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◎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。

◎本カタログの太青字の表示価格は2021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（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

YS3045-2103/30

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。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

自動車でのドライブなど、私達の生活とは切り離せないCO2の排出。CO2を吸収する森林の
保護を応援し、少しでも地球環境に貢献したいという想いから、このカタログに「FSC®認証紙」
を採用しました。FSC認証紙とは適切に管理されたFSC認証林からの原材料および再生資源を
使用した用紙です。今後、FSC認証紙をバランスよく使用することで、CO2の削減と資源の
有効利用を同時に図り、より一層環境保護に貢献していきたいと考えます。



C O N T E N T S

どこまでも、自分らしさを。
新しい自分との出会いを追い求める。家族や仲間との時間をもっと楽しむ。
自分らしいスタイルをカスタマイズする歓びを、デリカ D:5 とともに。
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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。 32



DELICA D:5のお薦めセットメニュー ※価格は、メーカーオプションの「オリジナルナビゲーション取付パッケージⅡ／後席用モニター取付パッケ         ージ／マルチアラウンドモニター」装着車の場合（メーカーオプションの詳細は車両カタログを参照ください）。

NNNNAAAAVVVVIIIIGGGGAAAATTTTIIIIOOOONNN &&&&&&&&& EEEEENNNNNTTTTTTTTTTTTTTTTEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMEEEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNTTT

※装着イメージ：メーカーオプション オリジナルナビゲーション取付パッケージⅡ／後席用モニター取付パッケージ装着車

1 DELICA D：5オリジナル 10.1型ナビゲーション
システム合計価格¥280,170
【消費税抜価格 :本体 ¥245,100＋マルチアラウンドモニター接続
ケーブル ¥3,000※＋    ¥6,600】
MZ609887NP（10.1型ナビゲーションセット）
MZ609788（マルチアラウンドモニター接続ケーブル）※

＜MZ609887NP セット構成＞
　MZ609887（10.1型ナビゲーション）
　MZ609787K（ビルトインUSB 接続ケーブル）
　MZ606671（地デジ TV フィルムアンテナ）
　MZ598350（ナビゲーションロック）

2 11.5型後席用モニター（ルーフ取付タイプ）プラズマクラスター付
システム合計価格¥133,210
【消費税抜価格：本体 ¥95,000
＋後席用モニター取付キット¥15,000
＋映像外部出力変換ケーブル ¥4,500
＋    ¥6,600】
MZ609777（本体）
MZ609793（後席用モニター取付キット）
MZ609794（映像外部出力変換ケーブル）

3 ETC2.0車載器
システム合計価格¥37,268
【消費税抜価格：本体￥30,200+電源変換ハーネス¥1,700
＋    ¥1,980】
MZ608834EP（ETC2.0車載器セット） 
MZ609522（電源変換ハーネス）
＜MZ608834EP セット構成＞
　MZ608834（ETC2.0）
　MZ608835K（ビルトインETC 取付ブラケット）
　MZ609739（ナビゲーション接続ケーブル）

DELICA D:5のお薦めセットメニュー※価格は、メーカーオプシ

1 DELICA D：5オリ
システム合計価格¥280
【消費税抜価格 :本体 ¥245
ケーブル ¥3,000※＋ ¥6,
MZ609887NP（10.1型ナ
MZ609788（マルチアラウ
＜MZ609887NP セット構

MZ609887（10.1型ナビ
MZ609787K（ビルトイ
MZ606671（地デジ TV

MZ598350（ナビゲーシ

※画像は装着イメージです。

※マルチアラウンドモニター接続ケーブル（MZ609788）は、車両装備のマルチアラウンドモニター装着車のみ必要です。非装着車の場合は不要となります。商品の詳細は各商品ページ（■10.1型ナビゲーションは          P34-36、 ■11.5型後席用モニターはP38、 ■ETC2.0はP39）を参照ください。

■DELICA D：5オリジナル 10.1型ナビゲーション＋■11.5型後席用モニター（ルーフ取付タイプ）プラズマクラスター付＋       ■ETC2.0車載器の3点を合わせると¥450,648（消費税込、取付工賃込）

さらに便利に、もっと楽しく。
いつものドライブが変わる。ロングドライブも快適になる。
大画面ナビと大型後席モニターがあれば、そこは、まるでわが家のリビングルーム。

10.1 inch NAVIGATION10.1 inch NAVIGATION

ETC2 .0ETC2 .0

11.5inch REAR SEAT MONITOR11.5inch REAR SEAT MONITOR

1 2 3

321

◎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。
54



力強い走りも、自分らしいスタイルも、求めることを妥協しない。
デリカ D:5 にしかできないことが、その先にある世界へと導いてくれる。

思いのままに、その先へ。

◎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。 ※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。
76



6 フロントアンダーガーニッシュ（注1）

大開口のアンダーグリルを囲むガーニッシュ。迫力のデザインで存在感を発揮。また
クロームメッキの艶やかな輝きが一段とプレミアム感を高めます。標準部品と交換装着。

¥62,040【消費税抜価格：本体 ¥46,500＋    ¥9,900】［DELICA D:5］
MZ576720K（注2）

7 リヤアンダーガーニッシュ（注1）

立体感のある大型ガーニッシュでリヤビューのイメージを一新。フロントアンダーガー
ニッシュとセット装着することで、4ＷＤとしての逞しさをさらに強調します。

¥57,090【消費税抜価格：本体 ¥42,000＋    ¥9,900】［DELICA D:5］
MZ576721

8 マッドフラップ
耐摩耗性の高い NBR（ニトリル合成ゴム）成型による大型タイプでオフロードでも石
や泥はねからタフにボディを守ります。リヤに車名ロゴ入り。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。

¥35,530【消費税抜価格：本体 ¥29,000＋    ¥3,300】［DELICA D:5］
MZ531452（ブラック）／MZ531453（レッド）

プレミアム感を高めながら SUVの精悍さも強調する前後のガーニッシュ。
■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の2点セット

単品合計価格 ￥119,130（消費税込、取付工賃込）のところ

￥99,330【消費税抜価格：本体 ¥70,500＋    ¥19,800】[DELICA D:5]   MZ576722K（注2）

クルマにやさしい、人にやさしい。足元装備の組み合わせ。
■マッドフラップ、■サイドステップ（左側用）の2点セット
※P30■電動ロングステップおよび、類別「P」「G-Power Package」
　に標準装備の電動サイドステップとの同時装着はできません。

単品合計価格 ￥116,050（消費税込、取付工賃込）のところ

￥108,350【消費税抜価格：本体 ¥82,000＋    ¥16,500】[DELICA D:5]   

MZ576768（マッドフラップ《ブラック》のセット）／MZ576769（マッドフラップ《レッド》のセット）

9 サイドステップ
頑丈なステンレスパイプ＋アルミプレートの組み合わせ。上面には泥靴でも滑りにくい
ように凹凸をつけて乗降をサポートします。天板に車名ロゴ入り。滑り止めシール同梱。
地上からステップ面までの高さ約 245mm。ステップ天板面の大きさ：長さ約
525mm×幅約 110mm。
※左側用はP30■電動ロングステップおよび、類別「P」「G-Power Package」に標準
装備の電動サイドステップとの同時装着はできません。
　積雪路や凍結路を長時間走行した場合、着氷によりドアの開閉に支障が出ることが
ありますのでご注意ください。
¥80,520【消費税抜価格：本体 ¥60,000＋    ¥13,200】［DELICA D:5］
MZ575918（左側用）
※上記左側用と同価格で右側用：MZ575919（単品設定）もあります。
※寒冷地、積雪地で使用する場合は片側のみの装着をおすすめします。

6 7

（注 1）フロントアンダーガーニッシュおよびリヤアンダーガーニッシュを装着した場合、急な坂道や段差など路面に干渉する場合がございます。
（注2）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。

1 ブラックアウトフロントアンダーガーニッシュ（注1）

大開口のアンダーグリルをブラックアウトされたガーニッシュで囲い、オールラウンド
ミニバンとしての、力強さと精悍さを一段と強調します。標準部品と交換装着。

¥62,040【消費税抜価格：本体 ¥46,500＋    ¥9,900】［DELICA D:5］
MZ576951K（注2）

2 ブラックアウトリヤアンダーガーニッシュ（注1）

ブラックアウトされた大型ガーニッシュでリヤビューを引き締め、デリカ D:5 のタフな
走りをアピールします。

¥57,090【消費税抜価格：本体 ¥42,000＋    ¥9,900】［DELICA D:5］
MZ576952

（注 1）ブラックアウトフロントアンダーガーニッシュおよびブラックアウトリヤアンダーガーニッシュを装着した場合、急な坂道や段差など路面に干渉する場合がございます。
（注2）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。

8

98

1

1

EXTERIOR Package A （エクステリアパッケージ A） ¥19,800
お得

EXTERIOR Package B （エクステリアパッケージ B） ¥7,700
お得

（注1）（注1）

単品合計価格 ￥119,130（消費税込、取付工賃込）のところ

￥99,330【消費税抜価格：本体 ¥70,500＋    ¥19,800】[DELICA D:5]   MZ576953（注2）

単品合計価格 ￥124,388（消費税込、取付工賃込）のところ

￥92,796【消費税抜価格：本体 ¥70,500＋    ¥13,860】[DELICA D:5]   MZ576957（注1）

ブラックを基調にして力強さを強調する前後のアンダーガーニッシュ。
■ブラックアウトフロントアンダーガーニッシュ 

■ブラックアウトリヤアンダーガーニッシュの2点セット
1

2

フロントまわりをブラックで固め、さらに精悍に。
■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、■ブラックアウトフォグランプガーニッシュの 3点セット
※ブラックアウトパッケージBに含まれる、ブラックアウトグリルは、再使用不可部品を同梱していません。【本体価格：¥60,000】

3 4

5

BLACK OUT Package A （ブラックアウトパッケージ A） ¥19,800
お得

BLACK OUT Package B （ブラックアウトパッケージ B） ¥31,592
お得

（注1）（注1）

より精悍に、よりタフに。
フォルムを際立たせ、オフロードでもこだわりを。
より精悍に、よりタフに。
フォルムを際立たせ、オフロードでもこだわりを。

さらに力強く、さらに遠くへ。
デリカ D:5 の個性に、新しい迫力を加える。
さらに力強く、さらに遠くへ。
デリカ D:5 の個性に、新しい迫力を加える。

スライドドア開時

ブラック レッド

3 ブラックアウトグリル
デリカD:5の精悍なフロントグリルをブラックアウト。オールラウンドミニバン
としての力強さを強調し、フロントフェイスを引き締めます。標準部品と交換装着。

¥80,344【消費税抜価格：本体 ¥60,500＋    ¥12,540】
［DELICA D:5］MZ576954K（注2）

¥12,628【消費税抜価格：本体 ¥9,500＋    ¥1,980】
［全車］MZ576955

¥31,966【消費税抜価格：本体 ¥18,500＋    ¥10,560】
［DELICA D:5］MZ576956K（注3）

4 ブラックアウトクリアランスランプガーニッシュ
クリアランスランプ上のガーニッシュをブラックアウトすることで、フロン
トフェイスの表情をシャープに引き締め、また重厚感も出します。標準
部品と交換装着。

5 ブラックアウトフォグランプガーニッシュ
フォグランプ周辺のガーニッシュをブラックアウトすることにより、フロ
ントフェイスにアクセントを加え、精悍さをより際立たせます。標準部
品と交換装着。

4

3

5

（注1）ブラックアウトグリルおよびブラックアウトフォグランプ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。
（注2）ブラックアウトグリル装着時に必要な、再使用不可部品を同梱しております。
（注3）ブラックアウトフォグランプ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。

◎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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都会的な洗練さを際立たせて。
圧倒的な走破性に、上質をまとったデリカ D:5 URBAN GEAR。
たくましさと洗練さに磨きをかけるとき、その存在は唯一無二へと進化する。

◎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。
1110



力強さと、美しさの調和。
精悍なエクステリアを、よりスタイリッシュに。
力強さと、美しさの調和。
精悍なエクステリアを、よりスタイリッシュに。

¥61,512【消費税抜価格：本体 ¥48,000＋    ¥7,920】［全車］
MZ574726（エメラルドブラックパール）※除くDELICA D:5 URBAN GEAR
MZ574727（スターリングシルバーメタリック）※除くDELICA D:5 URBAN GEAR
MZ574728（ウォームホワイトパール）
MZ574729（アイガーグレーメタリック）
MZ574730（ブラックマイカ）

¥8,492【消費税抜価格：本体 ¥6,400＋    ¥1,320】［全車］
MZ553157（シルバー）／MZ553179（ブラック）

4 エンジンフードエンブレム
オールラウンドミニバンとしての力強さを表現。クールな輝きを放つシルバーとより精
悍なブラックを用意しました。

5 テールゲートスポイラー
スポーティな大型スポイラー。立体的デザインを施したオリジナル設計で存在感を強
調します。見る人の目を引きつけ、後続車へもデリカＤ:5の力強いリヤビューをアピー
ルします。

