
P15■交換用ターンシグナルランプバルブ

3

Urban & Sporty
走りへの期待を高めるスポーティなスタイルで、よりアクティブな RVR に。

Photo：G 2WD ボディカラー：チタニウムグレーメタリック
＜装着用品＞

4

4
5
（ブラックマイカ）
、
P6■カーボン調フロントグリル、
P6■大型テールゲートスポイラー
8
9
4
P7■ボディサイドデカール、
P7■アルミホイールデカール、
P8■リヤバンパープロテクター

◎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。

5

E x terior

1

スキッドパッケージ

より精悍に、スタイリッシュに。存在感を際立たせる。

フロントとリヤスタイルを大胆なデザインのスキッドプレートで統一。さらに SUV らしさが際立ちます。
2 フロントスキッドプレート（クロームリング付）
■
3 リヤスキッドプレート（クロームリング付）
■
の 2 点セット。単品合計価格 ¥92,246（消費税込、取付工賃込）
のところ

¥83,446【消費税抜価格：本体 ¥ 62,000＋

クロームリング部

スキッドプレート本体

お得

7

デカールパッケージ

クロームリング部

スキッドプレート本体

レディッシュオレンジがサイドビューをスポーティに、また色鮮やかに演出します。
1
※P8■ドアエッジモールとの同時装着はできません。
8
9
■ボディサイドデカール、
■アルミホイールデカールの
2 点セット。単品合計価格 ¥50,116（消費税込、取付工賃込）のところ

¥46,816【消費税抜価格：本体 ¥ 32,000＋

¥13,860】［全車］MZ576876

クロームリング部

2 フロントスキッドプレート（クロームリング付）

¥8,800

クロームリング部

3 リヤスキッドプレート（クロームリング付）

8 ボディサイドデカール

9 アルミホイールデカール

リヤバンパー下にスキッドプレートと別体の光輝クロームリングを装着。重厚感のあ
るデザインで SUVらしさを演出します。
1
※フロントとリヤに装着の場合は、お得な■スキッドパッケージをご利用ください。

グラデーションが施されたベース色にレディッシュオレンジの 3 本ストライプが鮮やかなアクセントを加え、気軽に
車両の印象をアップグレードしてくれます。左右セット。
1
※P8■ドアエッジモールとの同時装着はできません。

¥46,112【消費税抜価格：本体 ¥ 34,000＋

¥46,134【消費税抜価格：本体 ¥ 36,000＋

¥30,008【消費税抜価格：本体 ¥ 22,000＋

¥7,920】［全車］

お得

¥10,560】［除くM 類別］MZ553169

フロントバンパー下にスキッドプレートと別体の光輝クロームリングを装着。大胆な
デザインで SUV らしさを演出します。
1
※フロントとリヤに装着の場合は、お得な■スキッドパッケージをご利用ください。

MZ576764

¥3,300

¥5,940】［全車］

¥20,108【消費税抜価格：本体 ¥ 13,000＋

¥5,280】［全車］

11 ブラックホイールロックナット＆ラグナットセット

10 サイドモール

4 カーボン調フロントグリル
フロントグリルのシルバーパーツに高品質な特殊カーボン柄フィルムを巻きつけ同時成型。フロントビューをスポーティで、スタイリッシュな印象に仕上げます。標準装備のフロントグリルと
交換装着。

装着部付近のキズつきを抑えるとともに、ボディサイドのアクセントとしても効果的です。樹脂製、グレー色。フロント／リヤ
1
左右セット。
※ボディサイドのキズつきを完全に防ぐものではありません。
※P8■ドアエッジモールとの同時装着も可能です。

¥48,378【消費税抜価格：本体 ¥ 42,000＋

¥17,996【消費税抜価格：本体 ¥12,400＋

¥1,980】［全車］

MZ576825

¥5,280】

［除くM 類別］MZ553165

MZ553168

MZ576765

レディッシュオレンジカラーのデカールが足元にスポーティ
な華やかさを加えます。耐候性に優れたハイボスカル製。
１台分２０枚セット
（5 枚 / ホイール 1 本）
。

黒色のマックガード製ロックナット 4 個とラグナット 16 個の
セット。足元をワイルドに飾ります。フランジナット。

¥32,604

¥3,960】［全車］

【消費税抜価格：本体 ¥27,000＋

MZ538307

［アルミホイール装着車］
¥2,640】

MZ556532

MZ569765

6 エクシードバイザー

5 大型テールゲートスポイラー

12 メッキミラーカバー

存在感のある大型スポイラー。洗練されたデザイン形状で見る人の眼を引きつけます。
標準装備品との交換装着。ボディカラーに対応。
※ハイマウントストップランプ、リヤガラスウォッシャーノズルは標準装備品を再使用します。

前後の連続感を追求し、RVR のスタイリッシュなフォルムにフィットするバイザー。雨の日
の室内換気にも便利です。フロントバイザーの後部には、MITSUBISHI MOTORS のロゴ入
り。アクリル製スモーク、フロント／リヤ左右 4 点セット。

¥36,850【消費税抜価格：本体 ¥ 30,200＋

¥21,296【消費税抜価格：本体 ¥ 15,400＋

¥3,300】［全車］

MZ574640（ホワイトパール）／ MZ574642（ブラックマイカ）
MZ574646（チタニウムグレーメタリック）／ MZ574690（ライトニングブルーマイカ）
MZ574725（スターリングシルバーメタリック）／ MZ574739（サンシャインオレンジメタリック）
MZ574740（レッドダイヤモンド）

MZ562868

MZ569766

¥3,960】［全車］

MZ569765（ウインカー無ドアミラー用）
MZ569766（ウインカー付ドアミラー用）

標準ドアミラー

13 親水鏡面ドアミラー

質感の高いクロームメッキ仕上げ。鮮やかな光沢で気品のあるドレスアップが可能に。標
準装備のミラーカバーと交換装着。樹脂製。左右セット。

¥17,270【消費税抜価格：本体 ¥ 12,400＋

親水鏡面ドアミラー

¥3,300】［全車］

雨滴を膜のように広げて視界を確保します。高級感のあるブルーミラー。左右セット。
※ワックス、撥水剤、油膜除去剤などが表面に付着すると、親水効果低下の原因になります。
※性能維持のためには日常的に長時間太陽光に照射される環境が必要です。

