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。

◎本カタログのグレーの表示価格は2022年3月現在のもので、本体価格（メーカー希望小売価格）＋参考取付工賃＋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

0120-324-860

オープン時 間：9 時〜 17 時（土日・祝日・当社 指 定 休日 : 9 時 〜 1 2 時 、1 3 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 t o r s.co. 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

YS3056-2203

2022.03〜

RALLIART Accessories
OUTLANDER ▶ 03
ECLIPSE CROSS ▶ 04

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

01 - 02

：RVR G 2WD ボディカラー：ホワイトダイヤモンド、ECLIPSE CROSS P
〈4WD・PHEV車〉ボディカラー：ホワイトダイヤモンド ●ルーフレール、
電動パノラマサンルーフはメーカーオプション、
Photo（左から）
OUTLANDER P ボディカラー：ホワイトダイヤモンド/ブラックマイカ、DELICA D:5 P ボディカラー：ホワイトダイヤモンド
※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。◎各車種の装着用品はP03-06をご覧ください。

RVR ▶ 05
DELICA D:5 ▶ 06
Other Item ▶ 07-08
商品一覧 ▶ 07-08

RALLIART Collection ▶ 09-10

PHEV / GASOLINE
フラッグシップSUVの存在感を際立たせる

02

01

05

04

01

03

06

洗練のクーペスタイルに、
アグレッシブな魅力を

07

02

04

05

03

06

07

PHEV車用

RALLIARTガーニッシュパッケージ
3点セット：01 フロントスキッドガーニッシュ
＋ 02 サイドアンダーガーニッシュ
＋ 03 リヤバンパーガーニッシュ

¥177,870（消費税抜価格：本体¥125,400＋参考取付工賃¥36,300）
フロントからリヤにかけて、
トータルコーディネートされたRALLIARTロゴバッジ付の

05 サイドデカール

¥34,848

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。

06 テールゲートスポイラー

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。

04 マッドフラップ

■5人乗り用

（アルマイト処理）
と鮮烈なレッドで、足回りから個性を
RALLIARTロゴ入りのアルミプレート
主張。
オフロードでも石や泥はねからタフにボディを守ります。

Photo：OUTLANDER P ボディカラー：ホワイトダイヤモンド/ブラックマイカ
マッドフラップ、
サイドデカール、
フロントスキッドガーニッシュ、
装着用品（エクステリア）
：
［RALLIART］
サイドアンダーガーニッシュ、
リヤバンパーガーニッシュ、
テールゲートスポイラー、
ブラックホイールロックナット＆ラグナットセット
［純正用品］
エクシードバイザー、
ドアハンドルカバー（ブラック）、
ミラーカバー（カーボン調）、
、
エンジンフードエンブレム
（ブラック）
アルミホイール
（ブラック 20インチ）

¥58,212

（消費税抜価格：本体¥51,600＋参考取付工賃¥1,320）

RALLIARTロゴメタルプレートとレッドのオーバーロックが、
車室内でRALLIARTブランドを演出。

厚みのある吸音層が車室外から侵入した音を吸収し、静粛性が向上する吸音機能付。

〈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。

03 - 04

ロゴ部アップ

◎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。適用車種、部品番号、注記等は、
P07-08をご覧ください。※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 サイドデカール

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

06 テールゲートスポイラー

¥50,556（消費税抜価格：本体¥42,000＋参考取付工賃¥3,960）

サイドエクステンション、
リヤアンダーガーニッシュを3点セットで装着することで、
シャープで
ダイナミックなスタイリングをより引き立て、
スタイリッシュでスポーティなSUVに
仕上げるとともに、
レッドのアクセントカラーが鮮烈な印象を際立たせます。

