
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11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

YS3035-2011/40

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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自分らしい、こだわりのカーライフを
実現するエクステリアアイテム
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ディテールへのこだわりと、
使い勝手のよさ

11 - 12

プレミアムなコックピットを彩る、
光の演出
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快適なドライブと
ライフスタイルを満たす

15 - 20

ドライブレコーダー連携で、
安心感を高めたナビゲーション

21 - 22

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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お客さまのニーズを満たす
セレクト商品
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23 - 25

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。

大胆に、そして優雅に。都市に際立つクーペスタイルのSUV、ECLIPSE CROSS。

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：P〈4WD・PHEV車〉　ボディカラー：ホワイトダイヤモンド
装着用品：エンジンフードエンブレム（ブラック）、ナンバープレートフレーム（メッキ）、フロントアンダーガーニッシュ（ブラック）、エクシードバイザー、カーボン調ミラーカバー、ドアハンドルカバー（ブラック）、
ボディサイドデカール（PHEVロゴ）、サイドエクステンション（ブラック）、テールゲートスポイラー（ホワイトダイヤモンド）、リヤアンダーガーニッシュ（ブラック）、マッドガード（フロント／リヤ）、
RAYSアルミホイール（ブラック）、ブラックホイールロックナット＆ラグナットセット
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ELEGANT STYLE with Silver

  スタイリングパッケージ
3点セット：01 フロントアンダーガーニッシュ ＋ 02 サイドエクステンション ＋ 03 リヤアンダーガーニッシュ

単品合計価格¥167,486（消費税込、取付工賃込）のところ

¥143,946  ▲  ¥23,540お得 
（消費税抜価格：本体¥110,400＋参考取付工賃¥20,460）

3点セットで装着することで、シャープでダイナミックなスタイリングをより引き立て、
スタイリッシュでスポーティなSUVに仕上げるバンパーガーニッシュのセットです。
※本品を装着すると、約23mm全長が超過します。全幅、最低地上高は変更ありません。
※用品装着部位については、右項のイラストをご参照ください。

［全車］ MZ576942（シルバー）／MZ576943（ブラック）

シルバー装着後

  リヤアンダーガーニッシュ
¥53,900
（消費税抜価格：本体¥42,400＋参考取付工賃¥6,600）

センターガーニッシュとシルバーまたはブラック塗装のコーナー
エクステンションの3ピース構成。シルバー、ブラック共通パーツ
である長尺メッキ調モールを仕込んだセンターガーニッシュが、
リヤの迫力を高めます。※本品を装着すると全長が約11mm

超過します。全幅、最低地上高は変更ありません。

［全車］ MZ576849（シルバー）／MZ576850（ブラック）

03

ブラック装着後

シルバー装着後

  サイドエクステンション
¥62,590
（消費税抜価格：本体¥47,000＋参考取付工賃¥9,900）

ドアガーニッシュ形状にフィットするエクステンションが、
フロントとリヤのコーナーを結び一体感のあるサイドビューを
演出します。

［全車］ MZ576851（シルバー）／MZ576852（ブラック）

02

ブラック装着後

シルバー装着後

  フロントアンダーガーニッシュ
¥50,996
（消費税抜価格：本体¥42,400＋参考取付工賃¥3,960）

コーナーに張り出した迫力あるガーニッシュが、
フロントフェイスをよりダイナミックで精悍に仕上げます。
※本品を装着すると、約12mm全長が超過します。全幅、最低
地上高は変更ありません。

［全車］ MZ576847（シルバー）／MZ576848（ブラック）

01

ブラック装着後 装着前装着前装着前

SPORTY STYLE with Black

◎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（上段）：P〈4WD・PHEV車〉　ボディカラー：ホワイトダイヤモンド　装着用品：フロントアンダーガーニッシュ、サイドエクステンション、リヤアンダーガーニッシュ（シルバー）、
テールゲートスポイラー、テールゲートリップスポイラー（ホワイトダイヤモンド）
Photo（下段）：G〈2WD・ガソリン車〉　ボディカラー：レッドダイヤモンド ●ルーフレール、電動パノラマサンルーフはメーカーオプション　装着用品：フロントアンダーガーニッシュ、
サイドエクステンション、リヤアンダーガーニッシュ（ブラック）、テールゲートスポイラー、テールゲートリップスポイラー（レッドダイヤモンド）

Photo（上段）：G〈2WD・ガソリン車〉　ボディカラー：レッドダイヤモンド ●ルーフレール、電動パノラマサンルーフはメーカーオプション　装着用品：フロントアンダーガーニッシュ、サイドエクステンション、
リヤアンダーガーニッシュ（シルバー）、テールゲートスポイラー、テールゲートリップスポイラー（レッドダイヤモンド）
Photo（下段）：P〈4WD・PHEV車〉　ボディカラー：ホワイトダイヤモンド　装着用品：フロントアンダーガーニッシュ、サイドエクステンション、リヤアンダーガーニッシュ（ブラック）、  
テールゲートスポイラー、テールゲートリップスポイラー（ホワイトダイヤモンド）
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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。 

メッキブラック カーボン調

ブラック

メッキ装着前装着後装着前装着後

メッキ調

ECLIPSE CROSSロゴ ロゴ部アップ ロゴ部アップ

夜間反射時PHEVロゴ

  カーボン調ミラーカバー
¥25,278（消費税抜価格：本体¥21,000＋参考取付工賃¥1,980）

カーボン柄フィルムを使用したスポーティなミラーカバー。
左右セット。貼付けタイプ。

［全車］ MZ576830

10

  メッキミラーカバー
¥15,818（消費税抜価格：本体¥12,400＋参考取付工賃¥1,980）

質感の高いメッキ仕上げのミラーカバー。左右セット。貼付けタイプ。

［全車］ MZ576689

09

  ドアハンドルカバー
¥20,504（消費税抜価格：本体¥16,000＋参考取付工賃¥2,640）

ドアハンドルの上面のみに装着する、フルカバーではない新しいデザインのハンドルカバー。
質感の高いメッキ仕上げと、ボディ色のブラックマイカ塗装を設定。フロント／リヤ左右セット。
貼付けタイプ。

［全車］ MZ576690（メッキ）／MZ576829（ブラック）

08

  エンジンフードエンブレム
¥9,218（消費税抜価格：本体¥6,400＋参考取付工賃¥1,980）

厚みのあるハイボスカル製ステッカー。存在感を強調するECLIPSE CROSSのエンブレムが、
フロントマスクをより逞しく引き立てます。貼付けタイプ。 

［全車］ MZ576872（メッキ調）／MZ576873（ブラック）

07

  ボディサイドデカール
¥30,008（消費税抜価格：本体¥22,000＋参考取付工賃¥5,280）

レッドの差し色がスポーティな“ECLIPSE CROSS”、上質なホワイトベースの“PHEV”の
デカールがボディサイドを演出します。ライトに反射してデカールが光り、夜間でも存在感が
失われません。フロント／リヤ左右4点セット。フィルムタイプ。
※サイドメッキガーニッシュ（P.07      ）、ドアエッジモール（P.07     ）との同時装着は
できません。

［全車］ MZ553170（ECLIPSE CROSSロゴ）
［PHEV車］ MZ553171（PHEVロゴ）

06  スポイラーパッケージ
2点セット：04 テールゲートスポイラー ＋ 05 テールゲートリップスポイラー

単品合計価格¥69,916（消費税込、取付工賃込）のところ

¥61,116  ▲  ¥8,800お得
（消費税抜価格：本体¥45,000＋参考取付工賃¥10,560）

存在感のあるテールゲートスポイラーにリップスポイラーのアクセントがきいたスポイラー2点セット。合わせてコーディネートすることで、
ECLIPSE CROSSの特徴であるリヤスタイルをさらに印象的に演出します。

