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2022年 12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。

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

オープン時間：9：30 〜 12：30 、13：30 〜 17：00

0 1 2 0 - 3 2 4 - 8 60

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

YS3047C-2212/ 20

2021.07〜

TRAIL Package
タフなコーディネートが、アウトドアフィールドへの道を拓く。
タフなコーディ

1

TRAILスタイリングパッケージ

2

2 サイドプロテクター

¥46,860【消費税抜価格：本体¥36,000＋

3点セット： 1 フロントコーナープロテクター

3

4

1
■

4
■

1
■

3
■

4
■
2
■

3
■

3
■

単品合計￥127,028
（消費税込、取付工賃込）
のところ

¥117,128【消費税抜価格：本体¥88,000＋

※カーボン調

¥9,900お得

［全車］MZ577055
フロントコーナープロテクター、
サイドプロテクター、
リヤコーナープロテクターの3点セット。
ボディ下部を原着ブラックのプロテクターが覆うことで、
RVRをタフで迫力のあるスタイリング
に仕立て上げます。
3
1
※P6デカールパッケージ、P6■ボディサイドデカール、
P8■ドアエッジモール、
5
P25■サイドデカールとの同時装着はできません。

1

フロントコーナープロテクター

¥40,634【消費税抜価格：本体¥31,000＋
1 +■
2 +■
3 TRAILスタイリングパッケージ
■
1
■フロントコーナープロテクター
2
■サイドプロテクター
3
■リヤコーナープロテクター
4
■フェンダープロテクター

¥18,480】

▲

2
■
1
■

＋ 2 サイドプロテクター
＋ 3 リヤコーナープロテクター

4
■

4
■

¥6,600】

［全車］MZ577043
ドアパネル下部に貼り付ける大型で立体的なプロテクター。
タフなサイドビューを演出します。
原着ブラック。左右2点セット。
3
1
※P6デカールパッケージ、
P6■ボディサイドデカール、
P8■ドアエッジモール、
5
P25■サイドデカールとの同時装着はできません。

3 リヤコーナープロテクター

¥39,534【消費税抜価格：本体¥30,000＋

¥5,940】

［全車］MZ577044
立体的なプロテクターがリヤコーナーを覆い、
タフなリヤビューを演出します。
原着ブラック。左右2点セット。

4 フェンダープロテクター

¥5,940】

［全車］MZ577042
立体的なプロテクターがフロントコーナーを覆い、
タフなフロントフェイスを演出します。
原着ブラック。左右2点セット。

¥81,664【消費税抜価格：本体¥65,000＋

¥9,240】

［ホイールアーチモール付車］MZ577045
質感の高いカーボン柄を施した大型のフェンダープロテクター。
RVRをタフで迫力のあるスタイ
リングに仕立て上げます。車両標準ホイールアーチモールと交換装着。カーボン調。
フロント/リヤ左右4点セット。

：G 2WD ボディカラー：チタニウムグレーメタリック ●ルーフレールはメーカーオプション
Photo（上2台並び）

装着用品：フロントコーナープロテクター、
サイドプロテクター、
リヤコーナープロテクター、
フェンダープロテクター、
カーボン調フロントグリル、大型テールゲートスポイラー（チタニウムグレーメタリック）
、
ベースキャリア
（ルーフレール装着車用）
、
ルーフバスケット、
フードデカール、
マッドフラップ
（ブラック）
、
ドアハンドルインナープロテクター、
フロントスキッドプレート
（クロームリング付）、
リヤスキッドプレート
（クロームリング付）、
エクシードバイザー、
リヤバンパープロテクター、
アルミホイール
（ブラック）、
ブラックホイールロックナット＆ラグナットセット

2

その他の掲載用品：MITSUBISHI MOTORS

ogawa タフメッシュテーブル、MITSUBISHI MOTORS

ogawa ローチェア、折りたたみコンテナボックス（50L）

※画像に写っている撮影用の小道具類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。※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。

3

3

1

Outdoor アウトドアを楽しみつくすためのハイスペックギア。

4

よりタフに、より機能的に。自然の中でも映える個性。
2

MZ531479

4

2

High［高さ:54.5cm］

MZ531480

1

¥89,430

【消費税抜価格：本体 ¥78,000＋

1

2 フードデカール

ルーフバスケット
¥3,300】

［ルーフレール付車］MZ535048
7
長さ1,270 幅1,040 高さ150
（mm）。製品重量：13.2kg。装着には、P9■ベースキャリア
（ルーフ
レール装着車用）
が必要です。

¥21,230

【消費税抜価格：本体 ¥16,000＋

¥3,300】

［全車］MZ553191
マットブラックシートとグロスブラックシートの組み合わせがタフ感を演出します。
グロスブラック
シートはグレーメタリック色のRVRロゴ入りでフロントの印象を大胆に変えます。

3 ドアハンドルインナープロテクター

¥9,834【消費税抜価格：本体 ¥6,300＋

¥2,640】

2

2

Low［高さ:26.5cm］

収納時

MITSUBISHI MOTORS

¥39,600

ogawaカータープ

アウトドアブランドの“ogawa”と
コラボレーションした三菱自動車オリジナル
仕様です。取り付けやすさとコンパクトな
収納性に加え、
タープの機能やデザインにも
こだわりました。

¥34,782【消費税抜価格：本体 ¥27,000＋
※ベースキャリアは実際のものとは異なります。

くキャリア類の注意事項＞

4

¥4,620】

［ホイールアーチモール付車］MZ531479（ブラック）／ MZ531480（レッド）
ラフロードでも石や泥はねからタフにボディを守ります。リヤには RVR ロゴ入り。
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。
4
※P8■マッドガードとの同時装着はできません。