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。

04 マッドフラップ

■ガソリン車用／PHEV車用

¥42,042（消費税抜価格：本体¥33,600＋参考取付工賃¥4,620）

¥64,812

（消費税抜価格：本体¥57,600＋参考取付工賃¥1,320）

＋ 02 サイドエクステンション
＋ 03 リヤアンダーガーニッシュ

トータルコーディネートされたRALLIARTロゴバッジ付のフロントアンダーガーニッシュ、

07 フロアマット

■7人乗り用

3点セット： 01 フロントアンダーガーニッシュ

¥176,946（消費税抜価格：本体¥140,400＋参考取付工賃¥20,460）

¥65,340（消費税抜価格：本体¥39,600＋参考取付工賃¥19,800）

ガーニッシュ3点セット。立体感や奥行き、
ボディラインとの一体感にこだわるとともに、
レッドのアクセントカラーが鮮烈な印象を際立たせます。

¥43,362（消費税抜価格：本体¥34,800＋参考取付工賃¥4,620）

RALLIARTスタイリングパッケージ

（消費税抜価格：本体¥26,400＋参考取付工賃¥5,280）

（アルマイト処理）
と鮮烈なレッドで、足回りから個性を
RALLIARTロゴ入りのアルミプレート

主張。
オフロードでも石や泥はねからタフにボディを守ります。

07 フロアマット

¥36,432

（消費税抜価格：本体¥31,800＋参考取付工賃¥1,320）

RALLIARTロゴメタルプレートとレッドの
オーバーロックが、車室内でRALLIARTブランドを演出。
抗菌、防臭加工。

ロゴ部アップ

Photo：ECLIPSE CROSS P〈4WD・PHEV車〉ボディカラー：ホワイトダイヤモンド ●ルーフレール、電動パノラマサンルーフはメーカーオプション
マッドフラップ、
サイドデカール、
フロントアンダーガーニッシュ、
サイドエクステンション、
リヤアンダーガーニッシュ、
装着用品
（エクステリア）
：
［RALLIART］
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
、
エンジンフードエンブレム
（ブラック）、
［純正用品］
エクシードバイザー、
ドアハンドルカバー（ブラック）、
カーボン調ミラーカバー、
アルミホイール
（ブラック 18インチ）
リヤバンパープロテクター、
テールゲートリップスポイラー（ホワイトダイヤモンド）

に必ず固定してください。
〈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）
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。

◎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。適用車種、部品番号、注記等は、P07-08をご覧ください。※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。

コンパクトSUVに、精悍な魅力をプラス

01

02

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

ブラック塗装リング

スキッドプレート

RALLIARTスキッドパッケージ
2点セット： 01 フロントスキッドプレート
＋ 02 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）

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。

03 マッドフラップ

¥40,722（消費税抜価格：本体¥32,400＋参考取付工賃¥4,620）
（アルマイト処理）
と鮮烈なレッドで、足回りから個性を
RALLIARTロゴ入りのアルミプレート

主張。
オフロードでも石や泥はねからタフにボディを守ります。

03

01

02

03

04

06

05

06

07

08

ブラック塗装リング

05

04

04 サイドデカール

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

05 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）
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。

06 フロアマット

¥31,592

に必ず固定してください。
〈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）
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。

3点セット：01 フォグランプガーニッシュ

＋ 02 ブラックアウトフロントアンダーガーニッシュ
＋ 03 ブラックアウトリヤアンダーガーニッシュ

¥132,880（消費税抜価格：本体¥97,700＋参考取付工賃¥23,100）

フロントフェイスをよりダイナミックに演出するRALLIARTロゴバッジ付のブラックアウト

フロントアンダーガーニッシュに、
レッドのフォグランプガーニッシュでアクセントを与え、
ブラックアウトリヤアンダーガーニッシュでトータルコーディネートした3点セット。