¥19,030【消費税抜価格：本体 ¥ 14,000＋

¥3,300】

［除く後側方車両検知警報システム
（BSW）
装着車］
MZ569778（除く寒冷地仕様車）
MZ569779（寒冷地仕様車）

7

6
◎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。

E x terior

ルーフレール未装着車用

ルーフレール装着車用

タフさを高め、SUVらしく。

1 ベースキャリア（ルーフレール未装着車用）

1 ドアエッジモール

¥9,504

【消費税抜価格：本体 ¥ 6,000＋

¥2,640】［全車］

各種アタッチメントを装着するためのベ一スとなるキャリア。最大積載重量：44kg ( 各種アタッ
チメントの製品重量を含む）
。

¥37,048【消費税抜価格：本体 ¥28,400＋

¥35,904【消費税抜価格：本体 ¥30,000＋

¥5,280】［ルーフレール無車］MZ532008

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。
2
5
1
※下記の■〜■アタッチメントの装着には■ベースキャリア
（ルーフレール未装着車用）が必要です。

2 メッキ調ドアハンドルカバー

ドア開閉時のちょっとした接触からドアエッジを守ります。ステンレス製の光輝タイプで、
ボディサイドのワンポイントアクセントにもなります。フロント／リヤ左右セット。
7
8
※P7■デカールパッケージ、
P7■ボディサイドデカールとの同時装着はできません。
10
※P7■サイドモールとの同時装着は可能です。

7 ベースキャリア（ルーフレール装着車用）

各種アタッチメントを装着するためのベ一スとなるキャリア。最大積載重量：50kg ( 各種アタッ
チメントの製品重量を含む）
。

¥2,640】［ルーフレール付車］MZ532009

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。
8
11
7
※下記の■〜■アタッチメントの装着には■ベースキャリア
（ルーフレール装着車用）が必要です。

ドアハンドルに装着。高級感を高めるクールな輝きのメッキ調カバーです。貼付けタイプ、
フロント／リヤ左右セット。

¥19,778【消費税抜価格：本体 ¥ 16,000＋

¥1,980】［全車］
MZ576227（キーレスオペレーションシステム装着車）
MZ576228（キーレスオペレーションシステム未装着車）

MZ536196

2 スキー＆スノーボードアタッチメント（平積みアルミロング）
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。

¥21,252
【消費税抜価格：本体 ¥ 18,000＋
［ルーフレール無車］MZ532281
フロント（MZ531478）

¥ 1,320】

自転車 1 台を正立で積めます。
製品重量：3.5kg。
※自転車の種類や形状によっては積むことが
できません。

¥22,352
【消費税抜価格：本体 ¥ 19,000＋
［ルーフレール無車］MZ535013

リヤ

3 マッドガード

3 サイクルキャリアアタッチメント（正立式）

8 スキー＆スノーボードアタッチメント
スキー 4 セットまたはスノーボード 2 台積み。
製品重量：3.8kg。

¥32,252
【消費税抜価格：本体 ¥ 28,000＋
［ルーフレール付車］MZ533099

¥ 1,320】

¥ 1,320】

9 サイクルキャリアアタッチメント
自転車 1 台を正立で積めます。
製品重量：4.2kg。
※自転車の種類や形状によっては積むことが
できません。

¥32,252
【消費税抜価格：本体 ¥ 28,000＋
［ルーフレール付車］MZ533098

¥ 1,320】

4 リヤバンパープロテクター

石や泥はねなどからボディを守ります。樹脂製、原着ブラック色。
※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。

タフな素材感が特徴の樹脂製プロテクターがバンパー上面のキズつきを抑えます。
原着ブラック色。

¥9,504【消費税抜価格：本体 ¥ 6,000＋

¥11,352【消費税抜価格：本体 ¥ 9,000＋

¥2,640】

（フロント左右セット）MZ531478［G］／ MZ531451［M］
【消費税抜価格：本体 ¥ 13,000＋ ¥1,320】
［全車］

¥1,320】［全車］

MZ576728

¥15,752

（リヤ左右セット）MZ531463

4 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。

¥15,356
【消費税抜価格：本体 ¥10,000＋
［ルーフレール無車］MZ535011

5 テールゲートプロテクター

長さ 1,050mm 幅 750mm 高さ 100mm。
製品重量：7.6kg。

¥36,630

【消費税抜価格：本体 ¥30,000＋
¥ 3,960】 ［ルーフレール無車］MZ535031

¥3,300】

10 サーフボードアタッチメント

11 ルーフラックアタッチメント

サーフボード 1 台積み。ボードのホールド性に
優れています。製品重量：1.2kg。

長さ 1,353mm 幅 905mm 高さ 176mm。
製品重量：13.0kg。

¥16,852

¥71,830

【消費税抜価格：本体 ¥14,000＋
［ルーフレール付車］MZ533002

¥ 1,320】 【消費税抜価格：本体 ¥62,000＋ ¥3,300】
［ルーフレール付車］MZ535044

6 ボディカバー

厚みのあるスーパーハイボスカルステッカーで、テールゲート下端のキズつきを抑えます。
つや消しシルバー色に光輝ラインを配したシンプルで上品なデザインです。

¥10,538【消費税抜価格：本体 ¥ 7,600＋

5 ルーフラックアタッチメント

¥1,980】［全車］

ポリエステル製、防炎加工。シルバー色。MITSUBISHI MOTORS のロゴ入り。
※三菱自動車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
は取外してください。

¥23,100【消費税抜価格：本体 ¥ 21,000】［全車］

MZ574604

MZ541723
2

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

8

9

10

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）
＋■
単品合計価格 ¥9,900【消費税抜価格：¥9,000】のところ

お得なセット価格

¥8,905

【消費税抜価格：本体 ¥ 8,096】
［全車］

MZ572549

（1枚）
【消費税抜価格：本体 ¥3,000】
［全車］MZ572546

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］MZ572547

10 ナンバープレートロックボルト（マックガード製）
ナンバープレートの盗難抑止に。1 台分 / ボルト 3 個セット。

¥3,300
【消費税抜価格：本体 ¥3,000】
［全車］MZ572530

＜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
リヤに装着する場合、ナンバープレート封印前に装着してください。
※字光式ナンバープレートには使用できません。

12 ルーフネット

13 タイイングベルトセット

長さ 1,300mm 幅 900mm。フック 10 個付。 長さ 6m 2 本セット。
※荷物を固定する際には、必ずタイイングベルトを
併用してください。
【消費税抜価格：本体 ¥4,000】
［ルーフレール付車］MZ533009
【消費税抜価格：本体 ¥6,000】
［ルーフレール付車］MZ535047

¥4,400

お得

8 ナンバープレートフレーム（メッキ）

8

¥3,300
【消費税抜価格：本体 ¥3,000】
［ルーフレール無車］MZ535918

¥995

樹脂製、メッキ仕上げ。フロント／リヤ兼用。

¥3,300

6 タイイングベルトセット
長さ 5m 2 本セット。

¥6,600

くキャリア類の注意事項＞
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。

9
◎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。

Interior

毎日の運転を快適にするベーシックセット。

BASIC SET（■ベーシックセット）

室内を快適で、機能的な一台に。

3

56,733（消費税込、取付工賃込）［全車］

単品合計価格 ￥

4 フロアマット（ラグジュアリー）
P11■

4 フロアマット
6 エクシードバイザー、
（ラグジュアリー）
、P6■
P11■
7 盗難抑止ボルト付ナンバープレートフレーム
（メッキ）セットのオススメ 3 点セット。
P8■

