


時代を楽しむために。
環境にやさしいクリーン性能や新エンジンによる燃費性能を、運転しやすいジャストサイズに凝縮したＲＶＲ。
それはまさに「いま」という時代の集大成。そのＲＶＲにプラスワンの個性を加えて、自分の思い通りに活用して
心から楽しみたい。もっとスポーティにドレッシーに。さらに快適性も安全性も向上させる。
ＲＶＲ＋純正オプショナル・パーツ。それは時代に乗ること、時代を先取ること、時代を楽しむこと。

ホワイトパール
クールシルバーメタリック
ブラックマイカ
レッドメタリック
クォーツブラウンメタリック
コズミックブルーマイカ
チタニウムグレーメタリック
カワセミブルーメタリック

ボディカラー

■ボディカラー対応部品番号一覧

Photo：G　ボディカラー：カワセミブルーメタリック　パノラマガラスルーフ、ルーフレール（ビルトインタイプ）はメーカーオプション
＜装着用品＞
・スポーティグリル ・フロントコーナーエクステンション ・フロントアンダーカバー ・大型テールゲートスポイラー ・スタイルドフィンガーニッシュ ・テールゲートプロテクター 
・LEDフォグランプ・メッキ調ドアハンドルカバー ・エクシードバイザー ・ナンバープレートフレーム 
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・スポーティグリル ・フロントコーナーエクステンション ・フロントアンダーカバー ・大型テールゲートスポイラー ・スタイルドフィンガーニッシュ ・テールゲートプロテクター 
・LEDフォグランプ・メッキ調ドアハンドルカバー ・エクシードバイザー ・ナンバープレートフレーム 
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◆各商品の適用および注記は三菱自動車 純正用品に関するものであり、 ROAR、RALLIART商品との同時装着に関しては含まれていません。
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¥29,820
【税抜き価格：本体¥24,800＋    ¥3,600】
［全車］MZ575967他
● シャープかつシンプルな左右分割タイプのエクステン
　ション。ＳＵＶの精悍さを大切にしながらスポーツ
　イメージを高めます。また❸フロントアンダーカバーと
　組み合わせれば、個性をより強く表現することができ
　ます。ボディカラーに対応、部番は左下表を参照。

フロントコーナーエクステンション2

¥24,990
【税抜き価格：本体¥20,800＋    ¥3,000】
［全車］MZ575946
●フロントバンパー中央下部に装着。光輝メッキ調仕上
　げでプレミアム感を向上させると同時に、左右の張出
　し感を強調したフォルムと３つのビードがＳＵＶのタフ
　さを表現します。❷フロントコーナーエクステンションの
　同時装着で、個性をより強く表現することができます。
　樹脂製。

フロントアンダーカバー3

¥39,900
【税抜き価格：本体¥34,400＋    ¥3,600】
［全車］MZ575957他
●カラーキーフレームとブラック色メタルネットの組み
　合わせにより、スポーティテイストを向上させます。
　標準グリルとの交換装着。ボディカラーに対応、
　部番は左下表を参照。

スポーティグリル1

¥34,860
【税抜き価格：本体¥30,200＋    ¥3,000】
［全車］MZ574647他
●存在感のある大型スポイラー。洗練されたデザイン
　形状で見る人の眼を引きつけます。標準装備品との
　交換装着。ボディカラーに対応、部番は左表を参照。
※ハイマウントストップランプ、リヤガラスウォッシャー
　は標準装備品を流用します。

大型テールゲートスポイラー4

¥19,740
【税抜き価格：本体¥15,800＋    ¥3,000】［全車］
MZ575947（ダークグレーメタリック）
MZ575948（シルバーメタリック）
● 特徴的な４つのフィンがリヤビューを精悍に演出し
　スポーツカーを彷彿とさせます。スタイリッシュな
　シルバーメタリックと走りをイメージさせるダーク
　グレーメタリックの２色をラインアップ。樹脂製。

スタイルドフィンガーニッシュ5

標準車 標準車

標準車

ダークグレーメタリック

シルバーメタリック

標準車

スポーティグリル フロントコーナー
エクステンション

大型テールゲート
スポイラー

MZ575950
MZ575951
MZ575952
MZ575953
MZ575954
MZ575955
MZ575956
MZ575957

MZ575960
MZ575961
MZ575962
MZ575963
MZ575964
MZ575965
MZ575966
MZ575967

MZ574640
MZ574641
MZ574642
MZ574643
MZ574644
MZ574645
MZ574646
MZ574647

※太青字の価格は参考取付工賃を含む消費税込み価格です。  　マークは参考取付工賃［消費税抜き］です。



¥19,950
【税抜き価格：本体¥15,400＋    ¥3,600】
［全車］MZ562868
●スマートなデザインと前後の連続感を追求した美しいバイザー。ＲＶＲのスタイリッシュなフォルムにフィット。
　雨の日の室内換気に便利です。フロントバイザー後部には「MITSUBISHI MOTORS」のロゴ入り。
　アクリル製スモーク、フロント／リヤ左右セット。

エクシードバイザー1

¥9,240
【税抜き価格：本体¥7,600＋    ¥1,200】
［ターンランプ無サイドミラー車］MZ569716
●質感の高いクロムメッキ仕上げ。鮮やかな光沢が、
　ひとクラス上の高級感を感じさせます。標準装備の
　ミラーカバーと交換装着。樹脂製、左右セット。

メッキミラーカバー（ターンランプ無ミラー用）3

¥14,910
【税抜き価格：本体¥13,000＋    ¥1,200】
［ターンランプ付サイドミラー車］MZ569195
●質感の高いクロムメッキ仕上げ。鮮やかな輝きで
　気品のあるドレスアップが図れます。標準装備の
　ミラーカバーの上から貼付けるタイプです。
　樹脂製、左右セット。

メッキミラーカバー（ターンランプ付ミラー用）4

¥18,690
【税抜き価格：本体¥16,000＋    ¥1,800】［全車］
MZ576227（キーレスオペレーションシステム装着車）
MZ576228（キーレスオペレーションシステム未装着車）
●ドアハンドルに装着して高級感を演出します。さらに
　ドア開閉のたびに、そのクールな輝きを楽しむことが
　できます。貼付けタイプ、フロント／リヤ左右セット。

メッキ調ドアハンドルカバー2

¥3,150（１枚）
【税抜き価格：本体¥3,000】
［全車］MZ572523
●手軽なドレスアップができます。
　樹脂製メッキ仕上げ、フロント／リヤ兼用。
※フロント／リヤの両方に装着する場合は２枚必要と
　なります。
※リヤに装着する場合、ナンバープレート封印後の
　装着はできません。

ナンバープレートフレーム5

時代を楽しむために。
毎日、気持ちよく乗りたいから、純正オプショナル・パーツを選びたい。

それらは、たんに機能的なだけではなく、純正だからこそＲＶＲにフィットしたデザインでドレスアップにも貢献する。

これなら毎日のカーライフを思いきり楽しめそうだ。

Photo：G　ボディカラー：カワセミブルーメタリック　パノラマガラスルーフ、ルーフレール（ビルトインタイプ）はメーカーオプション
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◆各商品の適用および注記は三菱自動車 純正用品に関するものであり、 ROAR、RALLIART商品との同時装着に関しては含まれていません。



¥8,820
【税抜き価格：本体¥6,000＋    ¥2,400】
［全車］MZ536196
●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アクセントにもなります。フロント／リヤ左右セット。
※ P７❽サイドプロテクトモールとの同時装着も可能です。

ドアエッジモール6

¥12,810
【税抜き価格：本体¥11,000＋    ¥1,200】
［全車］MZ574603
●エッチング処理を施したアルミ風ベースに、光沢のあるポリッシュ仕上げのキャラクター
　を全体に配置。荷物の出し入れによるバンパー上面のキズつきを抑えるだけでなく、
　リヤビューのワンポイントアクセントにもなります。ステンレス製。

リヤバンパープレート8

¥9,870
【税抜き価格：本体¥7,600＋    ¥1,800】
［全車］MZ574604
●厚みのあるスーパーハイボスカルステッカーで、テ－ルゲート下端のキズつきを抑えます。
　つや消しシルバー色に光輝ラインを配したシンプルで上品なデザイン。リヤビューを
　スマートに引き締めます。

テールゲートプロテクター9

¥15,960
【税抜き価格：本体¥12,200＋    ¥3,000】
［全車］MZ527473
●エッチング処理を施したアルミ風ベースに、光沢のあるキャラクターラインとRVRロゴ
　をデザイン。異なる２種の金属を組み合わせたようなプレミアム感の高いプレートです。
　サイドシル部を乗降時のキズつきから守ります。ステンレス製。フロント／リヤ左右セット。

スカッフプレート7

※太青字の価格は参考取付工賃を含む消費税込み価格です。  　マークは参考取付工賃［消費税抜き］です。

フロント
リヤ



●光源にLEDを使用した三菱純正オプションとして初採用の新世代フォグランプです。鋭いホワイト光は直進性が強く、
　ハロゲンフォグランプとは一線を画します。色温度：5,900Ｋ(ケルビン)。クリアレンズ、12V55W相当。レンズ径:90mm。
　レンズ外周部のエクステンションはガンメタ色。
※フォグランプベゼルは車両装備品を流用します。

LEDフォグランプ1

●シティクルージングにマッチするホワイト光。オール
　ラウンドに楽しめるスタンダードなフォグランプです。
　クリアレンズ＋ホワイトバルブ（H11 12V55W）。
　レンズ径:90mm、マルチリフレクタータイプ。
※標準装備およびメーカーオプションのフォグランプと
　同等品です。
※フォグランプベゼルは車両装備品を流用します。

ハロゲンフォグランプ（クリア）3

●実用性の高いイエロー光。アウトドアで威力を発揮
　します。イエローコーティングレンズ＋ホワイトバルブ
  （H11 12V55W）。レンズ径:90mm、
 　マルチリフレクタータイプ。
※フォグランプベゼルは車両装備品を流用します。

ハロゲンフォグランプ（イエロー）4

●スモールライトに連動してブルー光のLEDイルミネー
　ションがリング状に点灯。フォグランプの点灯により
　LEDイルミネーションは消灯します。オンロード／オフ
　ロード両方のドライブシーンにマッチするスタイリッシュ
　なフォグランプです。H8 12V35W。
※標準装備およびメーカーオプションのフォグランプ
 （55W）との交換装着となります。
※フォグランプベゼルは車両装備品を流用します。

イルミネーション付フォグランプ2

時代を楽しむために。
軽快なシティクルーズから豪快なオフロードまで、どこへでも、また、どこまでも一緒に付き合いたいクルマだから、

走りを支えてくれる装備は、少し気を使いながら、じっくり検討しながらお気に入りを選びたいもの。

快適で安心な走りが楽しめて、そのうえ、新しい時代も楽しむことができそうだ。

【2010年4月発売予定】

※❶LEDフォグランプ、
　❷イルミネーション付フォグランプ、
　❸ハロゲンフォグランプ（クリア）、
　❹ハロゲンフォグランプ（イエロー）の価格・適用
　は下記の＜フォグランプ適用一覧表＞をご参照
　ください。

¥8,820
【税抜き価格：本体¥7,200＋    ¥1,200】
［標準装備またはメーカーオプションのフォグランプ未装着車］
MZ575683
●メッキ＆ブラックの質感が高く、しかもファショナブル
　なベゼル。フォグランプ未装着車に純正オプションの
　各種フォグランプを装着するときにプラスワンのドレス
　アップが可能です。
※標準装備およびメーカーオプションのフォグランプ
　装着車のベゼルと同品です。
※装着には❶LEDフォグランプ、❸ハロゲンフォグランプ
 （クリア）、❹ハロゲンフォグランプ（イエロー）が必要です。