¥41,910（消費税抜価格：本体¥34,800＋参考取付工賃¥3,300）

（消費税抜価格：本体¥27,400＋参考取付工賃¥1,320）

RALLIARTロゴメタルプレートとレッドの
オーバーロックが、車室内でRALLIARTブランドを演出。

RALLIARTガーニッシュパッケージ

04 マッドフラップ

（アルマイト処理）
と鮮烈なレッドで、足回りから個性を
RALLIARTロゴ入りのアルミプレート

ロゴ部アップ

Photo：RVR G 2WD ボディカラー：ホワイトダイヤモンド
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、
装着用品（エクステリア）
：
［RALLIART］
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）

05 - 06

逞しく駆けるその姿を、
さらに力強く

◎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。適用車種、部品番号、注記等は、
P07-08をご覧ください。※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。

主張。
オフロードでも石や泥はねからタフにボディを守ります。

Photo：DELICA D：5 P ボディカラー：ホワイトダイヤモンド
マッドフラップ、
サイドデカール、
フォグランプガーニッシュ、
装着用品
（エクステリア）
：
［RALLIART］
ブラックアウトフロントアンダーガーニッシュ、
テールゲートスポイラー、
ドアミラーカバー、
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
（ブラック マシニングホール 18インチ）
、
［純正用品］
エクシードバイザー、RAYSアルミホイール
ブラックアウトグリル、
ブラックアウトクリアランスランプガーニッシュ、
ブラックアウトリヤアンダーガーニッシュ、
エンジンフードエンブレム
（ブラック）

05 サイドデカール

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

06 テールゲートスポイラー

¥72,072（消費税抜価格：本体¥57,600＋参考取付工賃¥7,920）
RALLIARTロゴバッジを配し、ブラック レッドのコンビネーションが立体的なデザインを
より強調するスポーティな大型スポイラー。

07 ドアミラーカバー

¥18,018（消費税抜価格：本体¥14,400＋参考取付工賃¥1,980）
レッドが印象的なRALLIARTロゴバッジ付のミラーカバー。

08 フロアマット
■7人乗り用／8人乗り用

¥118,338

（消費税抜価格：本体¥105,600＋参考取付工賃¥1,980）

RALLIARTロゴメタルプレートとレッドの
オーバーロックが、車室内でRALLIARTブランドを演出。
3層構造により吸音性能を向上させたフロアマット。

〈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。

ロゴ部アップ

◎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。適用車種、部品番号、注記等は、P07-08をご覧ください。※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。

01

04

2022年5月発売予定

01 ナンバープレートフレーム

Other Item

■エクリプス クロス
（リヤ）、
RVR、デリカD:5用

定番アイテムで、細部までこだわる

02 ナンバープレートフレーム
■エクリプス クロス
（フロント）
用

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

3点セット： 01 ナンバープレートフレーム 2枚

エクリプス クロス
（リヤ）、
RVR、デリカD:5用

＋ 03 ナンバープレートロックボルト
▲

ロゴ部アップ

03

単品合計￥15,950
（消費税込）
のところ

¥1,100お得（消費税抜価格：本体¥13,500）

エクリプス クロス、RVR、
デリカD:5用

¥6,050（消費税抜価格：本体¥5,500）

05

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

＋ 03 ナンバープレートロックボルト

アウトランダー用

05 エンジンスイッチ／パワースイッチ

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

単品合計￥17,952
（消費税込）
のところ

¥1,100お得（消費税抜価格：本体¥14,000+参考取付工賃￥1,320）

スポーツマインドを刺激するRALLIARTロゴ入りのエンジン／パワースイッチ。標準装備品と交換装着。

※アウトランダー用、
エクリプス クロス、
デリカD:5用、
RVR用でデザイン・色味が異なります。※ロゴ部のLED照明が標準装備品とは異なります。
エクリプス クロス、
デリカD:5用

