
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。

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（ ）にて記載しております。

三菱自動車お客様相談センター　　

〒  東京都港区芝浦 丁目 番 号

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。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◎本カタログ掲載商品は、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。

◎本カタログのグレーの表示価格は2022年10月現在のもので、本体価格（メーカー希望小売価格）＋参考取付工賃＋消費税（10％）が含まれております。
　なお、取付工賃レート [6,600円（消費税込価格：7,260円）/時間] は、地域・製品・装着時により異なる場合がありますのでご了承ください。
◎仕様および表示価格は、製品改良や材料高騰、その他の理由により予告なく変更することがありますので販売会社にお問い合わせください。
◎写真は、印刷インキの性質上、実際の色と異なって見えることがあります。
◎掲載写真は、実物とイメージや仕様が異なる場合があります。
◎撮影のための小道具は商品に含まれておりません。
◎装着する用品や組み合わせによっては、車高および重量が変化することがありますので、ご了承ください。
◎一部車種については装着できないものがあります。また取付場所が同一のため、複数のものを同時に装着できないものもありますので
　販売会社にお問い合わせください。
◎撮影上の都合で、一部旧型車両や他車種を使用しています。
◎ホームページを開設していますのでご利用ください。

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。

YS3065-2210/20 2022.10～

オープン時間：9:30～12:30、13:30～17:00
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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

Other Item
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安心と快適を求めた
定番アイテム

Security & Utilities
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あなたのクルマにプラスする
ユーティリティアイテム
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基本的な機能の
スピーカー内蔵ラジオ
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アクセサリーで、より快適なカーライフを。

Photo：CD 16.0kWh ハイルーフ 4シーター　ボディカラー：ホワイトソリッド
装着用品：MiEVデカール、エクシードバイザー

機能性や耐久性はもとより、デザイン性や質感にもこだわった三菱自動車のアクセサリー。
そのひとつひとつに、クルマを知り尽くした純正品ならではの高いクオリティが息づいています。

ビジネスシーンでもプライベートでも、機動力を発揮できる、MINICAB MiEV。

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。
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※一部の写真は、ガソリン車を含む旧型車両を使用しています。 ◎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。 ※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。

MiEVデカール
¥34,144（消費税抜価格：本体¥21,800＋参考取付工賃¥9,240）

環境にやさしい電気自動車をさりげなくアピールするデカールです。
会社名など「お名入れ」のスペースにも配慮したデカール位置になっています。
フロント＋両サイド＋リヤの4点セット。