5
ベースキャリアには専用アタッチメントおよびルーフバスケッ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。 ルーフバスケットや P9■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。 走行中に風切音が発生するおそれがありますので、音が気になる場合や長期間キャリア類を使用しない場合は取り外すことを推奨します。
※アタッチメントおよびルーフバスケットの価格にはベースキャリアの価格は含まれません。

ogawa

［全車］MZ576986

ロゴ部アップ

アウトドアブランドの“ogawa”とコラボレーションした
三菱自動車オリジナル仕様です。
タフメッシュ仕様のテーブルで、2段階の高さ調整が可能です。
MITSUBISHI MOTORSのメタル銘板付き。収納袋にMITSUBISHI MOTORSとogawaの
ロゴ入り。耐荷重：20kg。天板耐熱温度：300℃。
サイズ：長さ60 幅40 高さ26.5/54.5
（cm）。収納サイズ：長さ40 幅30 高さ6.8
（cm）。

3
※装着イメージ
MITSUBISHI MOTORS

MITSUBISHI MOTORS

タフメッシュテーブル

¥10,120【消費税抜価格：本体¥9,200】

1

［全車］MZ553187
ドアハンドル内側のキズつきを抑えます。
ブラック色でエンボス加工を施したプロテクターが
タフ感を演出します。
フロント／リヤ左右4点セット。

4 マッドフラップ

2

【消費税抜価格：本体¥36,000】

［全車］MZ576985

3

ogawa カータープ 特別仕様

生地カラー：天井部（ダークブラウン）、側面（ベージュ）
ポールカラー：高級感のあるレッドアルマイト
メッシュ窓：5角形のワイドなメッシュ窓で開放感ある視界を確保しています。
開閉可能フラップ：メッシュ窓にファスナーで開閉可能なフラップ付き。雨天時にはメッシュ窓からの
雨の侵入を抑えます。

ランタンホルダー：天井中心部にランタンホルダー付き。
（耐荷重700g以下、燃焼系ランタンは使用できません。）

ロゴ：カータープ本体と収納袋にMITSUBISHI MOTORSとogawaのロゴ入り。

MITSUBISHI MOTORS

ローチェア

ogawa

¥9,900【消費税抜価格：本体¥9,000】
［全車］MZ576987

ロゴ部アップ

アウトドアブランドの“ogawa”とコラボレーションした
三菱自動車オリジナル仕様です。浅く腰かけても倒れにくい
構造で座り心地もよく、MITSUBISHI MOTORS ogawa
タフメッシュテーブルとの相性も抜群です。
収納時
ローチェア本体にMITSUBISHI MOTORSロゴ入り。
耐荷重：100kg。
サイズ：長さ50 幅61 高さ74
（座面高35）
（cm）。収納サイズ：長さ91 幅13 高さ9
（cm）。

Photo：G 2WD ボディカラー：チタニウムグレーメタリック ●ルーフレールはメーカーオプション
装着用品：フロントコーナープロテクター、
サイドプロテクター、
リヤコーナープロテクター、
フェンダープロテクター、
カーボン調フロントグリル、大型テールゲートスポイラー（チタニウムグレーメタリ
ック）、
ベースキャリア
（ルーフレール装着車用）、
ルーフバスケット、
フードデカール、
マッドフラップ
（ブラック）、
ドアハンドルインナープロテクター、
フロントスキッドプレート
（クロームリング付）、
リヤスキッドプレート
（クロームリング付）、
エクシードバイザー、
リヤバンパープロテクター、
アルミホイール
（ブラック）、
ブラックホイールロックナット＆ラグナットセット
その他の掲載用品：トラベルタンブラー（ホワイト）、折りたたみコンテナボックス
（50L）
※画像に写っている撮影用の小道具類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。※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。

5

1

2

クロームリング部

スキッドプレート本体

クロームリング部

クロームリング部

3

4

5

6

スキッドプレート本体

クロームリング部

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：カーボン調フロントグリル、大型テールゲートスポイラー（ブラックマイカ）、

ボディサイドデカール、
アルミホイールデカール、
リヤバンパープロテクター

Exterior

より精悍に、スタイリッシュに。存在感を際立たせる。

MZ574646

7

8

9

Photo：G 2WD ボディカラー：レッドダイヤモンド

装着用品：フロントスキッドプレート
（クロームリング付）、
リヤスキッドプレート
（クロームリング付）、

大型テールゲートスポイラー（レッドダイヤモンド）、
メッキミラーカバー、
メッキ調ドアハンドルカバー、
テールゲートプロテクター、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）

スキッドパッケージ

¥48,378【消費税抜価格：本体¥42,000＋

（クロームリング付）
2点セット： 1 フロントスキッドプレート

2点セット： 3 ボディサイドデカール

単品合計￥92,246
（消費税込、取付工賃込）
のところ

単品合計￥50,116（消費税込、取付工賃込）
のところ

¥8,800お得

［全車］MZ576876

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。

1

フロントスキッドプレート
（クロームリング付）

¥46,112

【消費税抜価格：本体¥34,000＋

¥7,920】

［全車］MZ576764

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。
※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。

2 リヤスキッドプレート
（クロームリング付）

¥46,134

【消費税抜価格：本体¥36,000＋

［全車］MZ576765

¥5,940】

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。
※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。

6

＋ 4 アルミホイールデカール

¥46,816【消費税抜価格：本体¥32,000＋

¥10,560】

¥3,300お得

［除くM類別］MZ553169
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。
2
1
※P3 TRAILスタイリングパッケージ、P3■サイドプロテクター、
P8■ドアエッジモール、
5
P25■サイドデカールとの同時装着はできません。

3

ボディサイドデカール

¥30,008

【消費税抜価格：本体¥22,000＋

¥5,280】

［全車］MZ553168

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。
2
1
※P3 TRAILスタイリングパッケージ、P3■サイドプロテクター、
P8■ドアエッジモール、
5
P25■サイドデカールとの同時装着はできません。

