








◎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。

◎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。

◎本カタログのグレーの表示価格は2022年10月現在のもので、本体価格（メーカー希望小売価格）＋参考取付工賃＋消費税（10％）が含まれております。
　なお、取付工賃レート［6,600円（消費税込価格：7,260円）／時間］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。

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。

2022.05～

オープン時間：9:30～12:30、13:30～17:00

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。

www.mitsubishi-motors.co.jp

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。

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（https://www.mitsubishi-motors.co. jp/privacy）にて記載しております。

三菱自動車お客様相談センター　　0120-324-860

〒108-8410 東京都港区芝浦3丁目1番21号

YS3060A-2210/90

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。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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走る歓びをさらに追求した
スポーティなエクステリアアイテム

Navigation and Others

Utilities
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ドライバーの高揚感を高める
インテリアアイテム
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ライフスタイルに合わせた
充実のユーティリティアイテム

13 - 18

ドライブレコーダー連携で運転を
サポートするナビゲーションアイテム
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カーライフをサポートする
定番アイテム
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お客さまのニーズを満たす
セレクト商品
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デザインと機能性を追求したこだわりのアイテム
MITSUBISHI MOTORS COLLECTION

アクセサリーで、より快適なカーライフを。

機能性や耐久性はもとより、デザイン性や質感にもこだわった三菱自動車のアクセサリー。
そのひとつひとつに、クルマを知り尽くした純正品ならではの高いクオリティが息づいています。

眺める・触れる・走る。所有するオーナーの欲求を満たすMIRAGE。

胸が高鳴るクルマの個性はそのままに、ライフスタイルに合わせてお気に入りの一台を作りあげてみませんか。

Photo：MIRAGE G　ボディカラー：ホワイトダイヤモンド
装着用品：フロントアンダーグリルガーニッシュ、フロントエアダム、サイドエアダム、リヤエアダム、LEDフォグランプ
※画像はイメージです。◎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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パッケージ+

Normal ExteriorNormal Exterior

Aero Style Coordination
スポーティエアロパッケージでよりスタイリッシュに、エクステリアアクセントパッケージでより上質さを演出。
Aero Style Coordination
スポーティエアロパッケージでよりスタイリッシュに、エクステリアアクセントパッケージでより上質さを演出。

  スポーティエアロパッケージ
4点セット：01フロントアンダーグリルガーニッシュ＋ 02フロントエアダム＋ 03サイドエアダム

＋ 04リヤエアダム

単品合計価格¥162,624（消費税込、取付工賃込）のところ

¥133,584  ▲  ¥29,040お得
（消費税抜価格：本体¥105,600＋参考取付工賃¥15,840）※1

［全車］MZ576930（ホワイトダイヤモンド）／MZ576931（サンドイエローメタリック）
MZ576932（セルリアンブルーマイカ）／MZ576933（レッドメタリック）
MZ576934（ワインレッドパール）／MZ576935（クールシルバーメタリック）
MZ576936（チタニウムグレーメタリック）／MZ576937（ブラックマイカ）

Photo：MIRAGE G　ボディカラー：ホワイトダイヤモンド

  スポーティエアロパッケージ
4点セット：01フロントアンダーグリルガーニッシュ＋ 02フロントエアダム＋ 03サイドエアダム

＋ 04リヤエアダム

単品合計価格¥162,624（消費税込、取付工賃込）のところ

¥133,584  ▲  ¥29,040お得
（消費税抜価格：本体¥105,600＋参考取付工賃¥15,840）※1

［全車］MZ576930（ホワイトダイヤモンド）／MZ576931（サンドイエローメタリック）
MZ576932（セルリアンブルーマイカ）／MZ576933（レッドメタリック）
MZ576934（ワインレッドパール）／MZ576935（クールシルバーメタリック）
MZ576936（チタニウムグレーメタリック）／MZ576937（ブラックマイカ）

  エクステリアアクセントパッケージ
3点セット：05ヘッドライトガーニッシュ＋ 06リヤコンビランプガーニッシュ＋ 07メッキミラーカバー

単品合計価格¥39,996（消費税込、取付工賃込）のところ

¥32,956  ▲  ¥7,040お得
（消費税抜価格：本体¥26,000＋参考取付工賃¥3,960）

［全車］MZ576938

※1：マッドガード（フロント左右セット／リヤ左右セット）（P.06 10 ）との同時装着はできません。

  エクステリアアクセントパッケージ
3点セット：05ヘッドライトガーニッシュ＋ 06リヤコンビランプガーニッシュ＋ 07メッキミラーカバー

単品合計価格¥39,996（消費税込、取付工賃込）のところ

¥32,956  ▲  ¥7,040お得
（消費税抜価格：本体¥26,000＋参考取付工賃¥3,960）

［全車］MZ576938

Photo：MIRAGE G　ボディカラー：ホワイトダイヤモンド
装着用品：フロントアンダーグリルガーニッシュ、フロントエアダム、サイドエアダム、リヤエアダム、ヘッドライトガーニッシュ、リヤコンビランプガーニッシュ、メッキミラーカバー、リヤバンパーガード
※画像はイメージです。◎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。

Photo：MIRAGE G　ボディカラー：ホワイトダイヤモンド

※1：マッドガード（フロント左右セット／リヤ左右セット）（P.06 10 ）との同時装着はできません。
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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。※グレーの価格は参考取付工賃を含む消費税（10％）込価格です。