RALLIART Accessories
番号

商品名

価格

（商品一覧）
部品番号

04

備考

05
06

サイドデカール

テールゲートスポイラー

¥43,362

（消費税抜価格：本体¥34,800
＋参考取付工賃¥4,620）

¥34,848

（消費税抜価格：本体¥26,400
＋参考取付工賃¥5,280）

¥65,340

フロアマット

MZ577029（ホワイトダイヤモンド）
MZ577030（スターリングシルバーメタリック）
MZ577031（チタニウムグレーメタリック）
MZ577032（ブラックマイカ）
［全車］
MZ577033（ブラックダイヤモンド）
MZ577034（レッドダイヤモンド）
MZ577035（ディープブロンズメタリック）
MZ577036（コズミックブルーマイカ）
MZ531482

MZ553196
MZ577007

（消費税抜価格：本体¥51,600
＋参考取付工賃¥1,320）

MZ511988

¥64,812

（消費税抜価格：本体¥57,600
＋参考取付工賃¥1,320）

［全車］

RALLIARTスタイリングパッケージ
3点セット
¥176,946
01 フロントアンダーガーニッシュ （消費税抜価格：本体¥140,400
＋02 サイドエクステンション
＋参考取付工賃¥20,460）
＋03 リヤアンダーガーニッシュ

¥42,042

［全車］

［5人乗り車］

RALLIARTロゴメタルプレート付（運転席／助手席）、オーバー

MZ511989

［7人乗り車］

MZ577037

［全車］

07 - 08

地上高は変更ありません。

／リヤ左右。
※石や泥はねによるキズつきや汚れを完全に防ぐものではありません。
※マッドガード
（フロント／リヤ）
との同時装着はできません。

MZ577016

［全車］

RALLIARTロゴバッジ付、ブラック／レッド2トーン。
※標準装備品との交換装着。

¥34,848
¥50,556
¥36,432

（消費税抜価格：本体¥31,800
＋参考取付工賃¥1,320）

¥101,706

（消費税抜価格：本体¥78,600
＋参考取付工賃¥13,860）

¥40,722

（消費税抜価格：本体¥32,400
＋参考取付工賃¥4,620）

¥34,848

04

サイドデカール

（消費税抜価格：本体¥26,400
＋参考取付工賃¥5,280）

05

大型テールゲートスポイラー

（消費税抜価格：本体¥36,300
＋参考取付工賃¥3,300）

フロアマット

RALLIARTロゴバッジ付。レッド塗装 グロスブラックテープ。
※本品を装着すると、約23mm全長が超過します。全幅、最低
RALLIARTロゴ入りアルミプレート付（リヤ）、レッド、フロント

MZ511983

［ガソリン車］

MZ511984

［PHEV車］

RVR

06

ロック色：レッド。吸音機能付。運転席、助手席、
リヤ左右＋セン
ターマット、3列席の6点セット。
※オールウェザーマットとの同時装着はできません。

（消費税抜価格：本体¥42,000
＋参考取付工賃¥3,960）

テールゲートスポイラー

マッドフラップ

※オールウェザーマットとの同時装着はできません。

※ボディサイドデカール
（ECLIPSE CROSSロゴ／PHEVロゴ）、
サイドメッキガーニッシュ、
ドアエッジモールとの同時装着は
できません。

06

03

RALLIARTロゴメタルプレート付（運転席/助手席）、オーバーロック色：レッド。
吸音機能付。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］

サイドデカール

RALLIARTスキッドパッケージ
2点セット
01 フロントスキッドプレート
＋02 リヤスキッドプレート

※車両装備のルーフスポイラーの上から装着します。

MZ553195

05

¥43,560
¥31,592

（消費税抜価格：本体¥27,400
＋参考取付工賃¥1,320）

01、02、03

部品番号

適用

備考

MZ577038

MZ531481

［全車］

［ホイールアーチモール
付車］

RALLIARTロゴメタルプレート付（運転席／助手席）、オーバー
ロック色：レッド。
抗菌、防臭加工。運転席、助手席、
リヤ左右＋センターマットの
5点セット。

MZ553194

［全車］

※ドアエッジモール、ボディサイドデカール、デカールパッケージ
との同時装着はできません。

MZ577013

［全車］

RALLIARTロゴバッジ付、ブラック／レッド2トーン。
※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。