［全車］ MZ549033

01

A フロント C リヤ

B 両サイド

コーナーポール
¥9,680（消費税抜価格：本体¥5,500＋参考取付工賃¥3,300）

ポール先端のLEDがポジションランプに連動して点灯。※2

［全車］ MZ587395

03

ベースキャリア
¥29,480（消費税抜価格：本体¥23,500＋参考取付工賃¥3,300）

最大積載重量30kg（各種アタッチメントの製品重量を含む）。 ※3

［全車］ MZ532098

04 ストライプテープ（ゴールドファイヤー）
¥26,356（消費税抜価格：本体¥20,000＋参考取付工賃¥3,960）

迫力のある炎のイメージをゴールド色でデザインしました。

［全車］ MZ550374

09

ストライプテープ（ロイヤルゴールド）
¥23,826（消費税抜価格：本体¥17,700＋参考取付工賃¥3,960）

格調の高い月桂樹をゴールド色でデザインしました。

［全車］ MZ550368

10ルーフキャリアアタッチメント
¥24,200（消費税抜価格：本体¥18,700＋参考取付工賃¥3,300）

ベースキャリアのアタッチメント。製品重量5.3kg。

［ベースキャリア装着車］ MZ535017

05

ルーフキャリア
¥44,110（消費税抜価格：本体¥36,800＋参考取付工賃¥3,300）

最大積載重量50kg（ルーフキャリア製品重量を除く）。 ※3

［全車］ MZ535043

06

コントロールボックス付 充電ケーブル（1年保証）

■AC 200V普通充電ケーブル10m

¥57,200（消費税抜価格：本体¥52,000）

［全車］ 9482A333

■AC 100V普通充電ケーブル5m

¥51,590（消費税抜価格：本体¥46,900）

［全車］ 9482A331

漏電遮断機能や充電状況を監視・表示するコントロールボックス付のケーブルです。 ※1

02

エクシードバイザー
■フロント＆リヤ左右セット

¥20,658（消費税抜価格：本体¥16,800＋参考取付工賃¥1,980）

［4シーター車］MZ563502

■フロント左右セット

¥15,378（消費税抜価格：本体¥12,000＋参考取付工賃¥1,980）

［全車］ MZ563503

■リヤ左右セット

¥15,378（消費税抜価格：本体¥12,000＋参考取付工賃¥1,980）

［4シーター車］ MZ562937

雨の日の室内換気などに便利です。アクリル製、スモーク。
フロント後部にMITSUBISHI MOTORSロゴ入り。

07

サイドバイザー
■フロント＆リヤ左右セット

¥13,398（消費税抜価格：本体¥10,200＋参考取付工賃¥1,980）

［4シーター車］MZ562793

■フロント左右セット

¥8,558（消費税抜価格：本体¥5,800＋参考取付工賃¥1,980）

［全車］ MZ562794

■リヤ左右セット

¥8,558（消費税抜価格：本体¥5,800＋参考取付工賃¥1,980）

［4シーター車］ MZ562795

雨の日の室内換気などに便利です。ステンレス製。

08

※1：補用部品（1年保証）扱いとなります。※2：洗車機を使用するときには、ロッドを取り外してください。※3：特殊工具によるねじ加工が必要なため、販売会社にてご装着ください。
〈コントロールボックス付 充電ケーブルの注意事項〉※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に接続しないでください。※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。
〈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重量を厳守してください。     ルーフキャリアならびにルーフキャリアアタッチメントに荷物をのせる場合は、
ネットやベルト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。

消灯時 点灯時
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Outdoor アクティブな休日に活躍するアウトドアアイテム

MITSUBISHI MOTORS × ogawaカータープ
¥39,600（消費税抜価格：本体¥36,000）
アウトドアブランドの“ogawa”とコラボレーションした三菱自動車オリジナル仕様です。
取り付けやすさとコンパクトな収納性に加え、タープの機能やデザインにもこだわりました。
［全車］ MZ576985

01 本革ステアリングカバー
¥21,164（消費税抜価格：本体¥10,000＋参考取付工賃¥9,240）
手にしっくりとなじむ本革仕様。
［全車］ MZ527569

08

ユーティリティフック
¥12,430（消費税抜価格：本体¥8,000＋参考取付工賃¥3,300）
ラゲッジルームを活用するための固定用汎用フックです。8個セット。
［全車］ MZ521680

13

コートハンガー
¥21,560（消費税抜価格：本体¥13,000＋参考取付工賃¥6,600）
2本セット。最大積載荷重10kg（1本当り）。
［全車］ MZ527169

14

カーテン　間仕切り
¥14,630（消費税抜価格：本体¥10,000＋参考取付工賃¥3,300）
暗幕生地。
［全車］ MZ517460

07

プライベートカーテン
¥31,900（消費税抜価格：本体¥29,000）
人目を避けて着替えなどができます。リヤゲート用。
［全車］ MZ521686

05

カーテン
¥39,160
（消費税抜価格：本体¥29,000＋参考取付工賃¥6,600）
暗幕生地。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。
［全車］ MZ517468

06

モスキートネット
¥10,340（消費税抜価格：本体¥9,400）
蚊や虫の侵入を防ぎ、車外から風を入れる網戸です。
非使用時にはコンパクトに収納が可能。
フロントドア左右2枚セット。※1
［全車］ MZ518082

04

荷室マット
■4シーター車用

¥11,638（消費税抜価格：本体¥8,600＋参考取付工賃¥1,980）
［4シーター車］ MZ514254

■2シーター車用

¥11,858（消費税抜価格：本体¥8,800＋参考取付工賃¥1,980）
［2シーター車］ MZ514255

荷室フロアの傷付き防止などに。グレー。素材：PVC（塩ビ）。

15

MITSUBISHI MOTORS × ogawa
ローチェア

¥9,900（消費税抜価格：本体¥9,000）
アウトドアブランドの“ogawa”とコラボレーションした
三菱自動車オリジナル仕様です。浅く腰かけても倒れにくい
構造で座り心地もよく、MITSUBISHI MOTORS × ogawa