6 エクシードバイザー
P6■

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
P8■

4 フロアマット
6 エクシードバイザー、P8■
7 盗難抑止ボルト付ナンバープレートフレーム
※各商品説明、注意事項につきましては、それぞれの項、P11■
（ラグジュアリー）
、P6■
（メッキ）セットを参照ください。

4
4

5

5 フロアマット（スタンダード）

4 フロアマット（ラグジュアリー）
毛足が長く柔らかい風合いの高級マットです。RVR ロゴをデザインしたプレミアム感の高
いアルミネームプレートを装着。運転席、助手席、リヤ左右＋センターマットの 5 点セット。

シンプルなデザインのマット。MITSUBISHI MOTORS ロゴのタグ付き。運転席、助手席、
リヤ左右＋センターマットの 5 点セット。

¥26,532【消費税抜価格：本体 ¥ 22,800＋

¥23,232【消費税抜価格：本体 ¥ 19,800＋

¥1,320】［全車］

¥1,320】［全車］

MZ511961

MZ511806

＜フロアマットの注意事項＞
運転席用フロアマットは、安全のため車両に装着されているフック（2 本）に必ず固定してください。またフロアマットに、その他のマット等を重ねて装着しないでください。
フロアマットがずれたり、重ね敷きしたマット等が車両のペダルに干渉して、ペダル操作に支障をきたします。

6

7

8

UV & IR CUT FILM
▼フィルム貼付位置

フロント

6
1

2

1 本革調シートカバー
シートバックのステッチや中央のディンプル、さらにはシックなグレーの
パイピングに大人の気品が感じられます。運転席／助手席／後席のフル
セット。
※マチ部分やシート背面などはファブリック生地。また、フロントのセン
ターアームレスト部のカバーはありません。

¥52,888【消費税抜価格：本体 ¥ 42,800＋

インテリアカラーに合わせた、落ち着きのあるダークグレー色のレース
生地。一般的な白レース生地と比べてヘッドレスト部の汚れも目立ちま
せん。運転席／助手席／後席のフルセット。
※サイドエアバッグ装着車にも対応しています。

MZ508015

6 スカッフプレート

7 シフトノブ

エッチング処理を施したアルミ風ベースに、光沢のあるキャラクターラインと RVR ロゴを
デザインしたプレミアム感の高いプレートです。サイドシル部を乗降時のキズつきから守り
ます。ステンレス製。フロント／リヤ左右 4 点セット。

2 ハーフカバー

¥14,718【消費税抜価格：本体 ¥ 11,400＋

リヤ

¥5,280】

［除くサイドエアバッグ付車、除くコンビネーションシート車］
MZ501685（リヤアームレスト付車用）
MZ501686（リヤアームレスト無車用）

¥1,980】［全車］

¥17,050【消費税抜価格：本体 ¥ 12,200＋

¥3,300】［全車］

アルミ削り出し（アルマイト処理）とブラックレザーという本物素材の組み合わせです。
球形タイプでスポーティなマニュアルシフトを彷彿とさせます。スリーダイヤマーク付。

¥10,472【消費税抜価格：本体 ¥ 8,200＋

¥1,320】［全車］

MZ525507

MZ527473

8 UV & IR カットフィルム
後席乗員の日射（赤外線：IR）によるジリジリ感※や紫外線（UV）
による日焼けを緩和するこ
とができます。夏の車内温度上昇を抑えエアコンの効きも良くなります。ガラスが割れた
時の飛散防止にも有効です。フィルム貼付位置は、リヤドアガラス、クォーターガラス、テー
ルゲートガラスになります。
※感じ方には個人差があります。

¥37,268【消費税抜価格：本体 ¥ 22,000＋

¥11,880】［全車］
MZ518864（クリアフィルム）／ MZ518884（スモークフィルム）
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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。

Luggage Room

MZ514128

1 ラゲッジトレイ

7 ゲートランプ

2 ラゲッジマット

スキー靴やウェットスーツなどの濡れものの積載にも便利な縁高タイプ（縁の高さ：約
4
60mm）の樹脂製トレイ。ブラック色。※■ラゲッジネットとの同時使用はできません。

¥13,200【消費税抜価格：本体 ¥ 12,000】［全車］
MZ522728

テールゲートを開けるとゲートトリムの中央にビルトインされたLEDランプが点
灯。柔らかなブルー光でラゲッジルーム、リヤバンパー上面、さらには足元ま
でも照らします。

大切なグッズを室内に持ち込む気分で積み込めます。

6 600

【消費税抜価格：本体 ¥ 6,000】
［全車］
¥ ,
MZ514126（サイドトレイリッド用カバー付）／ MZ514128（サイドトレイリッド用カバー無）
＜スタンダード＞¥ ,
【消費税抜価格：本体 ¥ 5,000】
［全車］
MZ514127（サイドトレイリッド用カバー付）／ MZ514129（サイドトレイリッド用カバー無）
＜ラグジュアリー＞

¥17,292【消費税抜価格：本体 ¥ 7,800＋

9 AC パワーサプライEZ

8 リモコンエンジンスターター
MZ522738

4 ラゲッジネット

荷室フロアから後席背面までをカバーする簡易防水タイプのソフトカバー。汚れものの積
載などに効果的です。リヤシートの前倒しにも対応。ブラック色。

標準装備のフロアフックを利用して、荷物の横滑りなどを抑えます。伸縮性が高く、色々な
1
形の荷物に対応します。※■ラゲッジトレイとの同時使用はできません。

¥21,032【消費税抜価格：本体 ¥ 17,800＋

¥7,040【消費税抜価格：本体 ¥ 6,400】［全車］

¥1,320】［全車］

MZ522729（サイドトレイリッド用カバー付）
MZ522738（サイドトレイリッド用カバー無）

MZ522734

¥7,920】［全車］

MZ590803

5 500

3 ラゲッジルームカバー

Electric

便利に、使いやすく。さらなる自分らしさを。

ラゲッジルームを、もっと自由に。

離れた場所からリモコン操作でエンジンの始動／停止ができます。標準装備のセキュリティ機能を損なうことなく装着できる
のは、
車両と同時開発された純正品ならではの性能です。トランスミッターへのアンサーバック機能に加えて、
電池残量マーク、
スイッチロック機能、アイドル時間（10 分 /30 分）設定機能も内蔵しています。
※本品によるエンジン始動中に、キーレスオペレーションシステムによる施錠、解錠操作、ドアまたはボンネットを開けた場
合にはエンジンは停止します。 使用時には、周囲の安全を十分に確認してください。 一般公道や閉めきった場所では使
用しないでください。 ボディカバー装着時は、リモコンエンジンスターターでエンジンを始動しないでください。 リモコン
エンジンスターターによるエンジン始動中に、キーレスエントリーシステムを使用してアンロックした場合はいったんドアを開
扉してください。 地域により車両の停止中に不要にエンジンを稼働させた場合、条例により罰則を受ける場合がありますの
でご注意ください。