4 アルミホイールデカール

¥20,108【消費税抜価格：本体¥13,000＋
［除くM 類別］MZ553165

¥5,280】

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。

6

¥17,270【消費税抜価格：本体¥12,400＋

［全車］
¥3,300】

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）
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。

8 エクシードバイザー

大型テールゲートスポイラー

¥36,850【消費税抜価格：本体¥30,200＋

※装着イメージ

7 メッキミラーカバー

¥1,980】

［全車］MZ576825

▲

¥13,860】

▲

¥83,446【消費税抜価格：本体¥62,000＋

MZ569766

5 カーボン調フロントグリル

デカールパッケージ

＋ 2 リヤスキッドプレート
（クロームリング付）

MZ569765

［全車］
¥3,300】

MZ574747（ホワイトダイヤモンド）
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）
存在感のある大型スポイラー。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。

¥21,296【消費税抜価格：本体¥15,400＋

¥3,960】

［全車］MZ562868

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。

9 サイドモール

¥17,996【消費税抜価格：本体¥12,400＋

¥3,960】

［全車］MZ538307

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。
1
※P8■ドアエッジモールとの同時装着も可能です。

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）。

◎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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E x terior

ルーフレール非装着車用

タフさを高め、SUVらしく。

ルーフレール装着車用

1 ベースキャリア（ルーフレール非装着車用）

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）
。

1 ドアエッジモール

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。
2
※P3 TRAILスタイリングパッケージ、P3■サイドプロテク
3
ター、P6 デカールパッケージ、P6■ボディサイドデカール、
5
P25■サイドデカールとの同時装着はできません。
9
※P7■サイドモールとの同時装着は可能です。

¥9,504【消費税抜価格：本体 ¥ 6,000＋

［全車］MZ536196

3 テールゲートプロテクター

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＋

［全車］

¥1,980】

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＋

［全車］MZ574604

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非装着車）

¥37,048【消費税抜価格：本体 ¥28,400＋

¥5,280】［ルーフレール無車］MZ532008

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）

3 サイクルキャリアアタッチメント（正立式）

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

¥1,980】

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。キーロック付き。最大積載重量：
44kg ( 各種アタッチメントの製品重量を含む）。

¥35,904【消費税抜価格：本体 ¥30,000＋

¥2,640】［ルーフレール付車］MZ532009

1
ベースキャリアには専用アタッチメントおよび P4■ルーフバスケット以外のものを装着しない
でください。
8 9
1
7
※下記の■■アタッチメント、
（ルーフレー
P4■ルーフバスケットの装着には■ベースキャリア
ル装着車用）が必要です。

¥2,640】

フロント（MZ531478）

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。

リヤ

¥21,252

4 マッドガード

【消費税抜価格：本体 ¥ 18,000＋
［ルーフレール無車］MZ532281

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。
4
3
※P4■マッドフラップ、
P25■マッドフラップとの同時装着はできません。

¥ 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

¥ 1,320】

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。キーロック付き。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】

¥9,504（フロント左右セット）

【消費税抜価格：本体 ¥ 6,000＋ ¥2,640】
［ホイールアーチモール付車］MZ531478 ／［ホイールアーチモール無車］MZ531451

¥15,752（リヤ左右セット）

【消費税抜価格：本体 ¥ 13,000＋
［全車］MZ531463

¥1,320】

5 リヤバンパープロテクター
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。

¥11,352【消費税抜価格：本体 ¥ 9,000＋

¥1,320】［全車］MZ576728

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

6 アルミホイール（ブラック）

7 ブラックホイールロックナット＆ラグナットセット

三菱自動車オリジナルデザインの 5 本スポークに、シック
でスポーティなブラック塗装を合わせ、よりスタイリッシュ
な印象に。鋳造 1 ピース、センターキャップ／エアバルブ同
梱。サイズ：18 7.0J、
インセット：38mm、
PCD：114.3mm。
※ホイールナット、タイヤは含まれておりません。

¥43,582【消費税抜価格：本体 ¥ 35,000＋

［18インチホイール装着車］MZ556545（ 1 本）

¥4,620】

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

【消費税抜価格：本体 ¥27,000＋ ¥2,640】
［アルミホイール装着車］MZ556532

2

9 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 10

¥10,890

【消費税抜価格：本体 ¥ 9,900】
［全車］

MZ572555

¥3,300

（1枚）
【消費税抜価格：本体 ¥3,000】
［全車］MZ572546

8

［ルーフレール付車］MZ533098
¥ 1,320】

※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］MZ541723

11

12

6 タイイングベルトセット
長さ 5m 2 本セット。

¥3,300

【消費税抜価格：本体 ¥3,000】
［ルーフレール無車］MZ535918

11 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）

¥32,252

【消費税抜価格：本体 ¥ 28,000＋

ポリエステル製、防炎加工。シルバー色。MITSUBISHI

お得

樹脂製、メッキ仕上げ。フロント／リヤ兼用。

¥3,300】

MOTORS のロゴ入り。

¥1,210

10 ナンバープレートフレーム（メッキ）

¥36,630

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

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。キーロック付き。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。

8 ボディカバー

10 ナンバープレートフレーム（メッキ） 2枚
■
12 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【消費税抜価格：¥ 11,000】のところ

お得なパッケージ価格

5 ルーフラックアタッチメント
長さ 1,050mm 幅 750mm 高さ 100mm。
製品重量：7.6kg。

【消費税抜価格：本体 ¥3,800】
［全車］MZ572547

12 ナンバープレートロックボルト（ロゴステッカー付）
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。

¥5,500

【消費税抜価格：本体 ¥5,000】
［全車］MZ572551

＜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。

10 ルーフネット

11 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

¥6,600

くキャリア類の注意事項＞

1
ベースキャリアには専用アタッチメントおよび P4■ルーフバスケッ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。 ルーフバスケットやルーフラッ
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。 走行中に風切音が発生するおそれがありますので、音が気になる場合や長期間キャリア類を使用しない場合は取り外すことを推奨します。
※アタッチメントおよびルーフバスケッ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。