8

9

1

EXTERIOR Package C （エクステリアパッケージ C） ¥4,840
お得

単品合計価格 ￥132,814（消費税込、取付工賃込）のところ

￥100,122【消費税抜価格：本体 ¥76,500＋    ¥14,520】[DELICA D:5 URBAN GEAR]   MZ576960（注1）

BLACK OUT Package C （ブラックアウトパッケージ C） ¥32,692
お得

美しさと、精悍の融合。
オンロードで際立つ、スマートな逞しさ。
美しさと、精悍の融合。
オンロードで際立つ、スマートな逞しさ。

洗練された力強さで、デリカをさらにタフ＆スタイリッシュに
引き立てます。DELICA Ｄ:5、DELICA Ｄ:5 URBAN GEAR

に装着できます。
■エンジンフードエンブレム（シルバー）、■テールゲート
スポイラーの2点セット

黒のハイボスカル製ステッカーで DELICAの英文字を大胆に
レイアウトして、より逞しさを強調します。
■エンジンフードエンブレム（ブラック）、■テールゲート
スポイラーの2点セット

単品合計価格 ￥70,004（消費税込、取付工賃込）のところ

￥65,164【消費税抜価格：本体 ¥50,000＋    ¥9,240】[全車 ]   

＜エンジンフードエンブレム・シルバー＞
MZ576831（テールゲートスポイラー《エメラルドブラックパール》のセット）※除くDELICA D:5 URBAN GEAR
MZ576832（テールゲートスポイラー《スターリングシルバーメタリック》のセット）※除くDELICA D:5 URBAN GEAR
MZ576833（テールゲートスポイラー《ウォームホワイトパール》のセット）
MZ576834（テールゲートスポイラー《アイガーグレーメタリック》のセット）
MZ576835（テールゲートスポイラー《ブラックマイカ》のセット）

4 5

54

EXTERIOR Package D （エクステリアパッケージ D） ¥4,840
お得単品合計価格 ￥70,004（消費税込、取付工賃込）のところ

￥65,164【消費税抜価格：本体 ¥50,000＋    ¥9,240】[全車 ]   

＜エンジンフードエンブレム・ブラック＞
MZ576961（テールゲートスポイラー《エメラルドブラックパール》のセット）※除くDELICA D:5 URBAN GEAR
MZ576962（テールゲートスポイラー《スターリングシルバーメタリック》のセット）※除くDELICA D:5 URBAN GEAR
MZ576963（テールゲートスポイラー《ウォームホワイトパール》のセット）
MZ576964（テールゲートスポイラー《アイガーグレーメタリック》のセット）
MZ576965（テールゲートスポイラー《ブラックマイカ》のセット）

洗練された URBAN  GEARに、ブラックの精悍さをプラス。
■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   

■ブラックアウトフォグランプガーニッシュの 3点セット
※ブラックアウトパッケージCに含まれる、ブラックアウトグリルは、再使用不可部品を同梱していません。【本体価格：¥65,000】

1

2

3

シルバー

ブラック

1 ブラックアウトグリル
フロントフェイスを一段と引き締め、クールでスポーティなイメージへと
導きます。標準部品と交換装着。

¥85,844【消費税抜価格：本体 ¥65,500＋    ¥12,540】
［DELICA D:5 URBAN GEAR］MZ576958K（注2）

¥12,628【消費税抜価格：本体 ¥9,500＋    ¥1,980】
［全車］MZ576955

¥34,892【消費税抜価格：本体 ¥20,500＋    ¥11,220】
［DELICA D:5 URBAN GEAR］MZ576959K（注3）

2 ブラックアウトクリアランスランプガーニッシュ
クリアランスランプ上のガーニッシュをブラックアウトすることで、フロン
トフェイスの表情をシャープに引き締めます。標準部品と交換装着。

3 ブラックアウトフォグランプガーニッシュ
フォグランプ周辺のガーニッシュをブラックアウトすることにより、フロ
ントフェイスにアクセントを加え、精悍さをより際立たせます。標準部
品と交換装着。

2

1

3

（注 1）ブラックアウトグリルおよびブラックアウトフォグランプガーニ
         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。
（注2）ブラックアウトグリル装着時に必要な、再使用不可部品を同梱
         しております。
（注3）ブラックアウトフォグランプ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。

◎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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USEFUL LUGGAGE

OUTDOOR
Package

OUTDOOR
Package

OUTDOOR Package （アウトドアパッケージ）
快適なアウトドアライフに、あったらうれしい 3アイテム。
■マルチラグマット、■カーゴフェンス、■ラゲッジトレイの 3点セット

単品合計価格 ￥48,400（消費税込）のところ

￥43,560【消費税抜価格：本体 ¥39,600】[全車 ]   

MZ515007（ラゲッジトレイ《7人乗り用》のセット）／MZ515008（ラゲッジトレイ《8人乗り用》のセット）

¥4,840
お得

3 ラゲッジトレイ
ウインタースポーツやマリンスポーツで使用する各種ギアやアウトドアグッズなど、濡れ
物の積載に便利な縁高の樹脂製トレイ。ブラック色。
※第3列席を使用する場合には、トレイのシートスライドレール部分をカットする必要があ
ります。※フロアマットの第3列席用、ラゲッジルーム用とも同時装着ができます。

¥16,500【消費税抜価格：本体 ¥15,000】［全車］
MZ522724（7人乗り用）／MZ522715（8人乗り用）

4 ラゲッジネット
伸縮性がよく、荷物のガタつきなどを抑えます。フロアのラゲッジフックを活用して幅広
く使えます。

¥10,450【消費税抜価格：本体 ¥9,500】［全車］
MZ521878

6 ユーティリティポール
テールゲート開口部のマルチユースフックを利用したユーティリティポールです。長さ調節
ができ、ラゲッジの3カ所で使用可能。ラゲッジ内の仕切や荷崩れ防止のほか、S字フック
やハンガーを使って小物や衣服の整理など、まさにマルチに使うことができます。
※アウトドアパッケージ、■カーゴフェンス、■アンブレラホルダーとの同位置装着はでき
ません。

¥4,180（1本）【消費税抜価格：本体 ¥3,800】［全車］
MZ521880

1 マルチラグマット
第2列席の足元に設置する新設計の2重構造のマルチラグマットです。フロアマットの汚れ防
止に役立ち、上面のラグマットは消臭・抗菌機能付で、汚れても手軽に水洗い可能です。さ
らに上面のラグマットを取り外すと、縁高のオールウェザーマットがあらわれ、濡れた靴など
でも車内を汚すことなく安心して乗り込めます。またセカンドシートを前方へスライドさせた
時には、オールウェザーマット中央部が山折れになり、スライドレールに噛み込みにくい構造で、
シートスライドが容易。第3列席への乗り降りもスムーズです。車名ロゴエンブレム付。

¥16,500【消費税抜価格：本体 ¥15,000】［全車］
MZ511939

5 タイダウンベルト
ラゲッジルーム内のラゲッジフックに通して、荷物の固定や荷崩れ防止などさまざまな用
途で幅広く活用することができます。ベルト長：約3m。またテールゲートをつねに半開位
置に止めておくことができるリングベルト付。

¥6,072（1本）【消費税抜価格：本体 ¥4,200＋    ¥1,320】［全車］
MZ521874

8 アンブレラホルダー
折りたたみ傘の収納に便利です。ファスナー付で開口部が広がるため、閉じたそのままの
状態で入れることもできます。もちろん長い傘の収納も可能です。テールゲート開口部の
マルチユースフックに装着。
※装着箇所はマルチユースフック最後部（写真の位置：左右）のみとなります。※アウトド
アパッケージ、■カーゴフェンス、■ユーティリティポールとの同位置装着はできません。
¥2,200【消費税抜価格：本体 ¥2,000】［全車］
MZ521844

7 ラゲッジソフトトレイ
濡れ物の積載にも便利な簡易防水タイプ。第3列席使用時のラゲッジルームに装着。
また、前フックを外して広げれば、バンパーの傷つき防止にも役立ちます。テールゲート
開口部のマルチユースフックに装着。
※アウトドアパッケージ、■カーゴフェンス、■ユーティリティポールと同時装着する場合
は、マルチユースフックにベルトを通して固定します。

¥14,652【消費税抜価格：本体 ¥12,000＋    ¥1,320】［全車］
MZ522735

※画像は 2本使用例※画像は 2本使用例※画像は 2本使用例※画像は 2本使用例

※セカンドシートスライド時

※ラグマット装着状態 ※ラグマット非装着状態

▲エンブレム部

使い勝手の良いラゲッジを手に入れる。遊びの可能性が広がる。

1 2 3

2 8

2 6

2 6

OUTDOOR
Package

2 カーゴフェンス
ラゲッジルームに積み込んだ荷物をしっかりガード。またテールゲートを開けたときの荷崩
れを抑えます。ラゲッジルーム内のマルチユースフックに装着。
※■ユーティリティポール、■アンブレラホルダーとの同位置装着はできません。
¥15,400【消費税抜価格：本体 ¥14,000】［全車］
MZ521879

使用時 未使用時

6 8

◎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。※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。
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HITCHMEMBER & HEAVY DUTY CARRIER

CARRIER-1EXTERIORこだわりが輝く、上質なエクステリア。 新たなフィールドへ、頼れるヒッチメンバー＆キャリア。

1 ヘビーデューティキャリア
実用性の高いアルミ製大型キャリアです。装着時の車両全高を 2.1m 以内におさえ、日常
の使いやすさにも配慮。新たにシルバー仕様に加えて、精悍で力強いイメージを一層高め
るブラック仕様をラインナップ。長さ 1,804mm× 幅 1,239mm× 高さ 154mm (フット
部は含まず）。最大積載重量：50kg。

¥148,390【消費税抜価格：本体 ¥125,000＋    ¥9,900】［全車］
MZ535007（シルバー）／MZ535008（ブラック）

2 ベースバーアタッチメント
ヘビーデューティキャリアに各種アタッチメントを装着する際に必要となります。
※■ヘビーデューティキャリアに、この■ベースバーアタッチメントを装着することにより、
P19■～■の各種アタッチメントを装着することができます。
¥24,530【消費税抜価格：本体 ¥19,000＋    ¥3,300】［ヘビーデューティキャリア装着車］
MZ532269

2 マフラーカッター
迫力のあるスラッシュカットタイプ。ステンレス製でリヤ
ビューに力強いアクセントを与えます。外形寸法φ76mm。

¥7,502【消費税抜価格：本体 ¥5,500＋    ¥1,320】
［DELICA D:5］
MZ574520

3 メッキミラーカバー
樹脂製クロムメッキ仕上げ。標準ミラーカバーと交換タイ
プ。左右セット。

¥15,378【消費税抜価格：本体 ¥12,000＋    ¥1,980】
［DELICA D:5のM、G、G-Power Package］
MZ576225

7 ナンバープレートフレーム（メッキ）
樹脂製、メッキ仕上げ。
フロント／リヤ兼用

¥3,300（1枚）
【消費税抜価格：本体 ¥3,000】［全車］
MZ572546

8 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）
【消費税抜価格：本体 ¥3,800】［全車］
MZ572547

9 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

6 ブラックホイールロックナット＆ラグナットセット
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】［全車］
MZ556532

■ナンバープレートフレーム（メッキ）×2枚＋■ナンバープレートロックボルト
（ロゴステッカー付）
単品合計価格¥12,100【消費税抜価格：¥11,000】のところ

　　　　　お得なセット価格¥10,890
【消費税抜価格：本体 ¥9,900】［全車］MZ572555

10 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

4 親水鏡面ドアミラー
雨滴を膜のように広げて視界を確保。新たに耐久性を向上
させ、より長年にわたって親水効果を発揮します。ミラー表
面はブルーです。
※ワックス、撥水剤、油膜除去剤などが表面に付着すると、
親水効果低下の原因になります。洗車機を使用の際は、ご
注意ください。※性能維持のためには日常的に長時間太陽
光に照射される環境が必要です。

¥22,330【消費税抜価格：本体 ¥17,000＋    ¥3,300】
MZ569785（BSW《後側方車両検知警報システム》無車用）

¥24,530【消費税抜価格：本体 ¥19,000＋    ¥3,300】
MZ569786（BSW《後側方車両検知警報システム》付車用）

1 ドアエッジモール
フロントドアエッジを保護。ステンレス製、フロントドア左右
セット。

¥8,052【消費税抜価格：本体 ¥6,000＋    ¥1,320】
［DELICA D:5］
MZ536191

標準ドアミラー 親水鏡面ドアミラー

※写真はヘビーデューティキャリア（シルバー）にベースバーアタッチメントを装着した場合です。※写真はヘビーデューティキャリア（シルバー）にベースバーアタッチメントを装着した場合です。

¥1,210
お得

チタン調 メッキ

＜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。

1

9 15

2

7 9

MZ535007

MZ535008

5 RAYSアルミホイール（ブラック）
人気ブランド RAYS製のディーラーオプション専用デザイ
ン。セミツインの7本スポークに「RAYS wheels」ロゴを
エンボス加工で配置。ブラックアウトされたボディがオフ
ローダーとしての力強さを強調します。鋳造1ピースタイプ、
センターキャップ・エアバルブ付属。サイズ：18×7.0JJ、
インセット：38mm、PCD：114.3mm。
※ホイールナット、タイヤは含まれていません。※スチール
ホイール装着車から交換する場合はホイール１本につき別売
のフランジナットが 5個必要となります。■ブラックホイール
ロックナット＆ラグナットセットの同時購入を推奨します。