¥67,430【消費税抜価格：本体 ¥ 58,000＋

アクセサリーソケットに差し込むだけで、手軽に各種電気製
品が使用できます
（100W まで）
。バッテリー上がり防止機能
付き。
※使用環境・使用電気機器によっては、100W を供給できな
いことがあります。

¥16,280【消費税抜価格：本体 ¥ 14,800】［全車］
MZ607300

¥3,300】［全車］

MZ604742
カーボン柄レッドメタリック
本革ブラック

左側

左側

右側

カーボン柄ガンメタ
カーボン柄ホワイトパール

右側

5 サイドトレイリッド
カーゴサイドボックス専用のリッド。床面がフラットになりラゲッジが
広く使えます。ブラック色の生地貼り。
※左右のリッドを個別に設定しています。
※荷室床面のカーペット生地
とは若干色が異なります。
※プレミアムサウンドシステム車はウーファー
が装備されているため、右側のサイドトレイリッドは装着できません。

¥4,180（片側 1 個）【消費税抜価格：本体 ¥ 3,800】［全車］
MZ521571（左ボックス用）／ MZ521572（右ボックス用）
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※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。

※テールゲートを閉めた状態を画像処理で表現しています。

※テールゲートを開けた状態。

6 トノカバー
ラゲッジルームの荷物を外部から遮へいしてプライバシーを守ります。またリヤゲートを開くとトノカバーがせ
りあがり荷物の出し入れに便利です。背高ものを積む時には簡単に取外すこともできます。ハードタイプ。表
面は起毛ブラック色。

¥13,486【消費税抜価格：本体 ¥ 11,600＋
MZ521857

¥660】［全車］

10 リヤパークセンサー（リヤ4 センサー）

11 キーレスオペレーション用ホルダー

駐車時などにバンパーと障害物との距離を検知して、
室内アラーム音で注意を促します。4 センサーのうち、
2 つはボディカラー対応。 キーレスオペレーションキーの専用ケース。ケースを装着し
たままで、オペレーションキーのボタン操作、インジケーター
パーキングセンサーはドライバーの補助として、障害物の接近を室内アラーム音により知らせるもので、ドライバーの注意
確認が可能です。エマージェンシーキー（金属キー）にお手
義務を軽減するものではありません。また、使用環境、障害物によっては検知できないものもあります。パーキングセンサー
持ちのキーホルダーやストラップを付けてご利用ください。
だけに頼らず、周囲を十分に確認し、安全運転を行ってください。
※ リバース（シフト）に連動してオンとなります。
※冷陰極管
タイプおよび EL 発光タイプの字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。
［キーレスオペレーションシステム装着車］
【消費税抜価格：本体 ¥ 28,000＋ ¥6,600】
［全車］
【消費税抜価格：本体 ¥ 2,500】

¥38,060

¥2,750

MZ607759（ホワイトパール）／ MZ607760（スターリングシルバーメタリック）
MZ607761（ブラックマイカ）／ MZ607762（チタニウムグレーメタリック）
MZ607763（ライトニングブルーマイカ）／ MZ607764（レッドダイヤモンド）
MZ607765（サンシャインオレンジメタリック）

MZ626031（本革ブラック）

¥2,860【消費税抜価格：本体 ¥ 2,600】
MZ626051（カーボン柄レッドメタリック）
MZ626052（カーボン柄ガンメタ）
MZ626053（カーボン柄ホワイトパール）

◎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。
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マークは参考取付工賃［消費税抜］です。

Illumination

輝きにこだわり、さらなる個性を手に入れる。

5 LED バルブ（マップ＆ルームランプ交換の場合）
標準装備のマップ＆ルームランプのバルブを、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。
6 LED バルブ（ルームランプ＜リヤ＞交換の場合）
※■
と同一部品番号です。

¥12,012【消費税抜価格：本体 ¥ 4,800

2 個＋ ¥1,320】［全車］

MZ590889（1 個入り） 2 個

6 LED バルブ（ルームランプ＜リヤ＞交換の場合）
標準装備のルームランプ＜リヤ＞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。
5 LED バルブ（マップ＆ルームランプ交換の場合）と同一部品番号です。
※■

¥6,732【消費税抜価格：本体 ¥ 4,800＋

¥1,320】［全車］

MZ590889（1 個入り）

7 LED バルブ（ラゲッジルームランプ交換の場合）
標準装備のラゲッジルームランプのバルブを、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。

¥4,972【消費税抜価格：本体 ¥ 3,200＋

¥1,320】［全車］

MZ590890（1 個入り）

※画像はイメージです。

LED バルブ（ライセンスプレートランプ交換の場合）

標準バルブ

8 LED バルブ（ライセンスプレートランプ交換の場合）
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。

¥9,724【消費税抜価格：本体 ¥ 6,200＋

¥2,640】［全車］

MZ590888（2 個入り）
※画像はイメージです。

1 フロアイルミネーション

2 ドアコーテシイルミネーション

ドア開閉と連動して、運転席／助手席の足元をブルー LED 光で照らします。乗降をサポートする
と同時に、ブラックインテリアの中で幻想的な雰囲気を生み出します。

¥18,260【消費税抜価格：本体 ¥ 10,000＋

¥6,600】［全車］

ドアを開けるとブルー LED が点灯。後続車にいち早く注意を促して、夜間の安全性を高めます。
暗い駐車場などでは足元をやさしく照らして乗降をサポートします。フロントドア左右セット。
3
※■フロントドアスピーカーイルミネーションとの同時装着はできません。

¥41,052【消費税抜価格：本体 ¥ 29,400＋

MZ590771

¥7,920】［全車］

MZ590797

MZ580131

フロント標準バルブ

MZ580130

リヤ標準バルブ

9 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）
3 フロントドアスピーカーイルミネーション
ポジションランプに連動して、ドアトリム内のスピーカーをブルー LED 光で照らし、スピーカーの
存在感を高めます。
2
※■ドアコーテシイルミネーション、
P23グレードアップスピーカーとの同時装着はできません。

