RALLIART Accessories
番号

商品名

価格

（商品一覧）
部品番号

適用

備考

OUTLANDER

01、02、03

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

¥43,362

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）

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。

MZ531482

［全車］

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。
※マッドガードとの同時装着はできません。

04

マッドフラップ

（消費税抜価格：本体¥34,800
＋参考取付工賃¥4,620）

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）

MZ553196

［全車］

06

テールゲートスポイラー

（消費税抜価格：本体¥39,600
＋参考取付工賃¥19,800）

MZ577007

［全車］

RALLIARTロゴバッジ付、ブラック／レッド2トーン。
※車両装備のルーフスポイラーの上から装着します。

（消費税抜価格：本体¥51,600
＋参考取付工賃¥1,320）

MZ511988

［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。
※オールウェザーマットとの同時装着はできません。

MZ511989

［7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
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。

MZ577037

［全車］

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
地上高は変更ありません。

MZ531475

［全車］

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。

¥34,848

¥65,340
¥58,212

フロアマット

¥64,812

（消費税抜価格：本体¥57,600
＋参考取付工賃¥1,320）

ECLIPSE CROSS
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

RALLIART Accessories
01、02、03

¥42,042

（商品一覧）

04

マッドフラップ

（消費税抜価格：本体¥33,600
＋参考取付工賃¥4,620）

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）

MZ553195

［全車］

※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

テールゲートスポイラー

（消費税抜価格：本体¥42,000
＋参考取付工賃¥3,960）

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。

フロアマット

（消費税抜価格：本体¥31,800
＋参考取付工賃¥1,320）

MZ511983

［ガソリン車］

MZ511984

［PHEV車］

MZ577038

［全車］

RALLIARTロゴバッジ付。

MZ531481

［ホイールアーチモール
付車］

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。

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］

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。

MZ577028

［除くデリカD:5
アーバンギア］

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。

¥34,848
¥50,556
¥36,432

RVR
01、02

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）

¥40,722

03

マッドフラップ

（消費税抜価格：本体¥32,400
＋参考取付工賃¥4,620）

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

（消費税抜価格：本体¥27,400
＋参考取付工賃¥1,320）

DELICA D：5

01、02、03

¥34,848
¥43,560
¥31,592

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
ガーニッシュ

¥41,910

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。

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］

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
盗難抑止ボルト付ナンバープレート
※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。
フレームパッケージ 3点セット
¥14,850
※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。
MZ572562
01、03
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

01、02、03

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

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

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）

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。

※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。

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。

MZ606680

［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］

MZ606682

※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。

※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。

［RVR 全車］
［デリカD:5 除く
アーバンギア］

RALLIARTロゴバッジ付。

［RVR エンジン
スイッチ装着車］

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。

※標準装備のエンジンスイッチと交換装着。