  フロントエアダム
¥34,056（消費税抜価格：本体¥27,000＋参考取付工賃¥3,960）

スポーティで引き締まったフロントビューを演出。樹脂製、左右セット。

［全車］部品番号については、右表をご参照ください。

02

  サイドエアダム
¥53,856（消費税抜価格：本体¥45,000＋参考取付工賃¥3,960）

カーボン調シボをあしらったマテリアルブラックとレッドメタリックのピンストライプが、
サイドビューをスポーティに演出。樹脂製、左右セット。※3

［全車］部品番号については、右表をご参照ください。

04

  リヤエアダム
¥35,156（消費税抜価格：本体¥28,000＋参考取付工賃¥3,960）

カーボン調シボをあしらったマテリアルブラックとレッドメタリックのピンストライプが、
リヤビューにアクセントをプラス。樹脂製、左右セット。※2

［全車］部品番号については、右表をご参照ください。

03

  フロントアンダーグリルガーニッシュ
¥39,556（消費税抜価格：本体¥32,000＋参考取付工賃¥3,960）

カーボン調シボをあしらったマテリアルブラックとレッドメタリックのピンストライプが、
ダイナミックなフロントビューを演出。樹脂製。※1

［フロントエアダム装着車］MZ576786

01   ヘッドライトガーニッシュ
¥12,452（消費税抜価格：本体¥10,000＋参考取付工賃¥1,320）

ヘッドライトをシャープに引き締め強調します。メッキ仕上げ。樹脂製、左右セット。
ヘッドライト端部外側に貼付け。

［全車］MZ576822

05

  リヤコンビランプガーニッシュ
¥12,452（消費税抜価格：本体¥10,000＋参考取付工賃¥1,320）

テールランプを引き締めます。メッキ仕上げ。樹脂製、左右セット。
テールランプ端部外側に貼付け。

［全車］MZ576823

06

  メッキミラーカバー
¥15,092（消費税抜価格：本体¥12,400＋参考取付工賃¥1,320）

メッキ仕上げ。樹脂製、左右セット。貼付けタイプ。

［全車］MZ576663

08

  リヤバンパーガード
¥15,752（消費税抜価格：本体¥13,000＋参考取付工賃¥1,320）

荷物出し入れ時、リヤバンパーを保護します。ステンレス製。MITSUBISHI MOTORSロゴ入り。

［全車］MZ576821

12  テールゲートガーニッシュ
¥6,842（消費税抜価格：本体¥4,900＋参考取付工賃¥1,320）

メッキ仕上げ。樹脂製。テールゲート下部に貼付け。

［全車］MZ574248

09

  サイドモール
¥14,344（消費税抜価格：本体¥10,400＋参考取付工賃¥2,640）

ボディカラー対応。フロント／リヤ左右4点セット。※4

［全車］部品番号については、下表をご参照ください。

07

  マッドガード
■フロント左右セット

¥11,506（消費税抜価格：本体¥6,500＋参考取付工賃¥3,960）

［全車］MZ576818

■リヤ左右セット

¥11,506（消費税抜価格：本体¥6,500＋参考取付工賃¥3,960）

［全車］MZ576819

走行中の泥はねや飛び石からボディを守ります。マテリアルブラック。樹脂製。※5、※6、※7

10

02フロントエアダム 03リヤエアダム 04サイドエアダム 07サイドモール
塗装色

ホワイトダイヤモンド
ブラックマイカ
クールシルバーメタリック
チタニウムグレーメタリック
セルリアンブルーマイカ
レッドメタリック
サンドイエローメタリック MZ576794 MZ576804

MZ576788

MZ576789

MZ576790

MZ576791

MZ576792

MZ576793

MZ576798

MZ576799

MZ576800

MZ576801

MZ576802

MZ576803

MZ576808

MZ576809

MZ576810

MZ576811

MZ576812

MZ576813

MZ576814

MZ576878

MZ538330

MZ538332

MZ538343

MZ538328

MZ538329

MZ576879

ワインレッドパール MZ576795 MZ576805MZ576815 MZ576668

部品番号

  コーナーポール（手動伸縮式）
■LEDヘッドライト用

¥18,590（消費税抜価格：本体¥10,300＋参考取付工賃¥6,600）

［BLACK Edition／G］MZ587441

■ハロゲンヘッドライト用

¥16,280（消費税抜価格：本体¥8,200＋参考取付工賃¥6,600）

［M］MZ587440

手動でポールを伸縮できます。※9

13

  ドアエッジモール
¥10,010（消費税抜価格：本体¥5,800＋参考取付工賃¥3,300）

フロント／リヤ左右4点セット。ステンレス製。※8

［全車］MZ536144

11

※1：必ず 02フロントエアダムとセットで取り付けてください。※2：10マッドガード（リヤ左右セット）との同時装着はできません。※3：標準装備のサイドエアダムと交換装着となります。また、10マッドガード（フロント左右セット）との同
時装着はできません。※4： 11ドアエッジモールとの同時装着はできません。※5：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。※6：10マッドガード（フロント左右セット）は 04サイドエアダム、スポーティエアロパッ
ケージ（P.04）との同時装着はできません。※7：10マッドガード（リヤ左右セット）は、03リヤエアダム、スポーティエアロパッケージ（P.04）との同時装着はできません。※8：07サイドモールとの同時装着はできません。※9：洗車機やボ
ディカバー（P.19  07 ）を使用する時には、13コーナーポールを収納してください。

伸長時 収納時

1110

フロント

リヤ
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※1：フロアイルミネーションのホワイト光を選択することはできません。※2：標準装備のシフトノブと交換装着となります。

カーボン調 レッドメタリック ピアノブラック

消灯時点灯時

  インテリアアクセントパッケージ
2点セット：02メーターフードガーニッシュ＋ 03インテリアアクセントパネル

単品合計価格¥15,884（消費税込、取付工賃込）のところ

¥12,584  ▲  ¥3,300お得
（消費税抜価格：本体¥8,800＋参考取付工賃¥2,640）

［全車］MZ527608

02 03

  インテリアイルミネーションパッケージ
3点セット：05コンソールイルミネーション＋ 06スピーカーリングイルミネーション（ドアポケットイルミネーション付）

＋ 07フロアイルミネーション（ブルー）

単品合計価格¥67,518（消費税込、取付工賃込）のところ

¥55,858  ▲  ¥11,660お得
（消費税抜価格：本体¥29,000＋参考取付工賃¥21,780）

［全車］MZ607685※1

  インテリアガーニッシュ
¥20,878
（消費税抜価格：本体¥17,000＋参考取付工賃¥1,980）

センターコンソール、エアコン吹き出し口に装着するガーニッシュ。樹脂製、貼付けタイプ。

［全車］MZ528453（カーボン調）／MZ528447（レッドメタリック）
MZ528440（ピアノブラック）

01

  メーターフードガーニッシュ
¥6,952
（消費税抜価格：本体¥5,000＋参考取付工賃¥1,320）

光沢のある質感の高いメッキガーニッシュ。さりげないオシャレが楽しめます。
樹脂製、貼付けタイプ。

［全車］MZ527558

02

  インテリアアクセントパネル
¥8,932
（消費税抜価格：本体¥6,800＋参考取付工賃¥1,320）

インパネをシャープに引き立てるメッキガーニッシュ。高級感とスポーティさを同時に
高めます。樹脂製、貼付けタイプ。

［全車］MZ527559

03

  スピーカーリングイルミネーション（ドアポケットイルミネーション付）
¥41,316
（消費税抜価格：本体¥27,000＋参考取付工賃¥10,560）

ポジションランプ点灯に連動して、メッキのスピーカーリング部にブルーLEDの光が透過します。
さらにブルーLEDがドアポケット内部も照らして高級感を漂わせます。点灯時／消灯時共に
存在感のある商品です。

［全車］MZ590874

06

  コンソールイルミネーション
¥10,362
（消費税抜価格：本体¥4,800＋参考取付工賃¥4,620）

ポジションランプ点灯に連動して、センターコンソールをブルーLEDの光が照らします。

［全車］MZ590838

05

  シフトノブ
¥10,472
（消費税抜価格：本体¥8,200＋参考取付工賃¥1,320）

アルミ削り出しとブラックレザーの組み合わせ。スポーティな球形タイプ。※2

［全車］MZ525507

04

  フロアイルミネーション
¥15,840
（消費税抜価格：本体¥7,800＋参考取付工賃¥6,600）

ドア開閉と連動して、運転席／助手席の足元をブルーLEDまたはホワイトLEDの光が照らし、
乗降をサポートします。

［全車］MZ590828（ブルー）／MZ590829（ホワイト）

07

※写真は装着イメージです。

※写真は装着イメージです。

※写真は装着
イメージです。 ※写真は装着イメージです。

装着用品：インテリアガーニッシュ（カーボン調）、メーターフードガーニッシュ、インテリアアクセントパネル、シフトノブ
※画像はイメージです。◎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。※グレーの価格は参考取付工賃を含む消費税（10％）込価格です。  

05

07

06



09 - 10

快適な室内空間を創りだすインテリアアイテム

Interior
ライフスタイルに合わせた充実のユーティリティアイテム

Utilities
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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。◎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。※グレーの価格は参考取付工賃を含む消費税（10％）込価格です。