¥21,912【消費税抜価格：本体 ¥ 12,000＋
14

¥7,920】［全車］

4 LED アッシュカップ
周囲にディンプル加工を施した高級感のある移動式灰皿。ふたを開けるとブルー LED が点灯。
夜間でも使いやすく、車内のムードも高めます。LEDは電池や外部電力が不要のソーラー充電式。

¥5,280【消費税抜価格：本体 ¥ 4,800】［全車］
MZ520635

ターンシグナルランプバルブ（橙色）から、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、すっきりとしたイメージに
仕立てます。1セット 2 個入り。
※点滅時は橙色で、法規適合しています。

¥5,412【消費税抜価格：本体 ¥ 3,600＋
¥6,864【消費税抜価格：本体 ¥ 3,600＋

¥ 1,320】［全車］MZ580131（フロント用 2 個入り）
¥2,640】［全車］MZ580130（リヤ用 2 個入り）

MZ590826

15
◎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。

Others

RESCUE PACKAGE

カーライフを楽しむための定番アイテム。

¥880

12 レスキューパッケージ
1

お得

◀専用ケース

14
13
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

1 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。
2 エッセンシャルアロマオイ
※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■
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。

¥4,950【消費税抜価格：本体 ¥4,500】［全車］
MZ611106

¥3,300【消費税抜価格：本体 ¥3,000】［全車］
■アットアロマ社
で作られるこれらアロマオイルは、自然の植物から抽出した
はアットアロマ社の登録商標です。
100％天然エッセンシャルアロマオイルです。

1

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）

¥3,300【消費税抜価格：本体 ¥3,000】［全車］

¥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］

MZ611103

3 交換用オイルパッド
4

Hi 時 LED 点灯

※画像は装着イメージです。

MZ600223

4 アレル除去フィルター（脱臭機能付）

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。

¥2,530【消費税抜価格：本体 ¥2,300】［全車］

¥6,600【消費税抜価格：本体 ¥6,000】［全車］

MZ612507

MZ610020

＜ISO FIX 対応チャイルドシート＞
16

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

¥6,402【消費税抜価格：本体 ¥4,500＋

¥72,600

¥ 1,320】［全車］

MZ600195

ほ乳びんやオムツなどが収納でき、オシャレなトートバッグとして持ち運べます。

¥10,780【消費税抜価格：本体 ¥ 9,800】［全車］
MZ521818

6 キックガード

17 チャイルドシート
（DUO PLUS）

¥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。

5 ベビー用シートバックポケット

6

5

「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。

14 レスキューマンⅢ

除塵、脱臭機能の他、アレル物質（ダニの死骸やフン、花粉など）とウイルスの抑制機能
を付加した高性能エアコンフィルター。
※標準装備のクリーンエアフィルターと交換装着になります。
※1 年または12,000km 毎の
定期交換を推奨します。
特殊な薬剤を車外の空気を取り入れる側（上流側）のフィルター表面に添着することで、アレル物質と
ウイルスを吸着させて抑制。時間とともにアレル物質とウイルス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。

15 消棒 RESCUE®

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］

アレル除去フィルター（脱臭機能付）

コンパクトタイプ。収納ケース付。

アロマディフュー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。

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）

※画像は装着イメージです。

14 レスキューマンⅢ
■

13 三角停止表示板

2 エッセンシャルアロマオイル

Lo 時 LED 点灯

13 三角停止表示板
■

品

名

体 重

参考身長

参考年齢

装着向き

装着場所
助手席 リヤシート左右 リヤシート中央

ベビーシート
（BABY SAFE i-SIZE ）

〇

13kg 未満 40〜83cm 新生児〜15ヶ月 後向き

16 ＋ベビーシート専用ベース

（BABY SAFE i-SIZE FLEX BASE）
チャイルドシート
17
（DUO PLUS ）

ISO FIX 取付

9kg〜18kg

シートベルト取付

70cm
〜100cm

9ヵ月〜4 歳

前向き

※ 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。

〇

〇
〇

〇（注1）

お子様の靴による前席背面の汚れを防止。2 枚セット。色はダークグレー。

¥5,940【消費税抜価格：本体 ¥ 5,400】［全車］

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。

＜シートベルト固定タイプチャイルドシート＞

MZ521882

7

8

7 緊急保安セット（デラックス）

18 ベビーシート（BABY SAFE i-SIZE）

19 ジュニアシート（KID Ⅱ）

¥39,600

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。

¥41,800

【消費税抜価格：本体 ¥36,000 】
［全車］

¥16,500【消費税抜価格：本体 ¥ 15,000】［全車］

MZ525301

MZ612608

【消費税抜価格：本体 ¥38,000 】
［全車］

新安全基準
「R129」
に対応

●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）

MZ525298

（注1 ）
リヤシート左右と、リヤシート中央に同時装着できません。
（注2）
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。

8 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。

9

10

¥5,500【消費税抜価格：本体 ¥5,000】［全車］

品

名

18 ベビーシート
（BABY SAFE

MZ612607
19 ジュニアシート
（KID Ⅱ ）

9 ホイールロックナット

MZ556520

体 重
i-SIZE ）

参考身長

参考年齢

装着向き

装着場所
助手席 リヤシート左右 リヤシート中央

13kg 未満 40〜83cm 新生児〜15ヶ月 後向き
95cm
15kg〜36kg
〜150cm

3 歳〜12 歳

前向き

〇
〇（注2）

〇（注1）

〇

独自の花形キーパターンにより、ホイールの盗難を抑止します。信頼性の高いマック
ガード製。4 個セット。

¥8,052【消費税抜価格：本体 ¥ 6,000＋
MZ556525

※画像は装着イメージです。

11 スノーブレード

¥5,995【消費税抜価格：本体 ¥ 5,450】［全車］MZ603868（運転席側用：600mm）
¥5,500【消費税抜価格：本体 ¥ 5,000】［全車］MZ603860（助手席側用：500mm）
¥3,630【消費税抜価格：本体 ¥ 3,300】［全車］MZ568254（リヤ用：260mm）

¥1,320】［全車］
MZ556520（アルミホイール装着車用：フランジナット）
MZ556525（スチールホイール装着車用：貫通タイプ）

10 簡易装着チェーン
1 セット 2 個入り。ラダー型。

¥29,700【消費税抜価格：本体 ¥27,000】［全車］
MZ841312LP（16 インチ用）
MZ841313LP（18 インチ用）

17

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。

ナビゲーション

オーディオレス車用メニュー

ナビも映像も、ダイナミックに表示する画期的なワイド画面。
さらに多彩なメディアにも対応した、先進機能搭載のスーパーワイドナビ。

※画像はイメージです。

スーパーワイド 2DIN-7.7 型メモリーナビゲーション
システム合計価格

POINT

POINT

2

「スーパーワイド」シネマ画面

ドライブをもっと快適にする
さまざまな新機能

POINT

3

三菱自動車純正ならではの
オリジナル仕様。

声で操作できる音声認識機能「Intelligent VOICE」
をはじめ、
「Wi-Fi スマホリンク」による AndroidTM
動画再生※など、充実の先進機能を搭載しています。