フォグランプベゼル（メッキ）5

＜フォグランプ適用一覧表＞

◆各商品の適用および注記は三菱自動車 純正用品に関するものであり、 ROAR、RALLIART商品との同時装着に関しては含まれていません。

フォグランプ

適　用

フォグランプ
未装着車

オートライト

コントロール

未装着車

オートライト

コントロール

装着車

フォグランプ装着車 ー

ー

ー

¥95,970
【税抜き価格：
本体¥83,000
＋    ¥8,400】
MZ581885

¥89,880
【税抜き価格：
本体¥79,600
＋    ¥6,000】
MZ581886

¥78,960
【税抜き価格：
本体¥71,600
＋    ¥3,600】
MZ581887

¥35,910
【税抜き価格：
本体¥25,800
＋    ¥8,400】
MZ581888

¥29,820
【税抜き価格：
本体¥22,400
＋    ¥6,000】
MZ581889

¥37,800
【税抜き価格：
本体¥27,600
＋    ¥8,400】
MZ581890

¥31,500
【税抜き価格：
本体¥24,000
＋    ¥6,000】
MZ581891

¥19,950
【税抜き価格：
本体¥16,000
＋    ¥3,000】
MZ581892

イルミネーション付
フォグランプ

付属機能LEDフォグランプ
（クリア） （イエロー）

¥39,900
【税抜き価格：
本体¥33,800
＋    ¥4,200】
MZ581893

ハロゲンフォグランプ

※ヘッドライトのオートライトコント
　ロール、ヘッドライトマナースイッチ
　機能付

※ヘッドライトマナースイッチ機能付

※ヘッドライトのオートライトコント
　ロール、ヘッドライトマナースイッチ
　機能は含まれません。別売のP14❻
　ヘッドライトマナースイッチ、または
　❼オートライトコントロールをお求
　めください。



※太青字の価格は参考取付工賃を含む消費税込み価格です。  　マークは参考取付工賃［消費税抜き］です。

¥9,555
【税抜き価格：本体¥5,500＋    ¥3,600】
［全車］MZ580135
●高輝度LEDによる色温度：4,800Ｋ（ケルビン）の鮮やかな光。Ｔ10規格、ホワイト光。
　標準ポジションランプのバルブと交換。２個セット。
※ポジションランプ以外に使用されているウェッジバルブとは交換できません。

PREMIUM LEDウェッジバルブ6

¥16,800
【税抜き価格：本体¥13,000＋    ¥3,000】［全車］
MZ530003（フロント／リヤセット）　
●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。
　フロント／リヤ左右セット。

マッドガード7

¥16,800
【税抜き価格：本体¥12,400＋    ¥3,600】
［全車］MZ538307
●駐車場などで隣りのクルマのドアによるボディサイド
　のキズつきを防ぎます。樹脂製、グレー色。
　フロント／リヤ左右セット。
※P5❻ドアエッジモールとの同時装着も可能です。

サイドプロテクトモール8

¥40,110（１本）
【税抜き価格：本体¥34,000＋    ¥4,200】
［全車］MZ556134
●10本スポーク。サイズ：215/65R16。16×6.5J、
　インセット：46mm、PCD：114.3mm。
※価格にタイヤ、ホイールナットは含みません。
※スチールホイールと交換装着する場合は、別途ナット
 （MR455707×5/本）が必要になります。

アルミホイール（16インチ）9

¥43,260（１本）
【税抜き価格：本体¥37,000＋    ¥4,200】
［全車］MZ556003
●10本スポーク。補修＆冬季履替え用。サイズ：215/60R17。
　17×6.5J、インセット：46mm、PCD：114.3mm。
※価格にタイヤ、ホイールナットは含みません。
※スチールホイールと交換装着する場合は、別途ナット
 （MR455707×5/本）が必要になります。
※類別Ｇに標準装備のアルミホイールと同品です。

アルミホイール（17インチ）10

¥3,150
【税抜き価格：本体¥3,000】
［全車］MZ572530
●ナンバープレートの盗難防止に。マックガード製、
　３個セット。
※字光式ナンバープレートには装着できません。

ナンバープレートロックボルト11

¥7,560
【税抜き価格：本体¥6,000＋    ¥1,200】［全車］
MZ556520（アルミホイール装着車用：フラットタイプ）
MZ556525（スチールホイール装着車用：貫通タイプ）
●独自の花形キーパターンにより、ホイールの盗難を
　防止します。信頼性の高いマックガード製、４個セット。

ホイールロックナット12

¥19,950
【税抜き価格：本体¥19,000】
［全車］MZ541713
●ポリエステル製、防炎加工、シルバー色。
　MITSUBISHI MOTORSのロゴ入り。
※三菱純正の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、リモコン
　ポールは収納、コーナーポールはポールを取外してください。

ボディカバー13

フロント リヤ

MZ556520

MZ556525

標準バルブ

PREMIUM LEDウェッジバルブ



¥24,990
【税抜き価格：本体¥22,000＋    ¥1,800】［全車］
MZ527581（オーディオレス2DINパネル車用）
MZ527582（MMCS装着車用）
●格調の高いピアノの漆黒をイメージしたブラックパネル。
　コクピットに重厚感が漂います。インパネセンターと
　シフトパネルのセット。貼付けタイプ。

アクセントパネルセット（ピアノブラック）1

¥26,880
【税抜き価格：本体¥23,800＋    ¥1,800】［全車］
MZ527583（オーディオレス2DINパネル車用）
MZ527584（MMCS装着車用）
●クロム合金箔にヘアライン装飾を加え、本物の金属
　の輝きを持たせた質感の高いパネル。
　室内にメカニカルな緊張感を生みだします。インパネ
　センターとシフトパネルのセット。貼付けタイプ。

アクセントパネルセット（ヘアラインメタル調）2

時代を楽しむために。
一番身近な運転席まわりに何かお気に入りをプラスすると、乗るたびに、出かけるたびに豊かな気分になれる。

ＲＶＲの純正オプショナル・パーツならではの使いやすさ。重厚感。本物の味わい。そして何よりこのコクピットにフィットしていること。

自分が選んだ装備だけにウキウキしたり、ホッとしたりもする。愛車に一段と愛着がわいてくる。

写真はオーディオレス
2DINパネル車用

写真はMMCS装着車用

Photo：G

＜装着用品＞

・アクセントパネル（ピアノブラック）

・シフトノブ

・エアコンダイヤルカバー

・本革調シートカバー

・フロアイルミネーション

・AV一体型HDDナビゲーション（MITSUBISHI）

・ステアリングリモコンスイッチ

※アクセントパネルは車両のインパネセンター
　よりも光沢感が強いため、季節や天候に
　よっては太陽光が反射して眩しく感じる場合
　がありますので、あらかじめご了承ください。
※プレミアムサウンドシステム車用に「Rockford 
　Fosgate」ロゴステッカーをセットしています。

◆各商品の適用および注記は三菱自動車 純正用品に関するものであり、 ROAR、RALLIART商品との同時装着に関しては含まれていません。



¥38,430
【税抜き価格：本体¥29,400＋    ¥7,200】
［全車］MZ590797
●ドアを開けるとブルー光に点灯。後続車にいち早く注意を促して、夜間の
　安全性を高めます。暗い駐車場などでは足元をやさしく照らして乗降を
　サポートします。フロントドア左右セット。

ドアコーテシイルミネーション7

¥10,185
【税抜き価格：本体¥8,500＋    ¥1,200】［全車］
MZ590788(LEDユニット２個／セット)

¥6,300
【税抜き価格：本体¥4,800＋    ¥1,200】［全車］
MZ590790(LEDユニット1個／セット)
●マップランプやルームランプのバルブを、より明るく
　鮮やかなLEDユニットに交換。車両の電気制御
　システムに合わせて開発された専用ユニットです。
※車両１台で３個（マップランプ２個、ルームランプ１個）
　装備されています。ただし、パノラマガラスルーフ
　付車にはルームランプは装備されていません。

LEDルームランプ8

¥12,810
【税抜き価格：本体¥11,000＋    ¥1,200】
［全車］MZ525640
●アルミ削り出し（アルマイト処理）の光輝３連リングが、
　インテリアにワンポイントの高級感を生み出します。
　貼付けタイプ。

エアコンダイヤルカバー4

¥9,870
【税抜き価格：本体¥8,200＋    ¥1,200】
［全車］MZ525507
●アルミ削り出し（アルマイト処理）とブラックレザー
　という本物素材の組み合わせです。しかも人気の
　高い球形タイプでスポーティなマニュアルシフトを
　彷彿とさせます。スリーダイヤマーク付

シフトノブ3

¥27,720
【税抜き価格：本体¥22,800＋    ¥3,600】
［パドルシフト未装着車］MZ527487
●ステアリングに手をそえたままでシフトアップ／ダウン
　が可能です。
※標準装備およびメーカーオプション品と同等品。

パドルシフト5

¥5,040 
【税抜き価格：本体¥4,800】
［全車］MZ520635
●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。

LEDアッシュカップ9

¥2,100 
【税抜き価格：本体¥2,000】
［全車］MZ520628
●「グリーンプラスチック」
　を採用して作られた、
　環境にやさしい移動式
　灰皿。

カップ型灰皿（グリーンプラスチック）10

グリーンプラスチック

CO2排出量の削減に貢献
する植物由来樹脂「グリーン
プラスチック」をカップ部に
使用しています。

標準バルブ

※写真は説明用のため、画像処理を施しています。

LEDルームランプ

マップランプ
ルームランプ

※太青字の価格は参考取付工賃を含む消費税込み価格です。  　マークは参考取付工賃［消費税抜き］です。

¥16,800
【税抜き価格：本体¥10,000＋    ¥6,000】
［全車］MZ590771
●ドア開閉と連動して、運転席／助手席の足元をブルーLED光で照らします。乗降をサポート
　すると同時に、ブラックインテリアの中で幻想的な雰囲気を生み出します。

フロアイルミネーション6



¥49,980
【税抜き価格：本体¥42,800＋    ¥4,800】
［除くサイドエアバッグ付車、除く本革シート車］
MZ501685（リヤアームレスト付車用）
MZ501686（リヤアームレスト無車用）
●シートバックのステッチや中央のディンプル、さらには
　シックなグレーのパイピングに大人の気品が感じられ
　ます。運転席／助手席／後席のフルセット。
※マチ部分やシート背面などはファブリック生地になります。
　また、フロントのセンターアームレスト部のカバーはありま
　せん。

本革調シートカバー1

［除くサイドエアバッグ付車、除く本革シート車］

¥32,970
【税抜き価格：本体¥26,600＋     ¥4,800】
MZ501687（リヤアームレスト付車用）
MZ501688（リヤアームレスト無車用）

［本革シートを除くサイドエアバッグ付車］

¥34,860
【税抜き価格：本体¥28,400＋    ¥4,800】
  MZ501689（リヤアームレスト付車用）
MZ501690（リヤアームレスト無車用）
●汗や汚れからシート本体をしっかりガードします。
　ブラックとダークグレーを組み合わせたモノトーン調
　がＲＶＲのインテリアにマッチします。
　運転席／助手席／後席のフルセット。
※フロントのセンターアームレスト部のカバーはありません。