¥51,062（１本）
【消費税抜価格：本体 ¥41,800＋    ¥4,620】［全車］
MZ556533

6

3 トレーラーヒッチメンバー
トレーラーを牽引するためのヒッチメンバー。トレー
ラー側に電源供給するハーネスとのセット。最大牽
引荷重：750kg、ヒッチボール：2インチ。
※トレーラーヒッチメンバーを装着することで、デパー
チャーアングルが減少します。※トレーラーを牽引す
る場合は車検証記載内容の変更が必要となります。
※サイドムービングシート仕様車には装着できません。
¥212,520【消費税抜価格：本体 ¥147,000

＋    ¥46,200】［DELICA D:5］
MZ555557

※トレーラーヒッチメンバー装着イメージです。

トレーラー灯火類 消費電力
車 幅 灯
番 号 灯
尾 灯
後 退 灯
制 動 灯
方向指示灯（左）
方向指示灯（右）

20W以下
10W 以下
20W以下
42W以下
42W以下
21W 以下
21W 以下

＜牽引トレーラー側で使用できる電力量＞

◎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。※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。
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CARRIER-2目的に合わせて、キャリアのアレンジを思いのままに。目的に合わせて、キャリアのアレンジを思いのままに。

1 スライディングマジックルーフキャリアⅡ
スライドレールとアルミベースバーのセット。専用ア
タッチメントを活用し、積載する各種アウトドアグッ
ズやレジャー用品の長さや大きさに合わせて、ベー
スバー部を任意の位置で使用することが可能です。
また、不使用時にはスライドさせて車両後方部へ
スタイリッシュに収納できます。最大積載重量：
50kg（各種アタッチメントの製品重量を含む）。

¥70,158
【消費税抜価格：本体 ¥58,500＋    ¥5,280】［全車］
MZ532271

MITSUBISHI MOTORS Original

MITSUBISHI MOTORS Original

SLIDING MAGIC ROOF CARRIER Ⅱ

SLIDING MAGIC ROOF CARRIER Ⅱ

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）
スキー 6セットまたはスノーボード4台積み。
製品重量：3.1kg。

¥21,252【消費税抜価格：本体 ¥18,000＋    ¥1,320】［全車］
MZ535025

3 スキー＆スノーボードアタッチメント（斜積みアルミロング）
スキー 3セットまたはスノーボード2台積み。
製品重量：3.4kg。

¥23,452【消費税抜価格：本体 ¥20,000＋    ¥1,320】［全車］
MZ535026

4 ウインド＆サーフボードアタッチメント
ウインドサーフボード 1台またはサーフボード 1台積み。
マストホルダー付。製品重量：0.8kg。

¥13,178【消費税抜価格：本体 ¥10,000＋    ¥1,980】［全車］
MZ535027

5 サイクルアタッチメント（正立式）
自転車 1台を正立で積めます。製品重量：3.6kg。
※自転車の種類や形状によっては積むことができません。
¥27,456【消費税抜価格：本体 ¥21,000＋    ¥3,960】［全車］
MZ535028

6 ルーフラックアタッチメント
長さ 1,050mm×幅 950mm×高さ 100mm。
製品重量：9.1kg。

¥44,330【消費税抜価格：本体 ¥37,000＋    ¥3,300】［全車］
MZ535029

9 スキー＆スノーボードアタッチメント（平積みショート）
スキー4セットまたはスノーボード2台積み。
製品重量：2.3kg。

¥17,952【消費税抜価格：本体 ¥15,000＋    ¥1,320】［全車］
MZ532284

10 スキー＆スノーボードアタッチメント（平積みロング）
スキー6セットまたはスノーボード4台積み。
製品重量：2.8kg。

¥21,252【消費税抜価格：本体 ¥18,000＋    ¥1,320】［全車］
MZ535001

11 スキー＆スノーボードアタッチメント（斜積みロング）
スキー 3セットまたはスノーボード2台積み。2段階の高さ
調整可能。製品重量：3.5kg。

¥23,452【消費税抜価格：本体 ¥20,000＋    ¥1,320】［全車］
MZ532283

12 サイクルキャリアアタッチメント（フォークダウン式）
前輪を外して積載するフォークダウン式。1台積み。
製品重量：2.7kg。
※クイックリリースハブ式自転車のみ積載できます。

¥14,652【消費税抜価格：本体 ¥12,000＋    ¥1,320】［全車］
MZ535014

13 サイクルキャリアアタッチメント（正立式）
自転車 1台を正立で積めます。クイックリリースハブが付いて
いない自転車にも対応。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＋    ¥1,320】［全車］
MZ535013

16 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】［全車］
MZ535918

17 キャリアパッド
ベースキャリア、ベースバーアタッチメントのパッド。2本セット。

¥6,820【消費税抜価格：本体 ¥6,200】［全車］
MZ535878

2 3

4 5

6 7

　スライディングマジックルーフキャリアⅡ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。

※下記の各種アタッチメント■～■の装着には■スライディングマジックルーフキャリアⅡが必要です。 ※下記の各種アタッチメント■～■の装着には■ベースキャリアが必要です。

8 ベースキャリア
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。デリカ D:5のルーフ形状に合わせ
たフットクランプ採用。最大積載重量：40kg (各種アタッチメントの製品重量を含む）。
※ベースキャリアはアタッチメントを装着しないときには取り外してください。走行中に風切り
音が発生します。一時的にやむを得ず取り外せない場合は、キャリアパッドを装着することに
より風切り音を緩和することができます。

¥33,088【消費税抜価格：本体 ¥24,800＋    ¥5,280】［全車］
MZ532276
　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 8

14 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。

¥13,178【消費税抜価格：本体 ¥10,000＋    ¥1,980】［全車］
MZ535012

15 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：7.8kg。

¥36,630【消費税抜価格：本体 ¥30,000＋    ¥3,300】［全車］
MZ535032

9 10

11 12

13 14

15

16 17

▼アタッチメント取付時推奨位置（後方）

▼キャリア非使用時（収納状態）

▼アタッチメント取付時推奨位置（前方）

▲付属レンチでロックボルトを緩めれば、
　簡単にスライド操作が可能となります。

※キャリア類は最大積載量を厳守してください。※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。※アタッチメン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。

くキャリア類の注意事項＞

2 6 1 89 15

7 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】［全車］
MZ535918

◎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。はキーロック付き。
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毎日の運転を快適にするベーシックセット。

MAT & COVER, BASIC SETリビングのような快適さを、すべてのシートに。

1 フロアマット（吸・遮音機能付）
3層構造により吸音性能を向上させた新設計のフロアマットです。車
両自体がもつ優れた静粛性能をさらに高めて、静かで快適な室内を
実現しています。また第1～3列席、ラゲッジルームと室内の全フロア
をカバーし、とくに第2列席では車両の特別設計に合わせて、レール
挟み込み構造を採用。レール下に挟み込むことにより、隅々まできっ
ちりと敷き詰めることができます。さらにフロアマットのデザインは
標準シート生地とシンクロして、落ち着いた気分が味わえます。つや
消しアルミプレートに光輝ロゴ入りのネームプレート付。

¥98,978【消費税抜価格：本体 ¥88,000＋    ¥1,980】［全車］
MZ511940（7人乗り用）
MZ511941（８人乗り用）

2 本革調シートカバー
落ち着いた風合いの本革調生地。重厚感のあるブラック色に加え、ダイヤ柄アーガイルデザインで室内の格調をさらに高めます。第 1～3列席セット。
（注）ベージュ色のシートに装着した場合、シートカバーで覆われていない箇所が一部露出します。

¥100,760【消費税抜価格：本体 ¥85,000＋    ¥6,600】［除く本革シート装着車］
MZ501779（7人乗り用）／MZ501780（8人乗り用）

運転席用フロアマットは、安全のため車両に装着されているフック (2本）に必ず固定してください。またフロアマットに 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す場合があります。くフロアマットの注意事項＞

BASIC SET（■ベーシックセット）
ドライブをさらに快適にするベーシックセット。P20■フロアマット（吸・遮音機能付）、
P21■エクシードバイザー、P16■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。

※各商品説明、注意事項につきましては、それぞれの項、P20■フロアマット（吸・遮音機能付）、P21■エクシードバイザー、P16■盗難抑止ボルト付ナンバープレートフレーム
　（メッキ）パッケージを参照ください。

単品合計価格 ￥143,550（消費税込、取付工賃込）[全車 ]   

P20■フロアマット（吸・遮音機能付） P21■エクシードバイザー P16■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

第 2列席 第 3列席、ラゲッジルーム

3 エクシードバイザー
雨の日の換気に便利な大型幅広のバイザーです。フロントとリヤのすき間を極力つめ
て、前後の連続感を追求。さらにボディからの張り出しを抑えた薄型設計のスマート
なデザインでボディシルエットにフィットします。フロント後端に車名ロゴの刻印入り。
アクリル製スモーク、フロント／リヤ左右4点セット。

¥33,682【消費税抜価格：本体 ¥26,000＋    ¥4,620】［全車］
MZ562929

◀車名ロゴ部

●走行条件：高速道路および一般幹線道路での加速を想定。
●55km/h → 100km/h。第2列席車内音
　（2kHz-5kHz：聴感度の高い周波数帯）

カーペ
ット層

吸音層
（不織

布）

遮音層
（SBS樹脂

）

※イメージ図

＜フロアマットの吸・遮音機能（3層構造）＞

音

＜60km/h付近・3rd 2,500-3,000rpm＞ ＜100km/h付近・5th 2,500-3,000rpm＞

※社内実験データより

1.1dB（A）
1.2dB（A）

吸音層
無し 吸音層

有り

吸音層
無し 吸音層

有り

G
o

o
d

G
o

o
d

騒
音
レ
ベ
ル［

d
B（
Ａ
）］

4

1

3 10

1 3 10

1 3 10

車室外から車室内へ侵入した音を吸音層で吸収し、静粛性が向上。
車室内の音の反響を抑え、すっきりとした音になります。

床下から車室内へ侵入する音を遮音層で遮断し、静粛性が向上。

カーペット生地密度が高く、長い毛足で車室内の音を吸収します。

＜吸音機能付フロアマットの室内騒音レベル比較＞

＜カーペット層＞ 

＜吸音層＞  不織布を用いることにより、音の吸収効果をさらに高めます。

＜遮音層＞  裏材にSBS樹脂を用いて、音の侵入を遮断します。

◎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。　※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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ILLUMINATION &  COCKPIT

INTERIOR ILLUMINATION Package（インテリアイルミネーションパッケージ）
フロアコンソールを天井からのレディッシュオレンジ色で照らす車両標準装備
のダウンライトをブルーまたはホワイトに変更。フロアイルミネーション
（ブルー）と組み合わせることで、コックピット全体が個性的なイルミネーション
の世界に変わります。
■フロアイルミネーション、ダウンライトの2点セット

￥56,320【消費税抜価格：本体 ¥38,000＋    ¥13,200】[全車 ]   

MZ590892（フロアイルミネーション＋ダウンライト《ブルー》のセット）
MZ590893（フロアイルミネーション＋ダウンライト《ホワイト》のセット）

ナイトドライブを演出する、個性が光るイルミネーション。

グローブボックス上部、フロントドア左右部、スライドドア左右部に装着。複雑な木目模様
で重厚感のあるインテリアを演出します。アーバンギアの標準装備品と同一品です。

¥10,626【消費税抜価格：本体 ¥9,000＋    ¥660】［DELICA D:5 URBAN GEAR］
MZ527611（グローブボックス上部）

¥30,184【消費税抜価格：本体 ¥21,500＋    ¥5,940】［DELICA D:5 URBAN GEAR］
MZ527612（フロントドア左右、スライドドア左右）

5 アクセントパネル（バール杢）

ドア開時ポジションランプ ON時

ダウンライト（ブルー） ダウンライト（ホワイト）

INTERIOR 
ILLUMINATION

Package

INTERIOR 
ILLUMINATION

Package

1 1

8406A026BA

8406A002WA

2

2

2
4

4

4

4
2

ブルー

フロアコンソール後方
補用部品番号 必要数

ルーフビームガーニッシュ
補用部品番号 必要数

スライドドアステップランプ
補用部品番号 必要数

ホワイト

8406A026BA

8406A002WA

8406A027

8406A028

8406A007

8406A011

グローブボックス上部、フロントドア左右部、スライドドア左右部に装着。美しい木目模様
で上質感のあるインテリアを演出します。デリカＤ:５の標準装備品と同一品です。

¥10,626【消費税抜価格：本体 ¥9,000＋    ¥660】［DELICA D:5］
MZ527613（グローブボックス上部）

¥30,184【消費税抜価格：本体 ¥21,500＋    ¥5,940】［DELICA D:5］
MZ527614（フロントドア左右、スライドドア左右）

手にしっくりとなじむ本革の感触。シルバー色のステッチ入りで高級感のあるデザインです。
乗降用グリップに装着。左右 2個セット。
※乗降用グリップ（フロント／リヤ）4箇所に装着する場合は、2セット必要になります。