［全車］ 部品番号については、右表をご参照ください。

  テールゲートスポイラー
¥42,856（消費税抜価格：本体¥35,000＋参考取付工賃¥3,960）

凹凸のある立体的な造形が個性を発揮した存在感のある大型テールゲートスポイラー。
リヤビューのインパクトは抜群です。スポイラー表面はボディ色（全ボディカラー対応）、
裏面はマットブラックに塗分けた上品なデザイン。標準スポイラーとの交換装着。

［全車］ 部品番号については、右表をご参照ください。

04

  テールゲートリップスポイラー
¥27,060（消費税抜価格：本体¥18,000＋参考取付工賃¥6,600）

車両と一体感のあるデザインで、リヤビューを引き締めます。テールゲートスポイラーと
同時装着することで、よりスポーティで迫力あるスタイリングが叶います。

［全車］ 部品番号については、右表をご参照ください。

05

Exterior さらにスポーティに、自分らしさを主張する

Photo：G〈2WD・ガソリン車〉　ボディカラー：レッドダイヤモンド ●ルーフレール、電動パノラマサンルーフはメーカーオプション　
装着用品：フロントアンダーガーニッシュ（シルバー）、サイドエクステンション（シルバー）、テールゲートスポイラー（レッドダイヤモンド）、テールゲートリップスポイラー（レッドダイヤモンド）、
リヤアンダーガーニッシュ（シルバー）

05 01

スポイラー
パッケージ

04 テールゲート
スポイラー

05 テールゲート
リップスポイラー

ボディカラー

ホワイトダイヤモンド MZ576950 MZ576869MZ576861

レッドダイヤモンド MZ576944 MZ576862MZ576854

ブラックマイカ MZ576945 MZ576864MZ576856

スターリングシルバーメタリック MZ576946 MZ576865MZ576857

チタニウムグレーメタリック MZ576947 MZ576866MZ576858

ブロンズメタリック MZ576949 MZ576868MZ576860

ライトニングブルーマイカ MZ576948 MZ576867MZ576859

部品番号



Exterior 随所にわたって、デザインや機能性を追求
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  ブラックホイールロックナット＆ラグナットセット
¥32,604（消費税抜価格：本体¥27,000＋参考取付工賃¥2,640）

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。

［全車］ MZ556532

07

  RAYSアルミホイール（ブラック）
¥51,062（消費税抜価格：本体¥41,800＋参考取付工賃¥4,620）

RAYS製の三菱自動車オリジナルデザイン。セミツインの7本スポークに「RAYS Wheel」ロゴを
エンボス加工で施しています。シックでスポーティなブラック塗装により、よりスタイリッシュに
仕上がっています。鋳造1ピース、センターキャップ／エアバルブ同梱。
サイズ：18×7.0JJ、インセット：38mm、PCD：114.3mm。
※ホイールナット、タイヤは含まれておりません。

［18インチホイール装着車］ MZ556533（1本） 

06

  サイドメッキガーニッシュ
¥19,030（消費税抜価格：本体¥14,000＋参考取付工賃¥3,300）

ドアパネルに装着するメッキのガーニッシュ。左右各2本、合計4本セット。貼付けタイプ。
※     ドアエッジモール、ボディサイドデカール（P.06      ）との同時装着はできません。

［全車］ MZ538346

05

  マッドガード（フロント）
¥10,780（消費税抜価格：本体¥6,500＋参考取付工賃¥3,300）

石や泥はねなどからボディを守ります。樹脂製、原着ブラック色。左右セット。
※石や泥はねによるキズ付きや汚れを完全に防ぐものではありません。

［全車］ MZ531447

02

  マッドガード（リヤ）
¥10,780（消費税抜価格：本体¥6,500＋参考取付工賃¥3,300）

石や泥はねなどからボディを守ります。樹脂製、原着ブラック色。左右セット。
※石や泥はねによるキズ付きや汚れを完全に防ぐものではありません。

［全車］ MZ531448

03

  ドアエッジモール
¥10,604（消費税抜価格：本体¥7,000＋参考取付工賃¥2,640）

ドア開閉時のちょっとした接触からドアエッジを守ります。ステンレス製の光輝タイプで、
ボディサイドのワンポイントにもなります。フロント／リヤ左右セット。
※      サイドメッキガーニッシュ、ボディサイドデカール（P.06      ）との同時装着はできません。

［全車］ MZ536203

01

  リヤバンパープロテクター
¥15,730（消費税抜価格：本体¥11,000＋参考取付工賃¥3,300）

上質なハイボスカルのプロテクターがバンパー上面を保護します。リヤアンダーガーニッシュ
のカーボン柄と合わせることで、リヤビューをよりスポーティに演出します。 

［全車］ MZ576853

04

＜キャリア類の注意事項＞ 　  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。　  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。

  タイイングベルトセット
¥4,400（消費税抜価格：本体¥4,000）

6m×2本セット。ルーフラックアタッチメントと一緒にご利用ください。

［ルーフラックアタッチメント装着車］ MZ533009

16

  ルーフネット
¥6,600（消費税抜価格：本体¥6,000）

長さ1,300×幅900（mm）。フック10個付き。
ルーフラックアタッチメントと一緒にご利用ください。
荷物を固定する際には、必ずタイイングベルトを併用してください。

［ルーフラックアタッチメント装着車］ MZ535047

15

  ルーフラックアタッチメント
¥71,830（消費税抜価格：本体¥62,000＋参考取付工賃¥3,300）

長さ1,353×幅905×高さ176（mm）。製品重量：13.0kg。装着には、ベースキャリアが必要です。

［ベースキャリア装着車］ MZ535044

14

  サイクルキャリアアタッチメント
¥32,252（消費税抜価格：本体¥28,000＋参考取付工賃¥1,320）

自転車1台を正立で積めます。製品重量：4.2kg。装着には、ベースキャリアが必要です。

［ベースキャリア装着車］ MZ533098

11

  サーフボードアタッチメント
¥16,852（消費税抜価格：本体¥14,000＋参考取付工賃¥1,320）

サーフボード1台積み。ボードのホールド性に優れています。製品重量：1.2kg。
装着には、ベースキャリアが必要です。

［ベースキャリア装着車］ MZ533002

13

  スキー＆スノーボードアタッチメント
¥32,252（消費税抜価格：本体¥28,000＋参考取付工賃¥1,320）

スキー4セットまたはスノーボード2台積み。キーロック付き。製品重量：3.8kg。
装着には、ベースキャリアが必要です。

［ベースキャリア装着車］ MZ533099

12

  ベースキャリア（ルーフレール非装着車）
¥38,500（消費税抜価格：本体¥28,400＋参考取付工賃¥6,600）

各種アタッチメントを装着するためのベースとなるキャリアです。キーロック付き。MITSUBISHI

ロゴ入り。最大積載荷重は、本体重量（6.8kg）および各種アタッチメント重量を含めて50kg。

［ルーフレール無車］ MZ535045

09

  ベースキャリア（ルーフレール装着車）
¥38,808（消費税抜価格：本体¥30,000＋参考取付工賃¥5,280）

各種アタッチメントを装着するためのベースとなるキャリアです。キーロック付き。MITSUBISHI

ロゴ入り。最大積載荷重は、本体重量（5.2kg）および各種アタッチメント重量を含めて50kg。

［ルーフレール付車］ MZ535046

10

ルーフレール非装着車 ルーフレール装着車

はキーロック付き。

◎掲載写真は、実物とイメージや仕様が異なる場合があります。 ※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。  

ロゴ部アップ

  ホイールロックナット
¥8,052（消費税抜価格：本体¥6,000＋参考取付工賃¥1,320）

独自の花形キーパターンにより、ホイールの盗難を抑止。
シルバー色のマックガード製ロックナット、4個セット。

［全車］ MZ556520

08
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  ラゲッジトレイ
¥14,300（消費税抜価格：本体¥13,000）