MZ511985

［全車］

◎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。

RALLIARTロゴメタルプレート付（運転席／助手席）、オーバー
ロック色：レッド。
運転席、助手席、
リヤ左右＋センターマットの5点セット。

［除くデリカD:5
アーバンギア］

¥41,910

04

マッドフラップ

（消費税抜価格：本体¥34,800
＋参考取付工賃¥3,300）

MZ531474

［除くデリカD:5
アーバンギア］

RALLIARTロゴ入りアルミプレート付（リヤ）、レッド、フロント
／リヤ左右。
※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。

05

サイドデカール

（消費税抜価格：本体¥26,400
＋参考取付工賃¥5,280）

MZ553197

［除くデリカD:5
アーバンギア］

※ボディサイドエンブレムとの同時装着はできません。

06

テールゲートスポイラー

（消費税抜価格：本体¥57,600
＋参考取付工賃¥7,920）

MZ574752

［除くデリカD:5
アーバンギア］

RALLIARTロゴバッジ付、ブラック／レッド2トーン。

07

ドアミラーカバー

（消費税抜価格：本体¥14,400
＋参考取付工賃¥1,980）

MZ577010

［除くデリカD:5
アーバンギア］

MZ511986

［除くデリカD:5
アーバンギア］
［7人乗り車］

MZ511987

［除くデリカD:5
アーバンギア］
［8人乗り車］

08

フロアマット

¥34,848
¥72,072
¥18,018

¥118,338

（消費税抜価格：本体¥105,600
＋参考取付工賃¥1,980）

Other Item
01、03

01、02、03

標準ミラーカバーと交換タイプ。左右セット。
※メッキミラーカバーとの同時装着はできません。

RALLIARTロゴメタルプレート付（運転席／助手席）、オーバー
ロック色：レッド。
吸・遮音機能付。第1〜3列席、
ラゲッジルームと車室内の全フ
ロアをカバー。

［RVR 全車］
［デリカD:5 除く
アーバンギア］

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 3点セット
¥16,852
01 ナンバープレートフレーム 1枚 （消費税抜価格：本体¥14,000
＋02 ナンバープレートフレーム 1枚 ＋参考取付工賃¥1,320）
＋03 ナンバープレートロックボルト

MZ572563

※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
［エクリプス クロス 全車］ 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。

MZ572560

ダーククロームメッキ仕様。
［エクリプス クロス 全車 リヤ用］
※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
［RVR 全車］
プレート封印前に装着してください。
［デリカD:5 除くアーバンギア］
※字光式ナンバープレートには使用できません。

MZ572561

［エクリプス クロス
全車 フロント用］

MZ572553

［アウトランダー 全車］
［エクリプス クロス 全車］
ボルト3個セット／1台分。RALLIARTロゴステッカー付。
［RVR 全車］
［デリカD:5 除くアーバンギア］

MZ556547

［アウトランダー 全車］ テーパータイプ。

MZ556537

［エクリプス クロス 全車］
［RVR アルミホイール装着車］ フランジタイプ。
［デリカD:5 除くアーバンギア］

MZ606681

［アウトランダー 全車］ ※標準装備のパワースイッチと交換装着。

01

ナンバープレートフレーム

02

ナンバープレートフレーム

03

ナンバープレートロックボルト

04

ブラックホイールロックナット＆
ラグナットセット

05

RALLIARTロゴバッジ付。

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 3点セット
¥14,850
MZ572562
01 ナンバープレートフレーム 2枚 （消費税抜価格：本体¥13,500）
＋03 ナンバープレートロックボルト