4 本革グリップカバー

¥15,158【消費税抜価格：本体 ¥11,800＋    ¥1,980】［全車］
MZ525646

車両装備のリラックスルームイルミネーション点灯時に、レディッシュオレンジ色の柔らかな
光が室内を照らし、
幻想的な雰囲気を生み出します。
※類別「P」に標準装備のルーフビームガーニッシュと同一品です。ただし、ON/OFF スイッ
チが装備されないため、
点灯モードは車両装備のリラックスルームイルミネーションと同様となります。※別途補用部
品（１年保証）を使用することで、イルミネーションカラーをブルーもしくはホワイトに変更す
ることが可能です。

3 ヘッドライニングガーニッシュ

¥21,780【消費税抜価格：本体 ¥16,500＋    ¥3,300】［類別Pを除く全車］
MZ590894

6 アクセントパネル（サバ杢）

▲標準装備のダウンライト（レディッシュオレンジ）をブルーまたはホワイトに変更できます。

1

ダウンライト ダウンライト

補用部品番号×必要数 補用部品番号×必要数

＜ブルーに変更する場合＞

＜ホワイトに変更する場合＞

8406A027×4個

8406A007×4個
8406A028×4個

8406A011×4個

橙 赤 紫 青

緑 黄 白

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。
スイッチ操作で固定→やすらぎ→フラッシュの順番でモードが切替わります。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。
（注）装着時に必要な、再使用不可部品を同梱しております。
※P22インテリアイルミネーションパッケージ、■フロアイルミネーションとの同時装着はでき
ません。

2 パーソナライズドインテリアイルミネーション

¥33,022【消費税抜価格：本体 ¥22,100＋    ¥7,920】［全車］
MZ590937K（注）

1

※画像はイメージです。※画像はイメージです。

※カラーモード画像はイメージです。

1 フロアイルミネーション
ポジションランプ点灯時には、運転席、助手席に加えて、第2列席足元を落ち着いた LEDブ
ルー光が照らし、ムーディなナイトドライブを演出します。フロントドアおよびスライドドア
の開閉に連動して、これらの LEDランプが明るく点灯。夜間の乗降をサポートします。
第1列席、第2列席左右の4点セット。
※P23 ■パーソナライズドインテリアイルミネーションと同時装着はできません。

¥36,916【消費税抜価格：本体 ¥23,000＋    ¥10,560】［全車］
MZ590891

2

＜イルミネーションパッケージ装着時の車内イルミネーションカラー変更について＞
イルミネーションパッケージでダウンライトのカラーを変更した場合、車両装備のイルミネー
ションを下記の補用部品（1年保証）を使用して、標準装備のレディッシュオレンジから、ブルー
もしくはホワイトに変更することをお奨めいたします。
※交換や取付に関する詳細は、販売会社にお問い合わせください。
※P23■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。2

水色

モード 色の切替え方法 照明色の変化

固定

やすらぎ

フラッシュ

操作スイッチを押して切替え

自動で切替え（波のように色が変化）

自動で切替え（一定時間で色が変化）

橙→赤→紫→青→水色→緑→黄→白

赤→紫→青→水色→緑→黄→赤に戻る

赤→ランダム

◎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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COOL LED-LAMP

1 LEDバルブ（ルーム＆マップランプ交換の場合）
標準装備のルーム＆マップランプ用バルブを、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。
※車両回路の特性上、ランプスイッチが OFFの状態でもランプが微点灯する事があります。

¥8,272【消費税抜価格：本体 ¥6,200＋    ¥1,320】［全車］
MZ590888（2個入り）

室内をより鮮やかに照らす、LED バルブの輝き。

2 LEDバルブ（リヤパーソナルランプ交換の場合）
標準装備のリヤパーソナルランプ用バルブを、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。

¥12,012【消費税抜価格：本体 ¥4,800×2＋    ¥1,320】［全車］
MZ590889（1個入り）×2

3 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）用バルブを、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。

¥6,732【消費税抜価格：本体 ¥4,800＋    ¥1,320】［全車］
MZ590889（1個入り）

5 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用バルブを、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。

¥12,012【消費税抜価格：本体 ¥4,800×2＋    ¥1,320】［全車］
MZ590889（1個入り）×2

4 LEDバルブ（ドアコーテシーランプ交換の場合）
標準装備のドアコーテシーランプ用バルブを、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。

¥8,272【消費税抜価格：本体 ¥6,200＋    ¥1,320】［全車］
MZ590888（2個入り）

6 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用バルブを、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＋    ¥2,640】［全車］
MZ590888（2個入り）

7 LEDバックアップランプバルブ
230ルーメンの明るさを誇る 6,500Ｋ（ケルビン）のホワイト光。鮮やかな光でドレスアップ
効果を高めると同時に、車両後退時に周囲の人々に注意喚起を促します。標準装備のバック
アップランプバルブと交換装着。2個セット。

¥19,404【消費税抜価格：本体 ¥15,000＋    ¥2,640】［全車］
MZ580157

8 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、すっきりしたイメージに仕立てます。
※点滅時は橙色で、法規適合しています。※フロントとリヤを交換する場合は、フロント用／リヤ
用各 1セット（車両 1台分には合計 2セット）必要です。※LEDバルブではありません。

¥5,412【消費税抜価格：本体 ¥3,600＋    ¥1,320】［全車］
MZ580130（フロント用：2個入り）／MZ580131（リヤ用：2個入り）

※MZ590888は■LEDバルブ（ルーム＆マップランプ交換の場合）、■LEDバルブ（ドアコーテシーランプ交換の場合）、■LEDバルブ（ライセンスプレートランプ交換の場合）の同一商品番号です。                     MZ590889は■LEDバルブ（リヤパーソナルランプ交換の場合）■LEDバルブ（ルームランプ《リヤ》交換の場合）、■LEDバルブ（ラゲッジルームランプ交換の場合）の同一商品番号です。

（写真は）ルーム＆マップランプ、リヤパーソナルランプ、ルームランプ《リヤ》、
ラゲッジルームランプ、ドアコーテシーランプのバルブを、全て LEDバルブに交換した場合。

▼室内イメージ（LEDバルブに変更した場合） ▼室内イメージ（標準バルブの場合）

標準バルブ

標準バルブ

LEDバルブ

LEDバルブ

標準バルブ

標準バルブ

LEDバックアップランプバルブ

※画像は装着イメージです。※画像は装着イメージです。

交換用ターンシグナルランプバルブ

1

2

3

4

5

6

7

8

LUGGAGE ROOM LAMPLUGGAGE ROOM LAMP5

TURN SIGNAL LAMPTURN SIGNAL LAMP8

DOOR COURTESY LAMPDOOR COURTESY LAMP4

ROOM & MAP LAMPROOM & MAP LAMP1
REAR PERSONAL LAMPREAR PERSONAL LAMP2

ROOM LAMP REARROOM LAMP REAR3

ROOM LAMP REARROOM LAMP REAR3

REAR PERSONAL LAMPREAR PERSONAL LAMP2

ROOM & MAP LAMPROOM & MAP LAMP1

TURN SIGNAL LAMPTURN SIGNAL LAMP8

BACK-UP LAMPBACK-UP LAMP7

LICENSE PLATE LAMPLICENSE PLATE LAMP6

1 4 6 2 3 5

◎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。
2524



COMFORT
Package

COMFORT
Package

COMFORT
Package

COMFORT AMENITYプライベートなひとときに、さらなる快適を。

COMFORT Package（コンフォートパッケージ）

車室内を快適なリラックス空間に。車中泊の必需品。
■サイドカーテン、■ジョイントクッション、■ワンタッチサンシェード
の 3点セット
※字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。

単品合計価格 ￥115,500（消費税込、取付工賃込）のところ

￥100,870【消費税抜価格：本体 ¥78,500＋    ¥13,200】［全車］ MZ519501

¥14,630
お得

1 プライベートカーテン
テールゲートのマルチユースフック4カ所を利用した簡易ルームタイプです。屋外での着替えなどに役立ちま
す。また室内側のファスナーを開ければ、ラゲッジルームとつながり、さらに便利に使えます。

¥12,100【消費税抜価格：本体 ¥11,000】［全車］
MZ521877

2 ステップマット
靴底の泥とり効果を高めるために毛足をループタイプにしたマット。ホッ
ク3カ所で脱着が簡単、しかも水洗いで泥などを洗い流すこともできま
す。スライドドアステップ部左右セット。

¥12,452【消費税抜価格：本体 ¥10,000＋    ¥1,320】［全車］
MZ511905

5 ワンタッチサンシェード
車種専用形状で、フロントガラスとフロントドアガラスをぴたりと覆い、駐車時の日除けやプライバシー
保護に役立ちます。フロントドアガラス部は網戸機能付き。
※走行中は使用できません。

¥18,480【消費税抜価格：本体 ¥16,800】［全車］
MZ518088

4 ジョイントクッション
低反発クッションの採用により、シート形状の凸凹を軽減し、キャンプや休憩時のフラットシート使用時などに快適な居住性を提供します。マジックテープにより接続が可能。6枚セット。
※7人乗り車の場合、2列席中央部の空きスペースに落ちないようにご注意ください。

¥29,700【消費税抜価格：本体 ¥27,000】［全車］
MZ522725

6 ワンタッチモスキートネット
スライドドア用網戸。車外のさわやかな風を入れると同時に蚊などの侵
入を防ぎます。左右セット。
※走行中は使用できません。

¥10,780【消費税抜価格：本体 ¥9,800】［全車］
MZ518065

3 サイドカーテン
厚手の生地に加えてブラック無地により、一段と遮光性を高めています。光触媒による消臭、抗菌、防汚機能付。スライドドア、リヤクォーター、テールゲートガラス部のセット。レール付。
※製造上、折り目から黒い遮光生地が見える場合があります。※字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。

¥67,320【消費税抜価格：本体 ¥48,000＋    ¥13,200】［全車］
MZ518855

■サイドカーテン ■ジョイントクッション ■ワンタッチサンシェード

網戸使用時

3 4 5

3 4 5

◎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。※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。
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両手がふさがっていても

ほらっ！ この通り

WELCOME DOOR手に入れる、新しい便利さ。 ¥71,830【消費税抜価格：本体 ¥62,000＋    ¥3,300】［全車］MZ604800■リモコンエンジンスターター（ウェルカム電動スライ    ドドア機能付）

　こんなときにはウェルカム電動スライド予約やエンジン始動ができません。
① セレクターレバーが『Ｐ』以外の位置にある時。
② ドアやテールゲートがひとつでも開いている時。
③ ボンネットが完全に閉まっていない時。
④ エンジンスイッチが操作されている時。

施　錠

解　錠

長距離ロック

エンジン始動

エンジン停止

ウェルカム電動スライドドア「開」予約（助手席側）

　●スイッチを１回押す→LED点滅中に●スイッチを１回押す
ウェルカム電動スライドドア「開」予約（運転席側）

　●スイッチを１回押す→LED点滅中に●スイッチを１回押す

●スイッチを１回押す
●スイッチを１回押す
●スイッチを１回押す→LED点滅中に●スイッチを再度１回押す
●スイッチを１秒以上押す→LED点滅中に●スイッチを１回押す
●スイッチを１秒以上押す→LED点滅中に●スイッチを１回押す

ウェルカム電動スライドドアの作動範囲
電動スライドドアの各ドアハンドルから約 70cm以内で予約したリモコンを持っている
場合に作動します。電動スライドドアが開く時にはブザー音が鳴り、全開位置まで開
きます。

操作手順

LED
インジケーター

●スイッチ

●スイッチ

●スイッチ

※携帯機サイズ：長さ81.5× 幅 30.0× 厚さ 13.6（mm）。含むキーリング重量：38g。
※本品によるエンジン始動中に、ドアまたはボンネットを開けた場合にはエンジンは停
止します。※使用頻度が少ない場合でも電池は消耗しています。電池交換はお早めに。
また、万一に備え車両のエマージェンシーキー（金属キー）を必ず携行してください。※
リモコンは微弱な電波を使用していますので、次のような場合には作動しなかったり、
作動が不安定になることがあります。◎近くにテレビ塔、変電所、放送局、空港など強
い電波を発する設備があるとき。◎携帯電話や無線機などの通信機器やパソコンなどと
一緒に携帯しているとき。◎リモコンが金属製のものに接したり、覆われているとき。◎
近くでキーレスエントリーを使用しているとき。◎リモコンの電池が消耗しているとき。
※P33■のオペレーションキーケースは使用できません。※爪を伸ばしている方によって
は、ボタン操作しにくい場合があります。　リモコンエンジンスターター使用時には周
囲の安全を十分に確認してください。また一般公道や閉めきった場所では使用しないで
ください。　地域により車両の停止中に、不要にエンジンを稼働させた場合、条例によ
り罰則を受ける場合がありますので、ご注意ください。　植込み型心臓ペースメーカー
等の機器をご使用のお客様は、電波により医療用電気機器に影響を受ける恐れがあり
ます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