スキー靴やウェットスーツなどの濡れものの積載にも便利な縁高の樹脂製トレイです。
MITSUBISHI MOTORSロゴ入り。縁の高さガソリン車：約60mm／PHEV車：約35mm。 

［ガソリン車］ MZ526056

［PHEV車］ MZ526057

07

  ドアスイッチパネル
¥16,104（消費税抜価格：本体¥12,000＋参考取付工賃¥2,640）

艶やかな気品のあるピアノブラックのアクリルカバー。インテリアをさらにラグジュアリー＆
スポーティに演出。オーディオ周辺等のピアノブラックパネルの色調ともマッチして、
室内全体をトータルにコーディネートします。運転席／助手席／後席左右の4点セット。

［ガソリン車 M］ MZ526046

［ガソリン車 M除く全車］ MZ526048

02

  アルミペダル
¥22,330（消費税抜価格：本体¥17,000＋参考取付工賃¥3,300）

アルミの輝きが、足元をスポーティに演出します。アクセルペダル／ブレーキペダルのセット。
アクセルペダルは標準装備のペダル／パッドと交換装着。ブレーキペダルは標準装備の
パッドのみ交換装着。 

［PHEV車 P除く全車］ MZ526051

03

  アクティブシートカバー（フロント）
¥33,352（消費税抜価格：本体¥29,000＋参考取付工賃¥1,320）

インテリアにマッチするブラック基調に、シルバーのステッチとECLIPSE CROSSロゴを
デザイン。ウェットスーツと同素材の生地で、山や海などレジャーシーンで、シートの汚れを
気にせずに使うことができます。運転席・助手席セット。

［全車］ MZ526054

04

  アクティブシートカバー（リヤ）
¥34,804（消費税抜価格：本体¥29,000＋参考取付工賃¥2,640）

インテリアにマッチするブラック基調に、シルバーのステッチとECLIPSE CROSSロゴを
デザイン。ウェットスーツと同素材の生地で、山や海などレジャーシーンで、シートの汚れを
気にせずに使うことができます。
※リヤシートカバー装着時は、センターアームレストとカップホルダーを使用できません。

［全車］ MZ526055

05

  トノカバー
¥20,526（消費税抜価格：本体¥18,000＋参考取付工賃¥660）

ラゲッジルーム内の荷物を外部から遮へいし、プライバシーを守ります。ロール巻取り式。
未使用時や、背高のものを積む時にはラゲッジフロアボード上に固定できます。 

［全車］ MZ526050

06

  ラゲッジマット
¥11,000（消費税抜価格：本体¥10,000）

ラゲッジルーム床面の汚れを抑えるだけでなく、室内と同じ感覚でレジャーツールを積むことが
できます。ガソリン車／PHEV車共用。

［全車］ MZ514296

08

  ラゲッジネット
¥9,900（消費税抜価格：本体¥9,000）

車両のラゲッジフックを利用して荷物を固定。色々な形の荷物に対応できます。
ラゲッジフロアボードからラゲッジフックまでの高さは、ガソリン車：約90mm、
PHEV車：約80mm（最大値）です。小さな荷物は固定できない場合があります。
（参考：コンテナボックス50L サイズ縦36.6×横53.0×高さ33.4（cm））

［全車］ MZ522754

09

  ラゲッジインナープレート
¥17,028（消費税抜価格：本体¥13,500＋参考取付工賃¥1,980）

ステンレス製のプレートが、荷物を下ろす際のラゲッジ開口部のキズ付きが目立つのを抑えます。
また上質感がありながらも、リブをあしらったスポーティなデザインが、ラゲッジルームの
SUVらしさを演出します。2枚セット。

［全車］ MZ526058

10

装着前（フロント）

装着後（フロント）

使用イメージ
（トノカバー、ラゲッジマット、ラゲッジインナープレート）

使用イメージ
（ラゲッジトレイ、ラゲッジインナープレート）

装着後（リヤ）

装着前（リヤ）

ガソリン車用

ガソリン車に装着した場合

リヤ（ECLIPSE CROSSロゴ） リヤ（PHEVロゴ）

フロント（ECLIPSE CROSSロゴ） フロント（PHEVロゴ）

  スカッフデコレーション
¥18,678（消費税抜価格：本体¥15,000＋参考取付工賃¥1,980）

ECLIPSE CROSS/PHEVロゴをそれぞれあしらった厚みのあるステッカーが乗降時の
サイドシル部を保護します。ボディサイドデカールと合わせた統一感のあるデザインで
同時装着がおすすめです。 
※LEDイルミネーションパッケージ（P.11）、イルミネーション付スカッフプレート（P.11     ）との
同時装着はできません。

［全車］ MZ526053（ECLIPSE CROSSロゴ）
［PHEV車］ MZ526059（PHEVロゴ）

01

※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。  

01
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  LEDイルミネーションパッケージ
2点セット：01 イルミネーション付スカッフプレート ＋ 02 フロアイルミネーション

単品合計価格¥53,768（消費税込、取付工賃込）のところ

¥42,636  ▲  ¥11,132お得
（消費税抜価格：本体¥31,500＋参考取付工賃¥7,260）

乗降時の足元や、ブラックインテリアをやさしく照らすLED光が、存在感を発揮する
イルミネーション2点セット。
※スカッフデコレーション（P.09     ）、パーソナライズドインテリアイルミネーション（P.12      ）
との同時装着はできません。

［全車］ MZ590901（ブルー）／MZ590902（アンバー）

◎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。 

  イルミネーション付スカッフプレート
¥32,208（消費税抜価格：本体¥24,000＋参考取付工賃¥5,280）

ドア開閉に連動してホワイト光のMITSUBISHI MOTORSロゴが発光。
フロント（インナー＆アウター）／リヤ（アウター）左右計6点セット。
※スカッフデコレーション（P.09     ）との同時装着はできません。

［全車］ MZ590900

01

  フロアイルミネーション
¥21,560（消費税抜価格：本体¥13,000＋参考取付工賃¥6,600）

前席ドアの開閉に連動して足元のイルミネーションが点灯します。ドレスアップと同時に乗降時
の安全をサポートします。ドレスアップ定番のブルー光と、車両エアコンダイヤル等の各部照明に
合わせたアンバー光の2色をご用意しました。
※パーソナライズドインテリアイルミネーション（P.12      ）との同時装着はできません。

［全車］ MZ590878（ブルー）／MZ590879（アンバー）

02   パーソナライズドインテリアイルミネーション
¥32,912（消費税抜価格：本体¥22,000＋参考取付工賃¥7,920）

運転席／助手席の足元を8色の光で照らし、さまざま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。
※LEDイルミネーションパッケージ（P.11）、フロアイルミネーション（P.11      ）との同時装着は
できません。

06  テールゲートランプ
¥16,632（消費税抜価格：本体¥7,200＋参考取付工賃¥7,920）

テールゲートを開けるとゲートトリムにビルトインされたLEDランプが点灯。
ラゲッジ、リヤバンパー、足元をホワイト光が照らし、夜間の積み降ろし作業をサポートします。

［全車］ MZ590922

04

  ウェルカムLEDイルミネーション
¥26,664（消費税抜価格：本体¥15,000＋参考取付工賃¥9,240）

［全車］ MZ590923

¥18,282（消費税抜価格：本体¥12,000＋参考取付工賃¥4,620）

［イルミネーションアイテム装着車※］ MZ590925

前席ドアを開けるとホワイト光が足元を照らし、クルマの乗り降りをサポートします。
またドアオープン時に後続車への注意を促し、夜間の安全性を高めます。

※LEDイルミネーションパッケージ、     イルミネーション付スカッフプレート、      フロアイルミ
ネーションと同時装着する場合は、MZ590925をお買い求めください。