※1：フロア固定式のため、シートと連動してスライドはしません。※2：シートポジションのスライド位置によっては、アームレストとして使用しにくい場合があります。
＜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、04  05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。04  05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。

リヤ

※写真は装着イメージです。

※写真は装着イメージです。

※写真は装着イメージです。テールゲート閉時テールゲート開時アームレストコンソール閉時 アームレストコンソール開時

フロント

  ハーフカバー
¥12,012
（消費税抜価格：本体¥9,600＋参考取付工賃¥1,320）

華やかなレース生地。フロント／リヤセット。

［全車］MZ508017

01

  アームレストコンソール
¥29,040
（消費税抜価格：本体¥19,800＋参考取付工賃¥6,600）

小物などが収納できるボックス付き。リッドを後方に反転させれば後席用カップホルダー
（耐荷重：1kg）になります。※1、※2

［全車］MZ522091

02

  スカッフプレート
¥11,110（消費税抜価格：本体¥6,800＋参考取付工賃¥3,300）

サイドシル部を乗降時のキズつきから保護します。
プレミアム感の高いステンレス製プレート。貼付タイプ。フロント／リヤ左右4点セット。
MIRAGEロゴ入り。

［全車］MZ527504

03

  トノカバー
¥10,780（消費税抜価格：本体¥9,800）

荷室内を外部の視線から保護して、荷物のプライバシーを守ります。
背高ものを積む時には取り外し可能。

［全車］MZ521714

07

  ワンタッチサンシェード
¥13,200（消費税抜価格：本体¥12,000）

駐車時の直射日光を防ぎ、室温の上昇を抑えます。コンパクトに収納可能。
フロントガラス／フロントドアガラス用。収納ケース付き。MIRAGEロゴ入り。

［全車］MZ518089

08

  ラゲッジトレイ
¥7,480（消費税抜価格：本体¥6,800）

周囲の縁が高く、濡れものや鉢植えなどの積み込みに便利です。
MITSUBISHI MOTORSロゴ入り。

［全車］MZ528443

09

  フロアマット（スタンダード）
¥16,632（消費税抜価格：本体¥13,800＋参考取付工賃¥1,320）

シンプルなスタンダードタイプ。ブラック色。MITSUBISHI MOTORSタグ付き。
運転席、助手席、リヤ左右（除くセンターマット）の4点セット。

［全車］MZ511963

05

  ルームミラーカバー
¥13,772（消費税抜価格：本体¥11,200＋参考取付工賃¥1,320）

さりげない高級感が生まれます。メッキ仕上げ。貼付けタイプ。

［全車］MZ527343

06

  フロアマット（プレミアム）
¥21,032
（消費税抜価格：本体¥17,800＋参考取付工賃¥1,320）

高密度カーペットにパープルのワンポイントアクセントをあしらった消臭機能付きカーペット。
運転席用マットは丈夫な専用設計のヒールパッドとアルミ素材のMIRAGEロゴ入り。
運転席、助手席、リヤ左右＋センターマットの5点セット。

［全車］MZ511907

04

はキーロック付き。
※3：フットカバー部のロゴは、＜MITSUBISHI MOTORS＞です。※4：ボディカバー（P.19  07 ）を使用する時には、キャリア類は取り外してください。※5：スキー、スノーボードの積載数は目安です。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。※6：13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、フレームの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。
＜キャリア類の注意事項＞　   11 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。　   11 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。　  キャリアに荷物を載せることにより、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、11 ベースキャリアの価格は含まれません。※ルーフ
アンテナの角度によっては、11 ベースキャリアやアタッチメントなどと接触する場合がありますので、ご注意ください。

  ベースキャリア
¥39,028（消費税抜価格：本体¥28,400＋ルーフプロテクションフィルム¥1,800＋
参考取付工賃¥5,280）

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。キーロック付き。
MITSUBISHI MOTORSロゴ入り。
最大積載重量：34.5kg（各種アタッチメントの製品重量を含む）。※3、※4

［全車］MZ532012（本体）
MZ532013（ルーフプロテクションフィルム）

11

  スキー＆スノーボードアタッチメント
¥32,252（消費税抜価格：本体¥28,000＋参考取付工賃¥1,320）

スキー4セットまたはスノーボード2台積み。キーロック付き。製品重量：3.8kg。※5

［ベースキャリア装着車］MZ533099

12

  サイクルキャリアアタッチメント
¥32,252（消費税抜価格：本体¥28,000＋参考取付工賃¥1,320）

自転車1台を正立で積めます。キーロック付き。製品重量：4.2kg。※6

［ベースキャリア装着車］MZ533098

13

  車載用防災キット（1年2万km保証）

¥10,560（消費税抜価格：本体¥9,600）

乗車中の災害時や渋滞など「もしも」の時に備えておくと安心な防災キットです。1人用。
オリジナルデザイン専用収納ボックス。
サイズ：縦128×横260×高さ160（mm）。重量：1.3kg。
キット内容：7年保存水×1、7年保存クッキー×1、使い捨てトイレ（小便用）×1、使い捨てトイレ（大小
便兼用）×1、3WAYポンチョ×1、タオル&グローブ×1、非常用給水バッグ3L×1、常備用カイロ×1、
防塵マスク（3M社製）×1、緊急用ホイッスル×1、伝言カード・ペン（ダーマトグラフ）×1。

［全車］MZ612611
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Utilities

遠距離

中距離

短距離

フロントコーナー リヤコーナー リヤセンター

センサー感知範囲（単位：m） センサー感知範囲（単位：m）

0.45-0.60

0.35-0.45

0-0.35

0.45-0.60

0.35-0.45

0-0.35

0.60-1.50

0.45-0.60

0-0.45

6センサー

室内アラーム音

はやい断続音

連続音

リヤコーナー リヤセンター

ゆっくりとした断続音0.45-0.60

0.35-0.45

0-0.35

4センサー

0.60-1.50

0.45-0.60

0-0.45

  6センサー
（フロント、リヤ）

4センサー
（リヤ）

ボディコーティング

施工イメージ

・新車時の輝きを維持し、防汚効果により日々の洗車が楽になります。
・5年間の光沢保証*

*販売会社で年に1度の定期点検実施が必要
ウルトラグラスコーティング NE’X
ガラス系の深い艶が特徴のボディコーティング

ツイングラスコート
2層のガラス被膜により強固にボディを保護

※ファブリック/コンビネーション/本革シートに対応

インテリアコーティング

汚れ 皮脂 水分

汚れ皮脂水分汚れ皮脂水分 レザー

・シートを汚れから守ります。
・効果目安は新車時施工から約3年です。
・シートにこぼれた水分を拭き取りやすくなります。
・衣服からシートへの色移りを軽減します。

ファブリック

イメージ 被膜

04

0503

01

02

06

07

08

もっと楽しく、より安全にドライブするためのユーティリティアイテム

  LEDフォグランプ
¥47,960（消費税抜価格：本体¥37,000＋参考取付工賃¥6,600）

ホワイト光の直進性が強く、よりクリアな視界を生み出します。標準装備のフォグランプと
交換装着。左右セット。

［BLACK Edition／G］MZ581800

01

  LEDバックアップランプバルブ（1年2万km保証）

¥17,952（消費税抜価格：本体¥15,000＋参考取付工賃¥1,320）

バックアップランプバルブをより明るく鮮やかなLEDバルブへ交換。

［全車］MZ580156（2個入り）

05

  電池式セーフティーイルミネーション
¥10,802（消費税抜価格：本体¥8,500＋参考取付工賃¥1,320）

ドアを開けるとブルーLEDが点灯。後続車やオートバイなどに注意喚起し、事故予防に役立ち
ます。運転席側または助手席側のドアサイド部に貼付。2個セット。コイン型電池を内蔵。※13

