
2020.12～

◎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。

◎本カタログの表示価格は2020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（6,600円／時間）
　＋消費税（10％）が含まれております。なお取付工賃レートは、地域・製品・装着時により異なる場合がありますのでご了承ください。
◎仕様および表示価格は、製品改良や材料高騰、その他の理由により予告なく変更することがありますので販売会社にお問い合わせください。
◎写真は、印刷インキの性質上、実際の色と異なって見えることがあります。
◎掲載写真は、実物とイメージや仕様が異なる場合があります。
◎撮影のための小道具は商品に含まれておりません。
◎装着する用品や組み合わせによっては、車高および重量が変化することがありますので、ご了承ください。
◎一部車種については装着できないものがあります。また取付場所が同一のため、複数のものを同時に装着できないものもありますので
　販売会社にお問い合わせください。
◎撮影上の都合で、一部旧型車両や他車種を使用しています。
◎ホームページを開設していますのでご利用ください。

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。

オープン時間：9時～17時（土日・祝日・当社指定休日 : 9時～12時、13時～17時）

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

YS3044-2012/10

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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家族の毎日を輝かせる
エクステリアアイテム

06

さらに上質な室内と、
さらに機能的なラゲッジへ

07 - 08

使い勝手や安心感を高め、
カーライフをサポート

09 - 14

ドライブレコーダー連携など、
多彩な機能を備えたナビゲーション

15

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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16 - 18
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。
ビッグな室内とコンパクトボディで、家族でのおでかけがもっと楽しくなるDELICA D:2。
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：HYBRID MZ
ボディカラー：ピュアホワイトパール
装着用品：フロントバンパーガーニッシュ、ドアハンドルガーニッシュ

Photo：CUSTOM HYBRID MV
ボディカラー：メロウディープレッドパール／ブラック2トーンルーフ
装着用品：フロントバンパーガーニッシュ、ドアハンドルガーニッシュ
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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。 

Photo：HYBRID MZ　ボディカラー：メロウディープレッドパール
装着用品：フロントバンパーガーニッシュ、ドアハンドルガーニッシュ

Photo：CUSTOM HYBRID MV　ボディカラー：グリッターバイオレットパール
装着用品：フロントバンパーガーニッシュ、バックドアガーニッシュ、ドアハンドルガーニッシュ

  フロントバンパーガーニッシュ
¥46,552
（消費税抜価格：本体¥41,000＋参考取付工賃¥1,320）

クロームメッキのバンパーガーニッシュが高級感を演出します。樹脂製。

［HYBRID MX/HYBRID MZ］ MZ576967

01   ドアハンドルガーニッシュ
¥18,678
（消費税抜価格：本体¥15,000＋参考取付工賃¥1,980）

樹脂製。クロームメッキ仕上げ。

［後席左側ワンアクションパワースライドドア車］ MZ576971
［後席両側ワンアクションパワースライドドア車］ MZ576972

02   フロントバンパーガーニッシュ
¥26,752
（消費税抜価格：本体¥23,000＋参考取付工賃¥1,320）

クロームメッキのバンパーガーニッシュがフロントビューをダイナミックに演出します。
樹脂製。左右セット。

［CUSTOM HYBRID MV］ MZ576968

03   バックドアガーニッシュ
¥45,012
（消費税抜価格：本体¥39,600＋参考取付工賃¥1,320）

クロームメッキがリヤビューをシャープに演出します。樹脂製。左右セット。

［全車］ MZ576969

04



Exterior Interior さらに上質な室内と、さらに機能的なラゲッジへ
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良好な視界で、気持ちよく目的地へ
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  ワイドバイザー
¥20,328
（消費税抜価格：本体¥16,500＋参考取付工賃¥1,980）

車室内の換気におすすめ。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］ MZ576966

01   ドアエッジモール
¥7,502
（消費税抜価格：本体¥5,500＋参考取付工賃¥1,320）

樹脂＋光輝フィルム。フロント／リヤ左右セット。

［全車］ MZ576973

03

  ドアハンドルプロテクター
¥6,952
（消費税抜価格：本体¥5,000＋参考取付工賃¥1,320）

爪による小キズ防止に。フロント／リヤ左右セット。ハイボスカル（グレー）。

［全車］ MZ576970

04
  ハイドロフィリックドアミラー
¥14,652
（消費税抜価格：本体¥12,000＋参考取付工賃¥1,320）

雨天時、水滴を馴染ませて後方を見やすくするドアミラーです。交換タイプ。左右セット。
※4WD車のヒーテッドドアミラー機能にも対応しています。
※ワックス・撥水剤などが表面に付くと、親水効果が得られなくなる場合があります。

［全車］ MZ576974

02

  革調シートカバー
¥74,712（消費税抜価格：本体¥60,000＋参考取付工賃¥7,920）

高級感あふれる手ざわりの良い革調シートカバーです。1台分（フロント、リヤ）セット。
材質：PVC。
※運転席、助手席の背裏までカバーしていますが後席の背裏はカバーしていません。
パーソナルテーブルは通常通りご利用いただけます。

［全車］ MZ501795

05

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

ブラックを基調としたシンプルなデザインマット。
DELICA D:2の刺繍ネーム入り。抗菌・防臭・防ダニ機能付き。フロント／センター／リヤセット。
※フロアマット（フロント）は、安全のため付属の固定フック（2個）で必ず固定してください。
［全車］ MZ511930

08

  フロアイルミネーション
¥22,990（消費税抜価格：本体¥14,300＋参考取付工賃¥6,600）

ドアを開けるとフロアを照らします。ドアを閉めても数秒間照らしてくれます。ブルーLED。
フロント＆リヤ4灯式。スイッチ同梱。
※アイドリングストップ機能によるエンジン停止時および再始動時にバッテリー電圧低下により
消灯することがあります。

［全車］ MZ590950

09

  リヤゲートネット
¥18,150（消費税抜価格：本体¥9,900＋参考取付工賃¥6,600）

荷物を簡単に固定できる二重ネットです。走行中の荷物の散乱を防ぎます。
※      ラゲッジマットと同時装着はできません。

［全車］ MZ522756

06

07

  ラゲッジマット
¥29,524（消費税抜価格：本体¥24,200＋参考取付工賃¥2,640）

撥水タイプでリヤシート・ラゲッジサイド、ラゲッジフロアをカバーできます。
フルカバータイプ。
※      リヤゲートネットと同時装着はできません。

［全車］ MZ514298

07

06

※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。 

Photo：HYBRID MZ　ボディカラー：クラッシーブラウンメタリック
装着用品：ドアエッジモール、ドアハンドルプロテクター

※旧型車画像を
掲載しております。装着後 装着前

  バックドアルームランプ
¥22,022
（消費税抜価格：本体¥15,400＋参考取付工賃¥4,620）

夜間の荷物の積み下ろしに便利です。ドアを開けると点灯し、
ドアを閉めると数秒後に消灯します。ホワイトLED 2灯式。
※バックドアを開けると点灯し、閉めると消灯します。
※エンジンスイッチがOFFの場合、約15分で自動消灯します。
※全方位モニター用カメラパッケージ非装着車に取り付ける
場合、リヤビューカメラ（映像表示切替機能付）（P.12      ）、
前後ドライブレコーダー（別体型2カメラタイプ）（P.14      ）
の3品目を同時に装着できません。各々組み合わせで2品目
までは同時装着可能です。
※全方位カメラパッケージ車に取り付ける場合、前後ドライブ
レコーダー（別体型2カメラタイプ）（P.14      ）との同時装着
はできません。