03

Electric プレミアムなコックピットを彩る、光の演出

  コーナーポール
¥21,560（消費税抜価格：本体¥13,000＋参考取付工賃¥6,600）

ポジションランプに連動してブルーLEDが点灯。左前方の障害物との距離が判別しやすく
なります。手動伸縮式。

［全車］ MZ587439

07

橙

水色

緑 黄 白

赤

紫

8色の
イルミ
ネーション

青

Photo：P〈4WD・PHEV車〉　ボディカラー：ホワイトダイヤモンド
装着用品：イルミネーション付スカッフプレート、フロアイルミネーション（ブルー）、ウェルカムLEDイルミネーション

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

フロント リヤ ブルー アンバー

  リモコンエンジンスターター
¥47,630（消費税抜価格：本体¥40,000＋参考取付工賃¥3,300）

離れた場所からエンジンの始動、停止ができるリモコンエンジンスタート機能に加えて、
車両標準装備のキーレスオペレーションシステム（KOS）もこの携帯機で操作できます。
ふたつの携帯機がひとつになっているので大変便利です。
携帯機へのアンサーバック機能に加えて、アイドル時間 （10分／30分）の切替えもできます。
携帯機サイズ：長さ81.5×幅30.0×厚さ13.6（mm）。重量：38g（含むキーリング）。

［ガソリン車］ MZ609661

※本品によるエンジン始動中に、ドアまたはボンネット、テールゲートを開けた場合にエンジンは
停止します。電池は使用頻度が少ない場合でも自然消耗します。電池交換はお早めに。また万ー
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。オぺレーションキー
ケース（P.22            ）は使用できません。爪を伸ばしている方によっては、ボタンを押しにくい
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。　  リモコンエンジンスターター
は一般の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おそれがあります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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［全車］ MZ590935
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ナイトドライブに、さらなる安心と快適を カーライフをサポートする定番アイテム
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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。

  LEDバルブ（フロントルーム＆マップランプ交換の場合）（1年2万km保証）

¥8,272（消費税抜価格：本体¥6,200＋参考取付工賃¥1,320）

標準装備のフロントルーム＆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合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。

［全車］ MZ590888（2個入り）

01

  LEDバルブ（リヤルームランプ交換の場合）（1年2万km保証）

¥6,732（消費税抜価格：本体¥4,800＋参考取付工賃¥1,320）

標準装備のリヤ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合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。

［全車］ MZ590889（1個入り）

02

  LEDバルブ（ラゲッジルームランプ交換の場合）（1年2万km保証）

¥4,972（消費税抜価格：本体¥3,200＋参考取付工賃¥1,320）

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合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。

［全車］ MZ590890（1個入り）

03

装着前

装着前

装着後　　

装着後

装着前

装着前

装着後

装着後

装着前

装着前

装着後

装着後

  インテリアLEDバルブセット
2点セット：01 LEDバルブ（フロントルーム＆マップランプ交換の場合）

＋ 02 LEDバルブ（リヤルームランプ交換の場合）

単品合計価格¥15,004（消費税込、取付工賃込）

  LEDバルブ（ライセンスプレートランプ交換の場合）（1年2万km保証）

¥8,272（消費税抜価格：本体¥6,200＋参考取付工賃¥1,320）

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合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。

［全車］ MZ590888（2個入り）

04

  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）（1年2万km保証）

¥6,864（消費税抜価格：本体¥3,600＋参考取付工賃¥2,640）

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。

［全車］ MZ580130（リヤ用：2個入り）

05

  LEDバックアップランプバルブ（1年2万km保証）

¥20,130（消費税抜価格：本体¥15,000＋参考取付工賃¥3,300）

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へ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。

［全車］ MZ580157（2個入り）

06

Photo：G〈2WD・ガソリン車〉　ボディカラー：レッドダイヤモンド ●電動パノラマサンルーフはメーカーオプション
装着用品：LEDバルブ（フロントルーム＆マップランプ交換の場合）、LEDバルブ（リヤルームランプ）交換の場合 

PHEV車用

ステッチ部

メッキ（フロント用）

メッキ（リヤ用）

チタン調（フロント用）

チタン調（リヤ用）

ガソリン車用

  エクシードバイザー
¥30,756
（消費税抜価格：本体¥24,000＋参考取付工賃¥3,960）

クーペSUVのフォルムを崩さず、より薄さを追求したスタイリッシュなデザインでリニューア
ル。ステンレスモールも車両のスタイリングに高級感を与えます。フロントバイザー後端部に
MITSUBISHI MOTORSロゴ入り。アクリル製スモーク。フロント／リヤ左右セット。

［全車］ MZ562931

09

  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

12

  ナンバープレートフレーム
■メッキ（フロント用）

¥5,302
（消費税抜価格：本体¥3,500＋
  参考取付工賃¥1,320）

樹脂製、メッキ仕上げ。フロント側車両
センサーとの干渉を回避した専用設計の
サイドガーニッシュ付。※2、※3

［全車］ MZ572557（1枚）

■メッキ（リヤ用）

¥3,300
（消費税抜価格：本体¥3,000）

樹脂製、メッキ仕上げ。 ※1、※2

［全車］ MZ572546（1枚）

■チタン調（フロント用）

¥6,182
（消費税抜価格：本体¥4,300＋
  参考取付工賃¥1,320）

樹脂製、格調高いチタン調。フロント側車両
センサーとの干渉を回避した専用設計の
サイドガーニッシュ付。 ※2、※3

［全車］ MZ572558（1枚）

■チタン調（リヤ用）

¥4,180
（消費税抜価格：本体¥3,800）

樹脂製、格調高いチタン調。 ※1、※2

［全車］ MZ572547（1枚）

11

  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：11 ナンバープレートフレーム（メッキ）（フロント用／リヤ用）

＋ 12 ナンバープレートロックボルト（ロゴステッカー付）

単品合計価格¥14,102（消費税込、取付工賃込）のところ

¥13,002  ▲  ¥1,100お得（消費税抜価格：本体¥10,500＋参考取付工賃¥1,320）

［全車］ MZ572559 ※1、※2

  ボディカバー
¥24,200（消費税抜価格：本体¥22,000）

雨やホコリからボディを守ります。難燃素材を使用。MITSUBISHI MOTORSロゴ入り。
シルバー色。ガソリン車のみ適用となります。 ※4

［ガソリン車］ MZ576871

10

  フロアマット（スタンダード）
¥28,402（消費税抜価格：本体¥24,500＋参考取付工賃¥1,320）

MITSUBISHI MOTORSロゴ入りタグ付き。運転席、助手席、リヤ左右＋センターマットの
5点セット。

［ガソリン車］ MZ511956

08

＜フロアマットの注意事項＞　  運転席用フロアマットは、安全のため車両に装着されている固定具（2個）に必ず固定してください。また、フロアマットにその他のマット等を重ねて装着しないでください。フロアマットがずれたり、重ね敷きした
マット等が車両のペダルに干渉して、ペダル操作に支障をきたします。 ※1：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。※2：字光式ナンバープレートには使用できません。ナンバープレートロックボルト(ロゴステッカー付)とセットで購入された場合は、ボルト

は不要です。※3：ナンバープレートフレームをフロント側に装着する場合は、別途、補用部品（1年保証）扱いのボルト［M6×20mm］（MF913568×2本）が必要です。※4：三菱自動車純正アクセサリーを装着した場合でも使用できるサイズ
ですが、キャリア類は取外してください。

  フロアマット（プレミアム）
¥30,602
（消費税抜価格：本体¥26,500＋参考取付工賃¥1,320）

アルミ製ロゴ入りプレート付き。PHEV車用にはグレード感の
あるシルバーのステッチを採用。抗菌、防臭加工。
運転席、助手席、リヤ左右＋センターマットの5点セット。