［全車］MZ590975（2個入り）

08

  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）（1年2万km保証）

¥5,412（消費税抜価格：本体¥3,600＋参考取付工賃¥1,320）

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、すっきりしたイメージに仕立てます。※2、※3

［全車］MZ580131（2個入り）

04

◎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。※グレーの価格は参考取付工賃を含む消費税（10％）込価格です。

  LEDバルブ（ルームランプ交換の場合）（1年2万km保証）

¥6,732（消費税抜価格：本体¥4,800＋参考取付工賃¥1,320）

ルームランプのバルブをより明るく鮮やかなLEDバルブに交換。車両の電気制御に
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。

［全車］MZ590889（1個入り）

02

  LEDバルブ（ライセンスプレートランプ／ポジションランプ交換の場合）
        （1年2万km保証）

¥8,272（消費税抜価格：本体¥6,200＋参考取付工賃¥1,320）

ライセンスプレートランプ／ポジションランプのバルブをより明るく鮮やかなLEDバルブに交換。
車両の電気制御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。※1

［全車］MZ590888（ライセンスプレートランプ交換の場合）（2個入り）
［M］MZ590888（ポジションランプ交換の場合）（2個入り）

03

■リヤのみ（4センサー）

¥36,410（消費税抜価格：本体¥26,500＋参考取付工賃¥6,600）

駐車時などでバンパーと障害物との距離を感知して、室内アラーム音で注意を促します。
リバース（シフト）連動。※9、※12

［全車］部品番号については、左下表をご参照ください。

  パーキングセンサー
■フロント＋リヤ（6センサー）

¥62,612
（消費税抜価格：本体¥27,800＋スイッチキット¥14,600＋参考取付工賃¥14,520）

駐車時などでバンパーと障害物との距離を感知して、スイッチのインジケーターと
室内アラーム音で注意を促します。スイッチで任意にON/OFF可能。取り付けにはスイッチキット
（MZ607758）が必要です。  ※9、※10、※11、※12

［全車］部品番号については、下表をご参照ください。

07

  KOS対応リモコンエンジンスターター
¥42,130（消費税抜価格：本体¥35,000＋参考取付工賃¥3,300）

離れた場所からエンジンの始動、停止ができるリモコンエンジンスタート機能に加えて、
車両標準装備のキーレスオペレーションシステム（KOS）もこの携帯機で操作できます。
ふたつの携帯機がひとつになっているから、身軽にお出かけができます。携帯機へのアンサー
バック機能に加えてアイドル時間（10分／30分）の切り換えもできます。
携帯機サイズ：長さ81.5×幅30.0×厚さ13.6（mm）。※4、※5、※6、※7、※8

［全車］MZ604806

06

※1：LEDヘッドライト付車のポジションバルブと交換装着はできません。※2：点滅時は橙色で、法規適合しています。※3：車両1台（フロントとリヤ）分には合計2セット（4個）必要です。※4：含むキーリング重量：38g。※5：本品によるエンジン
始動中に、ドアまたはボンネットを開けた場合にはエンジンは停止します。※6：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。また、万ーに備え、車両のエマージェンシーキー（金属キー）を必ず携行してください。
※7：キーレスオペレーション用ホルダー（P.19  06 ）は使用できません。※8：爪を伸ばしている方によっては、ボタンを押しにくい場合があります。※9：リヤ4センサーはリバース（シフト）に連動してオンとなります。※10：フロント2センサー
は約20km/h以上で自動的にオフになり、約10km/h以下で自動的にオンとなります。※11：6センサーは、一時的にアラーム音が停止できるオフスイッチ付き（フロントセンサー、リヤセンサー共通）。※12：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。※13：前後左右のドア4箇所に装着する場合は、もう1セット必要になります。
＜KOS対応リモコンエンジンスターターの注意事項＞　  リモコンエンジンスターター使用時には周囲の安全を十分に確認してください。　  リモコンエンジンスターターは一般の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。　  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。詳しくは販売会社にお問い合わせください。　  ボディカバー（P.19  07 ）装着時は、リモコンエンジンスターターの使用を含め、エンジンを始動しないでください。
＜パーキングセンサーの注意事項＞　   07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。07パーキングセンサーだけに頼らず、周囲を十分に確認し、安全運転を行ってください。

※加入条件等についての詳細は販売会社にお問い合わせください。

三菱自動車では、お客様により安全で快適なカーライフを楽しんでいただくため、独自の「三菱自動車ハーティプラスプログラム」を
お求めやすい価格でご用意しています。ぜひ、新車ご購入後のメンテナンスも三菱自動車のプロにおまかせください。

ハーティプラスメンテナンス
三菱自動車のクルマを知り尽くしたプロによる定期点検のお買い得なパック。
半年ごとにしっかりメンテナンスするので、安心・快適にご愛車にお乗りいただけます。

ハーティプラスつく2保証
メーカー保証終了後、万が一の故障の時も無料で修理ができる延長保証
プランです。車を長く大切にお乗りいただけます。

メンテナンスも三菱自動車のお店へ！

フロント＋リヤ リヤのみ
塗装色

MZ607756 MZ607747

MZ607750

MZ607751

MZ607752

MZ607753

MZ607754

MZ607755

MZ607741

MZ607742

MZ607743

MZ607744

MZ607745

MZ607746

MZ607757 MZ607748

ホワイトダイヤモンド
ブラックマイカ
クールシルバーメタリック
チタニウムグレーメタリック
セルリアンブルーマイカ
レッドメタリック
サンドイエローメタリック
ワインレッドパール
スイッチキット MZ607758 -

部品番号

装着前装着前

標準ハロゲンフォグランプ（装着前）

装着後

装着後

装着前（フロント）装着後（フロント）

装着前（リヤ）装着後（リヤ）

※写真は装着イメージです。 ※写真は装着イメージです。

LEDフォグランプ（装着後）

装着前

装着後

※写真は装着
イメージです。

センサーON/OFFスイッチ部リヤフロント



13 - 14

Navigation and Others

N
a

v
ig

a
ti

o
n

 a
n

d
 O

th
e

rs

ドライブレコーダー連携で運転をサポートするナビゲーションアイテム

●オリジナル7型（ハイスペック）ナビゲーション

●オリジナル7型（ハイスペック）ナビゲーション

●ドライブレコーダー
（オリジナル7型（ハイスペック）
ナビゲーション接続用）

●ドライブレコーダー
（オリジナル7型（ハイスペック）
ナビゲーション接続用）

● ETC2.0車載器
（オリジナル7型（ハイスペック）
ナビゲーション接続用）

オリジナル7型（ハイスペック）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。

7点セット：①オリジナル7型（ハイスペック）ナビゲーション
②ドライブレコーダー／③ドライブレコーダー取付キット
④ETC2.0車載器／⑤ETC取付ブラケット
⑥USB接続ケーブル／⑦ナビゲーションロック

