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世界のオフロードを制覇してきたパジェロの優れたDNAは、

アクセサリーパーツにも受け継がれ、ひとつひとつに息づいています。

過酷な状況下でこそ発揮される信頼耐久性と品質の高さ。

もっと自然の懐に飛び込むための強さと緻密さ。

全てが、あなたのパジェロのために。

EXCITING TOUGHNESS

逞しく。
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装着用品 ナンバープレートフレーム（メッキ）、リヤスキッドプレート、リヤデフレクター、リヤアンダーミラー、エクシードバイザー、
アルミホイール、スペアタイヤカバー、マフラーカッター

【税抜き価格：本体¥46,000＋　¥1,800】
MZ575770［全車］

フロントスキッドプレート
¥50,190

●オフロード走行時に岩や石などのヒットからボディ下面を保護。エンジンの冷却を妨げない導風口を併設。
　本格オフローダーとしての精悍さも一段と強調します。信頼性と軽量を両立させるアルミ製。
※標準装備のアンダーカバーと交換装着となります。

【税抜き価格：本体¥37,000＋　¥1,800】
 MZ574619［全車］

リヤスキッドプレート
¥40,740

●後退時に岩などとの接触からリヤボディ下面を保護。
　スキッド（滑り）性能を高めるフラット形状。アルミ製。

【税抜き価格：本体¥53,000＋　¥3,000】
 MZ575773［全車］

スタイルドバンパープロテクター
¥58,800

●前方に大きく張り出しバンパー前面（バンパーグリル部）をがっちりと
　ガードすると同時に、本格オフローダーとしての風格を誇示します。
　樹脂製、ソフト仕上げ。
※フロントビューカメラとの同時装着はできません。

※トレーラーヒッチメンバーとの同時装着はできません。

【税抜き価格：本体¥37,000＋　¥6,000】 ［全車］
MZ531380（ショート）
MZ531381（ロング）

マッドフラップ（アルミプレート仕様）
¥45,150

●石や泥はねからボディを守ります。リヤはロゴをデザインした
　アルミプレート付き。パジェロの逞しさを一段と強調します。
　フロント・リヤ左右セット。

【税抜き価格：本体¥32,000＋　¥6,000】 ［全車］
 MZ531382（ショート）
MZ531383（ロング）

マッドフラップ
¥39,900

●石や泥はねからボディを守ります。リヤはロゴをプリントして
　パジェロの存在感を強調します。
　フロント・リヤ左右セット。

マークは参考取付工賃［税抜き］です。※青太字の価格は参考取付工賃を含む消費税込み価格です。 3◎掲載写真は、実物とイメージや仕様が異なる場合があります。



【税抜き価格：本体¥70,000
＋　¥1,800】
 MZ547832［全車］

スペアタイヤケース（メッキ）
¥75,390

●リヤビューをスタイリッシュに引き締め
　ます。タイヤ裏面もカバーするシェル
　タイプ。ABS樹脂製。前面はメッキ仕
　上げ、裏面はブラック。

【税抜き価格：本体¥38,000
＋　¥1,200】
MZ547842［全車］

スペアタイヤケース
¥41,160

●前面：樹脂成形、裏面：塩ビ
　レザーでタイヤをしっかり
　と包むと同時に、リヤスタ
　イルをドレスアップ。後続
　車にもパジェロの強い印
　象を与えます。

【税抜き価格：本体¥68,000＋　¥1,800】［全車］
 MZ547833（ク－ルシルバーメタリック）
 MZ547834（プラチナベージュメタリック）

スペアタイヤケース（塗装）
¥73,290

● 塗装を施してより高級感を実現、リヤスタイルに気品を生み出します。タイヤ裏面もカバーする
　シェルタイプ。ABS樹脂製。

メッシュグリル

●メッキを施した高品質メッシュネットとカラーキーフレームの組み合わせ。
　スポーティ感、高級感を表現します。ボディカラー対応、部番は下記参照。
MZ575749（ウォームホワイトパール）
MZ575750（クールシルバーメタリック）
MZ575756（クォーツブラウンメタリック）
MZ575980（ダイヤモンドブラックマイカ）
MZ575981（ホワイトソリッド）

写真はMZ547834

【税抜き価格：本体¥88,000＋　¥3,000】
 MZ575774［全車］

ビレットグリル
¥95,550

【税抜き価格：本体¥38,000＋　¥2,400】［全車］
¥42,420

●横桟を基調にしてフロントグリルのワイド感と精悍さを強調しながら、
　桟と桟の間隔を狭めて優雅な気品も感じさせます。
　アルミ削り出し風へアライン仕上げ。
※メッシュグリルとの同時装着はできません。

※ビレットグリルとの同時装着はできません。

【税抜き価格：本体¥6,000
 MZ547831［全車］

スペアタイヤカバー
¥7,560

●タイヤを包んで風雨から守るだけでなく、
　さりげないドレスアップになります。塩ビレザー製。
※装着用のゴムにゆるみなどがないか、
　走行前に必ず確認してください。