［PHEV車］ MZ511960

［ガソリン車］ MZ511943

07

  ベーシックセット
3点セット：07 フロアマット（プレミアム） ＋ 09 エクシードバイザー 

＋ 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

単品合計価格¥74,360（消費税込+参考取付工賃） ※1、※2、※3

ガソリン車用

PHEV車用

ロゴ部アップ



Navigation and Others ドライブレコーダー連携で、安心感を高めたナビゲーション
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《注意事項》 安全のため走行中はナビゲーション画面のみ表示可能です。（走行中はTVおよびDVD等ビデオ画面は映らず、音声のみとなります。）

※ナビゲーションのTVアンテナは、フィルムタイプTVアンテナをフロント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。

※DIATONE®は三菱電機株式会社、NaviCon®は株式会社デンソー、iPod、iPhoneは米国およびその他の国々で登録されているApple Inc.、Bluetooth®はBluetooth SIG Inc.、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。

※ナビドラ＋ETC2.0パッケージ、ナビドラパッケージの詳細は販売スタッフへご確認ください。 
◎掲載写真は、実物とイメージや仕様が異なる場合があります。 ※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。 15 - 16

● オリジナル7型（ハイスペック）ナビゲーション

● オリジナル7型（ハイスペック）ナビゲーション

● ドライブレコーダー
　 （オリジナルナビゲーション接続用）

● ドライブレコーダー
　 （オリジナルナビゲーション接続用）

● ETC2.0車載器
　 （オリジナル7型（ハイスペック）ナビゲーション接続用）

    ナビドラ＋ETC2.0パッケージ（オリジナル7型（ハイスペック）ナビゲーション） 01

    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）02

オリジナル7型（ハイスペック）ナビゲーションとドライブレコーダー、ETC2.0をセットにしたお得なパッケージです。

7点セット： ①オリジナル7型（ハイスペック）ナビゲーション
②ドライブレコーダー／③ドライブレコーダー取付キット
④ETC2.0車載器／⑤ETC取付ブラケット
⑥USB接続ケーブル／⑦ナビゲーションロック

単品合計価格¥300,894（消費税込、取付工賃込）のところ

¥278,894  ▲  ¥22,000お得
（消費税抜価格：パッケージ本体¥210,500＋ワイド2DINナビ取付用パネル¥7,000＋専用取付キット¥7,000＋参考取付工賃¥29,040）

［オーディオレス車］ MZ609878（パッケージ本体）／MZ598416（ワイド2DINナビ取付用パネル）／MZ598421（専用取付キット）

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。

5点セット： ①オリジナル7型（ハイスペック）ナビゲーション
②ドライブレコーダー／③ドライブレコーダー取付キット
④USB接続ケーブル／⑤ナビゲーションロック

単品合計価格¥259,512（消費税込、取付工賃込）のところ

¥248,512  ▲  ¥11,000お得
（消費税抜価格：パッケージ本体¥190,800＋ワイド2DINナビ取付用パネル¥7,000＋専用取付キット¥7,000＋参考取付工賃¥21,120）

［オーディオレス車］ MZ609879（パッケージ本体）／MZ598416（ワイド2DINナビ取付用パネル）／MZ598421（専用取付キット）

※画像はイメージです。
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Original High-Spec Navigation 
Navigation and Others 多彩なメディアに対応し、ドライブレコーダーにも

連動するハイスペックナビゲーション

フルセグ4×4 AM/FM

ワイドFM対応

DVD

CD
Bluetooth®

音楽再生

ステアリングスイッチ
（オーディオ）対応SDカード再生

USBメモリー
再生＊3

音楽CD録音＊4

AV機能

別売オプション

ビデオ入力
コード（RCA）（注2） USB接続ケーブル

ドライブレコーダー
連動 （注1）、（注2）

リヤビューカメラ ETC2.0/ETC連動
（注3）、（注4）

オリジナル
オープニング画面

メモリーナビ
16GB

7型WVGA

オリジナル7型（ハイスペック）ナビゲーション・基本機能

無料地図
更新＊2

VICS-WIDE

NaviCon®対応 Bluetooth®

ハンズフリー通話

20年度版
地図データ＊1

01 02

03

05

04

06

※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：USBデバイスを接続するためのケーブルです。※2：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。※3：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。※4：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、左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。※5：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。なお、「地図更新お得クー
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。※6：参考取付工賃は販売会社にお問い合わせください。※7：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。※8：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、必ずドライバー本人が行いながら十分に注意して運転してください。※9：オリジナル7型（ハイスペック）ナビゲーション/オリジナル7型（ベーシック）ナビゲー
ションと接続可能。※10：有効画素数300万画素。※11：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。※12：microSDカードの記録容量が一杯になると、古
い映像を消して上書きします。また、衝撃を検知して記録したデータが10件を超えると、古いデータから順次消去されます。※13：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。※14：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。※15：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。※16：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。※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：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。※19：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。※20：ETC2.0車載器とETC車載器の同時装着はできません。※21：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。※22：本製品は新セキュリティ規格に対応しています。※23：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。※24：メーカーオプションのミツビシパワーサウンドシステム装着車は、サウンドチューニングを施しているため、グレードアップスピーカーの
交換装着は推奨いたしません。※25：標準スピーカーと交換装着となります。 ※26：フロント＆リヤに4スピーカーを装着する場合、グレードアップスピーカーおよびスピーカーマウントが2セット必要になります。※27：ツィーター一体型
2WAYスピーカーのため、車両標準装備のツィーターから音が出力されなくなります。

※画像はイメージです。

■USB接続ケーブル
¥5,412（消費税抜価格：本体¥3,600＋参考取付工賃¥1,320）

［オリジナルナビゲーション装着車］ MZ609822 ※1

  ETC車載器（オリジナル7型（ハイスペック）ナビゲーション接続用）

システム合計価格 ¥27,082（消費税抜価格：本体¥16,000＋取付ブラケット¥700＋
参考取付工賃¥7,920）

［オリジナル7型（ハイスペック）ナビゲーション装着車］ MZ608821（本体）
MZ609537（取付ブラケット）
（注3）、（注4）、※20、※21、※22、※23

05

  リヤビューカメラクリーナー
¥29,260（消費税抜価格：本体¥20,000＋参考取付工賃¥6,600）

高圧空気を飛ばし、マルチアラウンドモニターの後方視界用カメラや、リヤビューカメラに
雨滴などが付着しモニター画面に映し出された後方画像が見えにくくなるのを防ぎます。
ただし、すべての付着物（泥・雪など）を除去することはできません。リバースに連動。

［リヤビューカメラ装着車／マルチアラウンドモニター装着車］ MZ607768

03  オリジナル7型（ハイスペック）ナビゲーション
¥214,368（消費税抜価格：本体¥166,000＋ワイド2DINナビ取付用パネル¥7,000＋
専用取付キット¥7,000＋ナビゲーションロック¥3,000＋参考取付工賃¥11,880）

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。
ドライブレコーダー、ETC2.0／ETC連携機能。7型液晶パネルを採用。

［オーディオレス車］ MZ609849（本体）／MZ598416（ワイド2DINナビ取付用パネル）
MZ598421（専用取付キット）／MZ598350（ナビゲーションロック）