地図が
広い！

※Wi-Fi スマホリンクに対応した AndroidTM スマートフォンのみに
なります。

レベルの高い品質基準をクリアした安心のナビゲー
ションです。さらに『つく2 保証Ⅰ』対象で、新車ご購
入時に『つく2 保証Ⅰ』に加入されると、ナビゲーショ
ン本体に付帯する 3 年 6 万キロ保証を新車ご購入か
ら 5 年間まで、走行距離無制限に延長できます。

キーオンで、スリーダイヤ
のオリジナル画面が表示
されます。

従来の 7 型モデル
※画像はイメージです。

※従来の 7 型モデルと比較

◆主要機能

16GB

ワイドFM
対応

音楽 CD
録音

◆別売オプション

7.7 型
UWVGA

19 年度版
地図データ

無料地図
更新

＊3

＊4

CD

ハンズフリー
通話

Bluetooth
DVD

車種専用
EQ 設定

NaviCon®
対応

Wi-Fi
Android
動画再生

VICSWIDE

フルセグ

Bluetooth

SDカード

音楽再生

再生

4 4

USB
AM/FM

USB
メモリー
再生
＊5

接続
ケーブル

ビデオ入出力
コード
（RCA）

ナビ
リモコン

P20

リヤビュー
カメラ

運転支援
機能付
リヤビュー
カメラ

ETC2.0
/ETC

P22

連動

オリジナル
オープニング
画面

18

P18-20
P20
P21

リヤビューカメラ／運転支援機能付リヤビューカメラ

ETC/ETC2.0
オーディオ

P22
P22
P23

スピーカー
ナビゲーションロック

操作ボタンを画面下の情報
表示バー内に配置し、地図画面
の煩雑さを解消しました。

従来の 7 型モデル
※従来の 7 型モデルと比較

上下に黒帯が表示される

天地までいっぱいに表示

●文字もくっきり高精細画面

映像も
天地まで
表示

解像度がアップし、
文字や細部
までクリアに表示します。

7.7 型 20：9 シネマ画面

●明るく見やすいディスプレイ
映像を美しく表現する高精細UWVGAディスプレイ。さらに、
LED ならではのくっきりとした明るさで表示します。

（＊1）ナビゲーションとスマートフォンはBluetooth®で接続できます。対応するスマー
トフォン端末機種につきましては、クラリオンホームページ（http://www.clarion.
com/jp/ja/genuine/mitsubishi/info/index.html）掲載の製品紹介ページ
を参照ください。ご利用には別途スマートフォンの使用料がかかります。
（＊2）
音声検索アプリ「Intelligent VOICE」は、ご利用開始から 3 カ月間無料でご利用
頂けます。無料期間終了後は、一部機能を除き継続してご利用頂けます。詳しく
はクラリオンホームページ（https://www.clarion.com/jp/ja/productspersonal/service/intelligentVoice/index.html）を参照ください。
（＊3）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。
（＊4）無料地図更新バージョンアップは 2020 年 / 2021 年 /2022 年度版を提供します。
提供サービスはクラリオン
（株）
が運営・実施致します。サービスのご利用には、
クラリオンホームページへアクセスしていただく必要があります。利用開始時期に
より更新可能な回数は異なります。更新の有効期間は2023 年 3月末までとなり
ます。
ご自宅のパソコンで、
インターネット経由で地図データをダウンロードする
方式となります。別途インターネット使用料がかかります。
（＊5）別売の USB 接続ケーブル（MZ609800）が必要です。
（＊6）SDHC カード
（8GB）
を同梱しており、最大 2,000 曲（1 曲 4 分換算）
を録音する
ことができます。

＊6

ナビゲーション
専用拡張機器
同時購入 推奨製品

●すっきりとした地図画面

7 型 16：9 画面

メールを受信しました。
表示しますか？

メモリー
ナビ

2 画面表示時、左側地図は
約 5.3 インチと大きく表示します。

地図が
広い！

（＊1）
（＊2）

スーパーワイドな画面で、地図やダイナミックな
映像もコーナーまで余すことなくフル画面で表示
します。
約 20mm 広い

約 5.3 インチ

7 型ナビと比較
約 20mm 広い

¥175,648

【消費税抜価格：本体 ¥ 140,000＋専用取付キット ¥ 4,800＋ナビゲーションロック ¥3,000＋ ¥ 11,880】
MZ609844（本体）／ MZ598389（専用取付キット）／ MZ598350（ナビゲーションロック）
※ナビゲーションロックの詳細は P23 を参照ください。

1

●2 画面でも地図が大きい

地図も広域、映画も全面表示！
「スーパーワイド」シネマ画面

P23
P23

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。

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。

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。
）
※フィルムタイプ TV アンテナはフロントウインドウガラスに装着します。
地域や地形の
※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、
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。
＜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。

＜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。
※DIATONE®は三菱電機株式会社、NaviCon®は株式会社デンソー、Wi-Fi は Wi-Fi Alliance、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.、GoogleTM、AndroidTM、
Google EarthTM はGoogle Inc.、VICS WIDE、VICS は（財）道路交通情報通信システムセンター、Intelligent
VOICE、Smart Access、Intelligent TUNE、Sound Restorer はクラリオン株式会社、みちびきは、準天頂衛星
システムサービス株式会社、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。 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。 ※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。
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マークは参考取付工賃［消費税抜］です。

ナビゲーション

オーディオレス車用メニュー

ナビゲーション・同時購入 推奨製品

オーディオレス車用メニュー

さまざまな機能を声で操作できる、教えてくれる「Intelligent VOICE」

1

「目的地検索」はもちろん、
「電話発信」や「メッセージ（SMS）送信※1」
、
「音楽再生※2」なども声で操作できる
GoogleTM の音声認識技術を活用し、
Clarion の「Intelligent VOICE」なら、より便利で快適なドライブを楽しむことができます。
＊
「Intelligent VOICE」は、スマートフォンと連携することでご利用いただける機能です。
※ 1：Android スマートフォンのみ対応しています。
※2：スマートフォン内の音楽、SDミュージックキャッチャーで録音した音楽の検索・再生ができます。

ETCの機能に加え、高速道路情報とナビゲーションが瞬時に連携できます。
渋滞回避支援

「ETC2.0」
では、従来の「ETC」の機能に加え、
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。

●
「Intelligent VOICE」アプリの魅力を皆様に体験していただくために、
全機能を無料でお使いいただける期間（3ヵ月）
を設定しております。
※無料期間終了後は、定額料金にて全機能をご利用いただけます。
12:30