タフメッシュテーブルとの相性も抜群です。ローチェア本体に
MITSUBISHI MOTORSロゴ入り。
耐荷重：100kg。
サイズ：長さ50×幅61×高さ74（座面高35）（cm）。
収納サイズ：長さ91×幅13×高さ9（cm）。
［全車］ MZ576987

03

ロゴ部アップ

ロゴ部アップ

MITSUBISHI MOTORS × ogawa
タフメッシュテーブル

¥10,120（消費税抜価格：本体¥9,200）
アウトドアブランドの“ogawa”とコラボレーションした
三菱自動車オリジナル仕様です。
熱いモノもそのままのせられるタフメッシュ仕様の
テーブルで、2段階の高さ調整が可能です。
MITSUBISHI MOTORSのメタル銘板付き。
収納袋にMITSUBISHI MOTORSとogawaのロゴ入り。
耐荷重：20kg。天板耐熱温度：300℃。
サイズ：長さ60×幅40×高さ26.5/54.5（cm）。
収納サイズ：長さ40×幅30×高さ6.8（cm）。
［全車］ MZ576986

02

収納時

収納時

収納時

暗幕生地

シートカバー（グレー）
■4シーター車用

¥19,976
（消費税抜価格：本体¥14,200

＋参考取付工賃¥3,960）
汚れの目立ちにくいグレー色。
ファブリック仕様。フロント＆リヤセット。
［4シーター車］MZ505371

■2シーター車用

¥13,398
（消費税抜価格：本体¥10,200

＋参考取付工賃¥1,980）
フロントセット。

［2シーター車］MZ505372

09

リヤクォーターウインドウパイプ
¥9,130（消費税抜価格：本体¥5,000＋参考取付工賃¥3,300）
荷物の接触からリヤクォーターウインドウを保護します。左右2本セット。 ※3
［全車］ MZ521910

12

シートカバー（ビニール）
■4シーター車用

¥16,456
（消費税抜価格：本体¥11,000

＋参考取付工賃¥3,960）
汚れの落としやすいビニール製。
フロント＆リヤセット。
［4シーター車］MZ505373

■2シーター車用

¥12,078
（消費税抜価格：本体¥9,000

＋参考取付工賃¥1,980）
フロントセット。

［2シーター車］MZ505374

10

ラゲッジルームランプ
¥18,656（消費税抜価格：本体¥13,000＋参考取付工賃¥3,960）
ラゲッジルームを照らし、夜間の荷物の積み降ろしを容易にします。LEDタイプ。
［全車］ MZ590825

16

※1：装着したまま走行しないでください。※2：4シーター車は、前席後部のみの装着となります。※3：重い荷物を吊り下げたり、荷物固定用のロープを結んだりしないでください。

Interior 充実した機能性のインテリアアイテム

High［高さ：54.5cm］ Low［高さ：26.5cm］

※MiEVデカールは別売です。

エアセパレーター
¥13,750（消費税抜価格：本体¥9,200＋参考取付工賃¥3,300）

2箇所のファスナーを開けてセンター部を巻き上げることができるエアセパレーターです。
冷暖房の効率を高め、駆動用電力を節約できます。2シーター車は、前席後部と荷室中央部の
いずれかに装着できますが、装着後の付け替えはできません。 ※2

［全車］MZ516407

11

※一部の写真は、ガソリン車を含む旧型車両を使用しています。 ※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。
◎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。

4シーター車用

ファスナー
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※一部の写真は、ガソリン車を含む旧型車両を使用しています。 ※画像はイメージです。◎掲載写真は、実物とイメージや仕様が異なる場合があります。 ※グレーの価格は参考取付工賃を含む消費税（10％）込価格です。