01

  リヤビューカメラ
システム合計価格 ¥28,138（消費税抜価格：本体¥17,000＋参考取付工賃¥8,580）

リヤビューカメラを装着して、車体後方の映像をナビゲーション画面で確認できます。 ※7、※8

［オリジナルナビゲーション装着車］ MZ609880

02

■［三菱電機］16cm DIATONE SOUNDスピーカー（2個セット）

¥40,810（消費税抜価格：本体¥30,000＋スピーカーマウント¥3,800＋
参考取付工賃¥3,300）

NCV振動板が奏でる超広帯域ナチュラルトーンが魅力。16cm コアキシャルスピーカー。
※24、※25、※26、※27

［全車］ MZ609660（本体）／MZ594774（スピーカーマウント）

■［クラリオン］16cm グレードアップスピーカー（2個セット）

¥17,490（消費税抜価格：本体¥8,800＋スピーカーマウント¥3,800＋
参考取付工賃¥3,300）

16cm3WAY/35W入力。ウーファー部：TM-MIPPコーン。ツィーター部：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。 ※24、※25、※26

［全車］ MZ594808（本体）／MZ594774（スピーカーマウント）

■ビデオ入力コード（RCA）

¥7,612（消費税抜価格：本体¥5,600＋参考取付工賃¥1,320）

［オリジナルナビゲーション装着車］ MZ609542 ※2、（注2）

ナビ画面でドライブレコーダー操作
ナビゲーション画面で、ドライブレコーダーの録画、
再生、各種設定操作ができます。 （注1）

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。 （注1）

ステアリングスイッチ
（オーディオ）連動
車両装備のステアリングスイッチ（オーディオ）で
快適に選曲、音量調節の操作が可能です。

  ETC2.0車載器（オリジナル7型（ハイスペック）ナビゲーション接続用）

システム合計価格 ¥41,382（消費税抜価格：本体¥29,000＋取付ブラケット¥700＋
参考取付工賃¥7,920）

［オリジナル7型（ハイスペック）ナビゲーション装着車］ MZ608823（本体）
MZ609537（取付ブラケット）
（注3）、（注4）、※20、※21、※22、※23

06

  ドライブレコーダー（オリジナルナビゲーション接続用）
システム合計価格 ¥39,732（消費税抜価格：本体¥26,000＋取付キット¥2,200＋
参考取付工賃¥7,920）

走行時から駐車時まで充実の録画機能と、すぐに映像が確認できる便利なナビ連動
ドライブレコーダー。 
（注1）、（注2）、※9、※10、※11、※12、※13、※14、※15、※16、※17、※18、※19

［オリジナルナビゲーション装着車］ MZ607732（本体）
MZ607735（取付キット）

04

（注1）ナビゲーション画面で、ドライブレコーダーの録画、再生、各種設定操作ができます。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）ビデオ入力コード（RCA）（MZ609542）とナビゲーション連動ドライブレ
コーダー（MZ607732）は同時装着はできません。（注3）ETC2.0/ETC車載器の取付位置はグローブボックス内（上段）となります。（注4）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。＊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、取扱説明書をご参照ください。＊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。

カメラ※10

400万画素 

1／2.7インチCMOS

イメージセンサー

画角 記録媒体※11

水平117°
×

垂直63°

microSDカード8GB

（microSDカード／
SDカード／変換アダプター同梱）

常時記録 イベント記録

［最高画質］  最大約70分
［高 画 質 ］  最大約100分
［標準画質］  最大約150分
［長時間画質］ 最大約240分

G（衝撃）検知の前後20秒
（前12秒／後8秒）を
10件までイベント記録
データとして保護

■ ナビ画面でできること（MZ607732）

■ 機能詳細（MZ607731／MZ607732）＜ドライブレコーダー機能説明＞

操作
●手動録画・静止画記録 ●ファイルの削除
●ファイルの保護など

設定

●録画画質の設定 ●衝撃検知感度の設定
●操作音の音量調節設定
●音声記録のON／OFF切替
●microSDカードの初期化（フォーマット）など

再生
●録画した映像を再生  ●拡大表示（等倍・2倍・4倍）再生
●録画の場所を地図で表示
●再生映像の早送り／戻し／一時停止など

リヤビューカメラクリーナー使用イメージ

水滴を吹き飛ばし画面を見やすく表示

■地図更新お得クーポン
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）

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。 ※3、※4、※5、※6

［オリジナルナビゲーション装着車］ MZ609855
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基本機能に磨きをかけた、ベーシックナビゲーションOriginal Basic Navigation 
Navigation and Others

フルセグ4×4 AM/FM

ワイドFM対応

CD

Bluetooth®

音楽再生

ステアリングスイッチ
（オーディオ）対応SDカード再生

USBメモリー
再生＊3

AV機能

別売オプション

ビデオ入力
コード（RCA）（注2） USB接続ケーブル

ドライブレコーダー
連動 （注1）、（注2）

リヤビューカメラ

オリジナル
オープニング画面

メモリーナビ
16GB

7型WVGA

オリジナル7型（ベーシック）ナビゲーション・基本機能

無料地図
更新＊2

VICS-WIDE

NaviCon®対応 Bluetooth®

ハンズフリー通話

20年度版
地図データ＊1

01 02

03

04

0605 07

  ETC2.0車載器（スマートフォン連携ナビゲーション接続用）
システム合計価格 ¥47,432（消費税抜価格：本体¥29,000＋接続ケーブル¥4,500＋
電源変換ハーネス¥1,700＋参考取付工賃¥7,920）

［スマートフォン連携ナビゲーション装着車］ MZ609659（本体）／MZ609666（接続ケーブル）
MZ609522（電源変換ハーネス）
（注4）、（注5）、※9、※21、※22、※24、※25

07

  ETC車載器（スマートフォン連携ナビゲーション接続用）
システム合計価格 ¥30,272（消費税抜価格：本体¥12,900＋接続ケーブル¥5,000＋
電源変換ハーネス¥1,700＋参考取付工賃¥7,920）

［スマートフォン連携ナビゲーション装着車］ MZ608785（本体）／MZ608801（接続ケーブル）
MZ609522（電源変換ハーネス）
（注4）、（注5）、※9、※21、※22、※23、※25

06

  ETC車載器（音声案内タイプ）
システム合計価格 ¥27,742（消費税抜価格：本体¥13,000＋取付ブラケット¥700＋
電源変換ハーネス［1］¥1,700＋電源変換ハーネス［2］¥1,900＋参考取付工賃¥7,920）

［全車］ MZ608822（本体）／MZ609537（取付ブラケット） 
MZ609522（電源変換ハーネス［1］）／MZ598423（電源変換ハーネス［2］）
（注4）、（注5）、※9、※21、※22、※24、※25

05  オリジナル7型（ベーシック）ナビゲーション
¥163,768（消費税抜価格：本体¥120,000＋ワイド2DINナビ取付用パネル¥7,000＋
専用取付キット¥7,000＋ナビゲーションロック¥3,000＋参考取付工賃¥11,880）

操作のしやすさを追求した専用設計のメモリーナビゲーション。ドライブレコーダー連携機能。
7型液晶パネルを採用。

［オーディオレス車］ MZ609850（本体）／MZ598416（ワイド2DINナビ取付用パネル）
MZ598421（専用取付キット）／MZ598350（ナビゲーションロック）

01

ナビ画面でドライブレコーダー操作
ナビゲーション画面で、ドライブレコーダーの録画、
再生、各種設定操作ができます。 （注1）

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。 （注1）

ステアリングスイッチ
（オーディオ）連動
車両装備のステアリングスイッチ（オーディオ）で
快適に選曲、音量調節の操作が可能です。

※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。

※1：USBデバイスを接続するためのケーブルです。※2：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。※3：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。※4：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、左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。※5：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。なお、「地図更新お得クーポ
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。※6：参考取付工賃は販売会社にお問い合わせください。※7：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。※8：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、必ずドライバー本人が行いながら十分に注意して運転してください。※9：電源変換ハーネス（MZ609522）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、ご注文不要です。※10：オリジナル7型（ハイスペック）ナビゲーション/オリジナル7型（ベーシック）ナビゲーションと接続可能。※11：有効画素数300万画素。※12：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。※13：microSDカードの記録容量が一杯になると、古い映像を消して上書きします。また、衝撃を検知して記録したデータが10件を超えると、古いデータ
から順次消去されます。※14：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。※15：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。※16：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。※17：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。※18：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。※19：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。※20：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。※21：ETC2.0車載器とETC車載器の同時装着はできません。
※22：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。※23：本製品は旧セキュリティ規
格のETC車載器となります。スマートフォン連携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（MZ609659）をお買い求めください。※24：本製品は新セキュリティ規格に対応しています。
※25：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。　