シートカバー2

¥13,860
【税抜き価格：本体¥11,400＋    ¥1,800】
［全車］MZ508015
●インテリアカラーに合わせた、落ち着きのあるダーク
　グレー色のレース生地。従来の白レース生地と比べて
　ヘッドレスト部の汚れも目立ちません。
　運転席／助手席／後席のフルセット。
※サイドエアバッグ装着車にも対応しています。

ハーフカバー3

時代を楽しむために。
自分で選んだアイテムを装着すること。それはＲＶＲを自分のためにオーダーメイドすることであり、また

やさしい運転環境を自分のために作るということでもある。新しい肌ざわり、新しい空間、新しいリラックス。

自分のＲＶＲとともに過ごすこれからの毎日は、結構、楽しみが多い。

Photo：G

＜装着用品＞

・本革調シートカバー

・アクセントパネル（ピアノブラック）

・AV一体型HDDナビゲーション

◆各商品の適用および注記は三菱自動車 純正用品に関するものであり、 ROAR、RALLIART商品との同時装着に関しては含まれていません。



¥22,050
【税抜き価格：本体¥19,800＋    ¥1,200】［全車］
MZ511807（プレミアムサウンドシステム未装着車用）
MZ511808（プレミアムサウンドシステム装着車用）
●凹凸の幾何学模様を全体にあしらったシンプルな
　デザインのマット。ＲＶＲロゴのタグ付。運転席、
　助手席、リヤ左右＋センターマットの５点セット。

フロアマット（スタンダード）5

¥12,810
【税抜き価格：本体¥12,200】
［全車］MZ518071
●駐車時の直射日光を防ぎ、室温の上昇を抑えます。
　使わない時はコンパクト収納が可能。フロントガラス、
　フロントドアガラス左右の3点セット。

ワンタッチサンシェード6

¥8,400 
【税抜き価格：本体¥6,800＋    ¥1,200】
［全車］MZ600170
●脱臭機能の他、酵素や尿素の力で、花粉やダニなど
　も抑制（スギ花粉の場合：約85%抑制）。天然成分の
　酵素とスキンケアにも使用される尿素を使用した身体
　にやさしいフィルターです。

バイオクリアフィルター（脱臭タイプ）7

¥34,440 
【税抜き価格：本体¥22,000＋    ¥10,800】［全車］
MZ518864（クリア） MZ518884（スモーク）
●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。

UV & IR カットフィルム8

¥25,200
【税抜き価格：本体¥22,800＋    ¥1,200】［全車］
MZ511805（プレミアムサウンドシステム未装着車用）
MZ511806（プレミアムサウンドシステム装着車用）
●毛足が長く柔らかい風合い、上品でしかも品質の
　良さを誇る高級マットです。また、艶消しブラック地
　に艶のあるＲＶＲロゴをデザインしたプレミアム感の
　高いアルミネームプレートを採用。運転席、助手席、
　リヤ左右＋センターマットの５点セット。

フロアマット（ラグジュアリー）4

¥2,625（各） 
【税抜き価格：本体¥2,500】［全車］
MZ527430（ワイルドハーブス）
MZ527431（ピュアブリーズ）
MZ527432（オレンジプレジャー）
MZ527433（ラベンダースパイシ－）
 MZ527434（サンシャインシトラス）
●シガーソケットタイプのディフューザーとアットアロマ
　社                    のアロマオイル(1本／5mℓボトル)の
　セット。スケルトンタイプのディフューザーは使用時に
　LEDランプが点灯（ストロング時：レッド、ノーマル時
   ：グリーン）します。

アロマディフューザーセット9

▼フィルム貼付け位置

◎ラベンダースパイシー
　ラベンダーと樹木の香り
　で森林浴に似た効果を
　与えます。

◎ピュアブリーズ
　柑橘系とハーブのブレンド
　で、元気を与えてくれます。

◎ワイルドハーブス
　スパイシーなブレンドが、
　頭をすっきりとさせてく
　れます。

◎サンシャインシトラス
　爽やかな柑橘系の香りが、
　気分をリフレッシュさせます。

◎オレンジプレジャー
　親しみやすいオレンジの
　香りが緊張をほぐして
　くれます。

■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。

＜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。

¥945（各）【税抜き価格：本体¥900】［全車］
MZ527435（ワイルドハーブス）　 MZ527436（ピュアブリーズ）
MZ527437（オレンジプレジャー） MZ527438（ラベンダースパイシ－）
MZ527439（サンシャインシトラス）
●アロマディフューザーのための補充用オイル。各1本／5mℓボトル、オイルパッド1枚付き。
　右記のアロマディフューザーセットのアロマオイルと同一品です。

エッセンシャルアロマオイル10

※太青字の価格は参考取付工賃を含む消費税込み価格です。  　マークは参考取付工賃［消費税抜き］です。



¥6,090
【税抜き価格：本体¥5,800】
［ルーフレール無車］MZ535040
● 長さ800×幅800(mm)。
※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。

ルーフネット6

¥3,150
【税抜き価格：本体¥3,000】
［ルーフレール無車］MZ535918
● 長さ５m×２本セット。

タイイングベルトセット7

¥3,465
【税抜き価格：本体¥3,300】
［ルーフレール付車］MZ532259
●長さ800×幅800(mm)。フック10個付。
※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。

ルーフネット13

¥2,940
【税抜き価格：本体¥2,800】
［ルーフレール付車］MZ535987
●６m×２本セット。

タイイングベルトセット14

¥21,210
【税抜き価格：本体¥19,000＋    ¥1,200】
［ルーフレール無車］MZ535013
●自転車１台を正立で積めます。
※自転車の種類や形状によっては積むことが
　できません。

サイクルキャリアアタッチメント（正立式）3

¥34,650
【税抜き価格：本体¥30,000＋    ¥3,000】
［ルーフレール無車］MZ535031
●長さ1050×幅750×高さ100(mm)。
　製品重量：8.9kg。

ルーフラックアタッチメント5

¥14,280
【税抜き価格：本体¥10,000＋    ¥3,600】
［ルーフレール無車］MZ535011
●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－２個セット。

ウインド＆サーフボードアタッチメント4

¥15,750
【税抜き価格：本体¥13,800＋    ¥1,200】
［ルーフレール付車］MZ532253
●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。

サーフボードアタッチメント11

¥35,700
【税抜き価格：本体¥31,000＋    ¥3,000】
［ルーフレール付車］MZ532258
●長さ1,280×幅790×高さ122(mm)。
　製品重量：9.0kg。アルミ製。

ルーフラックアアタッチメント12

¥20,160
【税抜き価格：本体¥18,000＋    ¥1,200】
［ルーフレール無車］MZ532281
●スキ－６セットまたはスノーボード４台積み。

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）2

¥19,635
【税抜き価格：本体¥17,500＋    ¥1,200】
［ルーフレール付車］MZ532174
●スキ－６セットまたはスノーボード４台積み。

スキー＆スノーボードアタッチメント9

¥20,160
【税抜き価格：本体¥18,000＋    ¥1,200】
［ルーフレール付車］MZ532256
●自転車１台を正立で積めます。
※自転車の種類や形状によっては積むこと
　ができません。

サイクルキャリアアタッチメント10

¥34,860
【税抜き価格：本体¥28,400＋    ¥4,800】
［ルーフレール無車］MZ532008
●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。最大積載重量：50kg。

ベースキャリア（ルーフレール未装着車用）1

¥34,020
【税抜き価格：本体¥30,000＋    ¥2,400】
［ルーフレール付車］MZ532009
●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。最大積載重量：50kg。

ベースキャリア（ルーフレール装着車用）8

時代を楽しむために。
時にはＲＶＲを駆って、大いに足を伸ばしたいもの。そのためには、まずラゲッジルームとキャリアに注目したい。

積荷や用途に合わせて純正オプショナル・パーツを加えると、使いやすさはグンとアップする。ＳＵＶの本領発揮。

たっぷりの荷物を積んで、その日からアクティブなカーライフを始めたくなるはずだ。

※下記の❷～❼アタッチメントの装着には、❶MITSUBISHI MOTORS ORIGINALのベースキャリアが必要です。 ※下記の❾～14アタッチメントの装着には、❽THULEのベースキャリアが必要です。

◆各商品の適用および注記は三菱自動車 純正用品に関するものであり、 ROAR、RALLIART商品との同時装着に関しては含まれていません。

　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。

【2010年3月中旬発売予定】



¥12,810
【税抜き価格：本体¥11,600＋    ¥600】
［全車］MZ521857
●ラゲッジルームの荷物を外部から遮へいしてプライ
　バシーを守ります。またリヤゲートを開扉するとトノ
　カバーがせりあがり荷物の出し入れに便利です。
　背高ものを積む時には簡単に取外すこともできます。
　ハードタイプ、表面は起毛ブラック色。

トノカバー2

¥15,750
【税抜き価格：本体¥7,800＋    ¥7,200】
［全車］MZ590803
●テールゲートを開けるとゲートトリムの中央にビルト
　インされたLEDランプが点灯。柔らかなブルー光で
　ラゲッジルーム、リヤバンパー上面、さらには足元
　までも照らして、夜間の荷物の積み降ろしを
　サポートします。

ゲートランプ1

¥12,600
【税抜き価格：本体¥12,000】
［全車］MZ522728
●スキー靴やウエットスーツなどの濡れものの積載にも
　便利な縁高タイプ（縁の高さ：約60mm）の樹脂製
　トレイ。ブラック色。
※❼ラゲッジパーティションボックス、❽ラゲッジネットと
　同時使用はできません。

ラゲッジトレイ4

¥6,300（ラグジュアリー）
【税抜き価格：本体¥6,000】［全車］MZ514126

¥5,250（スタンダード）
【税抜き価格：本体¥5,000】［全車］MZ514127
●ＳＵＶにとってラゲッジルームは車室の一部です。
　ラグジュアリー、スタンダードともにフロアマットと
　同生地を使用して、大切なグッズも室内に持ち込む
　気分で積みこめます。
※❸サイドトレイリッド用のマットもセットに含まれています。

ラゲッジマット5

¥19,950
【税抜き価格：本体¥17,800＋    ¥1,200】
［全車］MZ522729
●荷室フロアから後席背面までをカバーする簡易防水
　タイプのソフトカバー。汚れものの積載などに効果的
　です。リヤシートの前倒しやアームレストスルーリッド
　の使用にも対応。ブラック色。
※❸サイドトレイリッド用のカバーもセットに含まれています。

ラゲッジルームカバー6

¥6,720
【税抜き価格：本体¥6,400】
［全車］MZ522734
●伸縮性がよく、いろいろな形の荷物をしっかりと固定
　できます。標準装備のフロアフックを利用します。
※❹ラゲッジトレイ、❼ラゲッジパーティションボックス
　と同時使用はできません。

8 ラゲッジネット

¥3,990（片側１個）
【税抜き価格：本体¥3,800】［全車］（注）
MZ521571（左ボックス用）／MZ521572（右ボックス用）
●カーゴサイドボックス専用のリッド。床面がフラット
　になりラゲッジが広く使えます。ボックス内の小物を
　隠す役目もします。ブラック色の生地貼り。　
（注）左右のリッドを個別に設定しています。プレミアム
        サウンドシステム車はウーファーが装備されている
        ため、右側のカーゴサイドボックスはありません。
   ※ ラゲッジルームの荷室床面のカーペット生地
        とは若干色が異なります。