［全車］ MZ590955

10

03
06

06



Utilities

07 - 08

お出かけ前もお出かけ中も安心、快適に Basic Item カーライフをサポートする定番アイテム
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ブザー音の鳴り方

マルチ
インフォメーション
ディスプレイ表示 

約45～60cm

ピッピッピ

約35～45cm

ピピピ ピー（連続音）

約35cm以下■アンサーバック機能
エンジン始動と停止をLEDランプとメロディー音でお知らせ

生後
12カ月 4歳 12歳

～75cm ～100cm

～10kg 15kg ～18kg

～150cm

～36kg

◆ご使用の目安◆

参考年齢

参考身長

体 重

※身長と体重は参考です。

ジュニアシート11

生後
9カ月 4歳0カ月

～70cm ～85cm ～100cm

～13kg ～15kg ～18kg～9kg

◆ご使用の目安◆

参考年齢

参考身長

体 重

※身長と体重は参考です。

乳児用シートとして使用 幼児用シートとして使用

チャイルドシート10

ベビーシート09

1009 11

01
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03

10 11
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09

0805 07

1009

HYBRID CUSTOM HYBRID

HYBRID CUSTOM HYBRID チタン調

ベースシート

※画像はイメージです。
※ISOFIX方式で取り付けの場合、
ベースシートが必要です。

メッキ 装着後 装着後

装着前 装着前

点灯時

消灯時

フロントパーキングセンサーイメージ

エンジンスタート

アンサーバック

使用イメージ（冬） 使用イメージ（夏）

ベビーシート／　　チャイルドシート　

マルチインフォメーションディスプレイに表示

ジュニアシート

  リモコンエンジンスターター
¥73,810（消費税抜価格：本体¥46,200＋ハーネスキット¥14,300＋
参考取付工賃¥6,600）

乗車前に室内を快適に。便利なアンサーバック機能付きで、エンジンの始動と停止を
LEDランプとメロディー音でお知らせします。 ※1
［全車］ MZ604802（本体）／MZ604803（ハーネスキット）

01

  LEDフォグランプ
¥39,556（消費税抜価格：本体¥32,000＋参考取付工賃¥3,960）

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。左右セット。
取り付けにはフォグランプベゼル（右：MQ515104、左：MQ515105）が必要となります。 ※3
［HYBRID MX］ MZ590966

04

  コーナーポール（手動伸縮式）
¥16,104（消費税抜価格：本体¥12,000＋参考取付工賃¥2,640）

車幅の目安になって便利。昼間は視認性の高いフォルム、夜間はポール先端の
イルミネーションが輝き、車幅感覚をサポートします。ブルーLEDランプ付き。全長：約560mm。

［HYBRID MX/HYBRID MZ］ MZ590951
［CUSTOM HYBRID MV］ MZ590952

03

  LEDバルブ（ルームランプ＜フロント＞交換の場合）（1年2万km保証）

¥3,696（消費税抜価格：本体¥2,700＋参考取付工賃¥660）

［全車］ MZ590948

07

  LEDバルブ（ルームランプ＜センター＞交換の場合）（1年2万km保証）

¥6,952（消費税抜価格：本体¥5,000＋参考取付工賃¥1,320）

［全車］ MZ590949

08

  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。ボルト3個セット／1台分。
MITSUBISHI MOTORSロゴ入りステッカー付き。

［全車］ MZ572551

06

  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、メッキ仕上げ。フロント／リヤ兼用。
MITSUBISHI MOTORSロゴ入り。 ※4、※5

［全車］ MZ572546（1枚）

■チタン調
¥4,180（消費税抜価格：本体¥3,800）

チタン調。樹脂製。フロント／リヤ兼用。
MITSUBISHI MOTORSロゴ入り。 ※4、※5

［全車］ MZ572547（1枚）

05

  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：05 ナンバープレートフレーム（メッキ）×2

＋ 06 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 ※4、※5

  ベビーシート〈ISOFIX対応タイプ〉

¥77,000（消費税抜価格：本体¥35,000＋ベースシート¥35,000）

※本製品はシートベルトでの固定も可能です。

［全車］ MZ525285（本体）／MZ525284（ベースシート）

09

  チャイルドシート〈ISOFIX対応タイプ〉

¥99,000（消費税抜価格：本体¥55,000＋ベースシート¥35,000）

※本製品はシートベルトでの固定も可能です。
※シートベルトで固定する場合、0ヶ月～9ヶ月くらいまではベビーシートとして、9ヶ月～4歳
くらいまではチャイルドシートとして使用できます。

［全車］ MZ525286（本体）／MZ525284（ベースシート）

10

  ジュニアシート
¥35,200（消費税抜価格：本体¥32,000）

※ISOFIX方式での取り付けはできません。

［全車］ MZ525300

11

＜チャイルドシートの注意事項＞※ご購入の際には、お子さまに合ったものをお選びください。※取り付けるシートの位置および、お子さまの年齢により取付方法が異なりますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。※使用について詳
しくは、各商品の「取扱説明書」をご覧ください。※助手席および後席中央への装着はできません。（注1）やむを得ず助手席にチャイルドシートを装着する場合は、必ずシートを最後端まで下げた位置での取り付けをお願いします。また、その場
合は、シートベルトでの固定となり、ISOFIX方式での装着はできません。（注2）チャイルドシートをベビーシートとして使用する場合は、後向きでの装着となります。この場合は、シートベルトでの固定となり、ISOFIX方式での装着はできません。

塗装色
メロウディープレッドパール
グリッターバイオレットパール
スターシルバーメタリック
スーパーブラックパール
プレミアムシルバーメタリック

ピュアホワイトパール
クラッシーブラウンメタリック
フレイムオレンジパールメタリック
スピーディーブルーメタリック

部品番号 塗装色 部品番号
MZ590957
MZ590958
MZ590959
MZ590960
MZ590961

MZ590963
MZ590962

MZ590964
MZ590965

  フロントパーキングセンサー
¥49,016（消費税抜価格：フロント増設キット・ハーネスキット¥28,000＋
センサーキット¥6,000＋参考取付工賃¥10,560）