単品合計価格¥289,366（消費税込、取付工賃込）のところ

¥267,366  ▲  ¥22,000お得
（消費税抜価格：パッケージ本体¥210,500＋専用取付キット¥5,500＋参考取付工賃¥27,060）

［全車］MZ609922（パッケージ本体）／ MZ598409（専用取付キット）

    ナビドラ＋ETC2.0パッケージ（オリジナル7型（ハイスペック）ナビゲーション）01

    ナビドラパッケージ（オリジナル7型（ハイスペック）ナビゲーション）02

オリジナル7型（ハイスペック）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。

5点セット：①オリジナル7型（ハイスペック）ナビゲーション
②ドライブレコーダー／③ドライブレコーダー取付キット
④USB接続ケーブル／⑤ナビゲーションロック

単品合計価格¥250,162（消費税込、取付工賃込）のところ

¥239,162  ▲  ¥11,000お得
（消費税抜価格：パッケージ本体¥190,800＋専用取付キット¥5,500＋参考取付工賃¥21,120）

［全車］MZ609923（パッケージ本体）／MZ598409（専用取付キット）

※ナビドラ＋ETC2.0パッケージ、ナビドラパッケージの詳細は販売スタッフへご確認ください。※画像はイメージです。
◎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。※グレーの価格は参考取付工賃を含む消費税（10％）込価格です。

《注意事項》 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。）

※ナビゲーションのTVアンテナは、フィルムタイプTVアンテナを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。

＜Bluetooth®使用時のご注意＞ご利用にはBluetooth®対応の機器が必要です。Bluetooth®対応機器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/iPhone対応機種のご注意＞iPod/iPhone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、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.、Android™はGoogle LLC、VICS WIDE、VICSは
（一財）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、SDXC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。

※画像はイメージです。
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Navigation and Others
多彩なメディアに対応し、ドライブレコーダーにも連動するハイスペックナビゲーション

フルセグ4×4 AM/FM

ワイドFM対応

DVD

CD
Bluetooth®

音楽再生

ステアリングスイッチ
（オーディオ）対応

（注1）
SDカード再生

USBメモリー
再生＊3

音楽CD録音＊4

AV機能

別売オプション

ビデオ入力
コード（RCA）（注3） USB接続ケーブル

ドライブレコーダー
連動（注2）、（注3）

リヤビューカメラ ETC2.0連動（注4）

オリジナル
オープニング画面

メモリーナビ
16GB

7型WVGA

オリジナル7型（ハイスペック）ナビゲーション・基本機能

無料地図
更新＊2

VICS-WIDE

NaviCon®対応 Bluetooth®

ハンズフリー通話

22年度版
地図データ＊1

03 0402

05

01

※画像はイメージです。◎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。※グレーの価格は参考取付工賃を含む消費税（10％）込価格です。

  オリジナル7型（ハイスペック）ナビゲーション
システム合計価格¥205,018
（消費税抜価格：本体¥166,000＋専用取付キット¥5,500＋ナビゲーションロック¥3,000＋
参考取付工賃¥11,880）

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。
ドライブレコーダー、ETC2.0連携機能。7型液晶パネルを採用。

［全車］MZ609928（本体）／MZ598409（専用取付キット）
MZ598350（ナビゲーションロック）

01 ナビ画面でドライブレコーダー操作
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。（注2）

録画した場所がすぐに分かる
ナビゲーション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。（注2）

オリジナルオープニング画面
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。

ステアリングスイッチ
（オーディオ）連動
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1）

［BLACK Edition／G］

  ETC2.0車載器（オリジナル7型（ハイスペック）ナビゲーション接続用）

システム合計価格¥39,204
（消費税抜価格：本体¥29,000＋ETC取付ブラケット¥700＋参考取付工賃¥5,940）

［オリジナル7型（ハイスペック）ナビゲーション装着車］
MZ608823（本体）／MZ609537（ETC取付ブラケット）（注4）、※10、※11、※12

03

■USB接続ケーブル
¥5,412（消費税抜価格：本体¥3,600＋参考取付工賃¥1,320）

［オリジナル7型（ハイスペック）ナビゲーション装着車］MZ609822※4

■ビデオ入力コード（RCA）

¥7,612（消費税抜価格：本体¥5,600＋参考取付工賃¥1,320）

［オリジナル7型（ハイスペック）ナビゲーション装着車］MZ609542（注3）、※5

  リヤビューカメラ
システム合計価格¥40,238
（消費税抜価格：本体¥25,000＋リヤビューカメラカバー¥3,000＋参考取付工賃¥8,580）

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画面で確認できます。
※1、※2、※3

［オリジナル7型（ハイスペック）ナビゲーション装着車］
MZ609688（本体）
MZ609689他（リヤビューカメラカバー＊）
（＊リヤビューカメラカバーは車体色に合わせて、各色ご用意しております。）
MZ609689（セルリアンブルーマイカ）／MZ609690（レッドメタリック）
MZ609691（ブラックマイカ）／MZ609692（クールシルバーメタリック）
MZ609869（ホワイトダイヤモンド）／MZ609694（チタニウムグレーメタリック）
MZ609870（サンドイエローメタリック）／MZ609696（ワインレッドパール）

02

  ドライブレコーダー（オリジナル7型（ハイスペック）ナビゲーション接続用）

システム合計価格¥39,732（消費税込、取付工賃込）
［オリジナル7型（ハイスペック）ナビゲーション装着車］
MZ607732（本体）／MZ607735（ドライブレコーダー取付キット）（注3）
詳細についてはP.18      をご参照ください。

05

※写真は装着イメージです。

※画像はイメージです。

ナビ画面で操作が可能

■地図更新お得クーポン
地図更新クーポン（MZ609933）価格¥33,000（消費税込）のところ

¥12,650（消費税抜価格：本体¥11,500）

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。
※6、※7、※8、※9

［オリジナル7型（ハイスペック）ナビゲーション装着車］MZ609932

（注1）ステアリングスイッチ（オーディオ）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2）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。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3）ビデオ入力コード（RCA）（MZ609542）とナビゲーション連動ドライブレコーダー（MZ607732）は同時装着はできません。（注4）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。＊1：地図
データは概ね、2021年のデータを収録しています。詳しくは、取扱説明書をご参照ください。＊2：無料地図更新バージョンアップは、2022冬、2023夏・冬、2024夏・冬、2025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：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。

※1：02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。※2：02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。※3：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します。※4：USBデバイスと接続するためのケーブルです。※5：RCA端子を有し
たビデオ機器やポータブルオーディオなどの接続が可能になります。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。※6：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。※7：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、左記日付にかかわらず、2030年12月31日でサポートを終了いたします。※8：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。
なお、「地図更新お得クーポン」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。※9：参考取付工賃は販売会社にお問い合わせください。※10：03 ETC2.0車載器と 04 ETC車載器の同時装着はできません。※11：03
ETC2.0車載器と 04 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。※12：本製品は新セキュリティ規
格に対応しています。※13：電源変換ハーネス［1］（MZ609522）は1個で複数の商品を接続できます。その他商品で当該ハーネスを使用している場合は、注文不要です。