サイドトレイリッド3

¥16,800
【税抜き価格：本体¥16,000】
［全車］MZ522732
● 積載物の形や大きさに合わせて仕切り板をフレキシ
　ブルに可動できる撥水タイプのソフトボックス。
　非使用時にはコンパクトに折たたむこともできます。
　使用時のサイズ：幅940×奥行400×高さ210(mm)。
　ブラック色。
※❹ラゲッジトレイ、❽ラゲッジネットと同時使用は
　できません。

ラゲッジパーティションボックス7

左ボックス部

右ボックス部

左ボックス用 右ボックス用

※太青字の価格は参考取付工賃を含む消費税込み価格です。  　マークは参考取付工賃［消費税抜き］です。

※写真は説明用のため、画像処理を施しています。

閉扉時

ラグジュアリータイプラグジュアリータイプ

開扉時開扉時

【2010年3月中旬発売予定】



ヘッドライトマナースイッチ

フォグランプスイッチ（注）（注）

オートライトコントロールスイッチ

¥34,650
【税抜き価格：本体¥24,600＋    ¥8,400】
［全車］MZ587353
●左斜め前方の見切りを良くします。キースイッチの
　ON／OFFに連動してポールが伸縮。さらにスモール
　ライトに連動してブルーLEDも点灯します。
※P14❷コーナーポール、❹コーナーセンサー（4コーナー）
　P22フロントビューカメラとの同時装着はできません。

リモコンポール1

¥66,465
【税抜き価格：本体¥52,500＋    ¥10,800】
［全車］MZ607374
●バンパーと障害物の距離を検知して、インジケーター
　と３段階の室内アラーム音で警告します。
※P14❶リモコンポール、❷コーナーポール、P22のフロント
　ビューカメラとの同時装着はできません。

コーナーセンサー（4コーナー）4

¥42,525
【税抜き価格：本体¥34,500＋    ¥6,000】
［全車］MZ607372
●バンパーと障害物の距離を検知して、３段階の室内
　アラーム音で警告します。
※インジケーターは含まれていません。

コーナーセンサー（リヤ2コーナー）5

¥17,850
【税抜き価格：本体¥12,800＋    ¥4,200】
［オートライトコントロール未装着車］MZ590677
●周囲の明るさや暗さを光センサーで検知して、トンネル通過時や日没／夜明けなどでヘッドライトを自動的に点灯／消灯させます。
　ヘッドライトマナースイッチ機能付。

オートライトコントロール7

¥11,340
【税抜き価格：本体¥9,000＋    ¥1,800】
［オートライトコントロール装着車］
MZ590678
●停止時にヘッドライトをワンタッチで消灯でき、
　再発進時には自動点灯して点け忘れを防止します。
　高輝度ヘッドランプ装着車には「停止時の周辺へ
　の配慮」から、このヘッドライトマナースイッチ
　をお奨めします。

ヘッドライトマナースイッチ6

¥17,850
【税抜き価格：本体¥11,000＋    ¥6,000】
［全車］MZ587354
●スモールライトに連動してブルー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。
※P14❶リモコンポール、❹コーナーセンサー（4コーナー）
　P22フロントビューカメラとの同時装着はできません。

コーナーポール2

コーナーセンサーはドライバーの補助として
接近物を室内アラーム音で知らせるもので、
決して衝突警報機の類ではなく、ドライバーの
注意義務を軽減するものではありません。

時代を楽しむために。
「クルマにとって安全こそ何にもまして優先すべきことである」、そう考えると安全装備は少しだけ贅沢をしたくなる。

スムーズにラクに運転できる装置。危険を未然に防ぐ装置。万一に備える装備など純正ならではのアイテムをここにご紹介。

ひとつ装着すると、今よりも、ひとつ安全性が増してくる。

¥64,050
【税抜き価格：本体¥58,000＋    ¥3,000】
［全車］MZ604742
●離れた場所からリモコン操作でエンジンの始動／停止ができます。
　標準装備のセキュリティ機能を損なうことなく装着できるのは、
　車両と同時開発された純正品ならではの性能です。トランスミッター
　へのアンサーバック機能に加えて、電池残量マーク、スイッチロック
　機能、アイドル時間（10分、30分）設定機能も内蔵しています。
※P151213セキュリティーグレードアップとの同時装着はできません。
※本システム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。
　使用時には周囲の安全を十分に確認してください。
　一般公道や閉めきった場所では使用しないでください。
　リモコンエンジンスターターによるエンジン始動中に、キーレス
　エントリーシステムを使用してアンロックした場合はいったんドア
　を開扉してください。
　地域により車両の停止中にみだり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。

リモコンエンジンスターター3

フロント

インジケーター部（4コーナーのみ）

リヤ

◆各商品の適用および注記は三菱自動車 純正用品に関するものであり、 ROAR、RALLIART商品との同時装着に関しては含まれていません。

＜コーナーセンサー作動図＞

40～60cmゆっくりした断続音
30～40cm速い断続音
30cm以内連続音

/////オートライトコントロール//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Off !Off ! On !

（注）フォグランプ無車に装着した場合、フォグランプスイッチは機能しません。
    ※ P6ディーラーオプションのフォグランプにはヘッドライトマナースイッチ機能、オートライトコントロール機能が含まれているものがあります。詳しくはＰ6＜フォグランプ適用一覧＞でご確認ください。
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¥70,140
【税抜き価格：本体￥43,500+取付キット¥12,500＋    ¥10,800】［全車］
 MZ607449（本体）／MZ607450（取付キット）
●衝突や急ブレーキなどクルマに衝撃が加わると、ブザーが鳴ると同時に、その前後計20秒間（前12秒、後8秒）の
　映像、音声、車速、加速度、日時を自動的に保存します。また、手動スイッチでの操作も可能です。
●保存件数は自動検知10件、スイッチ操作5件となります。また、最長20分までの連続動画、最大600枚までの
　静止画も保存できます。パソコン用ビューアーソフト入りのSDカード（1GB）1枚付属。

ドライブレコーダー11

¥18,900
【税抜き価格：本体¥16,800＋    ¥1,200】
［全車］MZ604720
●後続車のヘッドライト光を感知すると自動的に鏡面が
　ブルーに変色して眩しさを防止します。ライト光が強く
　なるほど鏡面のブルー色が濃くなり、ライト光を受けな
　くなると自動的に元に戻ります。高性能ヘッドランプ
　装着車が増えてきた昨今、安全ドライブにも貢献します。
　スイッチ操作により常時OFFも可能。電池タイプの専用
　バッテリー内蔵。
※交換用バッテリー：
　MZ6047201 ¥2,100【税抜き価格：本体¥2,000】

オート防眩ルームミラー8

¥19,950
【税抜き価格：本体¥16,000＋    ¥3,000】
［全車］MZ604752
●シフトを｢Ｒ｣レンジに入れると自動的に左側ドアミラーが
　下方に向き、左後方の安全確認をサポート。駐車時など
　に威力を発揮します。シフトをＲレンジから移動させると
　ドアミラーは元の通常角度に戻ります。
※P1511ドライブレコーダーとの同時装着はできません。

リバースミラーコントローラー9

※P15❾リバースミラーコントローラー、1213セキュリティーグレードアップとの同時装着はできません。
※ビデオ出力コード（MZ607451 ¥2,625/税込み）を接続することにより、記録した映像データをナビゲーションで確認することができます。ただし、純正用品ナビゲーションのビデオ入力端子
　にドライブレコーダーを接続した場合、その他の外部機器を接続することはできません。（MMCS装着車の場合は、必要に応じて車両標準装備の音声／映像入力RCA端子に接続できます。）
※パソコンで確認する場合は、SDカードが認識できるパソコン（Windows2000、XP、Vista、7 ）が必要となります。
※本機は、衝突を検知して映像を記録する装置ですが、すべての状況において映像を記録することを保証するものではありません。
※本機は、完全な証拠としての効力を保証するものではありません。
※LED式信号機を撮影すると、点滅して撮影される場合があります。
※衝撃を感じても映像が記録されなかった場合や記録されたデータが破損していた場合による損害、本機の故障や本機を使用することによって生じた損害については弊社は一切責任を負いません。

※太青字の価格は参考取付工賃を含む消費税込み価格です。  　マークは参考取付工賃［消費税抜き］です。

¥49,980
【税抜き価格：本体¥41,600＋    ¥6,000】
［全車］MZ608051
●ショックセンサーのみ装着します。

セキュリティーグレードアップ（ショックセンサー）12

¥68,880
【税抜き価格：本体¥56,600＋    ¥9,000】
［全車］MZ608052
●ショックセンサー、傾斜センサー、音感センサーの3点をすべて装着します。

セキュリティーグレードアップ（フルキット）13

ショックセンサー 傾斜センサー 音感センサー

※P14❸リモコンエンジンスターター、P1511ドライブレコーダーとの同時装着はできません。
※ON/OFFスイッチはセットに含まれています。ただし、フルキットの各センサーを個別に切り替えることはできません。また、当グレードアップシステムのスイッチで
　車両標準装備のセキュリティーアラームのON/OFFを切り替えることはできません。
※感度調整可能ですが、感度を敏感にするほど犯罪行為以外の様々な要因に反応する場合があります。環境や使用状況に応じた適切な感度設定でご使用ください。
※車両のキーレスオペレーションキーやキーレスエントリーでは感度調整はできません。感度調整は販売会社にお問い合わせください。

●車体に加えられた衝撃や振動を検知。弱い振動では
　警告音、強い衝撃の場合は警報音になります。
　車両盗難だけ
　でなく車上荒
　らし対策にも
　効果的。

●車両の前後方向の傾きを検知して警報します。
　レッカーやジャッキを利用した車両盗難や
　アルミホイール盗難に威力を
　発揮します。傾斜のある
　駐車場でも
　使用可能。

●ガラスが割れたり、キズ付いた時に生じる高周波音を
　検出して警報音を発します。

▲本画像はパソコンビューアー画面のイメージです。

※カメラ部取付位置の例

Security Grade-up 

通常時 後退時 ¥17,850 
【税抜き価格：本体¥14,000＋    ¥3,000】［全車］
MZ569718（ターンランプ無サイドミラー車用）
MZ569753（ターンランプ付サイドミラー車用）
●雨滴を膜のように広げて視界を確保します。高級感
　のあるブルーミラー。左右セット。
※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。
※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。

親水鏡面ドアミラー10

●車両盗難やいたずらを防ぎたい。この声に応えて車両標準装備のセキュリティーアラーム（盗難発生警告装置）をさらに強化させるシステム。
　カーセキュリティーで高い信頼性を誇るKATO-DENKI(加藤電機)との共同開発／セッティングしたものです。
●当グレードアップシステム独自の操作は不要で、車両標準装備のセキュリティーアラームを設定／解除することにより、グレードアップシステムも同時に設定／解除
　されます。また、グレードアップシステムが異常を検知した場合、車両ホーンが警笛し、セキュリティーアラーム作動表示インジケーターも反応します。

未装着時 装着時



ISO FIX対応 チャイルドシート

汎用タイプ チャイルドシート

¥13,860（1個）
【税抜き価格：本体￥12,000＋    ¥1,200】
［キーレスオペレーションシステム装着車］
MZ626032
●ロック／アンロックボタンおよびエマージェンシーキー
 （金属キー）の付いていない簡易タイプのオシャレな
　BEANS（豆）型キーレスオペレーションキー。標準装備
　のキーレスオペレーションキーを含めて４個まで増設
　可能です。ご家族やパートナーの携帯用にお奨めです。

BEANS★KOS11

¥2,625
【税抜き価格：本体￥2,500】
［キーレスオペレーションシステム装着車］
MZ626031
●キーレスオペレーションキーの専用本革ケース。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や
　インジケーター操作が可能。スリーダイヤマーク刻印付。
　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。