フロントパーキングセンサーを装着すれば、前方の障害物を感知し、
スムーズな車庫入れや縦列駐車などをサポートします。
取り付けにはフロント増設キット・ハーネスキット（MZ590956）が必要となります。 ※2
［全車］ センサーキットの部品番号については、下表をご参照ください。

02

◎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。

＜リモコンエンジンスターターの注意事項＞　  周囲の安全を十分に確認してご使用ください。　  一般公道および閉め切った場所（車庫など）では使用しないでください。　  環境保護（騒音など）のため必要以上にエンジンをかけないで
ください。　  リモコンエンジンスターターでエンジンを始動した後は、ドアを開けるとエンジンが停止します。　  一部地域（兵庫県・埼玉県・京都府など）では、車両の停止中にエンジンをみだりに稼動させた場合、条例などに触れ、罰則を
受けることがありますので十分ご注意ください。　 リモート格納ミラー標準装備車は、リモコンエンジンスターターでのエンジン始動時にドアミラーが開きますので、思わぬ事故を防止するためリモコンエンジンスターターを使用する際は、
リモート格納機能を停止してからご使用ください。
＜フロントパーキングセンサーの注意事項＞　  フロントパーキングセンサーは運転の補助として障害物の接近をブザー音で知らせるもので、ドライバーの注意義務を軽減するものではありません。　  全ての障害物に対して作動するわけ
ではありません。周囲の安全を直接ミラーや目視で確認しながら運転してください。　  車両中央部分はセンサーが感知できません。また、細いポールなどには反応しない場合があります。
※1：本製品による暖機中はキーレスオペレーションシステムの作動距離が短くなる場合や作動しなくなる場合がありますが、故障ではありません。そのような場合は、本製品送信機によりエンジンを停止させてからご使用ください。※2：フロ
ントパーキングセンサーはナビ画面には表示されません。字光式ナンバープレート（LEDタイプ除く）と同時装着はできません。※3：フォグランプベゼルは補用部品（1年保証）扱いとなります。価格を含む詳細は販売会社へお問い合わせくだ
さい。※4：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。※5：字光式ナンバープレートには使用できません。

前向き 後向き商品名
取付位置

09 ベビーシート × ×

×10 チャイルドシート ×
（注1）

助手席 後席 サイズ

前向き 後向き 幅×高さ×奥行（mm）

×
410×440×640

（ISOFIXベースシート未装着時）
410×480×640

（ISOFIXベースシート装着時）

○ ○
（注2）

○

440×630×490
（ISOFIXベースシート未装着時）

×11 ジュニアシート × ○ ×

440×670×490
（ISOFIXベースシート装着時）

450×690×480

＜適用表＞



Navigation and Others ドライブレコーダー連携など、多彩な機能を備えたナビゲーション

N
av

ig
at

io
n 

an
d 

O
th

er
s

01 02

03 04

  オリジナル8型ナビゲーション（パナソニック）
システム合計価格 ¥206,448（消費税込、参考取付工賃込）
詳細についてはP.13をご参照ください。

02

■01 オリジナル10型ナビゲーション、03 10.1型後席用モニター（ルーフ取付タイプ）、
04 前後ドライブレコーダー（別体型2カメラタイプ）を同時購入した場合
システム合計価格 ¥539,550（消費税込、参考取付工賃込）

  10.1型後席用モニター（ルーフ取付タイプ）
システム合計価格 ¥123,728（消費税込、参考取付工賃込）
詳細についてはP.14をご参照ください。

■02 オリジナル8型ナビゲーションと同時購入した場合
システム合計価格 ¥330,176（消費税込、参考取付工賃込）

03

  前後ドライブレコーダー（別体型2カメラタイプ）

システム合計価格 ¥79,838（消費税込、参考取付工賃込）
詳細についてはP.14をご参照ください。

■02 オリジナル8型ナビゲーションと同時購入した場合
システム合計価格 ¥286,286（消費税込、参考取付工賃込）

04

■02 オリジナル8型ナビゲーション、03 10.1型後席用モニター（ルーフ取付タイプ）、
04 前後ドライブレコーダー（別体型2カメラタイプ）を同時購入した場合
システム合計価格 ¥410,014（消費税込、参考取付工賃込）

  全方位カメラパッケージ車 装着推奨製品 組合せ 1   全方位カメラパッケージ車 装着推奨製品 組合せ 2

《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。）

※全方位カメラパッケージ装着車用のナビゲーションは、車両に装着されたTVアンテナと接続します。全方位カメラパッケージ非装着車用のナビゲーションのTVアンテナは、フィルムタイプTVアンテナをフロントウインドウガラスに装着し
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®対応の携帯電話が必要です。携帯電話の機種によっては本サービスをご利用できない場合があります。
＜iPod対応機種のご注意＞iPod対応機種につきましては、販売会社にお問い合わせください。
＜USBデバイス使用時のご注意＞・DRM（Digital Rights Management）形式など著作権保護処理の施された音楽ファイルの再生はできません。・各対象機種およびデータの制約により再生できないデバイスがあります。・USBハブ、マ
ルチパーテーションには対応していません。・USBマスストレージに対応し、最大電流消費量500mA未満のUSBデバイスのみ接続が可能です。・USBデバイスの状態によっては接続できない場合があります。・USBタイプカードリーダーに
は対応していません。
※Drive T@lkerはパナソニック株式会社、Wi-FiはWi-Fi Alliance、iPod、iPhoneは米国およびその他の国々で登録されているApple Inc.、Bluetooth®はBluetooth SIG Inc.、Android™はGoogle LLC、VICS WIDE、VICSは（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。

09 - 10

  オリジナル10型ナビゲーション（パナソニック）
システム合計価格 ¥329,428（消費税込、参考取付工賃込）
詳細についてはP.11をご参照ください。

01

  10.1型後席用モニター（ルーフ取付タイプ）
システム合計価格 ¥130,284（消費税込、参考取付工賃込）
詳細についてはP.12をご参照ください。

■01 オリジナル10型ナビゲーションと同時購入した場合
システム合計価格 ¥459,712（消費税込、参考取付工賃込）

03

  前後ドライブレコーダー（別体型2カメラタイプ）

システム合計価格 ¥79,838（消費税込、参考取付工賃込）
詳細についてはP.12をご参照ください。

■01 オリジナル10型ナビゲーションと同時購入した場合
システム合計価格 ¥409,266（消費税込、参考取付工賃込）

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。 ※画像はイメージです。

本体

フロントカメラ

リヤカメラ



11 - 12

Original 10 inch Navigation
Navigation and Others 10インチの大画面に加え、

多彩なメディアに対応した高機能モデル
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12セグ/ワンセグ
TVチューナー