  ETC車載器（音声案内タイプ）
システム合計価格¥25,564（消費税抜価格：本体¥13,000＋ETC取付ブラケット¥700＋
電源変換ハーネス［1］¥1,700＋電源変換ハーネス［2］¥1,900＋参考取付工賃¥5,940）

［全車］MZ608822（本体）／MZ609537（ETC取付ブラケット）
MZ609522（電源変換ハーネス［1］）／MZ598423（電源変換ハーネス［2］）
（注4）、※10、※11、※12、※13

04

06
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AM/FM CD

ステアリングスイッチ
（オーディオ）対応

（注1）

別売オプション

USB接続ケーブル
＊2＊3

AM/FM＋CDプレーヤー・基本機能

外部入力
（フロントAUX）

車空間別音響
チューニング＊1

カメラ※4

400万画素
1／2.7インチ
CMOS

イメージセンサー

画角 記録媒体※5 常時記録 イベント記録

水平117°
×

垂直63°

microSDカード
8GB

（microSDカード／
SDカード
変換アダプター同梱）

[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

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

リヤスピーカー（増設用）

フロントドアスピーカー（標準装備）

01

02 03

04 05

06

ドライブを快適にするオーディオ機器とETC車載器、ドライブレコーダー

Navigation and Others

AUX入力にて外部機器の音声出力
フロントAUX端子に、お手持ちのポータブル
オーディオ等を接続することで音声出力ができます。

ステアリングスイッチ
（オーディオ）連動
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1）

［BLACK Edition／G］

  AM/FMラジオ＋CDプレーヤー（ユニークパネルデザイン）
システム合計価格¥31,130
（消費税抜価格：本体¥22,000＋オーディオ取付キット¥3,000＋参考取付工賃¥3,300）

［全車］MZ594841（本体）／MZ598352（オーディオ取付キット）（注1）、＊1，＊2、＊3

01

■USB接続ケーブル
¥5,302（消費税抜価格：本体¥3,500＋参考取付工賃¥1,320）

［AM/FMラジオ＋CDプレーヤー装着車］MZ608207＊2、＊3

※画像はイメージです。◎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。※グレーの価格は参考取付工賃を含む消費税（10％）込価格です。

（注1）ステアリングスイッチ（オーディオ）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2）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。（注4）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。＊1：音響のプロがミラージュの車内空間にあわせてイコライザー調整を実施しています。お乗りいただいた瞬間から、ミラージュに合った快適
なサウンドを楽しめます。ただし、任意での調整はできません。＊2：別売のUSB接続ケーブル（MZ608207）を使用することで、USBデバイス（別売/市販品）に登録されている音楽データ（MP3）を再生することができます。また、P.14記載
の＜USBデバイス使用時のご注意＞をご参照ください。＊3：別売のUSB接続ケーブル（MZ608207）とiPodに同梱されるUSBケーブルを使用することで、iPodの音楽データを再生することができます。また、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。
※1：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。※2：本製品は新セキュリティ規格に対応していま
す。※3：電源変換ハーネス［1］（MZ609522）は、1個で複数の商品を接続できます。その他商品で当該ハーネスを使用している場合は、注文不要です。※4：有効画素数300万画素。※5：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。※6：microSD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。※7：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。※8：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。※9：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。※10：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。※11：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。※12：機器により再生できない場合があります。また機器によりカードリーダーが必要な場合があり
ます。※13：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。※14：補用部品（1年保証）扱いとなります。※15：標準装備のフロ
ントスピーカーと同等品です。※16：標準装備スピーカーと交換装着になります。※17：フロント＆リヤに4スピーカーを装着する場合、DIATONE SOUNDスピーカーまたは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。※18：オリジナル7型（ハイスペック）ナビゲーションと接続可能。※19：オリジナル7型（ハイスペック）ナビゲーションと連動し、ナビゲーション画面でドライブレコーダーの操作・設定・再生、撮影映像の表示が可能です。
※20：ビデオ入力コード（RCA）（MZ609542）との同時装着はできません。

  ［三菱電機］16cm DIATONE SOUNDスピーカー（1セット2個入り）

システム合計価格¥40,810
（消費税抜価格：本体¥30,000＋スピーカーマウント¥3,800＋参考取付工賃¥3,300）

NCV振動板が奏でる超広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。

［全車］MZ609660（本体）／MZ594774（スピーカーマウント）※16、※17

02

■増設用リヤスピーカー
システム合計価格¥17,710（消費税抜価格：本体¥6,400×2＋参考取付工賃¥3,300）

［全車］8720A151（本体）×2※14、※15

  ナビゲーションロック（マックガード製）
¥4,752（消費税抜価格：本体¥3,000＋参考取付工賃¥1,320）

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。

［全車］MZ598350

04

※イラストはイメージです。

■ドライブレコーダー（スタンドアローンタイプ）
システム合計価格¥41,382
（消費税抜価格：本体¥26,000＋電源変換ハーネス［1］¥1,700＋
電源変換ハーネス［2］¥2,000＋参考取付工賃¥7,920）

走行時から駐車時まで録画が可能な高画質モデル。
（注3）、※3、※4、※5、※6、※7、※8、※9、※10、※11、※12、※13

［除くオリジナル7型（ハイスペック）ナビゲーション装着車］
MZ607731（本体）／MZ609522（電源変換ハーネス［1］）
MZ598412（電源変換ハーネス［2］）

  ETC車載器（音声案内タイプ）
システム合計価格¥25,564（消費税抜価格：本体¥13,000＋ETC取付ブラケット¥700＋
電源変換ハーネス［1］¥1,700＋電源変換ハーネス［2］¥1,900＋参考取付工賃¥5,940）

［全車］MZ608822（本体）／MZ609537（ETC取付ブラケット）
MZ609522（電源変換ハーネス［1］）／MZ598423（電源変換ハーネス［2］）
（注2）、※1、※2、※3

05

  ドライブレコーダー（オリジナル7型(ハイスペック)ナビゲーション接続用）

システム合計価格¥39,732
（消費税抜価格：本体¥26,000＋ドライブレコーダー取付キット¥2,200＋
参考取付工賃¥7,920）

走行時から駐車時まで充実の録画機能と、すぐに映像が確認できる便利なナビ連動ドライブ
レコーダー。（注4）、※4、※5、※6、※7、※8、※9、※10、※11、※12、※13、※18、※19、※20

［オリジナル7型（ハイスペック）ナビゲーション装着車］
MZ607732（本体）／MZ607735（ドライブレコーダー取付キット）

06

400万画素
CMOS※4

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※5

Gセンサー
搭載

ドライブレコーダー・基本機能

GPS内蔵
（スタンドアローン
タイプのみ）

  ［クラリオン］16cm グレードアップスピーカー（1セット2個入り）

システム合計価格¥17,490
（消費税抜価格：本体¥8,800＋スピーカーマウント¥3,800＋参考取付工賃¥3,300）

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。

［全車］MZ594808（本体）／MZ594774（スピーカーマウント）※16、※17

03
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Other Item
いざという時や家族の安全を考えた定番アイテム

Basic Item
カーライフをサポートする定番アイテム
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水圧や事故等で
ドアが開かない！

ウインドウが動かない！
車両での
初期消火に！

事故等で
シートベルトが
外れない！

◀専用ケース

09 1110

12 13

14

02

03 04 05

06 07 08

01

◎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。※グレーの価格は参考取付工賃を含む消費税（10％）込価格です。