※画像に写っている撮影用の小道具類は商品に含まれておりません。
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

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。

2

58,718（消費税込、取付工賃込）［全車］

単品合計価格 ￥

3 フロアマット（ラグジュアリー）
P11■

3 フロアマット
8 エクシードバイザー、
（ラグジュアリー）
、P7■
P11■
9 盗難抑止ボルト付ナンバープレートフレーム
（メッキ）パッケージのオススメ 3 点セット。
P8■

8 エクシードバイザー
P7■

9 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
P8■

3 フロアマット
8 エクシードバイザー、P8■
9 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）
、P7■
（メッキ）パッケージを参照ください。

3
3
4

4 フロアマット（スタンダード）

3 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。

¥26,532【消費税抜価格：本体 ¥ 22,800＋
MZ511806

¥1,320】［全車］

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。

¥23,232【消費税抜価格：本体 ¥ 19,800＋
MZ511961

¥1,320】［全車］

＜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固定具（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。

5

6

7

UV & IR CUT FILM
▼フィルム貼付位置

1

フロント

5

リヤ

5 スカッフプレート

6 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。

¥17,050【消費税抜価格：本体 ¥ 12,200＋

1 本革調シートカバー

MZ527473

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＋

¥5,280】

［除くサイドエアバッグ付車、除く運転席パワーシート車］
MZ501685（リヤアームレスト付車用）／ MZ501686（リヤアームレスト無車用）

10

¥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＋
MZ525507

¥1,320】［全車］

7 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）

◎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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Luggage Room

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。

7 ゲートランプ

MZ514128

1 ラゲッジトレイ

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］

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装着車用）／ MZ514128（サイドトレイリッド未装着車用）
＜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装着車用）／ MZ514129（サイドトレイリッド未装着車用）
＜ラグジュアリー＞

¥17,292【消費税抜価格：本体 ¥ 7,800＋
MZ590803

5 500

MZ522728

Electric

本革ブラック

¥7,920】［全車］

カーボン柄レッドメタリック

カーボン柄ホワイトパール

9 キーレスオペレーション用ホルダー

8 リモコンエンジンスターター
※折りたたみコンテナボックスは商品に含まれておりません。

MZ522738

3 ラゲッジルームカバー

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。

¥21,032

【消費税抜価格：本体 ¥ 17,800＋

MZ522729（サイドトレイリッド装着車用）
MZ522738（サイドトレイリッド未装着車用）

¥1,320】［全車］

走行時に荷物を安定させ、荷崩れを防いでくれるラゲッジネット。ネットの網目が細かい
ので小物アイテムにも対応します。標準装備のフロアフックを利用します。
1
※■ラゲッジトレイとの同時使用はできません。

¥9,900【消費税抜価格：本体 ¥ 9,000】［全車］

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＋

MZ522754

MZ604742

カーボン柄ガンメタ

¥3,300】［全車］

キーレスオペレーションキーの専用ケース。ケースを装着したままで、オペ
レーションキーのボタン操作、インジケーター確認が可能です。エマージェ
ンシーキー（金属キー）にお手持ちのキーホルダーやストラップを付けてご
利用ください。
［キーレスオペレーションシステム装着車］
【消費税抜価格：本体 ¥ 2,500】

¥2,750

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）

左側

左側

右側

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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※画像に写っている撮影用の小道具類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）
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。
パーク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。パーク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。
※ 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。

¥38,060【消費税抜価格：本体 ¥ 28,000＋

¥6,600】［全車］
MZ607776（ホワイトダイヤモンド）／ 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）
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※画像に写っている撮影用の小道具類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。※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。

Illumination

輝きにこだわり、さらなる個性を手に入れる。

6 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。
7 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
MZ590889（1 個入り） 2 個

2 個＋ ¥1,320】［全車］

7 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。
6 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＋
MZ590889（1 個入り）

¥1,320】［全車］

8 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＋
MZ590890（1 個入り）

¥1,320】［全車］

※画像はイメージです。

2 パーソナライズドインテリアイルミネーション
運転席 / 助手席の足元を 8 色の光で照らし、様々な彩り
空間を提供します。ムーディなナイトドライブの演出や
気分を変えたい時などに役立ちます。
●エンジンスイッチ
「ACC」または「ON」時に
専用スイッチ操作で、
色・モードを切替えられます。
●ドアの開閉に連動して白色に点灯させるウェルカム
機能を装備。しばらくすると消灯します。
●前回乗車時の色を自動的にメモリー。エンジン
スイッチオン時にメモリーした色が点灯します。
1
※■フロアイルミネーションとの同時装着はできません。

¥31,812

【消費税抜価格：本体 ¥ 21,000＋

※画像はイメージです。

※画像はイメージです。 MZ590936

1 フロアイルミネーション
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。
2
※■パーソナライズドインテリアイルミネーションとの同時装着はできません。

¥18,260【消費税抜価格：本体 ¥ 10,000＋

［全車］MZ590771

¥6,600】

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。
※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＋

［全車］MZ590826
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¥7,920】

橙

赤

紫

青

水色

緑

黄

白

4 電池式セーフティーイルミネーション
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。1 セット 2 個入り。コイン型電池を内蔵。

¥10,802【消費税抜価格：本体 ¥ 8,500＋

［全車］MZ590975（ 2 個入り）

¥1,320】

¥ 7,920】［全車］

◆色の変化は下記の 3 モード。
1. 固定モード：操作スイッチを押す度に変化します。
2. やすらぎモード：波のように自動的に色が変化します。
3. フラッシュモード：一定時間で自動的に色が変化します。
※スイッチ操作で 1→2→3 の順番でモードが切替わります。
◆フロント足元照明の色の変化は下記の通りです。
1. 固定モード： 橙 赤 紫 青 水色 緑 黄 白
2. やすらぎモード： 赤 紫
青 水色 緑
黄
赤 に戻る
3. フラッシュモード： 赤 ランダム