ステアリング
オーディオスイッチ
対応（注3）

音楽再生
CD

DVD VIDEO

音楽再生
USBメモリー

HDMI入力

音楽再生
Bluetooth（注5）

音楽再生
SDカード

ワイドFMAM/FMラジオ

音楽再生
iPod/iPhone
（注4）

動画再生
iPod/iPhone
（注7）

音楽録音
CD（注6）

AV機能

別売オプション

リヤビューカメラ 後席用モニター ETC2.0連動 ETC連動前後ドライブ
レコーダー連動

メモリータイプ
16GB

音声認識
（注2）

全方位モニター
対応（注1）

オリジナル10型ナビゲーション（パナソニック）・基本機能

20年度版
地図データ
＊1、＊2

静電容量式
タッチパネル

Bluetooth
ハンズフリー通話

スマートフォン
連携 VICS WIDE

10型HD

まもなく、踏切です

速度超過です

一時停止です

ライトの点灯を
確認してください

有効画素数 200万画素

画角 水平：117° 垂直：63°

画像サイズ
映像記録時間

[解像度] 1920×1080
[高画質] 約180分
[標準] 約320分

記録保護件数 [静止画録画] 300件
[手動録画] 30件
[急加速・急減速／駐車録画] 30件

microSDHCメモリーカード 16GB（同梱）
※SDカード変換アダプター同梱

記録媒体

■ 機能詳細（MZ607849） 05

06

04

02 0301

※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。

＊1：地図データは概ね2019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：無償地図更新はお客さまのパソコンでダウンロードして更新対応いただく方法と、ハガキでのお申込みによるSDカードの送付で対応い
ただく方法があります。パソコンでダウンロードする場合：ご利用の開始日から最長5年間の内最大2回まで全更新ができます。更新のお申込み期限：2026年12月末/更新期間：2026年12月末までとなります。また、無償地図更新の期間中
は、差分更新が最大で30回更新可能となります。SDカード送付で更新する場合：2022年11月末までにハガキでお申込みいただくと、2024年度版を2023年10月以降に全更新用のSDカードを送付予定となります。（1回のみ）（注1）全方位
カメラパッケージ車の全方位モニターに対応します。車両ご注文時に装備の有無をご確認ください。（注2）Bluetooth®対応スマートフォンとスマートフォンアプリ「Drive T@lker」のインストールが必要となります。アプリのご利用料金は
無料ですが、別途通信費が必要となります。契約携帯電話会社の料金プランなどをご確認の上、ご利用ください。（注3）車両の標準装備品です。（注4）iPhone4s以前のiPhoneには対応していません。（注5）携帯電話の機種によっては、
Bluetooth®の音楽再生は使用できない場合があります。（注6）別途SDカード（市販品）が必要となります。（注7）iPhone4s以前のiPhoneには対応していません。HDMIソースでの再生（ミラーリング）となります。別売のHDMI接続ケー
ブルとLightningコネクタUSBケーブル（iPod/iPhoneに付属）とApple社製Lightning-Digital AVアダプタ（市販品）が必要となります。（注8）ワイド映像はより広い範囲を表示するための画像処理を行なっております。そのため歪ん
で見えたり、実際の形状と異なる映像表示となったりすることがあります。（注9）画面にはナンバープレートや車両の一部が映り込む場合があります。また、字光式ナンバープレート装着車には取付できません。

  オリジナル10型ナビゲーション（パナソニック）
■[全方位カメラパッケージ車]
¥329,428（消費税抜価格：本体¥255,300＋オーディオ交換ガーニッシュ
（ピアノブラック）¥3,700＋カメラコントローラーキット¥27,600＋
ナビ電源ハーネス¥4,600＋ナビゲーションロック¥3,000＋参考取付工賃¥5,280）

MZ609891（本体）／MZ598426（オーディオ交換ガーニッシュ）
MZ598427（カメラコントローラーキット）／MZ598428（ナビ電源ハーネス）
MZ598350（ナビゲーションロック）

■[除く全方位モニター用カメラパッケージ車]
¥308,264（消費税抜価格：本体¥255,300＋オーディオ交換ガーニッシュ
（ピアノブラック）¥3,700＋ナビゲーションアンテナキット¥5,700＋ナビゲーションロック
¥3,000＋参考取付工賃¥12,540）

MZ609891（本体）／MZ598426（オーディオ交換ガーニッシュ）
MZ609784（ナビゲーションアンテナキット）／MZ598350（ナビゲーションロック）

見やすさ美しさにこだわった大画面10インチモデル。ヘッドアップディスプレイ対応。音声認識、
逆走注意機能、ドライブレコーダー連動機能を搭載した高機能モデル。

01

ステアリング連動ガイド線表示機能

＜ナビ画面表示＞

  10.1型後席用モニター（ルーフ取付タイプ）
システム合計価格 ¥130,284（消費税抜価格：本体¥59,500＋専用アタッチメント
¥31,100＋HDMI接続ケーブル¥8,700＋参考取付工賃¥19,140）

［オリジナル10型ナビゲーション装着車／全方位カメラ付ナビパッケージ車］ 
MZ609894（本体）／MZ598432（専用アタッチメント）／MZ598433（HDMI接続ケーブル）

詳細についてはP.14をご参照ください。

02

  前後ドライブレコーダー（別体型2カメラタイプ）

システム合計価格 ¥79,838（消費税抜価格：本体¥54,100＋参考取付工賃¥18,480）

フロント用、リヤ用の2カメラで常時録画、イベント録画、手動録画、静止画記録が可能です。
ナビゲーションの画面で録画した映像をその場で再生でき、再生操作や各種設定もナビゲー
ションで行なえます。
詳細についてはP.14をご参照ください。

04

■HDMI接続ケーブル
■[USBソケット装着車]
¥11,550（消費税抜価格：本体¥6,200＋ケーブルグロメット¥340＋参考取付工賃¥3,960）

［オリジナル10型ナビゲーション装着車］ MZ598430（本体）／MZ598431（ケーブルグロメット）
■[USBソケット非装着車]
¥8,998（消費税抜価格：本体¥6,200＋参考取付工賃¥1,980）

［オリジナル10型ナビゲーション装着車］ MZ598430
お気に入りのiPod/iPhoneなどの動画を車内で楽しめます。 ※13、※14、※15

  リヤビューカメラ（映像表示切替機能付）
システム合計価格 ¥46,904（消費税抜価格：本体¥33,400＋参考取付工賃¥9,240）

シフトをバックの位置に入れるとナビゲーションのモニターが自動的にカメラの映像に
切り替わり、後退時の後方確認を補助します。お好みで標準映像、ワイド映像または俯瞰映像に
切り替えることができます。また、ステアリング連動ガイド線表示機能により、車庫入れなどの
後退運転時に、ステアリング操作と連動して参考になるガイド線を画面に表示するので、感覚が
つかみやすく安心です。 （注8）（注9）、※5、※6、※7
※バックドアルームランプ（P.06      ）、 前後ドライブレコーダー（別体型2カメラタイプ）
（P.14      ）の3品目を同時に装着できません。各々組み合わせで2品目までは同時装着可能です。
［除く全方位モニター用カメラパッケージ車］ MZ607901