REMOTE CONTROL
ENGINE STARTER

1

離れた場所から電動スライドドアの自動「開」予約ができる。

ウェルカム電動スライドドア機能付だから
アウトドアで重たい荷物を両手に持っている時、ショッピングの際、荷
物で両手が塞がっている時、クルマの側まで行ってドアを開けるのは大
変です。そこで荷物をかかえる前にスライドドアの「開」予約をしてお
きます。すると・・荷物を持ってスライドドアに近づくと、全てのドア
が解錠され、予約した側のスライドドアが自動的に開きます。
※電動スライドドアの「開」予約は左右どちらかの片側のみです。※予
約の有効時間は20分間です。20分以上経過すると予約はキャンセルさ
れます。※予約したリモコンをもたずにクルマに近づいても、ウェルカム
電動スライドドアは作動しません。予約したリモコンを持って近づいてく
ださい（ポケットやバッグの中でも作動します）。

1

離れた場所からでも施錠（長距離ロック）ができる。

電波の到達距離が長いから
車両標準装備のキーレスオペレーションシステム (KOS)では施錠できな
い離れた所からでも、ドアおよびテールゲートの施錠が可能です。万一、
施錠をし忘れてクルマを離れても、あわてて戻る必要はありません。
※離れたところからのドアおよびテールゲートの解錠はできません。

2

エンジンの始動・停止やドア、テールゲートの施錠・解錠ができる。

1個で、全てOKだから
私でも使いやすい！！！

リモコンエンジンスターターだから
見通しの良い所なら離れた場所から、エンジンの始動・停止ができます。
例えばお出かけ前の暖機をはじめ、暑い夏には事前にエアコンを効か
せて、室内の温度調節も可能です。
※エンジン始動・停止ともに携帯機の LEDインジケーターでのアンサー
バック機能付。※アイドル時間（10分または30分）を切り替えることがで
きます。※エアコンを作動させるためには、エアコンスイッチを ON
（AUTO）にしておく必要があります。

キーレスオペレーションシステム（KOS）対応だから
もちろん車両標準装備のキーレスオペレーションシステムにも対応。
リモコンのボタン操作ひとつで、ドアおよびテールゲートの施錠、
解錠ができます。

3

ウェルカム電動スライドドア機能を予約後、予約したリモコンをカバンやポケットに携行
していれば、「ウェルカム電動スライドドア機能」が使用可能です。

［ ウェルカム電動スライドドアの作動有効エリア ］

有効エリアは、電動スライドドアの各ドアハンドルから約70cm以内。

70cm

70cm

11

1

2

3

3

3

3

2

1

3

3

1

2

1

2

3

◎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。※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。
2928



LONG STEP SAFETY & CLEAN

1 電動ロングステップ（LED照明付）
助手席ドア／スライドドアの開閉と連動して自動で作動。お子様からお年寄りまでス
ムーズに乗り降りをしていただけます。しかもロングステップに連動して、LED イルミ
ネーションがステップ全体を照らすため、夜間や暗所における乗降性をさらに高めます。
※P9エクステリアパッケージB、P9■サイドステップ（左側用）との同時装着はできま
せん。

¥243,320
【消費税抜価格：本体¥100,000＋取付キット¥98,100＋    ¥23,100】
［DELICA D:5］
※類別「P」「G-Power Package」に標準装備の電動サイドステップ装着車を除く
MZ590881（本体）／MZ590896K（取付キット）（注）

¥243,320
【消費税抜価格：本体¥100,000＋取付キット¥98,100＋    ¥23,100】
［DELICA D:5 URBAN GEAR］
※類別「P Edition」「G-Power Package」に標準装備の電動サイドステップ装着車を除く
MZ590883（本体）／MZ590898K（取付キット）（注）
  ※  ロングステップの耐荷重は、助手席側110kg、スライドドア側110kgです。
       助手席側、スライドドア側それぞれ耐荷重内であれば、同時の乗降が可能です。
（注）電動ロングステップ（LED照明付）装着時に必要な、再使用不可部品を同梱して
       おります。

●仕様：助手席ドア／スライドドア連動式ステップ、ステップ作動 ON/OFFスイッチ付。
●ステップサイズ：長さ 1,415mmx奥行き 150mm。
●安全機構：半ドアでステップが出たままの状態で走行した場合でも、車速を感知し自動でステップを格納する
　「車速感応格納機能」、ステップが作動中に縁石等に当たった場合に自動で反転する「過負荷反転機構」付。
※運転席側には装着できません。
※サイドムービングシート仕様車には装着できません。
※類別「P」「P Edition」「G-Power Package」に標準装備の電動サイドステップとは仕様が異なります。

※高さ表記は 18インチホイール装着車のスライドドア側のものです（助手席側は若干異なります）。また、車体の状況や路面の状況によって、多少数値が異なる場合があります。

地面から電動ロングステップまでの高さ

電動ロングステップから車内ステップまでの高さ

DELICA D:5

250

200

DELICA D:5 URBAN GEAR

220

230

※ロングステップは縁石や段差の大きな場所では路面等と干渉する場合がありますの
でご注意ください。※ロングステップが外側に出る際、足をぶつけないようにご注意く
ださい。※ステップが出た状態での走行は絶対に行わないでください。※機械式立体
駐車場（タワー駐車場）や、横置き型ロック装置やフラットロック装置等、板が跳ね上がっ
てくるタイプのコイン駐車場では、ロングステップを作動させないでください。※ロン
グステップ側をリフトアップする時は、2柱リフト・ボードオンリフト（シルジャッキ）は
使用しないでください。ステップが破損するおそれがあります。詳しくは取扱説明書
をお読みください。

ご検討にあたってご留意頂きたい点

※JIS R3106基準にて計測。※JIS R3106基準にて計測。

収納時（ドア閉時）

電動ロングステップ展開時（ドア開時）

乗り降りをサポート。夜間も安心。 安全を、快適を、家族のために。

（単位：mm）

4

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！

5 プレミアムエアコンフィルター
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＋    ¥1,320】［全車］
MZ600270

◆プレミアムエアコンフィルターの特長・効果

汚
れ
た

車
外
の
空
気

クリーンな
ビタミンC
エアー

PM2.5

におい

ガス

塵埃

花粉

水分

ビタミンC
誘導体

●A ●B ●C ●D

●D ビタミンC放出
・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

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

●C 花粉＋PM2.5/1.0集塵
・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

アレル物質抑制
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

●A

4 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、スライドドア、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］
MZ518860（クリアフィルム）／MZ518870（スモークフィルム）

◀フィルム
　貼付位置
◀フィルム
　貼付位置

i-Sizeチャイルドシート■ご使用の目安

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

チャイルドシート

ジュニアシート

後ろ向きで使用
前向きで使用

後ろ向きで使用

身長100～150cm

参考年齢

使用条件

使用条件
0歳 生後9ヶ月頃 生後18ヶ月頃 3歳頃 4歳頃 12歳頃

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

前向きで使用

0歳

チャ

ジュ

～15kg

Sizeチャイルドシート使用の目安 i-S

ろ向きで使用
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1

後ろ向き

  i-Sizeチャイルドシート
  （ISO FIX固定/ベース含む）

¥99,880（消費税抜価格：本体¥90,800）

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出来ます。
［全車］ MZ525304

1

  チャイルドシート（シートベルト固定）
¥44,000（消費税抜価格：本体¥40,000）

ベビーからチャイルドまで長くお使いいただける、シートベルト固定タイプのチャイルドシート
です。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。

［全車］ MZ525305

2

  ジュニアシート（シートベルト固定）
¥38,500（消費税抜価格：本体¥35,000）

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。
［全車］ MZ525306

3

前向き

チャイルドシート

i-Size
チャイルド
シート

チャイルド
シート

チャイルド
シート

ジュニア
シート

MZ525304

部 番
固定方法 /装着方向 MZ525305 MZ525305 MZ525306

ISO FIX/後向き・前向き シートベルト/後向き シートベルト/前向き シートベルト/前向き

商 品 名

1席 助手席

ベンチ左

ベンチ右

ベンチ中央

キャプテン左右（注2）

左 右

中 央

×
〇

〇

×
〇

×
×

×
〇

〇

〇（注1）

〇

〇

〇（注 1）

〇

〇

〇

〇（注1）

〇

〇

〇（注 1）

〇

〇

〇

〇（注1）

〇

〇

〇（注1、3）

2席

3席

座 席

＜チャイルドシートの注意事項＞●ISO FIX（アイエスオーフィックス）：ISO（国際標準化機構）が固定装置の大きさや取付方法を統一した規定。簡単に確実にチャイルドシートを固定できます。●R129＊1：従来の基準に加えて、側面（ドア
側）からの衝撃にも対応できるように、より安全性を高めた新基準です。＊1：UN 規則No.129（改良型幼児拘束装置）　  取付けや使用方法などについては、車両の取扱説明書およびチャイルドシートの取扱説明書を必ずご覧ください。
　 チャイルドシートの助手席への後向き装着は、エアバッグ標準装備のため絶対にしないでください。前向き装着の際は助手席を最後方にスライドさせて使用してください。（注1）左右と中央に同時装着はできません。（注2）キャプテンシー
ト車には中央席はありません。（注3）シートの前後位置を一番後ろの位置に調整後、1段前方に調整してください。※セカンドシート、またはサードシートにチャイルドシートを取り付けるときは、お子さまの脚やチャイルドシートが当らないよ
うに、フロントシート、またはセカンドシートの前後位置や背もたれの角度を調整してください。※お子さまの年齢や体格にあったものをお求めください。※チャイルドシートを取り付けるときは、シートの前後位置を一番後ろの位置に調整し、
ヘッドレストを取り外してご使用ください。

新安全基準
「R129」
に対応

■固定方法／装着場所一覧表

◎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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OTHERS

1 アロマディフューザーセット
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。
※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。
※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。

¥3,300【消費税抜価格：本体 ¥3,000】［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） 7 三角停止表示板

コンパクトタイプ。収納ケース付。

¥3,300【消費税抜価格：本体 ¥3,000】［全車］
MZ611103

8 レスキューマンⅢ
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。

¥2,530【消費税抜価格：本体 ¥2,300】［全車］
MZ612509

9 消棒 RESCUE®

「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

2 エッセンシャルアロマオイル
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。

¥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］
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
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。

¥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］
MZ600223

■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 100％天然エッセンシャルアロマオイルです。　　　　   はアットアロマ社の登録
商標です。

12 緊急保安セット（デラックス）
三角停止表示板、作業用グローブ、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、工具セット、ブースターケーブルを専用ケースに収納。

¥16,500【消費税抜価格：本体 ¥15,000】［全車］
MZ612608

13 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

11 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の専用ケース。シックな本革ブラックとオシャレな合皮カーボ
ン柄をラインアップしました。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。
※KOSキーカバーとの同時装着はできません。

¥2,750【消費税抜価格：本体 ¥2,500】［全車］
MZ626031（本革ブラック）
¥2,860【消費税抜価格：本体 ¥2,600】［全車］
MZ626051（カーボン柄レッドメタリック）
MZ626052（カーボン柄ガンメタ）
MZ626053（カーボン柄ホワイトパール）

16 ホイールロックナット（マックガード製） 
独自の花形キーパターンにより、アルミホイールの盗難を抑止。フランジナット、4個セット。

¥8,052【消費税抜価格：本体 ¥6,000＋    ¥1,320】［全車］
MZ556520

17 簡易装着チェーン
滑止め効果、耐久性ともに高い特殊合金鋼製チェーン。1セット2個入り。

¥29,700【消費税抜価格：本体 ¥27,000】［18インチタイヤ車］
MZ841313LP（ラダー型）
¥24,200【消費税抜価格：本体 ¥22,000】［16インチタイヤ車］
MZ573319（亀甲型）

18 スノーブレード

¥6,270【消費税抜価格：本体 ¥5,700】［全車］
MZ603871（運転席側用：650mm）

¥2,860【消費税抜価格：本体 ¥2,600】［全車］
MZ568253（リヤ用：330mm）

15 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は電池や外部電源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

¥3,190【消費税抜価格：本体 ¥2,900】［全車］
MZ603864（助手席側用：350mm）

5 三角停止表示板＋取付キットセット
コンパクトな三角停止表示板（MZ611103）と取付キット（MZ522716）とのセット。

¥10,428【消費税抜価格：本体 ¥7,500＋    ¥1,980】［全車］
MZ522720

4 三角停止表示板取付キット
デリカD:5のために開発された取付キット。邪魔にならず、三角停止表示板が取り出しや
すいように第2列席下に設置。

¥7,128【消費税抜価格：本体 ¥4,500＋    ¥1,980】［全車］
MZ522716

10 KOSキーカバー
KOS（キーレスオペレーションシステム）キーを手軽にカスタマイズできるカバー。カバー
を着けたままでボタン操作などが可能です。

¥6,402（1個）【消費税抜価格：本体 ¥4,500＋    ¥1,320】［全車］
MZ626035（カーボン調）／MZ626036（レッドメタリック）
MZ626037（ブルーメタリック）／MZ626041（カモフラージュパターン）
MZ626042（ファイヤーワークスパターン）／MZ626043（ピンクタータンパターン）

カーライフを楽しむための定番ラインアップ。

14 車載用防災キット
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。
¥10,560【消費税抜価格：本体 ¥9,600】［全車］
MZ612611