  ナンバープレートフレーム
■メッキ

¥3,300（消費税抜価格：本体¥3,000）

樹脂製。フロント/リヤ兼用。
MITSUBISHI MOTORSロゴ入り。
※1、※2、※3

［全車］MZ572546（1枚）

02

■チタン調

¥4,180（消費税抜価格：本体¥3,800）

樹脂製。フロント/リヤ兼用。
MITSUBISHI MOTORSロゴ入り。
※1、※2、※3

［全車］MZ572547（1枚）

  キーレスオペレーション用ホルダー
■本革ブラック※4

¥2,750
（消費税抜価格：本体¥2,500）

［全車］MZ626031

■カーボン柄※4

¥2,860（消費税抜価格：本体¥2,600）

［全車］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）

06

  ナンバープレートロックボルト（ロゴステッカー付）
¥5,500（消費税抜価格：本体¥5,000）

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。
MITSUBISHI MOTORSロゴ入りステッカー付き。
［全車］MZ572551

03

※画像に映っている撮影用のキーレスオぺレーションキー本体は商品に含まれておりません。

  フロアマット（プレミアム）
¥21,032（消費税抜価格：本体¥17,800＋参考取付工賃¥1,320）

［全車］MZ511907

詳細についてはP.09      をご参照ください。

04

メッキ チタン調

本革ブラック カーボン柄レッドメタリック

カーボン柄ガンメタカーボン柄ホワイトパール

  ベーシックセット
3点セット：01盗難抑止ボルト付ナンバープレートフレーム（メッキ）パッケージ

＋ 04フロアマット（プレミアム）＋ 05 L型バイザー

単品合計価格¥46,332（消費税込、取付工賃込）※1、※2

  ボディカバー（1年2万Km保証）

¥27,500（消費税抜価格：本体¥25,000）

雨や風からボディの塗装を守ります。防炎加工。MITSUBISHI MOTORSロゴ入り。
シルバー色。※5

［全車］MZ541725

07

    盗難抑止ボルト付
　　 ナンバープレートフレーム（メッキ）パッケージ
3点セット：02ナンバープレートフレーム（メッキ）×2枚

＋ 03ナンバープレートロックボルト（ロゴステッカー付）

単品合計価格¥12,100（消費税込）のところ

¥10,890  ▲  ¥1,210お得（消費税抜価格：本体¥9,900）
［全車］MZ572555※1、※2

01

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
（ロゴステッカー付）

※1：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。※2：字光式ナ
ンバープレートには使用できません。※3：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。※4：KOS対応リモコンエンジンスターター（P.11  06 ）には使用できません。※5：三菱自動車純正のアク
セサリーを装着した場合でも使用できるサイズですが、キャリア類は取り外し、コーナーポール（P.06  13 ）はポー
ルを収納してください。※6：感じ方には個人差があります。※7：JIS R3106基準にて計測。＜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、04
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。04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。＜ボディカバーの注意事項＞　   07 ボディカバー
装着時は、リモコンエンジンスターターの使用を含め、エンジンを始動しないでください。  

  L型バイザー
¥14,410（消費税抜価格：本体¥9,800＋参考取付工賃¥3,300）

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

［全車］MZ562854

05

  UV&IRカットフィルム
¥20,988（消費税抜価格：本体¥10,500＋参考取付工賃¥8,580）

後席乗員の日射（赤外線：IR）によるジリジリ感※6や紫外線（UV）による日焼けを緩和すること
ができます。夏の室内温度上昇を抑え、エアコンの効きもよくなります。フィルム貼付位置は、
リヤドアガラス、テールゲートガラスになります。
UV（紫外線）カット率：約99％、IR（赤外線）カット率：クリア約74%、スモーク約52%。※7

［全車］MZ518885（クリア）／MZ518886（スモーク）

08

三角停止表示板
¥3,300（消費税抜価格：本体¥3,000）

取扱いが楽なコンパクトタイプ。収納ケース付き。

［全車］MZ611103

09

LEDアッシュカップ
¥5,280（消費税抜価格：本体¥4,800）

周囲にディンプル加工を施した移動式灰皿。
ふたを開けるとソーラー充電式のブルーLEDが点灯。

［全車］MZ520635

13

消棒RESCUE®

¥6,600（消費税抜価格：本体¥6,000）

「消す・切る・割る」の3つの機能を持った緊急ツール。※8、※9

［全車］MZ610020

12

自動車用保安セット（スタンダード）
¥5,500（消費税抜価格：本体¥5,000）

三角停止表示板、LED発電ライト、タイヤストッパー2個、蛍光安全ベスト、軍手の5点を専用
ケースに収納。

［全車］MZ612607

11

アロマディフューザーセット
¥3,300（消費税抜価格：本体¥3,000）

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の切替
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枚付き。※10、※11

［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）

14

レスキューマンⅢ
¥2,530（消費税抜価格：本体¥2,300）

緊急脱出用のシートベルト切断用カッターとガラス破砕ハンマー。※8

［全車］MZ612509

10

レスキューパッケージ
2点セット：09三角停止表示板＋ 10レスキューマンⅢ

単品合計価格¥5,830（消費税込）のところ

¥4,950  ▲  ¥880お得
（消費税抜価格：本体¥4,500）

［全車］MZ611107※8

※8：フロントガラスを割ることはできません。※9：消棒RESCUE®は株式会社ワイピーシステムの登録商標です。※10：セットにはアロマオイルが1本含まれています。※11：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。

Lo時 LED点灯 Hi時 LED点灯

04



日常のさまざまなシーンをサポートする、
機能的でオシャレな三菱自動車オフィシャルグッズ。

この他にも商品をご用意しております。
商品の詳細はMITSUBISHI MOTORS COLLECTIONのWebページをご覧ください。
https://www.mitsubishi-motors.co.jp/purchase/accessory/mmcollection/

※当該ページ（P.22）に掲載のMITSUBISHI MOTORS COLLECTIONは保証対象外になります。
※画像に映っている小道具は商品に含まれておりません。

MITSUBISHI MOTORS COLLECTIONMITSUBISHI MOTORS COLLECTION

Other Item
クルマに乗るみんなの安心と快適を求めた定番アイテム
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日常のさまざまなシーンをサポートする、
機能的でオシャレな三菱自動車オフィシャルグッズ。

この他にも商品をご用意しております。
商品の詳細はMITSUBISHI MOTORS COLLECTIONのWebページをご覧ください。
https://www.mitsubishi-motors.co.jp/purchase/accessory/mmcollection/

※当該ページ（P.22）に掲載のMITSUBISHI MOTORS COLLECTIONは保証対象外になります。
※画像に映っている小道具は商品に含まれておりません。

21 - 22

02 03 04

使用イメージ

i-Sizeチャイルドシート■ご使用の目安

身長76cmかつ月齢15ヶ月0歳 身長100cm以下または体重18kg以下のいずれかに該当

チャイルドシート

ジュニアシート

後ろ向きで使用
前向きで使用

後ろ向きで使用

身長100～150cm

参考年齢

使用条件

使用条件
0歳 生後9ヶ月頃 生後18ヶ月頃 3歳頃 4歳頃 12歳頃

体重～9kg 体重～13kg 体重～15kg 体重～18kg 体重～36kg

前向きで使用

i-S

チャ

ジュ

～15kg

車内に漂うウイルス・菌・匂いに素早く到達

0

CIO2/ppm（除菌消臭成分濃度）

0.2

0.4

0.6

5 10 15 20 25 30（分）（カーメイト社測定値）

※イメージ図

■除去構造 ■除去効果

●本測定結果は実使用環境下で同様の結果を保証するものではありません。
●本測定は、60Lの空間で、二酸化塩素の濃度を測定したものです。60Lの
空間で0.5ppmが車内（3m3）における0.01ppmに値すると想定しています。