03

  ETC2.0車載器（オリジナルナビゲーション接続用）
システム合計価格 ¥47,828（消費税抜価格：本体¥35,000＋
ビルトイン車載器取付キット¥3,200＋参考取付工賃¥5,280）

インストルメントパネルにすっきりスマートに収まるビルトインタイプのETC2.0車載器です。
※8、※9、※10、※11
［オリジナルナビゲーション装着車］ MZ608828（本体）

MZ609703 （ビルトイン車載器取付キット）

05

  ETC車載器（オリジナルナビゲーション接続用）
システム合計価格 ¥28,248（消費税抜価格：本体¥15,400＋ETC／ナビゲーション
接続ケーブル¥5,000＋参考取付工賃¥5,280）

インストルメントパネルにすっきりスマートに収まるビルトインタイプのETC車載器です。
本製品を装着する際には補用品のスピードナット（MQ500183）×2が必要となります。
※8、※9、※10、※11、※12
［オリジナルナビゲーション装着車］ MZ608840（本体）

MZ608832（ETC／ナビゲーション接続ケーブル）

06

音声とポップアップでお知らせする「安心運転サポート」 （9項目）
道路標識情報や速度制限の超過警告、さらにはカーブや踏切、合流の案内などを音声と地図上のポッ
プアップでお知らせします。はじめての街でもわかりやすくドライブをサポートしてくれます。 ※3、※4

●踏切案内
踏切に近づくと音声とポップアップで
注意をうながします。

●一時停止案内
一時停止マークと停止位置までの
距離を表示します。

●ライト点灯案内
夕刻やトンネル走行時にライトのつけ忘れを
サポートします。

●制限速度案内
走行中の道路の制限速度を表示し、
制限速度をいちじるしくオーバーすると
画面と音声で警告します。

●合流案内（高速道路） ●指定方向外禁止案内 ●高速レーン減少案内 
●カーブ案内 ●事故多発地点案内（一般道）
ガイダンスチューンで必要な情報のみを選択できます。

●一時停止　●踏切案内　●合流案内　●制限速度案内の4項目は、
3段階[しない／ルート案内中／常時]の設定ができます。

本体

フロント
カメラ

リヤ
カメラ

※1：全方位モニター用カメラパッケージ車（全方位カメラパッケージ/全方位カメラ付ナビパッケージ類別）には、USBソケットが装備されております。※2：USBソケット（MQ510742）は補用部品（1年保証）扱いとなります。価格を含む詳
細については販売会社にお問い合わせください。※3：一時停止案内、制限速度案内は、標識認識機能付車では表示が重複するため、初期設定はOFFとなっております。※4：全ての道路、標識についての案内を保証するものではありません。
※5：全方位モニター用カメラパッケージ車（全方位カメラパッケージ/全方位カメラ付ナビパッケージ類別）には装着できません。※6：後方距離および車幅の補助ラインは、あくまでも目安です。※7：後方および車両周辺を直接目視やミ
ラーで確認してください。リヤビューカメラ（映像表示切替機能付）はドライバーの注意義務を軽減するものではありません。運転の補助としてご使用ください。※8：ETC2.0車載器とETC車載器の同時装着はできません。※9：ETC2.0車載
器と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。※10：本製品は新セキュリティ規格に対応していま
す。※11：ETC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/index.html）をご確認ください。※12：スピードナット（MQ500183）は補用部品（1年保証）扱いとなります。
価格を含む詳細は販売会社へお問い合わせください。※13：ご利用の際は、別途Apple社製Lightning-Digital AVアダプタ（市販品）とLightningコネクタUSBケーブル（iPod/iPhoneに付属）が必要となります。HDMI接続機器との接
続には、それぞれの機器に対応したケーブル類が必要となります。※14：HDMIソースでの再生となります（ミラーリング）。※15：Dockコネクタ仕様のiPhoneには対応していません。

フロントカメラ地図・映像2画面表示 リヤカメラ全画面表示

前方・後方映像をすぐに確認

■USBソケット
全方位モニター用カメラパッケージ非装着車にUSBソケットを
設置するための製品です。
USBソケットを装着する際には、別売のUSB接続ケーブル
（MZ598429/¥3,850（消費税込））が必要となります。
取付位置：インパネアッパーボックス（運転席） ※1、※2
［除く全方位モニター用カメラパッケージ車］ MQ510742
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Original 8 inch Navigation
Navigation and Others

基本機能を高めた8インチスタンダードモデル
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12セグ/ワンセグ
TVチューナー

ステアリング
オーディオスイッチ
対応（注2）

DVD VIDEO

音楽再生
USBメモリー

音楽再生
Bluetooth（注4）

ワイドFMAM/FMラジオ

音楽再生
iPod/iPhone
（注3）

音楽録音
CD（注5）

AV機能

別売オプション

リヤビューカメラ 後席用モニター ETC2.0連動 ETC連動前後ドライブ
レコーダー連動

メモリータイプ
16GB

スマートフォン
連携

オリジナル8型ナビゲーション（パナソニック）・基本機能

感圧式
タッチパネル

20年度版
地図データ
＊1、＊2

Bluetooth
ハンズフリー通話 VICS WIDE

8型
WVGA

まもなく、踏切です この先カーブです

ライトの点灯を
確認してください

ポーン♪
逆走のおそれが
あります。
進行方向に
ご注意ください。

ポーン♪
自動車専用道路
を走行して
います。逆走に
ご注意ください。

※画像はイメージです。

有効画素数 200万画素

画角 水平：117° 垂直：63°

画像サイズ
映像記録時間

[解像度] 1920×1080
[高画質] 約180分
[標準] 約320分

記録保護件数 [静止画録画] 300件
[手動録画] 30件
[急加速・急減速／駐車録画] 30件

microSDHCメモリーカード 16GB（同梱）
※SDカード変換アダプター同梱

記録媒体

■ 機能詳細（MZ607849）

有効画素数 200万画素

画角 水平：117° 垂直：70°

画像サイズ
映像記録時間

[解像度] 1920×1080
[高画質] 約130分
[標準] 約170分
[長時間] 約260分

記録保護件数 [G検知] 10件
[駐車時G検知] 10件
[スイッチ操作] 5件

micro SD 8GB（同梱）
※SDカード変換アダプター同梱

記録媒体

■ 機能詳細（MZ609795）

音楽再生
CD

音楽再生
SDカード

全方位モニター
対応（注1）

05 09
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08

  ドライブレコーダー（Wi-Fi接続タイプ／スタンドアローン）

システム合計価格 ¥43,560（消費税抜価格：本体¥33,000＋参考取付工賃¥6,600）
スマートフォンとWi-Fiを接続することで、記録した映像の再生や各種設定もスマートフォンで
行えます。 ※14、※15、※17、※18、※19、※20、※21、※22、※23、※24
［全車］ MZ609795