RALLIARTロゴバッジ付。
RALLIARTロゴ入りアルミプレート付（リヤ）、レッド、フロント
／リヤ左右。
※石や泥はねによるキズつきや汚れを完全に防ぐものではありません。
※マッドガード
（フロント／リヤ）
との同時装着はできません。

MZ577028

RALLIARTロゴバッジ付（ブラックアウトフロントアンダー
ガーニッシュ）。
※RALLIARTガーニッシュパッケージを装着した場合、急な
坂道や段差など路面に干渉する場合がございます。
※フォグランプガーニッシュ、
ブラックアウトフロントアンダーガー
ニッシュ装着時に必要な、再使用不可部品を同梱しております。
※ブラックアウトリヤアンダーガーニッシュは車種アクセサリー
カタログ掲載品と同一。
※フロントアンダーガーニッシュ、
リヤアンダーガーニッシュ、
エクステリアパッケージ A 、ブラックアウトフォグランプガー
ニッシュ、
ブラックアウトパッケージBとの同時装着はできません。

ガーニッシュ

RALLIARTロゴバッジ付、ブラック／レッド2トーン。

（消費税抜価格：本体¥26,400
＋参考取付工賃¥5,280）

（消費税抜価格：本体¥33,600
＋参考取付工賃¥4,620）

01、02

／リヤ左右。
※石や泥はねによるキズつきや汚れを完全に防ぐものではありません。
※マッドガードとの同時装着はできません。

［全車］

マッドフラップ

フロアマット

RALLIARTロゴバッジ付。
※フロントコーナーガーニッシュと同時装着する場合は、先に
フロントスキッドガーニッシュを取り付けてください。

MZ531475

04

07

価格

RALLIARTガーニッシュパッケージ
3点セット
01 フォグランプガーニッシュ
¥132,880
＋02 ブラックアウトフロントアンダー （消費税抜価格：本体¥97,700
ガーニッシュ
＋参考取付工賃¥23,100）
＋03 ブラックアウトリヤアンダー

［全車］

ECLIPSE CROSS
01、02、03

商品名

RALLIARTロゴ入りアルミプレート付（リヤ）、レッド、フロント

（消費税抜価格：本体¥39,600
＋参考取付工賃¥19,800）

¥58,212

07

番号

DELICA D：5

RALLIARTガーニッシュパッケージ
3点セット
¥177,870
01 フロントスキッドガーニッシュ （消費税抜価格：本体¥125,400
＋02 サイドアンダーガーニッシュ
＋参考取付工賃¥36,300）
＋03 リヤバンパーガーニッシュ

マッドフラップ

RVR用

※各車種別アクセサリーカタログに掲載の同一名称商品及び、同一名称商品を含むパッケージとの同時装着はできません。
適用

OUTLANDER

01、02、03

ロゴ部アップ

04 ブラックホイールロックナット＆ラグナットセット

3点セット： 01 02 ナンバープレートフレーム 各1枚

▲

03 ナンバープレートロックボルト

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。

■エクリプス クロス用

¥16,852

¥6,952（消費税抜価格：本体¥5,000+参考取付工賃￥1,320）

ダーククロームメッキ仕様、
RALLIARTロゴ入り。サイドガーニッシュ付。

■RVR、
デリカD:5用

¥14,850

¥4,950（消費税抜価格：本体¥4,500）

ダーククロームメッキ仕様、RALLIARTロゴ入り。

エンジンスイッチ／パワースイッチ

¥4,950

（消費税抜価格：本体¥4,500）

¥6,952

（消費税抜価格：本体¥5,000
＋参考取付工賃¥1,320）

¥6,050

（消費税抜価格：本体¥5,500）

¥37,004

（消費税抜価格：本体¥31,000
＋参考取付工賃¥2,640）

¥17,952

（消費税抜価格：本体¥15,000
＋参考取付工賃¥1,320）

MZ606680
MZ606682

※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。

ダーククロームメッキ仕様／サイドガーニッシュ付。
※字光式ナンバープレートには使用できません。
※別途、補用部品（ 1 年保証）扱いのボルト
［ M 6 20 mm ］
（MF913568 2本）が必要です。
ナンバープレートロックボルト
とセットで購入された場合は不要です。