カーボン調　　　レッドメタリック　　　ブルーメタリック

カモフラージュパターン　ファイヤーワークスパターン　ピンクタータンパターン

カーボン調

カーボン柄ガンメタ

カーボン柄ホワイトパール

本革ブラック
カーボン柄レッドメタリック

12 13

14 15 16

10 11

水圧や事故等で
ドアが開かない！

ウインドウが動かない！
車両での
初期消火に！

事故等で
シートベルトが
外れない！

◀専用ケース

6 レスキューパッケージ
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

¥4,950【消費税抜価格：本体 ¥4,500】［全車］
MZ611107

RESCUE Package
¥880
お得

■三角停止表示板 ■レスキューマンⅢ

Hi時 LED点灯

Lo時 LED点灯

1 1

5

7

8

9

◎「覚醒ミント」
　運転中などで集中力を高めたい方に。すっきりとしたミントのさわや
　かさとマイルドさをあわせ持った機能性アロマです。
　※神経伝達物質の減少を抑える成分配合。

◎「禁煙ハーブ」
　たばこの本数を減らしたい方に。吸いたくなる気持ちやイライラを
　鎮めてくれる、ハーブのさわやかな香りの機能性アロマです。
　※ニコチンの代謝を抑制する成分配合。

◎「クールグリーン」
　環境にやさしく過ごしたい方に。クリーンで涼しげな空気をもたらし
　てくれる体感系エコアロマです。

◎「フレッシュシトラス」
　気分をリフレッシュしたい時に。シャープでクリアなリフレッシュ
　シトラスのアロマです。

◎「ハッピーオレンジ」
　明るく元気な気分になりたい時に。スイートオレンジの甘くなごやか
　な気分に包まれるアロマです。

◎「リラックスラベンダー」
　イライラした気持ちをやわらげたい時に。落ち着きをもたらす
　リラックスハーブのアロマです。

◎「original aroma of MITSUBISHI」
　人・車・地球という大きなテーマを持ち、三菱自動車の自然や環境
　との共存をはじめ、心地よさや愛着などを表現した香り。
　四万十ヒノキのウッディを中心としたストレスフリーな空間を
　もたらす、デザイン系アロマです。

1

2

7 8

7 8

◎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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車両インテリアと調和した専用デザインの大画面ナビゲーション。
使いやすさを追求した多彩な機能が、あなたのドライブをサポート。

※NaviCon®は株式会社デンソー、Wi-FiはWi-Fi Alliance、iPod、iPhoneは米国およびその他の国 で々登録されて
いるApple Inc.、Bluetooth®はBluetooth SIG Inc.、GoogleTM、AndroidTM、Google EarthTMはGoogle LLC、
VICS WIDE、VICSは（財）道路交通情報通信システムセンター、Quad View、Intelligent VOICE、Smart Access、
Intelligent TUNE、Sound Restorerはクラリオン株式会社、みちびきは、準天頂衛星システムサービス株式会社、
iOSは、米国およびその他の国 で々登録されたCisco Systems,Inc.,SD、SDHCロゴはSD-3C LLC、netpeopleは
イナゴ株式会社の登録商標です。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。

※フィルムタイプ TVアンテナはフロントウインドウガラスまたはフロントウインドウガラス
及びクォーター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。

プラズマクラスターロゴ（図形）およびプラズマクラスター、
Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。

《注意事項》 安全のため走行中はナビゲーション画面のみ表示可能です。（走行中は TVおよびDVD等ビデオ画面は映らず、音声のみとなります。）

■ナビドラパッケージ（オリジナル 7型（ハイスペック）ナビゲーション）［オリジナルナビ取付パッケージ無車専用］

オリジナル 7型（ハイスペック）ナビゲーションとドライブレコーダーをセットにしたお得なパッケージです。　

大画面の 10.1型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。

単品合計価格 ¥275,572（取付工賃込、消費税込）のところ
システム合計価格¥264,572【消費税抜価格：本体 ¥190,800＋ワイド2DINナビゲーションパネル ¥15,000＋専用取付キット¥7,000＋　¥27,720】
MZ609879（パッケージ本体）（注1）／MZ598405（ワイド2DINナビゲーションパネル）／MZ598422（専用取付キット）（注2）

単品合計価格 ¥323,752（取付工賃込、消費税込）のところ
システム合計価格¥312,752【消費税抜価格：本体 ¥268,100＋電源変換ハーネス¥1,700＋　¥14,520】
MZ609889（パッケージ本体）（注2）（注3）／MZ609522（電源変換ハーネス）（注4）

■ナビドラパッケージ（DELICA D:5オリジナル 10.1型ナビゲーション）［オリジナルナビ取付パッケージ付車専用］ ¥11,000
お得

¥11,000
お得

❶10.1型ナビゲーション（MZ609887NP） ❷ドライブレコーダー（MZ609837）

（注1）ドライブレコーダー（MZ609837）は再使用不可部品を同梱していない製品部番です。 【 ドライブレコーダー（MZ609837）本体価格： ¥33,000（消費税抜）】
（注2）本製品はオリジナル 10.1型ナビセット (MZ609887NP)とドライブレコーダー (MZ609837)をパッケージ化しております。
（注3）ビルトインUSB 接続ケーブルおよびドライブレコーダーの装着時に必要な、再使用不可部品を同梱しております。
（注4）電源変換ハーネスは 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。
※パッケージ化されているドライブレコーダーはWi-Fiによるスマートフォン連携機能付のスタンドアローンタイプです。

（注1）本製品は、オリジナル 7型 (ハイスペック )ナビゲーション (MZ609849)とドライブレコーダー (MZ607732)、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
          パッケージ化しております。
（注2）オリジナル 7型 (ハイスペック )ナビゲーションおよびドライブレコーダーの装着時に必要な、再使用不可部品を同梱しております。
※パッケージ化されているドライブレコーダーは、オリジナル 7型 (ハイスペック )ナビゲーションと連動するナビ連動タイプです。

❶オリジナル 7型（ハイスペック）ナビゲーション（MZ609849） ❷ドライブレコーダー（MZ607732）

1

2

（注1）（注1）

※画像はイメージです。 ◎掲載写真は、実物とイメージや仕様が異なる場合があります。
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■オリジナル7型（ハイスペック）ナビゲーション

NAVIGATION & ENTERTAINMENT

システム合計価格¥230,428
【消費税抜価格：本体 ¥166,000＋ワイド2DINナビゲーションパネル ¥15,000
＋専用取付キット¥7,000＋ナビゲーションロック¥3,000＋    ¥18,480】
MZ609849（本体）／MZ598405（ワイド2DINナビゲーションパネル）
MZ598422（専用取付キット）（注）
MZ598350（ナビゲーションロック）

●無料更新有効期限は 2024年3月末までとなります。
●無料更新期間中（ご購入より3年が経過していない期間中）におきましても、2024年3月末以降の更新は有料となります。
●配信スケジュールは変更となる場合がございます。
●地図更新データダウンロードは、日時、時間によってはサーバーへのアクセスが集中し、ダウンロードに時間を要する場合があります。
●インターネット接続環境をお持ちでないお客様はWEBでの地図更新をご利用いただけません。

■DELICA D:5オリジナル 10.1型ナビゲーション

迫力の大画面＆高精細 10.1型 HDディスプレイに、4つの機能を一画面に表示する画期的な操作性を備えた専用ナビゲーション。 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ナビゲーション。

オリジナルナビ取付パッケージⅠ/Ⅱ（メーカーオプション）付車に装着の場合

オリジナルナビ取付パッケージⅠ/Ⅱ（メーカーオプション）無車に装着の場合

システム合計価格¥276,870
【消費税抜価格 :本体 ¥245,100＋    ¥6,600】
MZ609887NP（10.1型ナビゲーションセット）
＜MZ609887NPセット構成＞
　MZ609887（10.1型ナビゲーション）/MZ609787K（ビルトインUSB 接続ケーブル）
　MZ606671（地デジ TV フィルムアンテナ）
　MZ598350（ナビゲーションロック）

システム合計価格¥296,912
【消費税抜価格：本体 ¥230,000＋ビルトインUSB接続ケーブル ¥6,100（注2）
＋TVアンテキット¥10,000＋GPSアンテナキット¥3,000
＋ナビゲーションロック¥3,000＋    ¥17,820】
MZ609887（本体）／MZ609787K（ビルトインUSB接続ケーブル）（注2）
MZ609789（TVアンテナキット）／MZ609790（GPSアンテナキット）
MZ598350（ナビゲーションロック）

［適用機種：ナビゲーション全機種］

2-Zone
リヤエンターテインメントに対応。 ナビ画面でドライブレコーダー操作。
後席用モニターを接続することで、後席で前席と
異なるAVソースを楽しめます。フロントとリヤ
それぞれのスピーカーで別々の音も再生可能です。
2-Zone対応リモコン付属。

画期的な操作性、
Quad View搭載。
ナビゲーション・オーディオ・ツール・アプリケー
ションの4つの多彩な機能を一画面で直接操作で
きます。

マルチアラウンドモニター対応。
車両装備（一部メーカーオプション）のマルチアラ
ウンドモニターに表示される映像をナビ画面で
表示できるよう専用設計しました。ルームミラー
とナビ画面の映像表示切替も可能です（同時表示
はできません）。
（注）別売のマルチアラウンドモニター接続ケーブルが必要です。

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。
録画した場所がすぐに分かる
カーナビ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。

※画像はイメージです。 ※画像はイメージです。

（注）装着時に必要な、再使用不可部品を同梱しております。
※オリジナルナビ取付パッケージ（メーカーオプション）付車には装着できません。
※ワイド 2DINナビゲーションパネルの下段ポケットは小物入れとして使用できます。

（注1）オリジナルナビ取付パッケージⅠ/Ⅱ（メーカーオプション）には、ステアリングオーディオ
リモコンスイッチ及び、オリジナルナビ用 GPSアンテナ/地デジ TVアンテナフィーダー線、
ETC2.0車載器アンテナが予め車両側に装備されます。詳しくは車両カタログを参照ください。
（注2）ビルトイン USB接続ケーブル装着時に必要な、再使用不可部品を同梱しております。

ビデオ入力コード（RCA）
USB接続ケーブル

¥7,612¥1,320¥5,600MZ609542

¥5,412¥1,320¥3,600

※1  ※2

※3 ※4MZ609822

品　　　　　名 部品番号 本体価格（消費税抜） 注　記システム合計価格（消費税込）参考取付工賃（消費税抜）

オリジナル 7型（ハイスペック）ナビゲーション・拡張機器

◆主要機能 ◆別売オプション

P39

P37

P38

＊1＊1 ＊2＊2

＊3＊3

＊4＊4

＊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：無料地図更新バージョンアップは、2020 冬、2021 夏・冬、2022夏・冬、2023 夏・冬
 いずれかのバージョンで、3年の間に3回、点検入庫時（安心点検、12ヶ月 /24ヶ月
 法定点検、3 年車検）に販売会社で最新化できます。
＊3：別売の USB接続ケーブル (MZ609822) が必要です。
＊4：SDカード（8GB）を同梱しており、約 2,900 曲を録音することができます。
 ※1：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。
 ※2：ドライブレコーダー (MZ607732)との同時装着はできません。
 ※3：USBデバイスと接続するためのケーブルです。
 ※4：ビルトインUSBポートとの接続はできません。

地図更新＜ご購入から最長3年間最大3回まで無料＞
Clarionホームページの「三菱純正用品専用アフター
サポートサイト (https://www.clarion.com/jp/ja

/genuine/mitsubishi/info/index.html)」に
アクセス。市販のSDカードを利用し、PCで簡単に
更新することができます。

SDカード条件：
16GB以上 32GBまで

DELICA D:5オリジナル
10.1型ナビゲーション
の紹介動画はこちら

P38

＊1＊1 ＊2＊2

＊4＊4

＊3＊3 ＊3＊3

◆主要機能 ◆別売オプション

P39

（＊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）無料地図更新バージョンアップは2021年/2022年 /2023年度版を提供します。
 提供サービスはクラリオン（株）が運営・実施致します。サービスのご利用には、
 クラリオンホームページへアクセスしていただく必要があります。利用開始時期に
 より更新可能な回数は異なります。更新の有効期間は 2024年3月までとなります。
 ご自宅のパソコンで、インターネット経由で地図データをダウンロードする方式と
 なります。別途インターネット使用料がかかります。
（＊3）対応するスマートフォン端末機種につきましては、三菱自動車ホームページ (https:
 //www.mitsubishi-motors.co.jp/purchase/accessory/navi/lineup/
 originald5.html)掲載、製品の紹介ページを参照下さい。
（＊4）SDHCカード（8GB）を同梱しており、最大2,000曲を録音することができます。

（注1）
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ご利用例

地図更新スケジュール
※地図更新は年 1回のみとなります。

2020年
2021年2月に
ご購入の場合

2021年12月に
ご購入の場合

4月 4月

全データ更新

4月

無料更新有効期限
2024年3月末まで

2021年 2022年 2023年 2024年

［別売部品］マルチアラウンドモニター装着車の場合
品　名 部品番号 本体価格（消費税込）

MZ609788 ¥3,300マルチアラウンドモニター接続ケーブル
マルチアラウンドモニターの映像を
ナビ画面で表示するために必要です。

右サイドカメラ

左サイドカメラ

フ
ロ
ン
ト
カ
メ
ラ

リ
ヤ
カ
メ
ラ

（注2）

ドライブ
レコーダー
連動

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）
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） ※1