LED バルブ（ライセンスプレートランプ交換の場合）

9 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＋
MZ590888（2 個入り）

5 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

標準バルブ

¥2,640】［全車］

MZ580131

フロント標準バルブ

MZ580130

リヤ標準バルブ

10 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）
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）
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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。

RESCUE PACKAGE

Others

カーライフを楽しむための定番アイテム。

1

コンパクトタイプ。収納ケース付。

お得

12 レスキューパッケージ

1 アロマディフューザーセット

13 三角停止表示板

¥880

¥3,300【消費税抜価格：本体 ¥3,000】［全車］
MZ611103

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

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。

14 レスキューマンⅢ

¥4,950【消費税抜価格：本体 ¥4,500】［全車］

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。
※フロントガラスを割ることはできません。

MZ611107

¥2,530【消費税抜価格：本体 ¥2,300】［全車］
MZ612509

¥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。

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）

◀専用ケース

2 エッセンシャルアロマオイル

1

15 車載用防災キット

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。

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。

¥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］
Lo 時 LED 点灯

※画像は装着イメージです。

Hi 時 LED 点灯

※画像は装着イメージです。

4 プレミアムエアコンフィルターの特長・効果
花粉
汚れた
車外の空気

塵埃

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。

クリーンな
ビタミンC
エアー

におい
ガス

¥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］

A
●

アレル物質抑制

C
●

花粉＋PM2.5/1.0集塵

B
●

脱臭

D
●

ビタミンC放出

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

・帯電不織布により花粉と微細なホコリを集塵
・PM2.5より微細な1ミクロン微粒子もブロック

「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

MZ612611

チャイルドシート
17
■ご使用の目安

i-Sizeチャイルドシート
後ろ向きで使用

4 プレミアムエアコンフィルター

前向きで使用

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。
※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10,000km 毎の定期交換を推奨します。

￥7,612【消費税抜価格：本体 ¥5,600＋

・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

¥ 1,320】［全車］

0歳

使用条件

前向き

身長76cmかつ月齢15ヶ月

身長100cm以下または体重18kg以下のいずれかに該当

後ろ向き
チャイルドシート

18

19

後ろ向きで使用
前向きで使用

MZ600270

6

5

¥10,560【消費税抜価格：本体 ¥9,600】［全車］

MZ600223

水分
ビタミンC
誘導体

PM2.5

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

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）

3 交換用オイルパッド

A ●
B ●
C ●
D
●

16 消棒 RESCUE®

ジュニアシート

5 ベビー用シートバックポケット

身長100〜150cm

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
MZ521818

【消費税抜価格：本体 ¥ 9,800】
［全車］

6 キックガード
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。

7

¥5,940【消費税抜価格：本体 ¥ 5,400】［全車］
MZ521882

8

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
※画像は装着イメージです。

9

9

MZ556525

ライト機能付 / 夜間 200m 以上先から確認できる強力発光（赤色 LED 点滅 / 点灯時）
。
＜国土交通省保安基準適合＞
※発炎筒の代替品ではなく、
追加装備品になります。保管場所は発炎筒ホルダーではなく、
グローブボッ
クスを推奨します。本製品は乾電池式ですので、水漏れ・結露など湿度が高く、乾電池の早期劣化や
液漏れが懸念される場所（ドアポケット / ラゲッジルーム・ラゲッジルームフロアボード下のスペース）
には置かないでください。

18 チャイルドシート（シートベルト固定）
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。新生児〜体重 13kg まで
は後ろ向き、体重 9〜18kg では前向き取付です。装着場所：
後ろ向きはリヤシート左右、前向きはリヤシート左右と助手席。

¥51,700【消費税抜価格：本体 ¥ 47,000】

¥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）

体重〜15kg
3歳頃

体重〜18kg
4歳頃

体重〜36kg
12歳頃

19 ジュニアシート（シートベルト固定）
シートベルト固定タイプのジュニアシートです。体重15〜36kg、
身長100〜150cmのお子様にお使いいただけます。
（注）
装着場所：リヤシート左右と助手席。

¥42,350【消費税抜価格：本体 ¥ 38,500】

［全車］MZ525310

［全車］MZ525309

＜インテリアガードの特長＞

汚れ

皮脂

水分

被膜

汚れ 皮脂 水分

▲ファブリックシート

繊維の周りや中に吸着することで、
柔軟性を維持しながら、
優れたコーティング効果を発揮します。

インテリアコーティング

※ファブリック／コンビネーション／
本革シートに対応

▲レザーシート

独自の優れたコーティング被膜を
長期にわたり形成し、
レザーシートの
形状変化になめらかに対応します。

ボディコーティング

・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。

¥8,052【消費税抜価格：本体 ¥ 6,000＋
10 スノーブレード

体重〜13kg
生後18ヶ月頃

＜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
（改良型幼児拘束装置） 取付けや使用方法などについては、車両の取扱説明書およびチャイルドシートの取扱説明書を必ずご覧ください。
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
チャイルドシートの助手席への後ろ向き装着は、
エアバッグ標準装備のため絶対にしないでください。前向き装着の際は助手席を最後方にスライドさせて使用してください。
（注）
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。

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。

¥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）

体重〜9kg
生後9ヶ月頃

0歳

¥29,700【消費税抜価格：本体 ¥27,000】［全車］

11 LED 非常信号灯（ライト機能付）
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¥108,350【消費税抜価格：本体 ¥ 98,500】

［全車］MZ525308

1 セット 2 個入り。ラダー型。

9 ホイールロックナット

￥1,540【消費税抜価格：本体￥1,400】［全車］MZ611015

17 i-Size チャイルドシート（ISO FIX 固定 / ベース含む）
新安全基準、R129対応チャイルドシートです。新生児〜身長
100cmまたは体重18kgまでは後ろ向き、身長76cmかつ月齢
15ヶ月〜 身長100cmまたは体重18kgまでは前向き取付です。
取付方法はISO FIX取付の為、簡単に正確な取付をすること
ができます。装着場所：リヤシート左右。