■■■■■■■■

■■■■■■■■

■音声でこんな機能が操作できます。

クラリオン・スーパーワイドナビゲーション（MZ609844）＋ ETC2.0を装着すると

■■■■■■■■

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。
※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。

ETC2.0 車載器（ナビゲーション接続用）

●iPhone X s/iPhone X R/ iPhone X / iPhone 8 Plus/ iPhone 8 / iPhone 7 Plus / iPhone 7 / iPhone SE

目的地検索

メール※1

電 話

ショートメッセージ※1

/ iPhone 6s Plus/iPhone 6s / iPhone 6 Plus / iPhone 6 / iPhone 5s / iPhone 5c / iPhone 5 / iPhone 4s
/ iPhone 4（iOS 6 以上）/Android（OS4.0 以上）
●Bluetooth® 接続＋Wi-Fi 接続、iPhone 付属 USB ケーブル接続

音 楽※2

■ワンタッチで「Intelligent VOICE」が起動！
目的地を探す
ご用件は何でしょう？

220,902

ナビゲーション＋ETC2.0 車載器の組合せで ¥

電話をかける

飯店が見つかりました
お探しのところだと嬉しいです

ラーメン屋さん

電話をかける

そこに行く

45 254

【消費税抜価格：本体 ¥ 29,000＋接続ケーブル ¥4,500＋電源変換ハーネス ¥1,700＋ ¥5,940】
¥ ,
MZ609737（本体）／ MZ609739（接続ケーブル）／ MZ609522（電源変換ハーネス） ※ETC2.0 車載器の詳細は P22を参照ください。

システム合計価格

どなたに電話をかけますか？

（消費税込、取付工賃込）

田中さん
田中
携帯へ
電話を発信します

飯店を目的地に設定します

2

クラリオン・スーパーワイドナビゲーション（MZ609844）＋運転支援機能付リヤビューカメラを装着すると

もしもの時のヒヤリ！
！を事前にお知らせし、安心・安全の運転をサポートします。

地図更新＜ご購入から最長 3 年間最大 3 回まで無料＞
Clarion ホームページの「三菱純正用品専用

2019 年

アフターサポートサイト (https://www.

2020 年

2021 年

2022 年

2023 年

2020 年 2 月に

ご購入の場合

clarion.com/jp/ja/genuine/mitsubishi/
info/index.html)」にアクセス。市販の SD
カードを利用し、PC で簡単に更新することが

2020 年 12 月に

ご利用例

ご購入の場合

※画像はイメージです。

無料更新有効期限
2023 年 3 月末まで

できます。

4月

4月

4月

SD カード条件：
16GB 以上 32GB まで

※画像はイメージです。

運転支援機能付リヤビューカメラ
システム合計価格

地図更新スケジュール
※地図更新は年 1 回のみとなります。

※画像はイメージです。

¥92,510【消費税抜価格：本体 ¥ 58,000＋カメラ接続ケーブル ¥3,000＋

¥23,100】MZ609797（本体）／ MZ607376（カメラ接続ケーブル）

※運転支援機能付リヤビューカメラの詳細は P22 を参照ください。

全データ更新

運転支援機能付リヤビューカメラとは、従来の後方確認機能に安全機能を追加した、新しいリヤビューカメラです。

●無料更新有効期限は 2023 年 3 月末までとなります。
●無料更新期間中（ご購入より 3 年が経過していない期間中）におきましても、2023 年 3 月末以降の更新は有料となります。
●配信スケジュールは変更となる場合がございます。
●地図更新データダウンロードは、日時、時間によってはサーバーへのアクセスが集中し、ダウンロードに時間を要する場合があります。
●インターネット接続環境をお持ちでないお客様は WEBでの地図更新をご利用いただけません。

◆後退時接近物お知らせ機能

◆後方死角車両お知らせ機能

リアルタイム情報で運転をサポートする「VICS ワイド」対応
VICS ワイドサービスに対応することで、詳細な渋滞情報や交通規制、
緊急情報などの情報が表示されるようになり、より高精度の渋滞回避

VICS ワイド
新サービスに対応

●詳細な渋滞情報
●緊急情報、気象、災害情報など

を実現します。

ビーコンユニットがなくても、
渋滞回避ルートの再探索を行う
「DRGS（ダイナミックルートガイダンス）
」

情報
受信前

ビーコン情報受信前の
推奨ルート

情報
受信後

再検索された新しい
推奨ルート

渋滞回避ルートを
自動表示！

ナビゲーション＋運転支援機能付リヤビューカメラの組合せで

¥268,158

（消費税込、取付工賃込）

3 全部を装着すると、便利で安心。

専用拡張機器

ナビゲーション＋ETC2.0車載器＋運転支援機能付リヤビューカメラの

クラリオン・スーパーワイド 2DIN-7.7 型メモリーナビゲーション・拡張機器
品

USB 接続ケーブル

20

約 30km/h 以上で前進走行しているときに、
隣接する車線の後方に他の車両がいることを検知して、
左右の警報ランプとブザー音でお知らせします。
※画像はイメージです。

★検知矢印とブザー音でお知らせ
駐車場などから後退で出庫するときに
（車速 5km/h
以下）
、車両後方の左右から接近する移動物を検知し
お知らせします。
※画像はイメージです。

ビデオ入出力コード（RCA）
ナビリモコン

名

部品番号

本体価格（消費税抜） 参考取付工賃（消費税抜）

システム合計価格（消費税込）

注 記

¥3,000

¥1,320

¥4,752

※1

MZ608468

¥3,000

¥1,320

¥4,752

※2

MZ608173

¥6,000

ー

¥6,600

MZ609800

組合せで

¥313,412

※ 1：USB デバイスと接続するためのケーブルです。
※2：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。なお、ご使用にあたっては、ご利用の機器に適した接続ケーブル（別売 / 市販品）が必要になります。

（消費税込、取付工賃込）
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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。

リヤビューカメラ／運転支援機能付リヤビューカメラ

オーディオ
オーディオ

リヤビューカメラ

（注 1 ）1DINオーディオを装着する場合、別途 補用部品（1 年保証）扱いの 1DIN アクセサリーボックス（MB877180）および スクリュ（MB409437 4 本）が必要となります。
（注 2）iPod と USB デバイスの同時接続はできません。
（注 3）WAV 対応は USB 機器のみとなります。＜USB デバイス使用時のご注意＞＜iPod 対応機種のご注意＞※詳しくは P19 下記を参照ください。