［エクリプス クロス 全車］
※標準装備のエンジンスイッチまたはパワースイッチと交換装着。
［デリカD:5 除くアーバンギア］

［RVR エンジン
スイッチ装着車］

※標準装備のエンジンスイッチと交換装着。

01

02

03

09

10

11

着用イメージ
使用イメージ

折りたたみ時

04

05

レギュラー用 使用イメージ

ディーゼル用 使用イメージ

06

12

08

内側

13

14

15

内側

カーライフをスポーティに彩るRALLIARTオリジナルグッズ

01 折りたたみコンテナボックス
使用しないときは薄く折りたためるので、保管スペースを有効活用できます。

¥4,730（消費税抜価格：本体¥4,300）
SRG20001S

サイズ
（約）
外寸：縦26.4 横36.6 高さ28.3（cm） 内寸：縦23.2 横33.6 高さ25.8
（cm）
折りたたみ時：高さ8.（
1 cm）
容量（約）
：20L 素材：ポリプロピレン RALLIARTロゴプリント

02 キーレスオペレーションキーケース
キーレスオペレーションキーを回転スライドで出し入れ可能なキーケース。

¥3,410（消費税抜価格：本体¥3,100）
SRG20009

［エクリプス クロス／RVR／デリカD:5 キーレスオペレーションシステム付車］
※アウトランダーには使用できません。
サイズ
（約）
：縦13.2 横5.5 高さ3.0
（cm） 素材：牛革、
カーボンレザー（本体）／
亜鉛合金（カラビナ／金具） RALLIARTロゴプリント

03 キーリング
牛革とカーボンレザーを使用したキーリング。

¥2,200（消費税抜価格：本体¥2,000）
SRG20010

サイズ
（約）
：縦11.0 横2.5 高さ2.5
（cm） 素材：牛革、
カーボンレザー（本体）／
亜鉛合金（リング／金具） RALLIARTロゴプリント

04 フューエルキャップガーニッシュ
（レギュラー／ディーゼル）
給油時の油種間違いにも役立つドレスアップアイテム。

¥1,210（消費税抜価格：本体¥1,100）

05 サークルガーニッシュ

12 マフラータオル

08 カードケース

スポーツ観戦などにもピッタリな今治製のマフラータオル。

ステアリングコラム横の円形樹脂パネルの上や、
お好みの位置にアクセントとして
貼付けできます。

ウォレットとセットで持つのもオススメです。

SRG20014

SRG20012

SRG20002

サイズ
（約）
使用時：縦15.7 横11.2 高さ1.0
（cm）
折りたたみ時：縦7.8 横11.2 高さ2.0
（cm） 化粧箱（外寸）
：縦9.0 横12.5 高さ3.0（cm）
素材：革、
リアルカーボン
（表側）／合成皮革（内側）
RALLIARTロゴ型押し

サイズ
（約）
：縦20.0 横105.0
（cm） 素材：コットン 今治製
RALLIARTロゴプリント

¥1,078（消費税抜価格：本体¥980）

サイズ
（約）
：直径5.0
（cm）
素材：炭素繊維、高耐候ウレタン樹脂
RALLIARTロゴプリント

06 マルチガーニッシュ
保護・キズ防止・スベリ止めなどマルチにお使いいただけます。

¥2,728（消費税抜価格：本体¥2,480）
SRG20015

サイズ
（約）
：直径1.0 6個／縦3.0 横2.0 2個／縦1.0 横6.0 2個／縦1.0 横8.0 2個／
縦1.0 横10.0 2個（cm）
素材：炭素繊維、高耐候ウレタン樹脂
RALLIARTロゴプリント