ナンバープレートロックボルト（ロゴステッカー付）
¥6,050（消費税抜価格：本体¥5,500）

ナンバープレートの盗難抑止に。軽自動車用ボルト4個セット／1台分。
MITSUBISHI MOTORSロゴ入りステッカー付き。

［全車］MZ572552

02

スケルトンキー
¥8,052（消費税抜価格：本体¥6,000＋参考取付工賃¥1,320）

キーレスエントリーシステムの増設用に。工賃にはコード登録、キーカット費用込み。 ※4

［キーレスエントリーシステム装着車］
MZ604680（クリアブルー）／MZ604681（クリアイエロー）／MZ604683（クリアピンク）

04

バックブザー（消音タイプ）
¥10,230（消費税抜価格：本体¥6,000＋参考取付工賃¥3,300）

バックギヤ連動でブザーが鳴りますが、ポジションランプ点灯時にはブザーは鳴りません。

［全車］MZ603034

06

バックブザー
¥8,030（消費税抜価格：本体¥4,000＋参考取付工賃¥3,300）

バックギヤ時に常時ブザーが鳴ります。

［全車］MZ603033

07

1DINスピーカー内蔵AM/FMラジオ
システム合計価格 ¥20,504
（消費税抜価格：本体¥12,000＋オーディオ変換ハーネス¥1,500

＋オーディオ取付ブラケット¥2,500＋参考取付工賃¥2,640）

スピーカー内蔵タイプのラジオです。 ※6、※7

［全車］MZ594854（本体）／MZ598436（オーディオ変換ハーネス）
MZ598437（オーディオ取付ブラケット）

08

ETC車載器（音声案内タイプ）
システム合計価格 ¥23,254（消費税抜価格：本体¥13,200＋電源変換ハーネス¥900

＋アンテナブラケット¥1,100＋参考取付工賃¥5,940）

ETCは高速道路料金所付近の渋滞を緩和することを目的に開発されたシステムです。

［全車］MZ608789（本体）／MZ608723（電源変換ハーネス）
MZ598339（アンテナブラケット）※8、※9、※10

10

ナビゲーションロック（マックガード製）
¥4,752（消費税抜価格：本体¥3,000＋参考取付工賃¥1,320）

ナビゲーションロック（マックガード製）を採用してラジオ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。

［1DINスピーカー内蔵AM/FMラジオ装着車］MZ598350

09

電池式セーフティーイルミネーション
¥10,802（消費税抜価格：本体¥8,500＋参考取付工賃¥1,320）

ドアを開けるとブルーLEDが点灯。後続車やオートバイなどに注意喚起し、事故予防に役立ちます。
運転席側または助手席側のドアサイド部に貼付。2個セット。使用電池：CR2430（内蔵）。※3

［全車］MZ590975（2個入り）

03

Security & Utilities あなたのクルマにプラスするユーティリティアイテム Audio 基本的な機能のスピーカー内蔵ラジオ

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！

INTERIOR GUARD
自動車内装用コーティング剤「インテリアガード」
・シートを汚れから守ります。
・効果目安は新車時施工から約3年*です。
・シートにこぼれた水分を拭き取りやすくなります。
・衣服からシートへの色移りを軽減します。
*シートへの乗り降りを10回／日と仮定しています。
ご使用状況により異なります。▲レザーシート▲ファブリックシート

※ファブリック／コンビネーション／
　本革シートに対応

インテリアコーティング

汚れ 皮脂 水分

被膜

汚れ汚れ 皮脂皮脂 水分水分汚れ 皮脂 水分 繊維の周りや中に吸着することで、
柔軟性を維持しながら、
優れたコーティング効果を発揮します。

独自の優れたコーティング被膜を
長期にわたり形成し、レザーシートの
形状変化になめらかに対応します。

＜インテリアガードの特長＞

※1：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。※2：字光式ナンバープレートには使用できません。※3：前後左右のドア4箇所に装着する場合は、もう1セット必要になります。※4：本商品にプレ空調
スターター機能は付いていません。※5：4シーター車にも装着できます。※6：本製品を装着する際には別途補用品扱いのスクリュ（MS200329×4/MF453033×4）が必要となります。※7：本製品を装着する場合、別途補用部品扱いの
1DINアクセサリーボックス（MR356049）及びスクリュ（MB409435×2）を装着することにより、空きスペースを小物入れとして有効活用することができます。※8：本製品は旧セキュリティ規格のETC車載器となります。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。※9：ETC車載器のご利用には手続き（セットアップ［有料］）およびクレジットカード会社へのETCカー
ドの申込みが別途必要です。詳しい内容については販売会社にお問い合わせください。※10：ETCアンテナはダッシュボード上に装着します。
〈ラバーマットの注意事項〉 安全のため車両に装着されている固定具（運転席1個）に必ず固定してください。また、その他のマット等を重ねて装着しないでください。ラバーマットがずれたり、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。