キーレスオペレーション用ホルダー12

¥10,290
【税抜き価格：本体¥9,800】
［全車］ MZ521818
●ほ乳びんやオムツなどが収納でき、
　オシャレなトートバッグとして持ち運べます。

ベビー用シートバックポケット6

¥5,670
【税抜き価格：本体¥5,400】
［全車］MZ521882
●お子様の靴による前席背面の汚れを防止。
　2枚セット。色はダークグレー。

キックガード7

¥14,700
【税抜き価格：本体¥14,000】
［全車］ MZ501648
●抗菌加工で丸洗いもOK。折りたためば
　クッションに早変わり。上品な淡いチェック柄。
　後席用。

チャイルドクッションカバー8

¥4,200
【税抜き価格：本体¥4,000】
 ［全車］MZ502369

ペットシートカバー（助手席用）9

¥18,900
【税抜き価格：本体¥18,000】
 ［全車］MZ501577
●ペットによる汚れからシートを守ります。丈夫
　な帆布で、丸洗いもOK。
※後席のシートベルトは使用できません。
※チャイルドシートとの同時装着はできません。

ペットシートカバー（後席用）10

時代を楽しむために。
毎日のくらしを楽しむためにＲＶＲを選んだのだから、小さな家族のために、身近なパートナーのために、

そして愛しいペットのために、安全で快適で便利なアイテムを加えておきたい。みんなが楽しくなるはずだから。

        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。
   ※ 運転する際は急な電池切れに備え、必ずイモビライザー付スペアキーも携行してください。
   ※ 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。
   ※ 11BEANS★KOS に12キーレスオペレーション用ホルダーを装着することはできません。

＜BEANS★KOSについてのご注意＞

◆各商品の適用および注記は三菱自動車 純正用品に関するものであり、 ROAR、RALLIART商品との同時装着に関しては含まれていません。

●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
　できるため、手間が省けて、しかも誤操作による事故が防げます。
　取付けや使用方法については、車両の取扱い説明書およびチャイルドシートの取扱い説明書をご覧ください。
　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。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。
※お子様の年令や体格にあったものをお求めください。
※P1610ペットシートカバー（後席用）との同時装着はできません。

チャイルドシート
（ハーネスフィットロング）

ジュニアシート
（レーマー キッドプラス）

ベビーシート
（レーマー ベビーセーフプレミアム）

チャイルドシートとして

ジュニアシートとして

9kg～18kg

15kg～36kg

前向き

前向き

●

●

●

×

●

●

●

●

●（注）

×

×

●（注）

助手席 後席左右

装着場所
装着向き参考年令体　重品　　名 使用方法

後席中央

1才～7才

3 才～11才

前向き

後向き

ジュニアシートのみ 15kg～36kg 3 才～12 才

ベビーシートのみ 13kg 未満 新生児～1.5 才

¥69,825
【税抜き価格：本体¥66,500】
 MZ525280
※チャイルドシート単体でISO FIX
　装着が可能です。
※汎用タイプの取り付けも可能です。

¥77,175
【税抜き価格：本体¥33,000
＋ISO FIX対応ベース¥40,500】
 MZ525275（ベビーシート本体）
MZ525276（ISO FIX対応ベース）
※ISO FIX対応ベースはMZ525275の
　専用品です。

ISO FIX対応ベビーシート2

¥31,500
【税抜き価格：本体¥30,000】
 MZ525259

チャイルドシート
（ハーネスフィットロング）

3

¥39,900
【税抜き価格：本体¥38,000】
 MZ525270

ジュニアシート
（レーマー キッドプラス）

4

¥34,650
【税抜き価格：本体¥33,000】
 MZ525275

ベビーシート
（レーマー ベビーセーフプレミアム）

5

ISO FIX対応チャイルドシート
（レーマー デュオプラス）

1

ISO FIX 対応チャイルドシート

ISO FIX 対応ベビーシート

ISO FIX 取り付けの場合

汎用取り付けの場合

9kg～18kg

9kg～18kg

9kg 未満

前向き

前向き

後向き

×

●

×

●

●

●

×

●（注）

×

助手席 後席左右

装着場所
装着向き参考年令体　重品　　名

使用方法 後席中央

9ヵ月～4才

9ヵ月～4才

新生児～9ヵ月

（注）後席左右と、後席中央に同時装着できません。

（注）後席左右と、後席中央に同時装着できません。



   

◎「おまかせパック」「お手軽パック」もご用意しています。一部の販売会社では取り扱っていない場合がありますので、詳しくは営業スタッフにお問い合わせください。

¥39,900
【税抜き価格：本体¥38,000】
MZ573325(17インチタイヤ用)

¥37,800
【税抜き価格：本体¥36,000】
MZ573322(16インチタイヤ用)

サイルチェーン14

¥28,350
【税抜き価格：本体¥27,000】
MZ841312LP(17／16インチ共用)

簡易装着チェーン13

¥5,670
【税抜き価格：本体¥5,400】
MZ568213(運転席用：550mm)

¥4,200
【税抜き価格：本体¥4,000】
MZ568099(助手席用：480mm)

¥3,465
【税抜き価格：本体¥3,300】
MZ568254(リヤ用：260mm)

スノーブレード15

¥6,405
【税抜き価格：本体¥6,100】
MZ661080(運転席用：550mm)

¥4,830
【税抜き価格：本体¥4,600】
MZ661077(助手席用：480mm)

ギラレススノーブレード16

¥3,465
【税抜き価格：本体¥3,300】
MZ661230(運転席用：600mm)

¥3,045
【税抜き価格：本体¥2,900】
MZ661234(助手席用：500mm)

ギラレスレインブレード17

¥6,300
【税抜き価格：本体¥6,000】
［全車］MZ610020
●緊急時、車両脱出機能（シートベルトカッター・ドアガラス破砕）と
　二酸化炭素で初期消火する簡易消化具。

消棒RESCUE18

¥3,150
【税抜き価格：本体¥3,000】
［全車］MZ611103
●取扱いが楽な新コンパクトタイプ。収納ケース付。

三角停止表示板19

※太青字の価格は参考取付工賃を含む消費税込み価格です。  　マークは参考取付工賃［消費税抜き］です。

SM ECO SAE OW20
¥5,953（4ℓ）
【税抜き価格：本体¥5,670】3014610
●省燃費対応低粘度エンジンオイル。低粘度、低フリク
　ションを達成させた高性能オイルです。

エンジンオイル1

¥1,412（0.5ℓ）
【税抜き価格：本体¥1,345】 MZ101244
●気が付くと汚れているのがブレーキフルード｡交換する場合､
　必ず指定の同一品をご使用下さい｡

ブレーキフルード2

¥2,394（2ℓエコパック）
【税抜き価格：本体¥2,280】 MZ101075
●50%希釈してありますので、そのまま使用することが
　できます。（寒冷地でもそのままで使用してください。）

スーパーロングライフクーラント プレミアム3

¥945（2ℓ）
【税抜き価格：本体¥900】 MZ101323
●ウォッシャー液も寒冷地対応タイプをお勧め致します。

寒冷地対応ウインドウォッシャー液4

¥735（1本 各色）
【税抜き価格：本体¥700】
●小さな傷も放置しておくと錆の原因になります｡早めの手当
　をお願いします｡そしてなんと言っても愛車の色にピッタリ
　なのは純正ならではです｡

タッチアップペイント5

愛車との相性がよい。だから本来の性能が引き出せる。それが三菱純正用品です。

※延長保証への加入には条件が
　あります。詳しくはスタッフまで
　お問合せください。

メーカー保証
終了後も安心の
延長保証プラン
「つく2保証」

も
ご用意して
おります！

※部品・オイルの交換には別途工賃が必要となります。



●iPodは、著作権のないマテリアル、または法的に複製・再生を許諾されたマテリアルを個人が私的に複製・再生するために使用許諾されるものです。
　著作権の侵害は法律上禁止されています。Apple、iPod、iTunesは米国およびその他の国で登録されているApple Inc. の商標です。
●このカタログでは、iPod接続用アダプタ（ケーブル）には　　　　　 マークを付けています。
　（注）一部対応していない iPodがあります。対象 iPodについては販売会社にお問い合わせください。

2011年7月までに地上アナログテレビ放送は終了し、地上デジタルテレビ放送に完全移行することが国の法令によって定められております。専用の地上デジタルテレビチューナー／テレビアンテナを接続するこにより、
地上デジタルテレビ放送をご覧頂くことが出来ます。（機種によっては地上デジタルテレビチューナーが接続できない場合があります。）

＜＜アナログ放送からデジタル放送への移行について＞＞

保証期間は車両にお取り付けした日から3年間です。
ただし、その期間内でも走行距離が6万kmまでです。
（ナビゲーション本体、オーディオ本体のみの対象となります。）

◆VICS-光／電波ビーコン受信機
¥34,440
【税抜き価格：本体¥29,800＋　¥3,000】
MZ608607
●MMCSに接続することにより詳しいVICS 
　情報を活用したり、渋滞情報を考慮した
　ルート設定ができます。

◆ETC車載器
¥24,465
【税抜き価格：本体¥12,900＋接続ケーブル
¥5,000＋　¥5,400】
MZ608785（本体）
MZ608801（接続ケーブル）

（注）MMCSにはMZ608785 以外のETC
     車載器は接続できません。 
  ※  ETC車載器ご利用には手続き（セットアップ
     ［有料］）およびクレジット会社へのETCカード
       申込が別途必要です。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。
 

◆8型後席モニター
¥87,045
【税抜き価格：本体¥58,500＋取付キット
¥14,000＋映像出力コード¥2,000
＋　¥8,400】
MZ608457（本体） 
MZ608458（取付キット） 
MZ608434（映像出力コード）

¥1,575
【税抜き価格：本体￥1,500】
MZ598355
●ナビゲーション液晶部の傷やホコリ、指紋の
　付着を軽減します。
※MMCSにジャストサイズの専用設計。

◆液晶保護フィルム（MMCS専用）

MMCS・拡張メニュー

>>>>>>>>>>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！<<<<<<<<<<

※太青字の価格は参考取付工賃を含む消費税込み価格です。  　マークは参考取付工賃［消費税抜き］です。

【税抜き価格：本体￥13,900
 ＋　 ¥5,400】
MZ608783（シルバー）
MZ608784（ブラック）

¥20,265

スピーカー内蔵

【税抜き価格：本体￥12,900＋　 ¥5,400】MZ608785
¥19,215
スピーカーなし（MMCS/三菱電機製ナビゲーション接続専用）

三菱電機製（アンテナ別体、表示なしタイプ） 三菱電機製（アンテナ別体、表示なしタイプ）

※ナビゲーションに接続するには接続ケーブルが必要です。（下適用表参照）

■接続ケーブル適用表

［税抜き価格：本体￥9,900］

●MMCS

●三菱電機製AV一体型HDDナビゲーション

対象ナビゲーション
VICS-光/電波ビーコンと
同時装着する場合

VICS-光/電波ビーコンと
同時装着しない場合

MZ608803 ¥10,395
［税抜き価格：本体￥5,000］
MZ608801 ¥5,250

［税抜き価格：本体￥5,000］
MZ608802 ¥5,250

MZ608144／MZ608145

MZ608783 MZ608784

メニュー（自動料金収受システム） ※ETC車載器ご利用には手続き（セットアップ［有料］）およびクレジット会社へのETCカード申込が別途必要です。
　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。
※ETC車載器ご利用には手続き（セットアップ［有料］）およびクレジット会社へのETCカード申込が別途必要です。
　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。
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MMCS装着車用 オーディオレス車用 全車共通