8 簡易装着チェーン

MZ841312LP（16 インチ用）
MZ841313LP（18 インチ用）

MZ556520

使用条件
参考年齢

施工イメージ

・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

メンテナンスも三菱自動車のお店へ！

INTERIOR GUARD

自動車内装用コーティング剤
「インテリアガード」

・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。

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

ウルトラグラスコーティング NEʼX

ガラス系の深い艶が特徴のボディコーティング

三菱自動車では、
お客さま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。

※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。
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※画像に写っている撮影用の小道具類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。※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。

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

ナビドラパッケージ

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。

❷ドライブレコーダー（MZ607732）

¥22,000
お得

❸ETC2.0車載器（MZ608823）

❶オリジナル 7 型（ハイスペック）ナビゲーション（MZ609928）

単品合計価格 ¥ 298,716（消費税込、取付工賃込）のところ

276 716

¥
, 【消費税抜価格：パッケージ本体 ¥210,500＋ワイド 2DIN ナビゲーションパネル ¥ 7,000＋専用取付キット ¥ 7,000＋ ¥27,060】
（注）／ MZ598415（ワイド 2DIN ナビゲーションパネル）
／ MZ598420（専用取付キット）
MZ609922（パッケージ本体）

システム合計価格

（注）本パッケージは ETC 取付ブラケット（MZ609537）
と、
ドライブレコーダー取付キット（MZ607735）
、USB 接続ケーブル（MZ609822）
、ナビゲーションロック（MZ598350）
を同梱しております。

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）
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。

❶オリジナル 7 型（ハイスペック）ナビゲーション（MZ609928）

¥11,000
お得

❷ドライブレコーダー（MZ607732）

単品合計価格 ¥ 259,512（消費税込、取付工賃込）のところ

248 512

¥
, 【消費税抜価格：パッケージ本体 ¥ 190,800＋ワイド 2DIN ナビゲーションパネル ¥ 7,000＋専用取付キット ¥ 7,000＋ ¥21,120】
（注）／ MZ598415（ワイド 2DIN ナビゲーションパネル）
／ MZ598420（専用取付キット）
MZ609923（パッケージ本体）

システム合計価格

（注）本パッケージはドライブレコーダー取付キット（MZ607735）と、
USB 接続ケーブル（MZ609822）、ナビゲーションロック（MZ598350）を同梱しております。

《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。
）

※ナビゲーション用のフィルムタイプ 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。

＜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。
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＜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 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。

※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。
◎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（ハイスペック）ナビゲーション

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
1

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
＜ドライブレコーダー機能説明＞

■ 機能詳細

■ ナビ画面でできること
操作

オリジナル 7 型（ハイスペック）ナビゲーション（別売）

●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

記録媒体※2
microSDカード8GB
（microSDカード／
SDカード／変換アダプター同梱）

●操作音の音量調節設定

垂直63

常時記録

●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

再生

画角
水平117

イメージセンサー

●録画画質の設定 ●衝撃検知感度の設定

設定

カメラ※1
400万画素
1／2.7インチCMOS

［最高画質］ 最大約70分

●録画した映像を再生 ●拡大表示（等倍・2倍・4倍）再生

●録画の場所を地図で表示

［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

●再生映像の早送り／戻し／一時停止など

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

※画面はイメージです。

2
オリジナル7型（ハイスペック）ナビゲーション・基本機能
メモリーナビ

16GB

VICS-WIDE

22年度版
地図データ＊1

無料地図
更新＊2

オリジナル
オープニング画面

NaviCon®対応

リヤビューカメラ

USB接続ケーブル

3

4

5

AV機能
7型WVGA

フルセグ4 4

DVD

Bluetooth®

USBメモリー
再生＊3

ワイドFM対応

ハンズフリー通話

SDカード再生

Bluetooth®
音楽再生

AM/FM

CD

音楽CD録音＊4

別売オプション
ビデオ入力
コード
（RCA）

ETC2.0連動

ドライブレコーダー
連動

※画像はイメージです。

※画像はイメージです。

1 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）

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

システム合計価格

¥214,368

ナビ画面でドライブレコーダー操作

【消費税抜価格：本体¥ 166,000＋ワイド2DINナビゲーションパネル¥ 7,000

ナビゲーション画面で、
ドライブレコーダーの録画、
再生、各種設定ができます。
（注1）
（適用機種：ナビ連動用 MZ607732）

＋専用取付キット¥ 7,000＋ナビゲーションロック¥3,000＋ ¥11,880 】
車両インテリアと調和したメモリーナビゲーション。
さらにETC2.0連動、DVD再生、音楽CD録音などの多機能も装備。

※ビデオ入力コード
（RCA）(MZ609542)との同時

装着はできません。
※詳細はP22を参照ください。

MZ609928（本体）／MZ598415（ワイド2DINナビゲーションパネル）
MZ598420（専用取付キット／MZ598350（ナビゲーションロック）

ビデオ入力コード
（RCA）

¥7,612

【消費税抜価格：本体￥5,600＋

MZ609542

¥1,320 】

＜記録場所・位置確認について＞

USB接続ケーブル

¥5,412

【消費税抜価格：本体￥3,600＋

MZ609822

¥1,320 】

※USBデバイスと接続するためのケーブルです。
※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。
※ドライブレコーダー(MZ607732)との同時装着
はできません。

ドライブレコーダーの記録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1）

¥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＋
MZ607732（本体）／ MZ607735（ドライブレコーダー取付キット）
400万
画素

CMOS

高性能

HDR

※1

駐車
録画

イベント
（衝撃）
検知録画

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】
地図更新お得クーポン ¥
MZ609932
参考取付工賃