  リヤビューカメラクリーナー
¥29,260（消費税抜価格：本体¥20,000＋参考取付工賃¥6,600）

［リヤビューカメラ装着車／マルチアラウンドモニター装着車］ MZ607768

詳細についてはP.18をご参照ください。 

03

  リヤビューカメラ
システム合計価格 ¥28,138（消費税抜価格：本体¥17,000＋参考取付工賃¥8,580）

リヤビューカメラを装着して、車体後方の映像をナビゲーション画面で確認できます。 ※7、※8

［オリジナルナビゲーション装着車］ MZ609880

02

（注1）ナビゲーション画面で、ドライブレコーダーの録画、再生、各種設定操作ができます。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）ビデオ入力コード（RCA）（MZ609542）とナビゲーション連動ドライブレ
コーダー（MZ607732）は同時装着はできません。（注3）ドライブレコーダーの録画映像はPCビューアーソフトでのみ確認が可能です。（注4）ETC2.0/ETC車載器の取付位置はグローブボックス内（上段）となります。（注5）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。＊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、取扱説明書をご参照ください。＊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。

■USB接続ケーブル
¥5,412（消費税抜価格：本体¥3,600＋参考取付工賃¥1,320）

［オリジナルナビゲーション装着車］ MZ609822 ※1

■ビデオ入力コード（RCA）

¥7,612（消費税抜価格：本体¥5,600＋参考取付工賃¥1,320）

［オリジナルナビゲーション装着車］ MZ609542 ※2、（注2）

■地図更新お得クーポン
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）

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。 ※3、※4、※5、※6

［オリジナルナビゲーション装着車］ MZ609855

■ドライブレコーダー（スタンドアローンタイプ）
システム合計価格 ¥41,382（消費税抜価格：本体¥26,000＋
電源変換ハーネス［1］¥1,700＋電源変換ハーネス［2］¥2,000＋参考取付工賃¥7,920）

［除くオリジナルナビゲーション装着車］ MZ607731（本体）
MZ609522（電源変換ハーネス［1］）
MZ598412（電源変換ハーネス［2］）

（注3）、※9、※11、※12、※13、※14、※15、※16、※17、※18、※19、※20

本製品の機能詳細はP.18をご参照ください。

  ドライブレコーダー（オリジナルナビゲーション接続用）
システム合計価格 ¥39,732（消費税抜価格：本体¥26,000＋取付キット¥2,200＋
参考取付工賃¥7,920）

［オリジナルナビゲーション装着車］ MZ607732（本体）／MZ607735（取付キット）
（注1）、（注2）、※10、※11、※12、※13、※14、※15、※16、※17、※18、※19、※20

本製品の機能詳細はP.18をご参照ください。

04

ナビ画面で操作が可能

※画像はイメージです。

リヤビューカメラクリーナー使用イメージ

水滴を吹き飛ばし画面を見やすく表示
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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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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

i-S

チャ

ジュ

PLUG-IN HYBRID

04

03

01

02

商品名 価格 商品説明 型番 備考

ジャッキ ※19 ラゲッジルーム左側面のリッドの裏に収納スペースがあります。 ［PHEV車］9280A276
※20、※21、
※22

コントロールボックス付
充電ケーブル

¥57,200
（消費税抜価格：本体¥52,000）

［PHEV車］
9482A333（AC 200V充電ケーブル10m）

※20、※21、
※23、※24、
※25

¥51,590
（消費税抜価格：本体¥46,900）

［PHEV車］
9482A331（AC 100V充電ケーブル5m）

＜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）　　取り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）ジュニアシートを装着する場合は、ヘッドレストを取り外してご使用ください。※チャイルド
シートの背もたれ角度に合うように、車両側のシートリクライニング角度を調節して使用してください。※お子さまの年齢や体格にあったものをお求めください。
＜MiEV power BOX 1500W 電源供給装置の注意事項＞
（注2）車両の駆動用バッテリー満充電の場合。（注3）車両の標準装備またはメーカーオプションの100V AC電源（1500W）を使用している場合、同時に使用することはできません。※1：本製品は3年保証が適用されますが「6万km」の距離
保証は適用外になります。※2：本製品はバッテリーではありません（蓄電機能はありません）。※3：最寄りの充電設備までの移動を考慮し、車の駆動用バッテリーの容量が少なくなると、本製品は自動的に停止します。※4：雨や雪がかかる
場所、湿気の多い場所での使用はできません。また濡れた手での操作は行わないでください。※5：ご使用の際には、地面に直置きするのではなく机や台などに設置してご利用ください。※6：医療機器の電源としては使用しないでください。
※7：作動保証温度は-30℃～＋60℃です。※8：車両に搭載した状態で長期保管はしないでください。機器の故障の原因となります。※9：使用環境・使用電気機器によっては、1500Wを供給できないことがあります。※10：本製品の
起動には、付属のアクセサリーソケットケーブルをDC12V電源に接続する必要があります。※11：使用可能時間は当社試算です。

◎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。 

  レスキューパッケージ
2点セット：05 レスキューマンⅢ ＋ 06 三角停止表示板

単品合計価格¥5,830（消費税抜き価格：¥5,300）のところ

¥4,950  ▲  ¥880お得
（消費税抜価格：本体¥4,500）

レスキューマンⅢと三角停止表示板の2点セット。もしものときの備えに。

［全車］ MZ611106

  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までは前向き取り付け
です。取り付け方法はISO FIX取り付けの為、簡単に正確な取り付けをすることが出来ます。
装着場所：リヤシート左右席。

［全車］ MZ525304

01

  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では前向き取り付けです。
装着場所：後ろ向きはリヤシート左右中央席、前向きはリヤシート左右中央席と助手席。

［全車］ MZ525305

02

  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のお子さまに
お使いいただけます。装着場所：リヤシート左右中央席と助手席。 （注1）

［全車］ MZ525306

03

  MiEV power BOX 1500W 電源供給装置
¥156,933（消費税抜価格：本体¥142,667）

PHEV車につなげば、最大出力1500Wの電力で約5～6時間（注2）の使用が可能です。これは
一般家庭の消費電力の約1日分に相当します。 （注3）
・使用可能な家電製品の目安
・1500Wクラス：炊飯器、ホットプレート、アイロン、電子レンジなど
・その他：液晶テレビ（150W）、ノートパソコン（50～100W）、扇風機（50W）、冷蔵庫（150W）
など、合計1500Wまで使用可能
※1、※2、※3、※4、※5、※6、※7、※8、※9、※10、※11

［PHEV車］ MZ604775

04

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、お客様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！

後ろ向き前向き

AC100Vの家電製品なら接続可能

1500W合計 使用可能

※12：フロントガラスを割ることはできません。※13：消棒RESCUEは株式会社ワイピーシステムの登録商標です。※14：リモコンエンジンスターター（P.12      ）には使用できません。※15：標準装備のアクセサリーソケットと交換装着になり
ます。※16：本体のみ3年間保証となります。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。※17：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。
※18：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。