＜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。

ナビゲーションロック
（マックガード製）

ナビゲーション
／オーディオ

◆ナビゲーションロック（マックガード製）
   ¥4,410【税抜き価格：本体￥3,000＋　 ¥1,200】
     ［適用機種：全ナビゲーション ／オーディオ］
   MZ598350
   ●ナビゲーション、オーディオの盗難防止に。
　　ロック2個、警告ステッカー2枚入り。



（注1）iPod接続用ケーブルを使用する場合、USB接続ケーブルおよびビデオ入出力コードが必要となります。
            また、iPod接続用ケーブルはビデオ入出力コードと接続するため、ビデオ入出力コードにお手持ちのビデオ機器などの接続ができなくなります。
（注2）USBデバイスは社外品（別売）となります。また、P18の＜USBデバイス使用時のご注意＞を参照ください。
（注3）SD/SDHCカードは社外品（別売）となります。
（注4）リヤビューカメラ本体の保証期間は車両にお取り付けした日から1年間です。（その期間内でも、走行距離が2万kmまでです。）
（＊1）USBデバイスを使ってパソコンに登録されているMP3/WMAの圧縮オーディオファイルを再生することができます。
（＊2）iPodに同梱のUSB接続ケーブルを使用することにより、iPodを接続することができます。また、タッチパネル操作にも対応しています。
            ただし、iPodのビデオファイル再生には対応していません。
（＊3）本ケーブルを使用することにより、iPodのビデオファイル再生が可能となります。ただし、一部のiPodのビデオファイル再生には対応していません。
（＊4）ビデオ入出力コードを装着することで、お手持ちの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。
（＊5）Bluetoothアダプタを内蔵しており、ハンズフリー通話、オーディオ再生、オンライン交通情報検索が可能です。
          【オンライン交通情報検索とは：交通情報センターから高精度・広範囲な交通情報をリアルタイムに取得し、目的地へより早く到着できるルート
             検索が可能です。】
     ※   リヤビューカメラ画面時、ガイドラインを表示することができます。ただし、ガイドラインを表示するためには設定が必要となります。
     ※   MDソース機器の追加設定はできません。
     ※   フィルムタイプTVアンテナは構成品に含まれております。
     ※   B-CASカードリーダーはナビゲーション本体に内蔵しています。

AV一体型ナビゲーション・メニュー

※フィルムタイプTVアンテナは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。

　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ビデオ画面は映らず、音声のみとなります。）

（注1）USBデバイスは社外品（別売）となります。また、P18の＜USBデバイス使用時のご注意＞を参照ください。
（注2）SD/SDHCカードは社外品（別売）となります。
（＊1）USBデバイスを使ってパソコンに登録されているMP3/WMA/AACの圧縮オーディオを再生することが
            できます。また、iPod接続用ケーブルも同梱しています。（iPodのビデオファイル再生には対応していません。）
（＊2）タッチパネル、音声の他、別売のハンドルリモコン／ナビリモコンでも操作ができます。
（＊3）携帯電話接続ケーブルを接続することにより、ハンズフリー通話や新譜の楽曲情報取得が可能になります。
（＊4）ナビゲーションの外部入力（RCA）端子にお手持ちのビデオ機器やポータブルオーディオなどの接続が
            可能ですが、追加でビデオ入力コードを地上デジタルTVチューナーに装着することも可能です。
（＊5）Bluetoothアダプタを内蔵しており、ハンズフリー通話が可能です。ただし、オーディオ再生には対応して
            いません。
     ※   MDソース機器の追加設定はできません。
     ※   フィルムタイプTVアンテナは構成品に含まれております。

HDDナビ
＋
地デジ

希望
小売価格
［税抜き］

品　　　　名

地上デジタルTVチューナー取付キット
VICS-光/電波ビーコン受信機
USB 接続アダプタ                          （＊1）
ハンドルリモコン                            （＊2）
ナビリモコン                                   （＊2）

ビデオ入力コード                            （＊4）

7 型 AV 一体型 HDDナビゲーション＆
地上デジタルTVチューナーセット 

MZ598338
MZ608607
MZ608166
MZ608167
MZ608177
MZ608168
MZ608169
MZ605168

○［¥3,000］
［¥29,800］
［¥12,800］
［¥6,000］
［¥4,000］

［¥2,700］

MZ608145 ［¥233,000］

［¥236,000］
［¥16,200］
¥264,810 

構成品合計価格［税抜き］
参考取付工賃［税抜き］

システム合計価格（税込み）

部品番号
VICS
光 / 電波
ビーコン

○

○

○

［¥29,800］
［¥3,000］
¥34,440 

USB
接続
アダプタ

ナビ
リモコン

○

［¥12,800］
［¥2,400］
¥15,960 

○

［¥4,000］
ー       
¥4,200 

携帯電話接続ケーブル
（＊3）

FOMA 用
CDMA 1X WIN 用

携帯電話
接続
ケーブル

○

ハンドル
リモコン

［¥6,000］
［¥1,200］
¥7,560 

［¥4,800］
［¥2,400］
¥7,560 

○
［¥2,700］
ー       
¥2,835 

ビデオ
入力コード

［¥4,800］

iPod対応

地上デジタルTVチューナー機能

ナビゲーション機能

その他拡張機器

4チューナー
＆

4アンテナ

（別売）

AV一体型HDDナビゲーション ＆ 地上デジタルTVチューナーセット

>>>>地デジ、Bluetooth 搭載！ステアリングリモコンにも対応した純正ならではの操作性を実現 <<<<

>>>>>>>>>>”使いやすくて満足機能”リヤビューカメラもセットしたお得なメモリーナビ<<<<<<<<<<

AV一体型メモリーナビゲーション（地上デジタルTVチューナー内蔵） ＆ リヤビューカメラセット

■7型AV一体型HDDナビゲーション
　＆地上デジタルTVチューナーセット  MZ608145

メモリーナビ
＋

リヤカメラ

希望
小売価格
［税抜き］

品　　　　名

オーディオ変換ハーネス
VICS-光/電波ビーコン受信機
USB 接続ケーブル                                                （＊1,2）
iPod 用接続用ケーブル（ビデオ用）                   （＊3）（注1）
ビデオ入出力コード                                        （＊4）（注1）
ナビリモコン                                         

7 型 AV 一体型メモリーナビゲーション＆
リヤビューカメラセット

MZ608724
MZ608172
MZ608165
MZ608171
MZ608468
MZ608173

○［¥700］
［¥26,200］
［¥2,000］
［¥7,000］
［¥3,000］
［¥6,000］

MZ608143 ［¥200,000］

［¥200,700］
［¥18,000］
¥229,635 

構成品合計価格［税抜き］
参考取付工賃［税抜き］

システム合計価格（税込み）

部品番号
VICS
光 / 電波
ビーコン

○
○
○
○ ○

○

○

［¥26,200］
［¥3,000］
¥30,660 

USB
接続
ケーブル

iPod
接続用
ケーブル

ビデオ
入出力
コード

ナビ
リモコン

○

［¥2,000］
［¥2,400］
¥4,620 

［¥12,000］
［¥3,600］
¥16,380 

［¥3,000］
［¥1,200］
¥4,410 

［¥6,000］
ー       
¥6,300 

iPod対応

iPod対応

■7型AV一体型メモリーナビゲーション
　＆リヤビューカメラセット  MZ608143

約30

（別売）（注1）（別売）（＊2） （＊5）（＊2） （＊2） （別売）

ナビゲーション機能

その他拡張機器地上デジタルTVチューナー機能

（別売）（別売） （別売）（別売） （注3） （＊5）（注2）

◆各商品の適用および注記は三菱自動車 純正用品に関するものであり、 ROAR、RALLIART商品との同時装着に関しては含まれていません。

（P18）（P22） （P22） （P22） （P22）

（P22） （P22）

（注2）

■ステアリングリモコンスイッチ
（詳しくはP22参照）

■ハンドルリモコン
　三菱電機オリジナル。
　ステアリングホイールに装着
　できるリモコン。

■ナビリモコン
　後席からでも操作可能なリモコン。

（注4）



AV一体型ナビゲーション・メニュー

AV一体型HDDナビゲーション （地上デジタルTVチューナー内蔵）

（注1）USBデバイス使用時はBluetoothアダプタおよび携帯電話接続ケーブルを接続することはできません。また、Bluetoothアダプタと携帯電話接続ケーブルを
            同時装着することはできません。 
（注2）USBデバイスは社外品（別売）となります。また、＜USBデバイス使用時のご注意＞を参照ください。
（＊1）iPodのビデオファイル再生およびタッチパネル操作が可能です。ただし、一部iPodのビデオファイル再生には対応していません。
（＊2）Bluetoothアダプタもしくは携帯電話接続ケーブルを接続することにより、ハンズフリー通話や新譜の楽曲情報取得、スマートループ渋滞情報取得が可能に
            なります。また、Bluetoothアダプタは音楽再生にも対応しています。【スマートループ渋滞情報とは：全国約70万km（通常のVICSの約10倍）の渋滞情報を
            取得可能。より広範囲で正確な渋滞情報を取得することで目的地へより早く到着できるルート探索が可能。】
（＊3）USBデバイス（社外品：別売）を使って、パソコンに登録されているMP3/WMAの圧縮オーディオファイルを転送することができます。
           ただし、転送後はUSBデバイス内のデータは削除されます。
（＊4）地図更新用バージョンアップDVD-ROMを2010/2011年度版の2回分無償提供いたします。ただし、お客様登録が別途必要となります。
　 ※   MDソース機器の追加設定はできません。
　 ※  フィルムタイプTVアンテナは構成品に含まれています。
　　※   B-CASカードリーダーはナビゲーション本体に内蔵しています。
　 ※   無償の地図更新につきましてはパイオニア（株）が運営・実施いたします。

■7型AV一体型HDDナビゲーション　
MZ608142

ナビゲーション機能

地上デジタルTVチューナー機能 その他拡張機器

地図更新
2回無償

（＊4）4チューナー
＆

4アンテナ

構成品合計価格［税抜き］

参考取付工賃［税抜き］

システム合計価格（税込み）

品　　　　　名 部品番号 希望小売価格
［税抜き］

7型AV一体型HDDナビゲーション  

オーディオ変換ハーネス

VICS-光/電波ビーコン受信機

iPod接続用ケーブル                       （＊1）

Bluetoothアダプタ                （注1）（＊2）

FOMA用

CDMA 1X/WIN用

携帯電話接続ケーブル
（注1）（＊2）

MZ608142

MZ608724

MZ608496

MZ608178

MZ608179

MZ608157

MZ608159

［¥263,000］

［¥700］

［¥20,000］

［¥4,500］

［¥15,000］

［¥5,000］

［¥4,500］

［¥1,200］

¥5,985  

○

○

iPod
接続用
ケーブル

［¥15,000］

［¥1,200］

¥17,010  

Bluetooth
アダプタ

［¥5,000］

［¥1,200］

¥6,510  

○

携帯電話
接続
ケーブル

［¥20,000］

［¥3,000］

¥24,150  

○

VICS
光/電波
ビーコン

○
○

［¥263,700］

［¥12,000］

¥289,485  

AV一体型
HDD

ナビゲーション

※フィルムタイプTVアンテナは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。

　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ビデオ画面は映らず、音声のみとなります。）

＜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。

■7型AV一体型HDDナビゲーション　
MZ608131

（注1）USBデバイスは社外品（別売）となります。また、＜USBデバイス使用時のご注意＞を参照ください。
（注2）SD/SDHCカードは社外品（別売）となります。
（＊1）USBデバイスを使って、パソコンに登録されているMP3/WMA/AACの圧縮オーディオファイルをナビゲーションのHDDに転送することができます。
（＊2）iPodのビデオファイル再生およびタッチパネル操作が可能です。ただし、一部iPodのビデオファイル再生には対応していません。                      
（＊3）ビデオ入出力コードを装着することで、お手持ちの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。
（＊4）Bluetoothアダプタを内蔵しており、ハンズフリー通話、オーディオ再生、オンライン交通情報検索が可能です。【オンライン交通情報検索とは：交通情報
           センターから高精度・広範囲な交通情報をリアルタイムに取得し、目的地へより早く到着できるルート検索が可能です。】
（＊5）地図更新用バージョンアップDVD-ROMを2011年度版の1回分無償提供いたします。ただし、お客様登録が別途必要となります。
　 ※　MDソース機器の追加設定はできません。
　 ※   フィルムタイプTVアンテナは構成品に含まれています。                      
　 ※   B-CASカードリーダーは助手席シート下に装着します。
　 ※   無償の地図更新につきましてはクラリオン（株）が運営・実施いたします。