リバースポジションに連動して車体後方の状況をモニターに映し出します！

＜JVC ケンウッド＞1DIN-CD/USB チューナーアンプ（注 1）

リヤビューカメラ

¥22,814

システム合計価格
【消費税抜価格：本体￥17,400＋電源変換ハーネス ¥ 700＋

適用機種：クラリオン・スーパーワイドナビゲーション（MZ609844）
システム合計価格

¥32,890

【消費税抜価格：本体 ¥ 20,000＋
MZ609805（本体）

¥9,900】

（注2）
運転支援機能付リヤビューカメラ（注1）

50W 4

EQ

CD
CD-R
CD-RW

CD
TEXT

AM/FM

※画像はイメージです。

適用機種：クラリオン・スーパーワイドナビゲーション（MZ609844）
システム合計価格
※画像はイメージです。

◀後退時接近物
お知らせ機能（注3）
駐車場などから後退で出庫する
ときに
（車速 5km/h 以下）
、
車両後方の左右から接近する
移動物を検知しお知らせします。

◀後方死角車両
お知らせ機能（注3）

USB
スロット

フロント
外部入力

注2

iPod
対応
別売 注 2

¥2,200

システム合計価格
【消費税抜価格：本体￥2,000】MZ607431

¥23,100】

運転支援機能付リヤビューカメラとは、従来の後方確認機能に安全機能を追加した、新しいリヤビューカメラです。

MP3
WMA
WAV
注3

iPod 接続用ケーブル

¥92,510

【消費税抜価格：本体 ¥ 58,000＋カメラ接続ケーブル ¥3,000＋
MZ609797（本体）／ MZ607376（カメラ接続ケーブル）

¥2,640】

MZ594842（本体）
MZ608724（電源変換ハーネス）

スピーカー
グレードアップスピーカー

約 30km/h 以上で前進走行
しているときに、隣接する
車線の後方に他の車両がいる
ことを検知して、左右の警報
ランプとブザー音でお知らせ
します。

さらに上質な音響空間を演出する、グレードアップスピーカー。
＜クラリオン＞16cm スピーカー（2 個セット）

＜三菱電機＞16cm スピーカー（2 個セット）

※画像はイメージです。

16cm3WAY / 35W 入力
ウーファ一部：TM-MIPP コーン
ツィータ一部：0.8cm ピエゾドーム
ミッドレンジ部：3cm アルミ蒸着
PEI バランスドライブ
（2 個セット）

安全機能作動時にブザー音または警報ランプで警告します。
画像のインジケーターは助手席側にも設置されます。

（注 1 ）本製品はドライバーに注意喚起を促すサポートシステムです。
（注2）車両装備の e-Assist 機能とは異なります。
（注3）車両メーカーオプションの BSW/RCTA の類似機能となります。当該メーカーオプションを選択している車両には適用できません。
※ リヤビューカメラは、夜間や雨天時は見えにくくなる場合があります。
※ リヤビューカメラは、あくまでも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。

¥ 17,490

システム合計価格
【消費税抜価格：本体￥8,800＋スピーカーマウント ¥3,800＋

さらなる音を求めて。

DIATONE®SOUND SPEAKER
●NCV 振動板が奏でる超高帯域ナチュラルトーンが魅力。
16cmコアキシャルスピーカー（2 個セット）。
（注）ツィーター（MZ598373）との同時装着はできません。
またメーカーオプションの 6 スピーカー装着車の場合、
車両装備のツィーターから音が出力されなくなります。

¥40,810

システム合計価格
【消費税抜価格：本体￥30,000＋スピーカーマウント ¥3,800＋

¥3,300】

MZ594808（本体）／ MZ594774（スピーカーマウント）

ETC/ETC2.0

¥3,300】

MZ609660（本体）／ MZ594774（スピーカーマウント）

＜JVC ケンウッド＞16cm スピーカー（2 個セット）

ETC/ETC2.0 車載器（注）

16cm2WAY / 30W 入力
ウーファ一部：カーボンファイバー配合 PPコーン
ツィータ一部：2.5cmPEI バランスドーム
（2 個セット）

ナビゲーション／スマートフォン連携ナビゲーションと接続する場合

ETC 車載器

適用機種
クラリオン
スーパーワイドナビゲーション
（MZ609844）

¥26,114

システム合計価格
【消費税抜価格：本体￥12,800
＋接続ケーブル ¥5,000＋ ¥5,940】

MZ609725（本体）
MZ609726（接続ケーブル）

ETC2.0 車載器

¥45,254

システム合計価格
【消費税抜価格：本体￥29,000
＋接続ケーブル ¥4,500
＋電源変換ハーネス ¥ 1,700
＋ ¥5,940】

MZ609737（本体）
MZ609739（接続ケーブル）
MZ609522（電源変換ハーネス）
スマートフォン連携ナビゲーション
（メーカーオプション）

¥28,094

システム合計価格
【消費税抜価格：本体￥12,900
＋接続ケーブル ¥5,000
＋電源変換ハーネス ¥ 1,700
＋ ¥5,940】

MZ608785（本体）
MZ608801（接続ケーブル）
MZ609522（電源変換ハーネス）

¥45,254

システム合計価格
【消費税抜価格：本体￥29,000
＋接続ケーブル ¥4,500
＋電源変換ハーネス ¥ 1,700
＋ ¥5,940】

¥ 16,610

システム合計価格
【消費税抜価格：本体￥8,000＋スピーカーマウント ¥3,800＋

※メーカーオプションのプレミアムサウンドシステム装着車はサウンドチューニングを施しているため、
グレードアップスピーカーの交換装着は推奨いたしません。
※標準スピーカーと交換装着になります。
※フロント＆リヤに 4スピーカーを装着する場合、グレードアップスピーカーおよびスピーカーマウント
が 2セット必要になります。
3
※P14■フロントドアスピーカーイルミネーションとの同時装着はできません。

¥3,300】

MZ595737（本体）／ MZ594774（スピーカーマウント）

ツィーター
ツィーター［オーディオレス車］

¥ 12,958

システム合計価格
【消費税抜価格：本体￥8,000＋取付キット ¥ 1,800＋

¥ 1,980】

MZ598373（本体）／ MZ598366（取付キット）
※6 スピーカー装着車のツィーターと同等品です。
との同時装着
※三菱電機製グレードアップスピーカー（MZ609660）

MZ609659（本体）
MZ609666（接続ケーブル）
MZ609522（電源変換ハーネス）

はできません。

ナビゲーションと接続しない場合

¥22,484

システム合計価格
【消費税抜価格：本体￥12,800
＋電源変換ハーネス ¥ 1,700＋ ¥5,940】
音声案内タイプ

MZ609725（本体）
MZ609522（電源変換ハーネス）

ナビゲーションロック
ナビゲーションロックで盗難抑止！
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。

¥4,752

（注）車載器の取付位置はグローブボックス内となります。
※ETC2.0 車載器と ETC 車載器の同時装着はできません。
※ETC2.0 車載器、ETC 車載器のご利用には手続き（セットアップ［有料］
）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。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。

システム合計価格
【消費税抜価格：本体￥3,000＋

¥ 1,320】

MZ598350
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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。