は、販売会社にお問い合わせください。

静止画
撮影

8GB
microSD

カード付属

※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、2030 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。

MZ608823（本体）／ MZ609537（ETC 取付ブラケット）

¥5,940】

※詳細については P23 ETC2.0 車載器を参照ください。

搭載

※2

2 リヤビューカメラ（オリジナル7型（ハイスペック）ナビゲーション接続用）

¥32,890

¥39,204

【消費税抜価格：本体￥29,000＋ETC 取付ブラケット ¥700＋

Gセンサー

※1：有効画素数300万画素。
※2：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。

【消費税抜価格：本体 ¥ 20,000＋
MZ609805（本体）
※詳細はP22を参照ください。

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

手動
録画

¥7,920】

3 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

4 ＜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＋

¥3,300】

MZ609660（本体）／ MZ594774（スピーカーマウント）
●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
。
（ 1 セット 2 個入り）
（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。

※詳細は P23 を参照ください。

5 ツィーター
システム合計価格

¥12,958

【消費税抜価格：本体￥8,000＋取付キット ¥ 1,800＋

¥1,980】[オーディオレス車 ]

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。
との同時装着はできません。
※三菱電機製グレードアップスピーカー（MZ609660）

¥9,900】

※画像はイメージです。

（注1）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：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。
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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。

ドライブレコーダー

ETC/ETC2.0 車載器 （注 1）

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

ナビゲーションと接続する場合

ETC2.0 車載器

適用機種

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 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（別売）

渋滞回避支援

MZ609537（ETC 取付ブラケット）

ナビ画面で
操作

「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
収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
https://www.mlit.go.jp/road/ITS/j-html/ をご覧ください。

¥39,204

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 ¥700＋ ¥5,940】
（注 2）
MZ608823（本体）

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）

設定
再生

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。

¥50,204

システム合計価格
【消費税抜価格：本体￥38,000
＋電源変換ハーネス［ 1 ］¥ 1,700＋
（注 2）
MZ608854（本体）

※画像はイメージです。

安全運転支援

¥5,940】

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。

（注 3）
MZ609522（電源変換ハーネス［ 1 ］）

※画像はイメージです。

※画面はイメージです。

ナビゲーションと接続しない場合

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3）電源変換ハーネス [1 ] 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。

オリジナル7型（ハイスペック）ナビゲーション接続用（※1）
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＋
MZ607732（本体）／ MZ607735（ドライブレコーダー取付キット）
400万
画素

CMOS

高性能

HDR

駐車
録画

※2

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

¥7,920】

Gセンサー
搭載

※3

■ 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 1）

システム合計価格

400万
画素

CMOS

高性能

HDR

操作

●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
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
●録画した映像を再生 ●拡大表示（等倍・2 倍・4 倍）再生
再生
●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

microSDカード16GB

¥41,382

駐車
録画

※2

イベント
（衝撃）
検知録画

手動
録画

静止画
撮影

■ドライブレコーダー基本仕様
カメラ ※2

400万画素
1/2.7インチ
CMOS

画角

水平117
垂直63

記録媒体 ※3

microSDカード 8GB
（microSD カード/
SD カード

変換アダプター同梱）

8GB
microSD

カード付属

Gセンサー
搭載

GPS
内蔵

※3

常時記録
[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

¥5,940】

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

【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＋ ¥7,920】
（注 3）
MZ607731（本体）／ MZ609522（電源変換ハーネス［1］）
MZ598412（電源変換ハーネス［2］）

イメージセンサー

■ ナビ画面でできること

音声案内タイプ

スタンドアローン（注2）

ETC 車載器

¥25,564

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 ¥700＋電源変換ハーネス
［ 1 ］¥ 1,700＋電源変換ハーネス
［2］¥ 1,900＋
（注 2）
MZ608822（本体）

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

（注 1 ）車載器の取付位置はグローブボックス内となります。
（注 2）本製品は新セキュリティ規格に対応しています。車載器のセキュリティ規格の詳細は国土交通省 HP(https://www.mlit.go.jp/road/yuryo/etc/security) をご確認ください。
（注 3）電源変換ハーネス［ 1 ］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。
※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。

グレードアップスピーカー
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。
＜三菱電機＞16cm スピーカー（ 1 セット2 個入り）

※1 : 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。
※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。

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（ 1 セット 2 個入り）
。
（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＋

MZ609660（本体）／ MZ594774（スピーカーマウント）

¥3,300】

※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。

¥9,350【消費税抜価格：本体￥8,500】MZ607738

リヤビューカメラ

ナビゲーションロック

ツィーター
さらに高音質を実現！

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！

ナビゲーションロックで盗難抑止！

適用機種：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

¥32,890

【消費税抜価格：本体 ¥ 20,000＋
MZ609805（本体）

¥9,900】

※画像はイメージです。

適用機種：オーディオレス車
※画像はイメージです。
※ 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。
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¥ 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）
はできません。

ナビゲーションの取付用ボルトをナビゲーションロック用ボルトへ交換
することで、専用キー以外での取り外しを抑止します。
ロック2 個、警告ステッカー 2 枚入り。

¥4,752

【消費税抜価格：本体￥3,000＋

MZ598350

¥ 1,320】
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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。