ナビゲーション機能

地上デジタルTVチューナー機能 その他拡張機器

4チューナー
＆

4アンテナ

構成品合計価格［税抜き］

参考取付工賃［税抜き］

システム合計価格（税込み）

品　　　　　名 部品番号 希望小売価格
［税抜き］

7型AV一体型HDDナビゲーション  

オーディオ変換ハーネス

VICS-光/電波ビーコン受信機

USB接続ケーブル                           （＊1）

iPod接続用ケーブル                       （＊2）

ビデオ入出力コード（20cm）          （＊3）

ナビリモコン

MZ608131

MZ608724

MZ608172

MZ608165

MZ608170

MZ608468

MZ608173

［¥260,000］

［¥700］

［¥26,200］

［¥2,000］

［¥9,800］

［¥3,000］

［¥6,000］

iPod
接続用
ケーブル

［¥2,000］

［¥2,400］

¥4,620  

○

USB
接続
ケーブル

［¥9,800］

［¥2,400］

¥12,810  

○

ビデオ
入出力
コード

［¥3,000］

［¥1,200］

¥4,410  

○

［¥6,000］

ー        

¥6,300  

○

ナビ
リモコン

［¥26,200］

［¥3,000］

¥30,660  

○

VICS
光/電波
ビーコン

○
○

［¥260,700］

［¥12,600］

¥286,965  

AV一体型
HDD

ナビゲーション

（別売）（別売）（別売） （＊4）（別売）（注1） （注2）

約
6

>>>>>>>>>>地デジ、高精細 VGAモニター搭載。操作性を追求したHDDナビゲーション<<<<<<<<<<

>>>地デジ、VGAモニターに加えてオンライン交通情報検索機能も搭載。先進のハイスペックモデル <<<

◆各商品の適用および注記は三菱自動車 純正用品に関するものであり、 ROAR、RALLIART商品との同時装着に関しては含まれていません。

（P22） （P22） （P22）

（P22） （P22） （P22）

（別売）（別売）（注1,2）（＊3）

約

地図更新
1回無償

（＊5）



>>>タッチパネル、音声操作に加え、純正ならではのステアリングリモコンにも対応 <<<

>>>>>>地デジ＋DVD対応、iPodの接続もOK! 楽しさ充実のメモリーナビ<<<<<<

>>>>>>>>>>>>>>カンタン操作とお手頃価格のエントリーモデル <<<<<<<<<<<<<<

AV一体型HDDナビゲーション（ワンセグ TVチューナー内蔵）

■7型AV一体型HDDナビゲーション　
MZ608144

（注1）USBデバイスは社外品（別売）となります。また、＜USBデバイス使用時のご注意＞を参照ください。
（注2）SD/SDHCカードは社外品（別売）となります。　
（＊1）USBデバイスを使ってパソコンに登録されているMP3/WMA/AACの圧縮オーディオを再生すること
           ができます。また、USB接続アダプタにはiPod接続用ケーブルも同梱しています。（iPodのビデオ
           ファイル再生には対応していません。）
（＊2）タッチパネル、音声の他、別売のハンドルリモコン／ナビリモコンでも操作ができます。
（＊3）携帯電話接続ケーブルを接続することにより、ハンズフリー通話や新譜の楽曲情報取得が可能になります。 
（＊4）Bluetoothアダプタを内蔵しており、ハンズフリー通話が可能です。ただし、オーディオ再生には対応
           していません。
　 ※   MDソース機器の追加設定はできません。
　　※   フィルムタイプTVアンテナは構成品に含まれています。

ナビゲーション機能

ワンセグTVチューナー機能 その他拡張機器

構成品合計価格［税抜き］

参考取付工賃［税抜き］

システム合計価格（税込み）

品　　　　　名 部品番号 希望小売価格
［税抜き］

7型AV一体型HDDナビゲーション

VICS-光/電波ビーコン受信機

USB接続アダプタ

ハンドルリモコン

ナビリモコン

FOMA用

CDMA 1X/WIN用
携帯電話
接続ケーブル（＊3）

MZ608144

MZ608607

MZ608166

MZ608167

MZ608177

MZ608168

MZ608169

［¥196,000］

［¥29,800］

［¥12,800］

［¥6,000］

［¥4,000］

［¥4,800］

USB
接続用
アダプタ

［¥12,800］

［¥2,400］

¥15,960  

○

携帯電話
接続
ケーブル

［¥4,000］

ー         

¥4,200  

○

ナビ
リモコン

［¥4,800］

［¥2,400］

¥7,560  

○

［¥6,000］

［¥1,200］

¥7,560  

ハンドル
リモコン

○

［¥29,800］

［¥3,000］

¥34,440  

○

VICS
光/電波
ビーコン

○

［¥196,000］

［¥9,000］

¥215,250  

AV一体型
HDD

ナビゲーション

（＊2）

（＊2）

（＊1）

（別売）（＊2） （別売）（＊2） （＊2） （＊4）（注2）（別売）（注1）

AV一体型メモリーナビゲーション（地上デジタルTVチューナー内蔵）

AV一体型メモリーナビゲーション（ワンセグ TVチューナー内蔵）

■7型AV一体型メモリーナビゲーション　
MZ608133

（注1）SDカードスロットはナビゲーション専用となります。
（＊1）iPodの音楽を再生することができます。また、タッチパネル操作にも対応しています。ただし、iPodのビデオファイル再生には対応していません。                      
（＊2）ビデオ入力コードを装着することで、お手持ちの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。
　 ※   VICS-光/電波ビーコン受信機の追加設定はできません。
　 ※   MDソース機器の追加設定はできません。
　　※   フィルムタイプTVアンテナは構成品に含まれています。
　　※   B-CASカードリーダーはナビゲーション本体に内蔵しています。

ナビゲーション機能

地上デジタルTVチューナー機能 その他拡張機器

構成品合計価格［税抜き］

参考取付工賃［税抜き］

システム合計価格（税込み）

品　　　　　名 部品番号 希望小売価格
［税抜き］

7型AV一体型メモリーナビゲーション

オーディオ変換ハーネス

iPod接続用ケーブル

ビデオ入力コード（30cm）

MZ608133

MZ608724

MZ608174

MZ605169

［¥164,000］

［¥700］

［¥6,000］

［¥2,000］

［¥2,000］

［¥1,200］

¥3,360  

○

ビデオ
入力
コード

［¥6,000］

［¥2,400］

¥8,820  

○

iPod
接続用
ケーブル

○
○

［¥164,700］

［¥10,800］

¥184,275  

AV一体型
メモリー

ナビゲーション

（＊1）

（＊2）

■7型AV一体型メモリーナビゲーション　
MZ608134

（注1）SDカードスロットはナビゲーション専用となります。
（＊1）iPodの音楽を再生することができます。また、タッチパネル操作にも対応しています。ただし、iPodのビデオファイル再生には対応していません。                     
（＊2）ビデオ入力コードを装着することで、お手持ちの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。
　 ※   映像出力機能がないため、8型後席モニターを接続することはできません。
　 ※   VICS-光/電波ビーコン受信機の追加設定はできません。
　 ※   MDソース機器の追加設定はできません。
　　※   フィルムタイプTVアンテナは構成品に含まれています。

ナビゲーション機能

ワンセグTVチューナー機能 その他拡張機器

構成品合計価格［税抜き］

参考取付工賃［税抜き］

システム合計価格（税込み）

品　　　　　名 部品番号 希望小売価格
［税抜き］

7型AV一体型メモリーナビゲーション

オーディオ変換ハーネス

iPod接続用ケーブル

ビデオ入力コード（30cm）

MZ608134

MZ608724

MZ608175

MZ605169

［¥89,000］

［¥700］

［¥6,000］

［¥2,000］

［¥2,000］

［¥1,200］

¥3,360  

○

ビデオ
入力
コード

［¥6,000］

［¥2,400］

¥8,820  

○

iPod
接続用
ケーブル

○
○

［¥89,700］

［¥9,000］

¥103,635  

AV一体型
メモリー

ナビゲーション

（＊1）

（＊2）

（別売）（注1） （別売）

（別売） （別売）

4チューナー
＆

4アンテナ

（P22） （P22） （P22）

（P22） （P22） （P22）

（P22）（P18）（P22） （P22） （P22） （P22）

（注1）

■ステアリングリモコンスイッチ
（詳しくはP22参照）

■ハンドルリモコン
　三菱電機オリジナル。
　ステアリングホイールに装着
　できるリモコン。

■ナビリモコン
　後席からでも操作可能なリモコン。



AV一体型ナビゲーション・拡張機器メニュー

>>>>>>>>>>>>>>>ハンドルを握ったまま。オーディオ系を手元でらくらく操作<<<<<<<<<<<<<<<

適用機種：MZ608131

適用機種：MZ608131/MZ608143

¥30,450［除くMMCS装着車］
【税抜き価格：本体¥20,000＋　¥9,000】
MZ607461（本体） 

●バックギアに連動して、リヤビューカメラの画像が割り込み表示されます。
※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 は必ずドライバー本人が行いながら十分に注意して運転してください。 

適用機種：MZ608144

適用機種：MZ608144/MZ608145

地上デジタルTVチューナー

フロントビューカメラ リヤビューカメラ

8型後席モニター

※本画像はイメージです。

（注1）MITSUBISHIナビゲーション（MZ608144）に地上
           デジタルTVチューナー（MZ605192）を装着すると、
           P19掲載の地上デジタルTVチューナーセット
         （MZ608145）と同システムとなります。
（注2）ECLIPSEナビゲーション（MZ608134）は地上デジ
           タルTVチューナー（MZ605192）のタッチパネル操作
           には対応していません。            
（＊1）ビデオ入力コード（MZ605168 ¥2,835/税込み）を
           装着することで、お手持ちの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。
    ※   フィルムタイプTVアンテナは構成品に含まれています。

●フロントビューカメラスイッチを押すことにより、フロントビューカメラ画面を表示します。
（注1）リヤビューカメラと同時装着する場合、別途リヤビューカメラ電源ボックスキット（MZ607444 
         ¥13,650/税込み）が必要となります。また、参考取付工賃はプラス¥1,260/税込みとなります。
   ※  ディーラーオプションのコーナーセンサー（4コーナー）、リモコンポール、コーナーポールとの同時装着
         はできません。              
   ※  フロントビューカメラ表示状態で走行すると、ナビゲーションの自車位置表示がずれることがあります。              
   ※  フロントビューカメラ画像表示時にリヤビューカメラのガイド線や後方注意を促す文章を表示する
         ナビゲーションもあります。
   ※  フロントビューカメラは、夜間や雨天時は見えにくくなる場合があります。              
   ※  フロントビューカメラは、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。              