07

  リヤビューカメラ（映像表示切替機能付）
システム合計価格 ¥46,904（消費税抜価格：本体¥33,400＋参考取付工賃¥9,240）
詳細についてはP.12をご参照ください。

03

  10.1型後席用モニター（ルーフ取付タイプ）
システム合計価格 ¥123,728（消費税抜価格：本体¥59,500＋
専用アタッチメント¥31,100＋ビデオ入出力ケーブル（RCA）¥3,400＋参考取付工賃¥18,480）
大画面＆高画質モニターで、家族や仲間たちとのドライブがさらに楽しい時間に。
※6、※8、※9、※10、※11、※12
［オリジナル8型ナビゲーション装着車］ 
MZ609894（本体）／MZ598432（専用アタッチメント）／MZ609780（ビデオ入出力ケーブル）

02

  ETC車載器（スタンドアローン）
システム合計価格 ¥22,748（消費税抜価格：本体¥15,400＋参考取付工賃¥5,280）
本製品を装着する際には補用品のスピードナット（MQ500183）×2が必要となります。
［全車］ MZ608840 ※25、※26、※27、※28、※29 

09

  ETC2.0車載器
  （全方位カメラ付ナビパッケージ車搭載メモリーナビゲーション接続用）
システム合計価格 ¥49,698（消費税抜価格：本体¥33,000＋ETC2.0／ナビゲーション
接続ケーブル¥6,900＋参考取付工賃¥5,280）
本製品を装着する際には補用品のスピードナット（MQ500183）×2が必要となります。
［全方位カメラ付ナビパッケージ車］
MZ608839（本体）／MZ608845（ETC2.0／ナビゲーション接続ケーブル）
※25、※26、※27、※28、※29

08

音声とポップアップでお知らせする「安心運転サポート」 （5項目）
踏切や合流、カーブの案内などを音声と地図上のポップアップでお知らせします。はじめての街
でもわかりやすくドライブをサポートしてくれます。 ※3
●踏切案内
踏切に近づくと音声とポップアップで
注意をうながします。

●ライト点灯案内
夕刻やトンネル走行時にライトのつけ忘れを
サポートします。

●合流案内（高速道路）
●事故多発地点案内（一般道）

●カーブ案内
急なカーブに近づくと音声とポップアップで注
意をうながします。

本体

フロント
カメラ

リヤ
カメラ

  ETC2.0車載器（オリジナルナビゲーション接続用）
システム合計価格 ¥47,828（消費税抜価格：本体¥35,000＋
ビルトイン車載器取付キット¥3,200＋参考取付工賃¥5,280）
詳細についてはP.12をご参照ください。

04

  ETC車載器（オリジナルナビゲーション接続用）
システム合計価格 ¥28,248（消費税抜価格：本体¥15,400＋ETC／ナビゲーション
接続ケーブル¥5,000＋参考取付工賃¥5,280）
詳細についてはP.12をご参照ください。

05

※12：オリジナル8型ナビゲーションに接続する場合、別途ビデオ入出力ケーブル（RCA）が必要となります。※13：オリジナル10型ナビゲーション/オリジナル8型ナビゲーションと接続可能です。※14：本機に付属のmicroSDカードを必ず
使用してください。付属のmicroSDカード以外は正しく動作しないことがあります。※15：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件数を超えると、古いデータか
ら順次消去されます。※16：手動録画/静止画はファイル数が上限に達するとそれ以上録画できません。※17：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。※18：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。※19：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。※20：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。※21：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。※22：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。※23：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カードまたはSDカードアダプターに適用したカードリーダーが
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。※24：ナビゲーションで再生することはできません。スマートフォンでの再生には、無料の専用アプリをスマートフォンにインストールする必要があります。※25：ETC2.0車載
器とETC車載器の同時装着はできません。※26：ETC2.0車載器と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。※27：本製品は新セキュリティ規格に対応しています。※28：ETC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/index.html）をご確認ください。※29：ス
ピードナット（MQ500183）は補用部品（1年保証）扱いとなります。価格を含む詳細は販売会社へお問い合わせください。

  オリジナル8型ナビゲーション（パナソニック）
■[全方位カメラパッケージ車]
¥206,448（消費税抜価格：本体¥147,200＋カメラコントローラーキット¥27,600＋
ナビ電源ハーネス¥4,600＋ナビゲーションロック¥3,000＋参考取付工賃¥5,280）

MZ609892（本体）／MZ598427（カメラコントローラーキット）
MZ598428（ナビ電源ハーネス）／MZ598350（ナビゲーションロック）

■[除く全方位モニター用カメラパッケージ車]
¥185,284（消費税抜価格：本体¥147,200＋ナビゲーションアンテナキット¥5,700＋
ナビゲーションロック¥3,000＋参考取付工賃¥12,540）

MZ609892（本体）／MZ609784（ナビゲーションアンテナキット）
MZ598350（ナビゲーションロック）

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。ヘッドアップディスプレイ対応。
逆走注意機能、ドライブレコーダー連動機能を搭載したスタンダードモデル。

01

高速道路逆走検知注意喚起機能 ※1、※2
●逆走注意喚起機能
高速道路・有料道路のSA・PAでの駐車後の
発進時などに、画面表示と音声で注意喚起
します。

●逆走検知機能
高速道路の入口、ジャンクション、インターチェ
ンジ、SA・PAの本線合流部、料金所手前での逆
走を検知し、画面表示と音声で警告します。

スマートフォンと連携

■ビデオ入出力ケーブル（RCA）

¥5,192（消費税抜価格：本体¥3,400＋参考取付工賃¥1,320）
［オリジナル8型ナビゲーション装着車］ MZ609780 ※6、※7

  前後ドライブレコーダー（別体型2カメラタイプ）

システム合計価格 ¥79,838（消費税抜価格：本体¥54,100＋参考取付工賃¥18,480）
※全方位モニター用カメラパッケージ非装着車に取り付ける場合、バックドアルームランプ
（P.06      ）、リヤビューカメラ（映像表示切替機能付）（P.12      ）の3品目を同時に装着できま
せん。各々組み合わせで2品目までは同時装着可能です。※全方位カメラパッケージ車に取り付
ける場合、バックドアルームランプ（P.06      ）との同時装着はできません。 
（注6）、※13、※14、※15、※16、※17、※18、※19、※20、※21、※22、※23
［オリジナルナビゲーション装着車］ MZ607849