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：01 ナンバープレートフレーム（メッキ）×2枚

＋ 02 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¥12,650（消費税込）のところ

¥11,385  ▲  ¥1,265お得（消費税抜価格：本体¥10,350）

［全車］ MZ572556※1、※2

ナンバープレートフレーム
■メッキ（フロント／リヤ兼用）

¥3,300（1枚）
（消費税抜価格：本体¥3,000）

樹脂製、メッキ仕上げ。※1、※2

［全車］MZ572546

■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）

樹脂製、格調の高いチタン調。※1、※2

［全車］MZ572547

01

ラバーマット
■4シーター車用

¥8,932
（消費税抜価格：本体¥6,800

＋参考取付工賃¥1,320）

丸洗いができる便利なラバーマットです。
フロント左右＆リヤ3点セット。

［4シーター車］MZ511817

■2シーター車用

¥6,292
（消費税抜価格：本体¥4,400

＋参考取付工賃¥1,320）

フロント左右セット。※5

［2シーター車］MZ511816

05

チタン調メッキ



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。

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

※当該ページ（P.10）に掲載のMITSUBISHI MOTORS COLLECTIONは保証対象外になります。
※画像に映っている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。

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

MITSUBISHI MOTORS COLLECTIONMITSUBISHI MOTORS COLLECTION※当該ページ（P.10）に掲載のMITSUBISHI MOTORS COLLECTIONは保証対象外になります。
※画像に映っている小道具は商品に含まれておりません。

0歳 生後9ヶ月頃
体重～9kg

生後18ヶ月頃
体重～13kg

3歳頃
体重～15kg

4歳頃
体重～18kg

チャイルドシート

ジュニアシート

後ろ向きで使用

身長100～150cm

参考年齢
使用条件

12歳頃
体重～36kg

前向きで使用

チャ

3歳頃
重～15kg

ジュニ

※イメージ図

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

03

◎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。

※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。

IQOS 3 MULTI専用スタンド
■ブラック

¥3,080（消費税抜価格：本体¥2,800）

［全車］CLPM0007※1

◎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。

※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。

この他にも多くの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/

IQOS 3 MULTI専用スタンド
■ブラック

¥3,080（消費税抜価格：本体¥2,800）

［全車］CLPM0007※1

02

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

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

03

サングラスクリップ
¥836（消費税抜価格：本体¥760）

［全車］CLPM0015

04

リヤビューミラー エッジ
3000SR 240クローム（小型車用）
¥2,200（消費税抜価格：本体¥2,000）

［全車］CLPM0021

05

サングラスクリップ
¥836（消費税抜価格：本体¥760）

［全車］CLPM0015

04

リヤビューミラー エッジ
3000SR 240クローム（小型車用）
¥2,200（消費税抜価格：本体¥2,000）

［全車］CLPM0021

05

◎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

ドクターデオプレミアム
サーキュレーションシステム
¥7,480（消費税抜価格：本体¥6,800）

［全車］CLPM0053

ドクターデオプレミアム
サーキュレーションシステム
¥7,480（消費税抜価格：本体¥6,800）

［全車］CLPM0053

■ドクターデオプレミアム
サーキュレーションシステム
専用カートリッジ

¥1,650（消費税抜価格：本体¥1,500）

［ドクターデオプレミアムサーキュレーションシステム専用］
CLPM0054

■ドクターデオプレミアム
サーキュレーションシステム
専用カートリッジ

¥1,650（消費税抜価格：本体¥1,500）

［ドクターデオプレミアムサーキュレーションシステム専用］
CLPM0054

※1：IQOS 3 MULTIはPhilip Morris Products S.A.の登録商標です。

ブラック

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。

※画像は全てイメージ。成分の広がりや効果・持続性は使用
環境により異なります。
※この商品には専用カートリッジが1つ含まれています（45

日間＊での交換を推奨）。交換用には、別売の専用カートリッ
ジをご使用ください。
※この製品を使用するにはUSB-A端子のある5V（2.1A以
上）の電源が必要となります。ソケット2連ダイレクト
（CLPM0014）でも対応可能です。
＊通常モードで1日あたり約30分の稼働を目安とした場合。