※画像はすべてイメージ。成分の広がりや効果・持続性は使用環境により異なります。
※この商品には専用カートリッジが1つ含まれています（45日間＊での交換を推奨）。交換用には、別売の専用カートリッジをご使用ください。
※この製品を使用するにはUSB-A端子のある5V（2.1A以上）の電源が必要となります。［ソケット2連ダイレクト（CLPM0014）でも対応可能です。］
＊通常モードで1日あたり約30分の稼働を目安とした場合。

車内のウイルス対策に効果を発揮。車内の空気が気になる時に、スイッチひとつで安心・快適な車内空間を
提供します。ウイルス抑制、花粉除去、飲食/喫煙/ペットの匂いなどに効果があります。USB給電方式。

ドクターデオプレミアムサーキュレーションシステム

01

M Selectionは三菱自動車純正用品に加え、
お客さまの多様なニーズを満たすために三菱自動車がセレクトした商品です。

MSelectionM

※M Selectionで扱っている商品の保証は製造メーカーが規定している保証期間／保証規定に準じます。

03

01

02

※各商品の注意事項、車種適合ならびに製品保証については、
Webページをご参照願います。
◎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。
※グレーの価格は参考取付工賃を含む消費税（10％）込価格です。

※各商品の注意事項、車種適合ならびに製品保証については、
Webページをご参照願います。
◎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。
※グレーの価格は参考取付工賃を含む消費税（10％）込価格です。

ラベル

ジャッキ
品名

13 ジャッキ［全車］※4、※6

9280A140

部品番号
1

使用数
スチールホイール
品名

12 スチールホイール＆スペアタイヤ［全車］※4、※5、※6

4250A129

部品番号
1

警告ラベル MB892713 1

裏組み防止ラベル 7430A173 1

バルブ＆キャップ MB255657 1

使用数
取付ボルト
品名

4268A049

部品番号／サイズ
1

グロメット MU001282 1

工具収納袋 MB149157 1

使用数

スペアタイヤ T115/70D14 1

※1：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。※2：1年または10,000km毎の定期交換を推奨します。※3：標準ヘッドライトバルブに比べ寿命が短くなることがあります。※4：補用部品(1年保証)扱いとなります。
※5：スペアタイヤ交換作業は、ジャッキが必要となりますので、スペアタイヤとジャッキ両方のご購入を推奨します。※6：価格は営業スタッフまで、お問い合わせください。
＜チャイルドシートの注意事項＞●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）   取り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。（注1）ジュニアシートを装着する場合は、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。

ドクターデオプレミアム
サーキュレーションシステム専用カートリッジ
¥1,650（消費税抜価格：本体¥1,500）

［ドクターデオプレミアムサーキュレーションシステム専用］
CLPM0054

ドクターデオプレミアム
サーキュレーションシステム専用カートリッジ
¥1,650（消費税抜価格：本体¥1,500）

［ドクターデオプレミアムサーキュレーションシステム専用］
CLPM0054

ドクターデオプレミアム
サーキュレーションシステム
¥7,480（消費税抜価格：本体¥6,800）

［全車］CLPM0053

ドクターデオプレミアム
サーキュレーションシステム
¥7,480（消費税抜価格：本体¥6,800）

［全車］CLPM0053

01

ソケット 2連ダイレクト
¥1,870（消費税抜価格：本体¥1,700）

［全車］CLPM0014

ソケット 2連ダイレクト
¥1,870（消費税抜価格：本体¥1,700）

［全車］CLPM0014

02

ツインカップホルダー
¥3,300（消費税抜価格：本体¥3,000）

［全車］CLPM0016

ツインカップホルダー
¥3,300（消費税抜価格：本体¥3,000）

［全車］CLPM0016

03

サングラスクリップ
¥836（消費税抜価格：本体¥760）

［全車］CLPM0015

04

サングラスクリップ
¥836（消費税抜価格：本体¥760）

［全車］CLPM0015

この他にも商品をご用意しております。
詳しくは、M Selection のWebページをご覧ください。
https://www.mitsubishi-motors.co.jp/purchase/accessory/mselection/

後ろ向き前向き

商品名 価格 商品説明 型番 備考

01
i-Sizeチャイルドシート
（ISO FIX固定／ベース含む）

¥108,350
（消費税抜価格：本体¥98,500）

新安全基準、R129対応チャイルドシートです。
取り付け方法はISO FIX取り付けの為、
簡単に正確な取り付けをすることができます。ご使用の
目安は車両取扱説明書または上表をご参照ください。

［全車］MZ525308

02
チャイルドシート
（シートベルト固定）

¥51,700
（消費税抜価格：本体¥47,000）

ベビーからチャイルドまで長くお使いいただける、シートベ
ルト固定タイプのチャイルドシートです。ご使用の目安は車
両取扱説明書または上表をご参照ください。

［全車］MZ525309

03
ジュニアシート
（シートベルト固定）

¥42,350
（消費税抜価格：本体¥38,500）

シートベルト固定タイプのジュニアシートです。ご使用の目
安は車両取扱説明書または上表をご参照ください。 ［全車］MZ525310 （注1）

04
ホイールロックナット
（マックガード製）

¥8,052
（消費税抜価格：本体¥6,000
＋参考取付工賃¥1,320）

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。4個セット。アルミホイール用テーパータイプ。［アルミホイール車］MZ556521

05 簡易装着チェーン ¥18,700
（消費税抜価格：本体¥17,000）

簡易装着タイプの特殊合金鋼製チェーン。1セット2個入り。
15インチ用。 ［全車］MZ841304LP 1年2万km保証

06 スノーブレード ¥5,940
（消費税抜価格：本体¥5,400）

運転席用／550mm ［全車］MZ603878 1年2万km保証

07 スノーブレード ¥3,300
（消費税抜価格：本体¥3,000）

助手席用／375mm ［全車］MZ603876 1年2万km保証

08 スノーブレード ¥3,080
（消費税抜価格：本体¥2,800）

リヤ用／280mm ［全車］MZ603852 1年2万km保証

09
プレミアム
エアコンフィルター

¥7,612
（消費税抜価格：本体¥5,600
＋参考取付工賃¥1,320）

花粉・におい・アレル物質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。

［全車］MZ600271
1年2万km保証
※1、※2

10
高効率ヘッドライトバルブ
（ホワイトビームVer.Ⅲ）

¥9,856
（消費税抜価格：本体¥5,000
＋参考取付工賃¥3,960）

4,500K（ケルビン）のヘッドライトバルブ
2個セット（1台分）。 ［M］MZ580140

1年2万km保証
※3

11 シガーライターキット
¥4,158
（消費税抜価格：本体¥1,800
＋参考取付工賃¥1,980）

シガーソケットとシガーライターのセットです。 ［全車］MZ607475