06

＊1：地図データは概ね2019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：無償地図更新はお客さまのパソコンでダウンロードして更新対応いただく方法と、ハガキでのお申込みによるSDカードの送付で対応い
ただく方法があります。パソコンでダウンロードする場合：ご利用の開始日から最長5年間の内最大2回まで全更新ができます。更新のお申込み期限：2026年12月末/更新期間：2026年12月末までとなります。また、無償地図更新の期間中
は、差分更新が最大で30回更新可能となります。SDカード送付で更新する場合：2022年11月末までにハガキでお申込みいただくと、2024年度版を2023年10月以降に全更新用のSDカードを送付予定となります。（1回のみ）（注1）全方位
カメラパッケージ車の全方位モニターに対応します。車両ご注文時に装備の有無をご確認ください。（注2）車両の標準装備品です。発話スイッチには対応しておりません。（注3）iPhone4s以前のiPhoneには対応していません。（注4）携帯
電話の機種によっては、Bluetooth®の音楽再生は使用できない場合があります。（注5）別途SDカード（市販品）が必要となります。（注6）走行中はナビゲーションの画面でドライブレコーダーの操作・映像は表示できません。※1：全ての逆
走の検知・注意喚起を保証するものではありません。※2：状況によって検知・注意喚起の内容が異なることがあります。※3：全ての道路、標識についての案内を保証するものではありません。※4：全方位モニター用カメラパッケージ車（全方位カ
メラパッケージ/全方位カメラ付ナビパッケージ類別）には、USBソケットが装備されております。※5：USBソケット（MQ510742）は補用部品（1年保証）扱いとなります。価格を含む詳細については販売会社にお問い合わせください。※6：ナビ
ゲーションの拡張機器であるビデオ入出力ケーブル（RCA）と後席用モニターを装着する際に使用するビデオ入出力ケーブル（RCA）は同一製品です。外部機器の映像入力用としてのビデオ入出力ケーブル（RCA）と後席用モニターを同時装着
する場合でも、ビデオ入出力ケーブル（RCA）は1本のみで対応可能です。※7：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）
が別途必要となります。※8：音声は車両スピーカーからの出力のみとなります。※9：付属のリモコンは、機能に制限があります。（電源のON/OFF、画質の調整など）付属のリモコンで、ナビゲーションの操作はできません。※10：後席用モニター
単体では映像は出ませんので、前席のナビゲーションと組み合わせてご使用ください。※11：後席用モニターの画面の開閉操作は手動式となります。
※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。

■USBソケット
全方位モニター用カメラパッケージ非装着車にUSBソケットを
設置するための製品です。
USBソケットを装着する際には、別売のUSB接続ケーブル
（MZ598429/¥3,850（消費税込））が必要となります。
取付位置：インパネアッパーボックス（運転席） ※4、※5
［除く全方位モニター用カメラパッケージ車］ MQ510742
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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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※当該ページ（P.16）に掲載の商品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。 

　　LED キーチェーンライト
キーチェーン付きで車のキーやカバンに取り付け可能。日常のさまざまなシーンで活躍します。

¥1,650（消費税抜価格：本体¥1,500） SRG10002

サイズ（約）：直径1.5×全長7.2（cm）※除くキーチェーン
明るさ（約）：15ルーメン　点灯時間（約）：12時間
使用電池：単4アルカリ電池×1本
ON/OFFツイストスイッチ
付属品：テスト用電池
MITSUBISHI MOTORSロゴレーザー刻印

04

　　折りたたみスツール
洗車や作業時にステップ台として、キャンプなどアウトドアではスツールとしても活躍します。
折りたたむとコンパクトになるので持ち運びやすく、場所を取らずに収納可能です。

¥2,838（消費税抜価格：本体¥2,580） SRG10013

サイズ（約）
使用時：縦40.0×横39.0×奥行き33.0（cm）
折りたたみ時：縦50.0×横39.0×奥行き3.5（cm）　素材：ポリプロピレン
耐荷重（約）：150Kg　MITSUBISHI MOTORSロゴプリント 

02

　　ロールペーパーホルダー
車内にピッタリのロールペーパー用ホルダー。カラビナやバンドでヘッドレストなど、さまざまな
ところへ簡単に固定可能。アウトドアや、お部屋、オフィスでも幅広くお使いいただけます。

¥1,980（消費税抜価格：本体¥1,800） SRG10014

サイズ（約）：直径12.0×高さ12.0（cm）　素材：ナイロン
MITSUBISHI MOTORSロゴプリント
※ロールペーパー（別売）の芯を抜き、本体にセットしてお使いください。

03　　折りたたみコンテナボックス
ガレージツールやアウトドア用品、洗車セットの保管など幅広く利用でき、使用しないときは
薄く折りたためるので、車両のラゲッジルームに積んでもスペースを有効活用できます。

■50L
¥7,700（消費税抜価格：本体¥7,000）

SRG10001L
サイズ（約）
外寸：縦36.6×横53.0×高さ33.4（cm）
内寸：縦33.6×横49.0×高さ30.5（cm）
折りたたみ時 高さ：9.5（cm）
素材：ポリプロピレン
MITSUBISHI MOTORSロゴプリント

01

■20L
¥4,730（消費税抜価格：本体¥4,300）

SRG10001S
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）
素材：ポリプロピレン
MITSUBISHI MOTORSロゴプリント

積み重ね時

持ち手カバー（50L）

折りたたみ時

使用イメージ

50L

20L

折りたたみ時

使用イメージ

使用イメージ

使用イメージ

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

※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。

メンテナンスも三菱自動車のお店へ！

※1：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。※2：消棒RESCUEは株式会社ワイピーシステムの登録商標です。※3：セットにはアロマオイルが1本含まれています。補充用にはエッセンシャルアロマオイルをご使用くだ
さい。※4：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。※5：本商品は消耗品のため、保証対象外となります。※6：タイヤチェーンは、同サイズのタイヤでもタイヤの種類（特にスタッドレスタ
イヤ）やタイヤメーカーによって装着できない場合があります。※7：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。

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。商品名 価格 商品説明 型番 備考

01 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。
ラゲッジボード下のボックスに収納。 ［全車］MZ611103

02 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。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。
運転席側フロントドアポケットに収納。

［全車］MZ610020 ※1、※2

03 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）

アクセサリーソケット用アロマディフューザー。本体は高級感のあ
るブラック本革巻きで、使用時に光る先端のクリア部分にクロー
ムカラーの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枚付き。

［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）

※3、※4

04 エッセンシャルアロマオイル ¥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のための補充用オイル。
オイルパッド1枚付き。1本、5ml。