操作 設定

再生

ナビ画面で

※画面はイメージです。※

手動
録画

400万
画素

CMOS

高性能
HDR

駐車
録画

イベント
（衝撃）
検知録画

静止画
撮影

8GB
microSD
カード付属

Gセンサー
搭載

※2 ※3

システム合計価格¥39,842
【消費税抜価格：本体 ¥26,000＋取付キット¥2,300＋    ¥7,920】
MZ607732（本体）／MZ607735K（取付キット）（注2）

（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。
（注2）ドライブレコーダー装着時に必要な、再使用不可部品を同梱しております。

※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メモリ
ー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。

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

地図更新お得クーポン

※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、2028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。

地図更新クーポン（MZ609856）価格 ¥33,000（消費税込）のところ

¥12,650【消費税抜価格：本体 ¥11,500】
MZ609855　参考取付工賃 　は、販売会社にお問い合わせください。

◎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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※後席用モニターに付属のリモコンは機能に制限があります（電源のON/OFF、画質の調整のみ操作が可能です。）ナビゲーションの操作はできません。※後席からAV機能の操作をする場合、オリジナル10.1 型ナビゲーション付属のナビリ
モコンで操作が可能です。（注）後席用モニター取付パッケージ（メーカーオプション）無車に後席用モニターを装着する場合、ルーフライニングを取り外して取付するため、ライニングへの折れ、シワ等が入る可能性がありますので、車両注
文時に後席モニター取付パッケージ（メーカーオプション）を同時に注文頂くことをお奨めします。後席用モニター取付パッケージ（メーカーオプション）の詳細は販売会社にお問い合わせください。

（注 1）オリジナルナビ取付パッケージ（メーカーオプション）には、ETC2.0車載器アンテナが予め車両側（インパネ内部）に装備されます。詳しくは車両カタログを参照ください。（注2）ETC アンテナの取付位置はフロントガラス上部になります。
（注3）電源変換ハーネスは 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。（注4）ETC 車載器 / ETC2.0 車載器装着時に必要な、再使用不可部品を同梱しております。（注5）本製品は新セキュ
リティ規格に対応しています。（注6）本製品は旧セキュリティ規格の ETC車載器となります。オリジナルナビ取付パッケージ（メーカーオプション）無車でオリジナル 10.1型ナビゲーションと連動する新セキュリティ対応のETC車載器をご希望
の場合は、ETC2.0車載器  （MZ609737）をお買い求めください。※ 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。※ 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。

※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
バ一本人が行いながら十分に注意して運転してください。

※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スピーカ一を装着する場合、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。 

※画像はイメージです。※画像はイメージです。

※画像はイメージです。※画像はイメージです。

10.1型ナビ＋11.5型後席用モニター ※画像はイメージです。

10.1型後席用モニター（プラズマクラスター無）

11.5型後席用モニター（プラズマクラスター付）

【消費税抜価格：本体￥17,000＋   ¥8,580】［除くマルチアラウンドモニター装着車］
MZ609743（本体）

システム合計価格¥28,138

【消費税抜価格：本体￥8,800＋スピーカーマウント¥3,800＋    ¥3,300】
MZ594808（本体）／MZ594774（スピーカーマウント）

システム合計価格¥17,490

【消費税抜価格：本体￥3,000＋    ¥1,980】
MZ598350

システム合計価格¥5,478

後席でもドライブがさらに楽しくなる、TVやDVDを楽しめる大画面後席用モニター。

後席用モニター

ドライブレコーダー

後席用モニター取付パッケージ（メーカーオプション）付車に装着の場合

適用機種

【消費税抜価格：本体￥53,000＋後席用モニター取付キット
 ¥15,000＋映像外部出力変換ケーブル ¥4,500
＋    ¥6,600】
MZ609778（本体）／MZ609793（後席用モニター取付キット）
MZ609794（映像外部出力変換ケーブル）

システム合計価格¥87,010
【消費税抜価格：本体￥95,000＋後席用モニター取付キット
 ¥15,000＋映像外部出力変換ケーブル ¥4,500
＋    ¥6,600】
MZ609777（本体）／MZ609793（後席用モニター取付キット）
MZ609794（映像外部出力変換ケーブル）

システム合計価格¥133,210

【消費税抜価格：本体￥30,200
＋電源変換ハーネス ¥1,700＋　¥1,980】
［オリジナル 10.1型ナビゲーション装着車］
MZ608834EP(ETC2.0車載器セット）
MZ609522（電源変換ハーネス）（注3）

システム合計価格¥37,268

10.1型後席用モニター（プラズマクラスター無）11.5型後席用モニター（プラズマクラスター付）適用機種

後席用モニター取付パッケージ（メーカーオプション）無車に装着の場合（注）

【消費税抜価格：本体￥53,000＋後席用モニター取付キット
 ¥15,000＋HDMI接続ケーブル ¥4,500＋    ¥29,700】
MZ609778（本体）／MZ609791（後席用モニター取付キット）
MZ609713（HDMI接続ケーブル）

システム合計価格¥112,420
【消費税抜価格：本体￥95,000＋後席用モニター取付キット
 ¥15,000＋HDMI接続ケーブル ¥4,500＋    ¥29,700】
MZ609777（本体）／MZ609791（後席用モニター取付キット）
MZ609713（HDMI接続ケーブル）

システム合計価格¥158,620

【消費税抜価格：本体￥53,000＋後席用モニター取付キット
 ¥15,000＋    ¥29,700】
MZ609778（本体）／MZ609791（後席用モニター取付キット）

システム合計価格¥107,470
【消費税抜価格：本体￥95,000＋後席用モニター取付キット
 ¥15,000＋    ¥29,700】
MZ609777（本体）／MZ609791（後席用モニター取付キット）

システム合計価格¥153,670

ETC/ETC2.0

リヤビューカメラ

グレードアップスピーカー /ナビゲーションロック

オリジナルナビ取付パッケージⅠ/Ⅱ（メーカーオプション）付車に装着の場合（注1）

オリジナルナビ取付パッケージ（メーカーオプション）無車でナビゲーションと接続する場合（注2）

ETC ETC2.0

【消費税抜価格：本体￥13,000＋ビルトイン ETC取付ブラケット¥1,700＋電源変換ハーネス（1）¥1,700＋電源変換ハーネス（2）¥1,900＋    ¥7,920】
MZ608822（本体）（注5）／MZ608844K（ビルトイン ETC取付ブラケット）（注4）
MZ609522（電源変換ハーネス（1））（注3）／MZ598423（電源変換ハーネス（2））

システム合計価格¥28,842

【消費税抜価格：本体￥29,000
＋ビルトイン ETC取付ブラケット
 ¥1,700＋    ¥7,920】
MZ608823（本体）（注5）
MZ608844K（ビルトイン ETC取付ブラケット）（注4）

システム合計価格¥42,482

8ナビゲーションと接続しない場合（注2）

適用機種

音声案内タイプ

【消費税抜価格：本体￥29,000
＋ビルトイン ETC取付ブラケット
 ¥1,700＋電源変換ハーネス¥1,700
＋ナビゲーション接続ケーブル
 ¥4,500＋    ¥7,920】
MZ609737（本体）（注5）／MZ608835K（ビルトイン ETC取付ブラケット）（注4）
MZ609522（電源変換ハーネス）（注3）
MZ609739（ナビゲーション接続ケーブル）

システム合計価格¥49,302
【消費税抜価格：本体￥12,800
＋ビルトイン ETC取付ブラケット¥1,700
＋ナビゲーション接続ケーブル ¥5,000
＋    ¥7,920】
MZ609725（本体）（注6）
MZ608835K（ビルトイン ETC取付ブラケット）（注4）
MZ609726（ナビゲーション接続ケーブル）

システム合計価格¥30,162

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。

9■リヤビューカメラ（オリジナルナビゲーション接続用）

16cm3WAY / 35W入力
ウーファ一部 ：TM-MIPPコーン
ツィータ一部 ：0.8cmピエゾドーム
ミッドレンジ部： 3cmアルミ蒸着
                          PEIバランスドライブ

三菱自動車純正ナビゲーションメニューでは、
ナビゲーションロック（マックガード製）を
採用してナビゲーションの盗難を抑止します。
ロック2 個、警告ステッカー 2 枚 入り。

■ナビゲーションロック（マックガード製）■クラリオン・16cmスピーカー（2個セット）

オリジナル 10.1型ナビゲーション

オリジナル 10.1型ナビゲーション

オリジナル 7型（ハイスペック）ナビゲーション

※画像はイメージです。

オリジナル 10.1型ナビゲーション

オリジナル 7型（ハイスペック）ナビゲーション

「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、自動料金授受などのサービス
が受けられます。詳しくは国土交通省のホームページを http://www.mlit.

go.jp/road/ITS/j-html/をご覧ください。

渋滞回避支援
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。

安全運転支援
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。

※画像はイメージです。

※画像はイメージです。

ETC2.0

【消費税抜価格：本体￥16,000
＋ビルトイン ETC取付ブラケット
 ¥1,700＋    ¥7,920】
MZ608821（本体）（注5）
MZ608844K（ビルトイン ETC取付ブラケット）（注4）

システム合計価格¥28,182

3■ドライブレコーダー（スタンドアローン）

システム合計価格¥41,492
【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）¥2,100＋    ¥7,920】［全車］
MZ607731（本体）／MZ609522（電源変換ハーネス（1））（注1）
MZ598412K（電源変換ハーネス（2））（注2）
（注 1）電源変換ハーネスは 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。（注2）ドライブレコーダー装着時に必要な、再使用不可部品を同梱しております。※本製品の機能
詳細は P37に掲載しているドライブレコーダーの機能欄 / 注釈を参照ください。

※本機を装着すると、ラジオの電波受信状況が悪いときに、FMラジオに雑音が混ざる場合があります。※micro SD

メモリーカー ドの記憶容量が一 杯になると、古い記録は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 ー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 メモリー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一を別途ご購入願います
(SD カード変換アダプターは同梱されています）。 ※本機で記録したデータを再生するためには、Windows7 日本語
版32ビット版、64ビット版、Windows8、Windows8.1日本語版32ビット版、64ビット版、Windows10日本語版32ビッ
ト版、64 ビット版の OSを搭載し、micro SDカードにアクセスできるパソコンが必要です。 ※Windows7、
Windows8、Windows8.1、Windows10 は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登
録商標です。※詳細は販売会社にお問い合わせください。

ドライブの思い出と万一の時を記録するドライブレコーダー。

◆スマートフォンと
　Wi-Fi接続すること
　で映像再生や各種
　設定もスマートフォン
　で行えます。

3■ドライブレコーダー（スタンドアローン/スマートフォン連携 (Wi-Fi接続 )機能付）

システム合計価格¥46,992
【消費税抜価格：本体 ¥33,100＋電源変換ハーネス¥1,700＋    ¥7,920】［全車］
MZ609837K（本体）（注1）／MZ609522（電源変換ハーネス）（注2）
エンジンスイッチオンから自動的に電源がオンになり、映像や音声を常時記録します。さらに
走行中や駐車時に衝撃を検知すると、イベント録画を実施します。記録したデータはスマート
フォン（注3）やパソコンで再生できます。

カメラ

200万画素
1920×1080
（Full HD）

高画質：約 130分
標　準：約 170分
長時間：約 260分

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

水平 117゜
×   

垂直 70゜

画  角 記録媒体 常時記録 イベント保護

※画像はイメージです。

（注1）ドライブレコーダー装着時に必要な、再使用不可部品を同梱しております。（注2）電源変換ハーネス
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。
（注3）スマートフォンでの再生には、無償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。

＜MZ608834EP セット構成＞
　MZ608834（ETC2.0）（注5）
　MZ608835K（ビルトイン ETC 取付ブラケット）（注4）
　MZ609739（ナビゲーション接続ケーブル）

◎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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　　マルチキーケース
¥4,400（消費税抜価格：本体¥4,000） SRG10008

サイズ（約）：縦16.0×横7.5×高さ2.5（cm）
素材：ナイロン（本体）／スチール（カラビナ※メッキ加工）
収納：カードポケット×2、キーフック×3、背面ポケット×1

MITSUBISHI MOTORSロゴシリコンワッペン

4

　　LED キーチェーンライト
¥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

6

　　キーレスオペレーション キーケース
¥2,750（消費税抜価格：本体¥2,500） SRG10007

サイズ（約）：縦13.0×横4.0×高さ1.5（cm）
素材：ナイロン（本体）／スチール（カラビナ※メッキ加工）
MITSUBISHI MOTORSロゴシリコンワッペン

3

　　折りたたみスツール
¥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 

2

　　ロールペーパーホルダー
¥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。

5

　　折りたたみコンテナボックス
■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

1

■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

裏面

使用イメージ

使用イメージ

裏面

使用イメージ

内側

1

3

2

4 5

6

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。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。