RALLIART
それは、世界ラリー選手権やパリダカールラリーという

過酷なフィールドで、走りと技術を鍛え上げてきた三菱自動車のヘリテージブランド

そして新たに提案するRALLIARTアクセサリーは

その歴史のなかで培ったスピリッツを大切にしながら

つねに挑戦し続ける
「三菱自動車らしさ」をさらに際立たせる
印象的なレッドカラーは挑戦と胸高鳴る走りを表現

RALLIARTならではのアイコニックな

アイテムを身に纏いモデルごとに

厳選されたアクセサリーが躍動感と

疾走感あふれるスタイリングを強調する
新しい時代を走るあなたの一台を

アグレッシブに仕上げるために
降臨

コンパクトSUVに、精悍な魅力をプラス。
1

2

ブラック塗装リング

スキッドプレート

ブラック塗装リング

3

ブラック塗装リング

スキッドプレート

4

5

ブラック塗装リング

RALLIARTスキッドパッケージ
2点セット： 1 フロントスキッドプレート
＋ 2 リヤスキッドプレート

¥101,706（消費税抜価格：本体¥78,600＋参考取付工賃¥13,860）

［全車］MZ577038

フロント、
リヤにレッドでコーディネートされたRALLIARTロゴバッジ付スキッドプレート
（ブラック塗装リング付）
の2点セット。
RVRのスタイリングをスポーティな印象に引き立てます。

5 サイドデカール

3 マッドフラップ

¥34,848（消費税抜価格：本体¥26,400＋参考取付工賃¥5,280）

¥40,722（消費税抜価格：本体¥32,400＋参考取付工賃¥4,620）

［全車］MZ553194

［ホイールアーチモール付車］MZ531481

（リヤのみ/アルマイト処理）
と鮮烈なレッドで、
RALLIARTロゴ入りのアルミプレート

足回りから個性を主張。
ラフロードでも石や泥はねからタフにボディを守ります。
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。
4
※P8■マッドガード
（フロント／リヤ）
との同時装着はできません。

4 フロアマット

（消費税抜価格：本体¥27,400＋参考取付工賃¥1,320）

Photo：G 2WD ボディカラー：ホワイトダイヤモンド
装着用品（エクステリア）
：
［RALLIART］
マッドフラップ、
サイドデカール、
フロントスキッドプレート、
リヤスキッドプレート、大型テールゲートスポイラー、
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、
ブラックホイールロックナット＆ラグナットセット
、
カーボン調フロントグリル、
リヤバンパープロテクター
［純正用品］
エクシードバイザー、
アルミホイール
（ブラック 18インチ）

大型テールゲートスポイラー

¥43,560（消費税抜価格：本体¥36,300＋参考取付工賃¥3,300）
［全車］MZ577013

［全車］MZ511985

（運転席／助手席）
と
RALLIARTロゴメタルプレート
レッドのオーバーロックが、車室内でRALLIARTブランド
を演出。運転席、助手席、
リヤ左右＋センターマットの5点セット。

RALLIARTの風格と胸の高鳴りを演出する色調とし、ワークスでの活躍を近代的に進化させ
疾走感を与えるサイドデカール
2
※P3 TRAILスタイリングパッケージ、P3■サイドプロテクター、
P6 デカールパッケージ、
3
1
P6■ボディサイドデカール、
P8■ドアエッジモールとの同時装着はできません。

6

¥31,592
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6

ロゴ部アップ

〈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固定具（2個）
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。

RALLIARTロゴバッジを配し、車体下部アクセサリーとコーディネートされた
ブラック／レッドの2トーン仕様。
※標準装備品との交換装着。
※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。
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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。

2

1

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。

4

3

https://www.mitsubishi-motors.co.jp/purchase/accessory/mmcollection/

※当該ページ
（P.27）
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。

M

MITSUBISHI MOTORS COLLECTION

M Selection

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。
※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。
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1

盗難抑止ボルト付ナンバープレートフレームパッケージ

2 ナンバープレートロックボルト

［全車］MZ572553

＋ 2 ナンバープレートロックボルト

単品合計￥15,950
（消費税込）
のところ

¥14,850

▲

（消費税抜価格：本体¥13,500）

ナンバープレートの盗難抑止に。ボルト3個セット／1台分。RALLIARTロゴステッカー付。

¥1,100お得

※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。

ナンバープレートフレーム

¥4,950（消費税抜価格：本体¥4,500）

■除去効果

■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）

¥37,004（消費税抜価格：本体¥31,000＋参考取付工賃¥2,640）

CLPM0054

［アルミホイール装着車］MZ556537
足元をワイルドに飾るブラック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。
ラグナットは
全数RALLIARTロゴ入り。
フランジタイプ。

車内に漂うウイルス・菌・匂いに素早く到達
CIO2/ppm（除菌消臭 成分濃度）

0.6
0.4
0.2

※イメージ図

4 エンジンスイッチ

（カーメイト社測定値） 0

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

ロゴ部アップ

［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専用］

ロゴ部アップ

［全車］MZ572560

ダーククロームメッキ仕様、
RALLIARTロゴ入り。
※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。

■除去構造

3 ブラックホイールロックナット＆ラグナットセット

［全車］MZ572562

1

¥7,480（消費税抜価格：本体¥6,800）

ドクターデオ プレミアム サーキュレーションシステム

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。

¥6,050（消費税抜価格：本体¥5,500）

3点セット： 1 ナンバープレートフレーム 2枚

ドクターデオ プレミアム
サーキュレーションシステム

5

10

15 20 25 30（分）

●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
（3m3）
における0.01ppmに値すると想定しています。
空間で0.5ppmが車内

［エンジンスイッチ装着車］MZ606682

スポーツマインドを刺激するRALLIARTロゴ入りのエンジンスイッチ。
※ロゴ部のLED照明が標準装備品とは異なります。
※標準装備のエンジンスイッチと交換装着。

※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
（2.1 A 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。

2

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

3

サングラスクリップ

¥836（消費税抜価格：本体¥760）

［全車］CLPM0015

4

RALLIART Collection

カーライフをスポーティに彩るRALLIARTオリジナルグッズ

2

3

※当該ページ
（P.26）
に掲載のRALLIART Collectionは保証対象外になります。
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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。

IQOS 3 MULTI専用スタンド（ブラック）

¥3,080（消費税抜価格：本体¥2,800）
使用イメージ

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

4

［全車］CLPM0007 ※1
※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。

※1：IQOS 3 MULTIはPhilip Morris Products S.A.の登録商標です。

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/

◎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。
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