［全車］
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）

※5

05 交換用オイルパッド
（5枚入り）

¥330
（消費税抜価格：本体¥300）

交換用のオイルパッド5枚入り。 ［全車］MZ600223 ※5

06 スノーブレード ¥6,270
（消費税抜価格：本体¥5,700）

525mm 運転席 ［全車］MZ603843 1年2万km保証

07 スノーブレード ¥4,180
（消費税抜価格：本体¥3,800）

450mm 助手席 ［全車］MZ603846 1年2万km保証

08 スノーブレード ¥2,640
（消費税抜価格：本体¥2,400）

275mm リヤ用 ［全車］MZ603847 1年2万km保証

09 タイヤチェーン
（コーニック）

¥29,150
（消費税抜価格：本体¥26,500）

自動増締めシステム「マジックテンション」を採用。面倒な増締め
も不要です。165/65R15用。1セット2個入り。 ［全車］MZ573316 1年2万km保証

※6

10 LED非常信号灯
（ライト付）

¥1,540
（消費税抜価格：本体¥1,400）

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＞ ［全車］MZ611015 ※7

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。
01

02 03
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※当該ページ（P.17、P.18）に掲載の商品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。

　　ペットボトルホルダー
MITSUBISHI MOTORSロゴ入りカラビナ付きのペットボトルホルダー。
バッグや腰から吊り下げられます。

¥1,650（消費税抜価格：本体¥1,500）

SRG10012
サイズ（約）：縦15.0×横4.8×高さ0.7（cm）　素材：樹脂（カラビナ）／シリコン（ロゴ部）／
ポリエステル（ストラップ）／スチール（ホルダー部※メッキ加工）
MITSUBISHI MOTORSロゴシリコンモールド

04

　　リバーシブルトートバッグ
リバーシブル仕様のトートバッグ。ブラック面、レッド面の使い分けが楽しめ、通勤通学から
プライベートまで幅広く活躍します。軽く柔らかいので、使用しないときはたたんでバッグに
入れられます。  

¥2,970（消費税抜価格：本体¥2,700）

SRG10015
サイズ（約）：縦34.0×横27.0×マチ9.5（cm）　素材：ナイロン
MITSUBISHI MOTORSロゴプリント

02

　　タンブラー
まるでテイクアウトカップのようなタンブラー。飲み口にフタができ、デスク周りでも安心して
ご使用いただけます。軽量で割れにくいのでアウトドアや旅行へも。二重構造によりホット
ドリンクでも表面が熱くなりすぎません。

¥1,925（消費税抜価格：本体¥1,750）

SRG10017B
サイズ（約）：直径9.0×高さ13.0（cm）　容量（約）：300ml　素材：ポリプロピレン　
耐熱温度：150℃／耐冷温度：-40℃　MITSUBISHI MOTORSロゴプリント

03

　　トラベルタンブラー
ブラック・ホワイト・レッド・カーキの4色展開。真空二重構造により優れた保温保冷効果を
発揮し、飲み口はネジなどの突起がなく、やさしい口当たり。MITSUBISHI MOTORSロゴと
オリジナルデザイン入り。
¥3,597（消費税抜価格：本体¥3,270）

SRG10019B（ブラック）／SRG10019W（ホワイト）
SRG10019R（レッド）／SRG10019K（カーキ）
サイズ（約）：直径7.0×高さ17.0（cm）　容量（約）：350ml
素材：18-8 ステンレス鋼（容器）／ポリプロピレン（飲み口/蓋）／シリコーンゴム（パッキン）
保温効力：65℃以上（6時間）／保冷効力：8℃以下（6時間）
MITSUBISHI MOTORSロゴプリント

01

　　大型パラソル
アウトドアでも活躍する晴雨兼用の大型パラソル。持ち運びに便利なキャリーケース付き。

¥6,050（消費税抜価格：本体¥5,500）

SRG10006
サイズ（約）：直径150.0×全長100.0（cm）
素材：ナイロン（傘生地※一部アルミコーティング）／グラスファイバー（骨組み）／
カーボン（シャフト）／ウレタンフォーム（持ち手）
裏面アルミコーティングの日傘仕様（黒生地部分のみ）
付属品：キャリーケース　MITSUBISHI MOTORSロゴプリント

10

◎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。 

　　ID ケース
背面にファスナー付きポケットがあり、小銭や小物などを収納が可能です。

¥2,750（消費税抜価格：本体¥2,500）

SRG10003
サイズ（約）
IDケース：縦8.3×横10.8（cm）
ストラップ：外周92.0×幅2.0（cm）
素材：合成皮革（IDケース）／ナイロン（ストラップ）
MITSUBISHI MOTORSロゴプリント

07

　　パスケース
ネックストラップ＆伸縮リール付きの縦型パスケース。背面には穴あきポケットがあり、
カードの取り出しもスムーズです。

¥3,300（消費税抜価格：本体¥3,000）

SRG10009
サイズ（約） 
パスケース：縦11.5×横7.6（cm） 
ストラップ：外周80.0×幅2.0（cm）
素材：合成皮革（パスケース）／ポリエステル（ストラップ）
MITSUBISHI MOTORSロゴプリント

06

　　ネックストラップ
赤ラインとMITSUBISHI MOTORS/Drive your Ambitionロゴをプリントしたシンプルな
デザインのネックストラップ。

¥1,320（消費税抜価格：本体¥1,200）

SRG10010
サイズ（約）：外周90.0×幅2.0（cm）
素材：ポリエステル　MITSUBISHI MOTORSロゴプリント

08

　　扇子
MITSUBISHI MOTORSオリジナルデザイン。良質な化粧箱と扇子袋も付いているので
ギフトにも最適です。

¥3,300（消費税抜価格：本体¥3,000）

SRG10016
サイズ（約）
本体全長：21.0（cm）（7寸）
化粧箱（外寸）：縦5.2×横23.5×高さ1.8（cm）
素材：アクリル（親骨）／竹（中骨）／ポリエステル（扇面）　付属品：扇子袋／化粧箱
MITSUBISHI MOTORSロゴプリント

09

　　プラスチック カラビナキーリング
ブラックとレッドの2色展開。樹脂でできた軽量のカラーカラビナ。
金属部が一切無く錆びないので、アクセサリーカラビナとして最適です。

¥1,039（消費税抜価格：本体¥945）

SRG10011B（ブラック）／SRG10011R（レッド）
サイズ（約）：縦7.5×横4.8×高さ0.7（cm）　素材：樹脂（カラビナ）／シリコン（ロゴ部）
MITSUBISHI MOTORSロゴシリコンモールド

05

使用イメージ

使用イメージ

パニックバックル

使用イメージ

裏面 裏面

 ブラック

 ホワイトブラック

 Front  Back

 Color Variation

 レッド

 レッド

 カーキ  リバーシブル

親骨

化粧箱

使用イメージ

使用イメージ使用イメージ

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