〈チャイルドシートの注意事項〉
    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ろ向き装着は、エアバッグ標準装備のため絶対にしないでください。※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。（注1）助手席に装着する場合は、シートバックを最も起こした位置に調整してく
ださい。（注2）助手席に装着する場合は、シートバックを最も起こした位置から7段後方に調整してください。

※1：装着には別売チェーンバンドMZ800010MEが必要。※2：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。※3：消棒RESCUE®は株式会社ワイピーシステムの登録商標です。※4：本商品は消耗品のため、保証対象外と
なります。※5：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。本製品は乾電池式ですので、水濡れ・結露などで湿度が高く、乾電池の早期劣化や液漏れが懸念され
る箇所（ドアポケット/ラゲッジルーム）には置かないでください。

■除去構造

使用イメージ

商品名 価格 商品説明 部品番号 備考

01
チャイルドシート
（シートベルト固定）

¥51,700
（消費税抜価格：本体¥47,000）

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。装着場所：後ろ向きはリヤシート左右、前向きはリヤシート左右と助手席。 ［全車］MZ525309 （注1）

02
ジュニアシート
（シートベルト固定）

¥42,350
（消費税抜価格：本体¥38,500）

シートベルト固定タイプのジュニアシートです。装着場所：リヤシート左右と助手席。 ［全車］MZ525310 （注2）

03 簡易装着チェーン ¥16,500
（消費税抜価格：本体¥15,000）

145R12タイヤ用。簡易装着を可能にする自動増し締め機能付。特殊合金鋼製チェーン。
1セット2個入り。 ［全車］MZ841301LP

1年2万km
保証

04 レギュラーチェーン ¥7,480
（消費税抜価格：本体¥6,800）

145R12タイヤ用。1セット2個入り。 ［全車］
MZ8420000E

1年2万km
保証※1

05 チェーンバンド ¥1,155
（消費税抜価格：本体¥1,050）

145R12タイヤ用。
［レギュラーチェーン
装着車］
MZ800010ME

1年2万km
保証

06 スノーブレード ¥2,640
（消費税抜価格：本体¥2,400）

400mm運転席用 ［全車］MZ568241
1年2万km
保証

07 スノーブレード ¥3,190
（消費税抜価格：本体¥2,900）

350mm助手席用 ［全車］MZ568082
1年2万km
保証

08 スノーブレード ¥3,190
（消費税抜価格：本体¥2,900）

330mmリヤ用 ［全車］MZ603851
1年2万km
保証

09 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 ※2、※3

10 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］MZ612509 ※2

11 三角停止表示板 ¥3,300
（消費税抜価格：本体¥3,000）

取扱いが楽なコンパクトタイプ。収納ケース付き。 ［全車］MZ611103

12 レスキューパッケージ ¥4,950
（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。
単品合計価格￥5,830（消費税込）のところパッケージ価格￥4,950（消費税込）で、￥880お得 ［全車］MZ611107 ※2

13 ファーストエイドキット ¥6,600
（消費税抜価格：本体¥6,000）

救急ハンドブック、絆創膏、包帯、清浄綿、紙テープ、傷パッド、三角巾、保温シート、手袋、ハサミ
の応急品セット。 ［全車］MZ527171 ※4

14
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

15 車載用防災キット ¥10,560
（消費税抜価格：本体¥9,600）

［全車］MZ612611
1年2万km
保証

16
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点滅／点灯時）。
〈国土交通省保安基準適合〉 ［全車］MZ611015 ※5

17 タイヤストッパー ¥1,320
（消費税抜価格：本体¥1,200）

2個セット。 ［全車］MZ612511

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。

×
× ×

× × ×
× × ×

× ×

01

02 03

04 05

09 - 10

Other Item 安心と快適を求めた定番アイテム
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