（注1）

（別売＊1）

（注2）

4チューナー
＆

4アンテナ

適用機種：
MZ608133/MZ608134/MZ608142
MZ608144/MZ608145

適用機種：
MZ608131/MZ608133/MZ608142
MZ608143/MZ608144/MZ608145

適用機種：
MZ608133/MZ608134/MZ608142
MZ608144/MZ608145

¥45,360［除くMMCS装着車］
【税抜き価格：本体¥20,000＋電源ボックスキット
¥13,000＋　¥10,200】
MZ607461（本体）
MZ607444（電源ボックスキット） 

¥50,715［除くMMCS装着車］
【税抜き価格：本体¥26,000＋電源ボックス¥5,900
＋取付キット¥8,000＋　¥8,400】
MZ607378（本体）／MZ607379（電源ボックスキット）
MZ598343（取付キット） 

¥89,040
【税抜き価格：本体¥65,000＋取付キット¥3,000＋接続ケーブル¥3,000＋電源ケーブル¥3,000＋　¥10,800】
MZ605192（本体）／MZ598338（取付キット）／MZ605197（接続ケーブル）／MZ605200（電源ケーブル） 

適用機種：MZ608134 （注2）

¥91,140
【税抜き価格：本体¥65,000＋取付キット¥3,000＋接続ケーブル¥6,000＋ビデオ入力コード¥2,000＋　¥10,800】
MZ605192（本体）／MZ598338（取付キット）／MZ605199（接続ケーブル）／MZ605169（ビデオ入力コード） 

¥53,865［除くMMCS装着車］
【税抜き価格：本体¥26,000＋電源ボックス¥5,900
＋取付キット¥8,000＋カメラ入力ケーブル¥3,000＋　¥8,400】
MZ607378（本体）／ MZ607379（電源ボックスキット）
MZ598343（取付キット）／ MZ607376（カメラ入力ケーブル） 

¥84,945
【税抜き価格：本体¥58,500＋取付キット¥14,000＋　¥8,400】
MZ608457（本体） 
MZ608458（取付キット）
※Clarionナビゲーション（MZ608131/MZ608143）に接続する場合は、
　別途ビデオ入出力コード（MZ608468 ¥3,150/税込み）が必要となります。
※ECLIPSEナビゲーション（MZ608133）に接続する場合は、別途ビデオ
　出力コード（MZ608176 ¥2,100/税込み）が必要となります。

◆各商品の適用および注記はRVR三菱自動車 純正用品に関するものであり、 ROAR、RALLIART商品との同時装着に関しては含まれていません。

（クルーズコントロール付車）
¥11,025
【税抜き価格：本体¥7,500＋　¥3,000】
MZ608690

（クルーズコントロール無車）
¥12,285
【税抜き価格：本体¥7,500＋　¥4,200】
MZ608690

●適用ナビゲーションのオーディオモード（ラジオ、DISC、iPodなど）、
　音量調整、曲の送り／戻しなどが手元で行なえます。
※ラジオのAM/FM切り換えはできません。
※モードによっては　　  ボタンの操作ができない機能があります。
※MMCS装着車のステアリングリモコンスイッチと同等品です。
　ただし、操作できる機能は異なります。

∧

∧

■MZ605192

グレードアップスピーカー・メニューツィーター

❶16cmスピーカー（＊） 
　MZ596805
・16cm2WAY
・35W入力
・ウーファー部：ファイバーコーン
・ツィーター部：2.5cmロータリーツィーター
　                             （ハードドームタイプ）
（＊）2個セットとなります。

❷16cmスピーカー（＊） 
　MZ595735
・16cm2WAY
・30W入力
・ウーファー部：パールマイカ
                     ＋PPハイブリッドコーン
・ツィーター部：2.5cmPEIバランスドーム
（＊）2個セットとなります。

❸16cmスピーカー（＊） 
　MZ594808
・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
（＊）2個セットとなります。

（注1）

4スピーカー車を

6スピーカー車にする

ツィーターと迫力の

16cmグレードアップ

スピーカーを用意。 ¥12,180［オーディオレス車］
【税抜き価格：本体¥8,000＋取付キット¥1,800＋　¥1,800】
MZ594801（本体）
MZ598366（取付キット）
※6スピーカー装着車のツィーターと同等品です。

ステアリングリモコンスイッチ



>>>1DINから2DINタイプまで、カセットからUSBまで。用途やお好みに合わせてお選びください <<<

適用機種：MZ595590/MZ595591

❶iPod接続用アダプタ

¥18,690
【税抜き価格：本体¥13,000＋    ¥4,800】 
MZ607411

適用機種：MZ595593/MZ595575
　　　　   MZ595576/MZ595594

❺iPod接続用ケーブル

¥2,100
【税抜き価格：本体¥2,000】 
MZ607448

適用機種：MZ595581/MZ595588

❸iPod接続用アダプタ

¥17,640
【税抜き価格：本体¥12,000＋    ¥4,800】 
MZ607412

適用機種：MZ595590

❷外部入力（ステレオミニプラグ）ケーブル

¥7,245
【税抜き価格：本体¥4,500＋    ¥2,400】 
MZ608645

❶2DIN-MD/CDチューナーアンプ

¥45,045
【税抜き価格：本体¥39,800
＋変換ハーネス¥700＋    ¥2,400】
MZ595589（本体）
MZ608724（変換ハーネス）

❶2DIN-CD/USBチューナーアンプ

¥47,355
【税抜き価格：本体¥42,000
＋変換ハーネス¥700＋    ¥2,400】
MZ595593（本体）
MZ608724（変換ハーネス）

❻1DIN-CDチューナーアンプ

¥21,210
【税抜き価格：本体¥17,100
＋変換ハーネス¥700＋    ¥2,400】
MZ595596（本体）
MZ608724（変換ハーネス）

❷2DIN-MD/CDチューナーアンプ

¥46,305
【税抜き価格：本体¥41,000
＋変換ハーネス¥700＋    ¥2,400】
MZ595575（本体）
MZ608724（変換ハーネス）

❸2DIN-CD/カセットチューナーアンプ

¥42,105
【税抜き価格：本体¥37,000
＋変換ハーネス¥700＋    ¥2,400】
MZ595576（本体）
MZ608724（変換ハーネス）

❹1DIN-CD/USBチューナーアンプ

¥29,925
【税抜き価格：本体¥25,400
＋変換ハーネス¥700＋    ¥2,400】
MZ595594（本体）
MZ608724（変換ハーネス）

❸1DIN-CDチューナーアンプ

¥26,880
【税抜き価格：本体¥22,500
＋変換ハーネス¥700＋    ¥2,400】
MZ595591（本体）
MZ608724（変換ハーネス）

❷1DIN-MD/CDチューナーアンプ

¥54,915
【税抜き価格：本体¥49,200
＋変換ハーネス¥700＋    ¥2,400】
MZ595590（本体）
MZ608724（変換ハーネス）

音場
調整機能

音場
調整機能

音場
調整機能

音場
調整機能

音場
調整機能

音場
調整機能

★約1,000種類のバリアブルカラーイルミネーションを搭載★

❻iPod接続用アダプタ

¥15,540
【税抜き価格：本体¥10,000＋    ¥4,800】 
MZ607413

※外部入力（RCA）ケーブルとの同時装着は
　できません。

（注2） （注2） （注2）

（注2）iPodとUSBデバイスの同時接続はできません。

適用機種：MZ595581/MZ595588

❹外部入力（RCA）ケーブル
 ¥6,720
【税抜き価格：本体¥4,000＋    ¥2,400】 
 MZ608564

❼外部入力（RCA）ケーブル
 ¥5,460
【税抜き価格：本体¥2,800＋    ¥2,400】 
 MZ608561

※iPod接続用アダプタとの同時装着はできません。

適用機種：MZ595575/MZ595576

適用機種：MZ595593/MZ595595

※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おりません。
※USBマスストレージクラスに対応し、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デバイス使用時のご注意＞

音場
調整機能

音場
調整機能

❺1DIN-CD/USBチューナーアンプ

¥25,725
【税抜き価格：本体¥21,400
＋変換ハーネス¥700＋    ¥2,400】
MZ595595（本体）
MZ608724（変換ハーネス）

音場
調整機能

（注1）（注1）

（注1）（注1）（注1）

オーディオ・メニュー （注1）1DINオーディオを1台のみ装着する場合、別途1DINアクセサリーボックス（MB877180）およびスクリュ（MB409437×4本）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。
  

（注1）1DINオーディオを1台のみ装着する場合、別途1DINアクセサリーボックス（MB877180）およびスクリュ（MB409437×4本）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。
  

❶2DIN-MD/CDチューナーアンプ

¥44,730
【税抜き価格：本体¥39,500
＋変換ハーネス¥700＋    ¥2,400】
MZ595581（本体）
MZ608724（変換ハーネス）

❷2DIN-CD/カセットチューナーアンプ

¥42,630
【税抜き価格：本体¥37,500
＋変換ハーネス¥700＋    ¥2,400】
MZ595588（本体）
MZ608724（変換ハーネス）

音場
調整機能

音場
調整機能

（別売）（別売）（別売） （別売）（別売）

（別売）（別売）（別売）（別売）（別売）（注2） （別売）（注2）

（別売） （別売）（注2）

（別売）（別売）

※太青字の価格は参考取付工賃を含む消費税込み価格です。  　マークは参考取付工賃［消費税抜き］です。

※標準スピーカーと交換装着になります。
※メーカーオプションのプレミアム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。          

■フロント＆リヤ4スピーカー装着メニュー
希望

小売価格
［税抜き］

品　　　名 部品番号
グレードアップ4スピーカー

carrozzeria KENWOOD Clarion

スピーカーマウント

16cmコアキシャル
スピーカー

❶carrozzeria
❷KENWOOD
❸Clarion

MZ596805
MZ595735
MZ594808
MZ594774

［¥20,000］
［¥11,000］
［¥8,800］
［¥3,800］

構成品合計価格［税抜き］
参考取付工賃［税抜き］

システム合計価格（税込み）

○×2

○×2
［¥47,600］
［¥6,000］
¥56,280 

○×2

○×2
［¥29,600］
［¥6,000］
¥37,380 

○×2
○×2

［¥25,200］
［¥6,000］
¥32,760 

////////////////////////////

///////////////////////////
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◎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。
◎保証期間はご購入から1年間（期間内でも走行距離が2万kmまで）となります。
　ただし、ナビゲーション本体、オーディオ本体のみ保証期間は3年間（期間内でも走行距離6万kmまで）となります。
◎本カタログの太青字の表示価格は2010年2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（6,000円／時間）
　＋消費税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。
◎撮影のための小道具は商品に含まれておりません。
◎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。

＜三菱自動車 純正用品（P2～P23）に関するお取り扱い上の注意事項＞ 

※ROAR商品、RALLIART商品に関するお取り扱い上の注意、お問い合わせ窓口、保証 についてはP24～P27をご参照ください。

〒108-8410 東京都港区芝5丁目33番8号

〒108-0014 東京都港区芝5丁目33番7号

純正用品製造事業者

三菱自動車カーライフプロダクツ ホームページ
（2010年2月中旬 開設予定）