　　リバーシブルトートバッグ
¥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

8

　　タンブラー
¥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

9

　　トラベルタンブラー
¥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

7

　　ペットボトルホルダー
¥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

10

　　プラスチック カラビナキーリング
¥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

11

　　パスケース
¥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
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　　ID ケース
¥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
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　　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

14

　　大型パラソル
¥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

16

使用イメージ

　　扇子
¥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
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 ホワイト ブラック

 Front  Back

 Color Variation

 レッド  カーキ

7

 リバーシブル
使用イメージ

8

使用イメージ

9

使用イメージ

裏面

裏面

10 11 12

使用イメージ
 ブラック

 レッド

使用イメージ

13

パニックバックル

親骨

化粧箱

14

15

16

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/

◎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。※当該ページ（P.40、P.41）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。
4140



6

フューエルキャップエンブレム
MAGICAL CARBON（グリーン）

¥1,100（消費税抜価格：本体¥1,000）

［全車］CLPM0033

7

フューエルキャップエンブレム
HOLOGRAM（グリーン）

¥858（消費税抜価格：本体¥780）

［全車］CLPM0036

8

5

機種

CSD-610FHR

車外撮影用カメラ

200万画素
SONY Exmor

CMOSセンサー
30fps

水平107°
垂直56°
対角130°

2 3LUX

200万画素（Full HD）
100万画素（HD）
35万画素（D1）

撮像素子 フレームレート 視野角 F値 最低被写体照度

［製品仕様］

録画画素数

車両後方録画に適した別体カメラと本体の取り付け
位置が自由に選べるセパレートタイプ。
三菱自動車純正ドライブレコーダーとセットで、
お客さまニーズの高い後方向け録画用にお使い
いただけます。

［商品の特徴］
●セパレートタイプなので、取り付け場所を選ばず
  装着可能です。
●フルハイビジョン撮影、HDR（ハイダイナミックレンジ）
搭載。急激な明るさの変化が生じても、白とび、黒つぶれ
を低減します。
●最大4倍のデジタルズーム機能搭載。
●16GB micro SDカード付属。

後方向けドライブレコーダー  CSD-610FHR

くドライブレコーダーの注意事項＞
映像記録用のmicroSDカードは、記録回数に限度があります。
新たに購入される場合は、【ドライブレコーダー用16GB SDカード（CLPM0026）本体価格：¥7,700（消費税込）】をご利用ください。
ドライブレコーダーに使用されているmicroSDカードは、常時書き込み→消去を繰り返すために多大な負担がかかります。
安価なTLC（triple-level cell）タイプのmicroSDカードは、MLC（multi-level cell）タイプと比べて書き込み速度も遅い上、
耐熱性も低く、書き込み回数の上限も約1/4程度のため、ドライブレコーダーでは使用しないでください。
● microSDカードの不具合、劣化によるトラブルは、ドライブレコーダーの保証対象とはなりません。
※セルスター工業株式会社の商品です。
※UV & IRカットフィルム装着車には、本商品は取り付けできません。
※本商品を取り付けた際に、テレビやラジオの受信感度が低下することがあります。

リヤウインドウ装着例

5 6

7 8

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/

フューエルキャップエンブレム

※各商品の注意事項、車種適合ならびに製品保証については、
Webページをご参照願います。

◎掲載写真は、実物とイメージや仕様が異なる場合があります。

※画像は装着イメージです。 ※画像は装着イメージです。

ドライブレコーダー常時電源ハーネスセット
（本体＋常時電源ハーネスセット）

¥60,742
（消費税抜価格：本体¥44,000＋参考取付工賃¥11,220）

［全車］CLPM0028

■ドライブレコーダー用GPSアンテナユニット
面倒な設定なしで、正確な、日付、時間、緯度経度を
映像と一緒に記録することができます。

¥10,450（消費税抜価格：本体¥9,500）

［全車］CLPM0025

ドライブレコーダー直結電源ハーネスセット
（本体＋直結電源ハーネスセット）

¥53,592
（消費税抜価格：本体¥37,500＋参考取付工賃¥11,220）

［全車］CLPM0027

ドライブレコーダー常時電源ハーネスセット
（本体＋常時電源ハーネスセット）

¥60,742
（消費税抜価格：本体¥44,000＋参考取付工賃¥11,220）

［全車］CLPM0028

フューエルキャップエンブレム
MAGICAL CARBON（グリーン）

¥1,100（消費税抜価格：本体¥1,000）

［全車］CLPM0033

フューエルキャップエンブレム
HOLOGRAM（グリーン）

¥858（消費税抜価格：本体¥780）

［全車］CLPM0036

■ドライブレコーダー用GPSアンテナユニット
面倒な設定なしで、正確な、日付、時間、緯度経度を
映像と一緒に記録することができます。

¥10,450（消費税抜価格：本体¥9,500）

［全車］CLPM0025

ドライブレコーダー直結電源ハーネスセット
（本体＋直結電源ハーネスセット）

¥53,592
（消費税抜価格：本体¥37,500＋参考取付工賃¥11,220）

［全車］CLPM0027

※各商品の注意事項、車種適合ならびに製品保証については、
Webページをご参照願います。

◎掲載写真は、実物とイメージや仕様が異なる場合があります。

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 SelectionM

※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。

一般的な液晶パネルは、画面の斜め方向から見ると色が
変わって見えにくくなりがちですが、アルパインはスー
パーマルチアングル液晶搭載により、上下左右の幅広い
方向で広視野角を確保しました。助手席側からでも変わ
らず色鮮やかな映像をお楽しみいただけます。
※ナビゲーション装着時に必要な再使用不可部品を同梱しております。

システム合計価格¥304,150
（消費税抜価格：本体¥260,000＋参考取付工賃¥16,500）

［類別Mを除く全車］CLPM0038

デリカD：5専用 11型ナビゲーション1

ETC2.0車載器（デリカD：5専用 11型ナビゲーション接続用）2

11.5型後席用モニター（プラズマクラスター付）4

従来比（WVGA比）で2.4倍の美しさを誇る、
WXGA液晶を搭載。

優れた音声認識技術でハンズフリー操作を実現。
先進の音声認識デバイスが発話を正確に認識し、瞬時に操作を
行います。キーワードは青い吹き出し型ボタンで表示されるため、
記憶していなくても読み上げればOK。ボタンはタッチ操作するこ
ともできます。

■ボイスタッチでらくらく操作
リバース連動で画面に表示し、安全な運転をサポート。
周辺の安全確認が容易に可能です。
※ナビゲーションの付属品にて接続。

■マルチアラウンドモニターの表示が可能

USB/HDMIポートが付属しています。
別売りのスマートフォン接続ケーブルを経由してお手持ちの
スマートフォンやUSBデバイスの接続が可能です。

■ビルトインUSB/HDMIをパッケージ
スマートフォンと連携して最新地図データを自動ダウン
ロードできるOTA（Over The-Air）を活用し、ナビゲー
ションの地図更新を自動で行うことが可能です。

■地図の自動更新が可能（注3）

■後席用モニター取付パッケージ（メーカーオプション）付車に装着の場合
システム合計価格¥137,588
（消費税抜価格：本体¥95,000＋後席用モニター取付キット¥15,000＋映像外部出力変換ケーブル¥8,480

＋参考取付工賃¥6,600）
【デリカD：5専用11型ナビゲーション装着車】
MZ609777（本体）／MZ609793（後席用モニター取付キット）／CLPM0046（映像外部出力変換ケーブル）

■後席用モニター取付パッケージ（メーカーオプション）無車に装着の場合
システム合計価格¥161,832
（消費税抜価格：本体¥95,000＋後席用モニター取付キット¥15,000＋HDMI接続ケーブル¥7,420

＋参考取付工賃¥29,700）
【デリカD：5専用11型ナビゲーション装着車】
MZ609777（本体）／MZ609791（後席用モニター取付キット）／CLPM0045（HDMI接続ケーブル）
※後席用モニター本体と取付キットは三菱自動車純正用品です。後席用モニターの詳細はP38を参照ください。
※10.1型後席用モニターの装着も可能です。デリカD:5専用11型ナビゲーションと同時装着する場合、追加部品が
必要となります。詳細は、三菱自動車工業株式会社のHP(https://www.mitsubishi-motors.co.jp
/purchase/accessory/mselection/alpine/)をご確認ください。

4

※アルパインマーケティング株式会社の取扱商品です。
※商品詳細／注意事項／その他お問い合わせはアルパインマーケティング株式会社
　へお願いいたします。

●本製品用のリヤビューカメラの設定はありません。後方視界の補助のためにリヤビューカメラをご希望の場合には、マルチアラウンドモニター搭載の車両を選択してください。●本製品へのマルチアラウンドモニター描画の際には、車載の
自動防眩ルームミラー（マルチアラウンドモニター付）にもマルチアラウンドモニターの映像が描画されます。●本製品は車両のステアリングオーディオスイッチとの連動と、車両メーカーオプションの後席用モニター取付パッケージによる後
席用モニターとの接続対応が可能ですが、ステアリングオーディオスイッチや後席用モニター取付パッケージを車両に装備させるためには、車両のメーカーオプションであるオリジナルナビ取付パッケージを選択する必要があります。ステア
リングオーディオスイッチや後席用モニター取付パッケージをお求めの場合には、オリジナルナビ取付パッケージに対する以下の留意点についてご確認の上、車両オプションを選択してください。＜留意点＞①オリジナルナビ取付パッケージ
を選択した場合、GPSアンテナ/TVアンテナフィーダー線/ETC2.0車載器用ETCアンテナが車両に装備されますが、本製品との接続ができません。本製品に同梱しているGPSアンテナおよびTVアンテナ、拡張機器のETC2.0車載器に同梱し
ているETCアンテナを別途装着します。②マルチアラウンドモニターのメーカーオプションを選択し、オリジナルナビ取付パッケージを選択した場合に、装備されるステアリングスイッチにはマルチアラウンドモニターの視点切替用のカメラス
イッチが含まれますが、本製品はステアリングカメラスイッチとは接続できません。マルチアラウンドモニターの視点切替は自動防眩ルームミラー（マルチアラウンドモニター付）に搭載しているカメラスイッチにて対応します。
(注1)SDカードはSDHCカード（32GBまで）/SDXCカード（2TBまで）が使用可能です。(注2)スマートフォン連携機能の詳細は、アルパインHP(https://www.alpine.co.jp/)よりご確認ください。(注3)オリジナルスマートフォンアプリ
「BIG X CONNECT」を用いた地図更新/プログラム更新の際には、更新用データのダウンロードが必要です。通信費が掛かりますので、自宅などのWi-Fi環境下でデータをダウンロードするように対応ください。(注4)詳細は、三菱自動車工
業株式会社のHP(https://www.mitsubishi-motors.co.jp/purchase/accessory/mselection/alpine/)をご確認ください。(注5)スマートフォンと本製品とのHDMI接続方法は、スマートフォンの機種毎に異なります。スマー
トフォン取扱説明書や専用の接続ケーブルを確認の上、必要なケーブルを選択してください。(注6)必ず別売のiPod/iPhone用Lightningケーブル(CLPM0041)と併せてご使用ください。本ケーブルを用いてナビゲーションに映像を写
すには、別売のiPod/iPhone用Lightningケーブル(CLPM0041)と、Apple純正のDigital AVアダプターが別途必要となります。
※ナビゲーション機能の詳細は三菱自動車工業株式会社のHP(https://www.mitsubishi-motors.co.jp/purchase/accessory/mselection/alpine/)をご参照ください。

ドライブレコーダー
直結電源ハーネス

ドライブレコーダー
常時電源ハーネス

ドライブレコーダーの電源は
エンジンに連動します。

エンジンOFF後、最長12時間の
録画が可能です。

※専用アプリ「BIG X CONNECT（ビッグエックスコネクト）」が必要です。

システム合計価格¥53,020
（消費税抜価格：本体¥40,280＋参考取付工賃¥7,920）

［類別Mを除く全車］CLPM0039

※本製品は新セキュリティ規格に対応しています。
※取付に必要なキットを同梱しております。
※ナビゲーションと同時に装着しない場合、別途、補用部品（1年保証）
　扱いのスクリュー（2400A596×1本）が必要となります。
　詳しくは販社営業スタッフへご確認ください。

スマートフォン接続ケーブル（注4）3

品　　名

iPod/iPhone用Lightningケーブル

iPod/iPhone接続HDMIケーブル（注5）（注6）

Android接続HDMIケーブル（注5）

Android接続MHLケーブル（注5）

CLPM0041

CLPM0042

CLPM0044

CLPM0043

¥3,710

¥2,650

¥4,770

¥7,420

¥4,081

¥2,915

¥5,247

¥8,162

部品番号 消費税抜価格 消費税込価格

基本性能

AV機能

車両接続

地図更新（無償対応）

液晶サイズ
TV

CD/DVD

Bluetooth

外部入力

スマートフォン
連携

ステアリング
スイッチ

マルチアラウンド
モニター

11型WXGA

〇
〇

〇（オーディオ/TEL）
SD（注1）/USB/HDMI

〇（注2）

△
（オーディオスイッチ対応）

△
（カメラ切替に規制有）

2021年度版～2023年度
の3回の更新

3年無料で地図更新が可能

※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。
434342