※19：価格は営業スタッフまで、お問い合わせください。※20：ジャッキおよびコントロールボックス付充電ケーブルは、車両部品（補用部品）であり、純正用品ではありません。※21：補用部品（1年保証）扱いとなります。※22：ガソリン車は、
ジャッキが標準装備です。ラゲッジルーム下に収納スペースがあります。
〈コントロールボックス付充電ケーブルの注意事項〉※23：AC200V・AC100V共に、充電には電気自動車専用の配線とEV充電用コンセントが必要になります。一般のコンセントには絶対接続しないでください。※24：AC100V充電は、充
電時間が長くかかるため、AC200V充電をおすすめします。※25：PHEV車の標準装備として【コントロールボックス付充電ケーブル（AC200V 7.5m）】は車両に付属しています。

EV充電用
ケーブル

商品名 価格 商品説明 型番 備考

05 レスキューマンⅢ ¥2,530
（消費税抜価格：本体¥2,300）

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。 ［全車］MZ612507 ※12

06 三角停止表示板 ¥3,300
（消費税抜価格：本体¥3,000）

取扱いがラクなコンパクトタイプ。収納ケース付き。 ［全車］MZ611103

07 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。

［全車］MZ610020 ※12、※13

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

キーレスオペレーションキー専用ケース。ケースを装着したまま
で、オペレーションキーのボタン操作、インジケーター確認が可
能です。エマージェンシーキー（金属キー）にお手持ちのキー
ホルダーやストラップを付けてご利用ください。

［全車］MZ626031（本革ブラック） ※14

09 オペレーションキーケース ¥2,860
（消費税抜価格：本体¥2,600）

キーレスオペレーションキー専用ケース。ケースを装着したまま
で、オペレーションキーのボタン操作、インジケーター確認が可
能です。エマージェンシーキー（金属キー）にお手持ちのキーホル
ダーやストラップを付けてご利用ください。

［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）

※14

10 LEDアッシュカップ ¥5,280
（消費税抜価格：本体¥4,800）

周囲にディンプル加工を施した高級感のある移動式灰皿。ふたを
開けるとブルーLEDが点灯。夜間でも使いやすく、車内のムード
も高めます。LEDは電池や外部電力が不要のソーラー充電式。

［全車］MZ520635

11 シガーライターキット
¥4,158
（消費税抜価格：本体¥1,800
＋参考取付工賃¥1,980）

シガーソケットとシガーライターのセット。 ［全車］MZ607475 ※15

12 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）

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）

※16

13
自動車用保安セット
（スタンダード）

¥5,500
（消費税抜価格：本体¥5,000）

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。 ［全車］MZ612607

14
緊急保安セット
（デラックス）

¥16,500
（消費税抜価格：本体¥15,000）

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。

［全車］MZ612608

15
LED非常信号灯
（ライト機能付）

¥1,540
（消費税抜価格：本体¥1,400）

ライト機能付き／夜間200m以上先から確認できる強力発光
（赤色LED 〉合適準基安保省通交土国〈。）時灯点／滅点 ［全車］MZ611015 ※17

16 スノーブレード ¥5,995
（消費税抜価格：本体¥5,450）

600mm 運転席 ［全車］MZ603868 1年2万km保証

17 スノーブレード ¥5,500
（消費税抜価格：本体¥5,000）

500mm 助手席 ［全車］MZ603860 1年2万km保証

18 スノーブレード ¥3,080
（消費税抜価格：本体¥2,800）

275mm リヤ用 ［全車］MZ603862 1年2万km保証

19
プレミアム
エアコンフィルター

¥7,612
（消費税抜価格：本体¥5,600
＋参考取付工賃¥1,320）

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。 ［全車］MZ600270

1年2万km保証
※18

20 簡易装着チェーン ¥29,700
（消費税抜価格：本体¥27,000）

滑止め効果、耐久性ともに高い特殊合金鋼製チェーン。
18インチタイヤ用。1セット2個入り。ラダー型。 ［18インチタイヤ車］MZ841313LP 1年2万km保証

21 簡易装着チェーン ¥24,200
（消費税抜価格：本体¥22,000）

滑止め効果、耐久性ともに高い特殊合金鋼製チェーン。
16インチタイヤ用。1セット2個入り。亀甲型。 ［16インチタイヤ車］MZ573319 1年2万km保証

05
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※当該ページ（P.23、P.24）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。

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。

　　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

※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。 

　　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

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/

 ブラック

 ホワイト

 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

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。
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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

※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。

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）

システム合計価格 ¥60,742 
（消費税抜価格：本体¥44,000＋参考取付工賃¥11,220）

［全車］ CLPM0028

02

■ドライブレコーダー用GPSアンテナユニット
¥10,450（消費税抜価格：本体¥9,500）

［全車］ CLPM0025

■ドライブレコーダー用16GB SDカード
¥7,700（消費税抜価格：本体¥7,000）

［全車］ CLPM0026

IQOS 3 専用スタンド
■ブラック

¥3,080（消費税抜価格：本体¥2,800）

［全車］ CLPM0008 ※2

05

ソケット 2連ダイレクト
¥1,870（消費税抜価格：本体¥1,700）

［全車］ CLPM0014

04

ワイヤレスチャージャー
¥7,678（消費税抜価格：本体¥6,980）

［全車］ CLPM0013 ※1

03

サングラスグリップ
¥836（消費税抜価格：本体¥760）

［全車］ CLPM0015

06

ドクターデオプレミアム（置きタイプ無香）
¥858（消費税抜価格：本体¥780）

［全車］ CLPM0018

07

ドクターデオプレミアム（置きタイプ500無香）

¥1,518（消費税抜価格：本体¥1,380）

［全車］ CLPM0019

08

◎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。 

使用イメージ

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

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。
●エンジンOFF後、最大12時間の常時録画ができる
「パーキングモード」搭載。
  （オプションの常時電源コードが必要です）

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オプションのドライブレコーダー専用のmicroSDカードをご利用ください。
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。
※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。

※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。

リヤウインドウ装着例

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/

※1：ただし、横向きでのみ使用可能です。
※2：IQOS 3はPhilip Morris Products S.Aの登録商標です。

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）

システム合計価格 ¥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。

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）

システム合計価格 ¥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
¥10,450（消費税抜価格：本体¥9,500）

［全車］ CLPM0025

■ドライブレコーダー用16GB SDカード
¥7,700（消費税抜価格：本体¥7,000）

［全車］ CLPM0026

IQOS 3 専用スタンド
■ブラック

¥3,080（消費税抜価格：本体¥2,800）

［全車］ CLPM0008 ※2

ソケット 2連ダイレクト
¥1,870（消費税抜価格：本体¥1,700）

［全車］ CLPM0014

ワイヤレスチャージャー
¥7,678（消費税抜価格：本体¥6,980）

［全車］ CLPM0013 ※1

サングラスグリップ
¥836（消費税抜価格：本体¥760）

［全車］ CLPM0015

ドクターデオプレミアム（置きタイプ無香）
¥858（消費税抜価格：本体¥780）

［全車］ CLPM0018

ドクターデオプレミアム（置きタイプ500無香）

¥1,518（消費税抜価格：本体¥1,380）

［全車］ CLPM0019

◎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。 

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）

システム合計価格 ¥53,592 
（消費税抜価格：本体¥37,500＋参考取付工賃¥11,220）

［全車］ CLPM0027

01

※当該ページ（P.25）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。
※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。 

　　マルチキーケース
キーレスオペレーションキーやエンジンスターターのリモコンが収納できるキーケースです。
ご自宅の やカード、背面ポケットには駐車券など運転に必要なアイテムがたくさん収納でき、
車のお出かけはこれ一つで充分です。

¥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

04

　　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

06

　　キーレスオペレーション キーケース
大事なキーレスオペレーションキーを傷や汚れから守ります。リモコンの操作ボタン部は
オープンになっているので、ケースに入れたままキー操作可能。カラビナ付きなので、
バッグなどに取り付けできます。

¥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

03

　　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。

05

　　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

裏面

使用イメージ

使用イメージ

裏面

使用イメージ

内側
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