07 ウォレット
外観はレザーとリアルカーボンを使用し、
レッドステッチがアクセントに。

¥8,800（消費税抜価格：本体¥8,000）
SRG20011

サイズ
（約）
使用時：縦9.8 横22.4 高さ2.（
1 cm） 折りたたみ時：縦9.8 横11.6 高さ2.9（cm）
化粧箱（外寸）
：縦11.0 横13.8 高さ3.7（cm）
素材：革、
リアルカーボン
（表側）／合成皮革（内側）
RALLIARTロゴ型押し

［アウトランダー／エクリプス クロス ガソリン車／RVR］
SRG20013R（レギュラー）
※エクリプス クロス PHEV車は使用できません。
［デリカD:5］
SRG20013D（ディーゼル）
サイズ
（約）
：縦2.2 横5.2
（cm） 素材：炭素繊維、高耐候ウレタン樹脂
RALLIARTロゴプリント

09 - 10

使用イメージ

使用イメージ

07

RALLIART Collection

着用イメージ

使用イメージ

※当該ページ
（P09-10）
に掲載のRALLIART Collectionは保証対象外になります。
※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や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。

¥2,750（消費税抜価格：本体¥2,500）

¥6,050（消費税抜価格：本体¥5,500）

09 フリースジャケット

3層構造により優れた防風性を発揮する
フリースジャケット。

サイズ目安表（cm）
サイズ

着丈

身幅

袖丈

裾幅

M

68

51

60

47

L

70

53

61

49

LL

72

55

62

51

¥9,900（消費税抜価格：本体¥9,000）
SRG20007M（Mサイズ）SRG20007L（Lサイズ）
SRG20007X（LLサイズ）

¥1,320（消費税抜価格：本体¥1,200）
SRG20003

サイズ
（約）
：縦20.0 横20.0
（cm） 素材：コットン 今治製
RALLIARTロゴネームタグ

14 キャップ

立体的なラバー素材でRALLIARTのロゴを表現したキャップ。

素材：ポリエステル

¥3,300（消費税抜価格：本体¥3,000）

（後）
RALLIARTロゴシリコンワッペン（前）／プリント

10 ソフトシェルジャケット
ストレッチ性のある防風・透湿素材を使用した
ソフトシェルジャケット。

13 ハンカチタオル
コンパクトで持ち運びしやすく、
プレゼントにもオススメな今治製のハンカチタオル。

SRG20004

サイズ目安表（cm）
サイズ

着丈

身幅

裄丈

裾幅

M

70

56

84

54

L

72

58

86

56

LL

74

60

88

58

¥15,950（消費税抜価格：本体¥14,500）

SRG20006M（Mサイズ）SRG20006L（Lサイズ）
SRG20006X（LLサイズ）
素材：ナイロン88%、
ポリウレタン12%
RALLIARTロゴプリント

11 ガレージエプロン
撥水加工されており、洗車やガレージでの軽作業に最適。

フリーサイズ
（頭囲：57〜60cm）
素材：綿（本体）／ポリエステル80％、綿20％
（汗止めテープ）／

PVC（ロゴ正面／後頭部アイコン） RALLIARTロゴラバープリント

15 マスク
コーデュラ生地のマスクで耳紐の長さ調整も可能。

¥1,980（消費税抜価格：本体¥1,800）
SRG20005

フリーサイズ 素材：ナイロン88%、
ポリウレタン12% CORDURA® fabric
RALLIARTロゴプリント
※洗濯方法は手洗い専用になります。

¥3,850（消費税抜価格：本体¥3,500）
SRG20008

サイズ
（約）
：縦80.0 横72.5 厚み0.5（cm） 素材：コットン／裏面PVCコーティング
RALLIARTロゴシリコンワッペン

RALLIARTアクセサリーのWebページはこちら。
https://www.mitsubishi-motors.co.jp/
purchase/accessory/ralliart/