＋　¥1,200】

※装着用のゴムにゆるみなどが
　ないか、走行前に必ず確認し
　てください。

写真はMZ547833

マークは参考取付工賃［税抜き］です。※青太字の価格は参考取付工賃を含む消費税込み価格です。4



「オフロードの雄」として世界を制したパジェロは、

その一方で屈強のユーティリティ・カーとしても愛されてきました。

毎日の暮らしの中で役立つクルマとして、

もっと機能的に、もっと使いやすく、そしてもっと美しく。

専用のドレスアップアイテムが、

あなたのダンディズム精神に語りかけます。

E X C I T I N G  B E AU T Y

美しく。

5



S P O R T Y華麗に。
まず機能的であること。そのうえでより美しく、よりスタイリッシュにドレスアップすること。

これがパジェロ・アクセサリーの基本哲学。

【税抜き価格：本体¥55,000＋　¥4,800】
［SUPER EXCEED、VR-Ⅱを除く全車］

リヤデフレクター
¥62,790

●ルーフから流れてくる空気を整流して、リヤウインドウに
　ホコリなどが付着するのを抑えます。PP樹脂製。
　ボディカラー対応、部番は右記参照。

MZ574421（ウォームホワイトパール）
MZ574420（クールシルバーメタリック）
MZ574506（プラチナベージュメタリック）
MZ574507（クォーツブラウンメタリック）
MZ574650（ダイヤモンドブラックマイカ）
MZ574651（ホワイトソリッド）

【税抜き価格：本体¥40,000＋　￥4,800】
 MZ581909［全車］

フォグランプ（イエロー）
¥47,040 

●実用性の高いイエロー光。イエローコーティングレンズ
　＋ホワイトバルブ。
※デイタイムランニングライトとの同時装着はできません。
※標準装備のフォグランプと交換装着となります。

【税抜き価格：本体¥25,000＋　￥4,800】
 MZ583010［全車］

デイタイムランニングライト
¥31,290 

●昼間走行時に点灯して、車両および歩行者の視認性を
　高めます。イグニッションキーのACCポジションで点灯、
　スモールライトを点灯させると自動消灯します。夜間点灯は
　できません。
※フォグランプ、コーナーセンサー（4コーナー）、
　フロントビューカメラとの同時装着はできません。

※リヤアンダーミラーとの同時装着も可能です。

【税抜き価格：本体¥33,800＋　￥4,800】
 MZ581894［全車］

イルミネーション付フォグランプ
¥40,530

●スモールライトに連動してブルー光のイルミネーションが
　リング状に点灯する幻想的でスタイリッシュなフォグランプ
　（H8 12V35W）。オンロード/オフロード両方のドライブ
　シーンにマッチします。標準装備のフォグランプ（55W）との
　交換用。
※フォグランプ点灯時はイルミネーションは消灯します。

【税抜き価格：本体￥5,500＋　¥2,400】
 MZ580135［全車］

PREMIUM LED ウェッジバルブ
¥8,295

●標準ポジションランプのバルブと交換し、高輝度ＬＥＤ
　による色温度:4,800K（ケルビン）の鮮やかな光でド
　レスアップを図ります。T10規格、ホワイト光。

※ポジションランプ以外には使用しないでください。

【税抜き価格：本体￥15,000＋　¥2,400】
 

PREMIUM LED バックアップランプバルブ
¥18,270

●185ルーメン（T20規格）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。
　標準バックランプのバルブと交換装着。２個セット。

MZ580137［全車］
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【税抜き価格：本体¥36,000＋　¥4,200】
 MZ556902
［16インチタイヤ装着車］

アルミホイール（16インチ・12本スポーク）
¥42,210（1本）

●16インチ×7JJ、インセット：46mm、
　PCD：139.7mm。標準装備の補修品。

【税抜き価格：本体¥36,000＋　¥4,200】
 MZ556468
［16インチタイヤ装着車］

アルミホイール（16インチ）
¥42,210（1本）

●16インチ×7JJ、インセット：46mm、
　PCD：139.7mm。標準装備の補修品。

【税抜き価格：本体¥30,000＋　¥4,800】
 MZ550400［3ウェイ2トーン車を除くロング］

ストライプテープ（ピンタイプ）
¥36,540

●シャープなピンラインとグレーのドットとの組み合わせ。ボディサイドをぴしっと引き締めます。左右セット。

【税抜き価格：本体¥15,000＋　¥2,400】
 MZ550401［全車］

ストライプテープ（ロゴタイプ）
¥18,270

●厚みのあるハイボスカルに英文ロゴを印刷。力強く存在感を発揮します。左右セット。

【税抜き価格：本体¥6,000＋　¥1,200】
 MZ556520
［全車］

ホイールロックナット（マックガード製）
¥7,560

●独自の花形レンジパターンにより、アルミホイールの盗難を防止。
　フラットナット用、1台分／4個セット。スチール製、クロムメッキ仕上げ。
※スペアタイヤには使用できません。

写真は拡大したものです。 ロングボディに装着した場合。

ショートボディに装着した場合。

※ドアエッジモールとの同時装着はできません。 ※ロングボディ車についてはドアエッジモールとの同時装着はできません。

【税抜き価格：本体¥40,000＋　¥4,200】
 MZ556467
［17インチタイヤ装着車］

アルミホイール（17インチ）
¥46,410（1本）

●17インチ×7     JJ、インセット：46mm、
　PCD：139.7mm。標準装備の補修品。

1 2 ●17インチ×7     JJ、インセット：46mm、
　PCD：139.7mm。標準装備の補修品。

1 2

【税抜き価格：本体¥40,000＋　¥4,200】
 MZ556496
［17インチタイヤ装着車］

アルミホイール（17インチ・7本スポーク）
¥46,410（1本）

●18インチ×7     JJ、インセット：46mm、
　PCD：139.7mm。標準装備の補修品。

1 2

【税抜き価格：本体¥42,000＋　¥4,200】
 MZ556011
［18インチタイヤ装着車］

アルミホイール（18インチ・12本スポーク）
¥48,510（1本）

●18インチ×7     JJ、インセット：46mm、
　PCD：139.7mm。標準装備の補修品。

1 2

【税抜き価格：本体¥42,000＋　¥4,200】
 MZ556497
［18インチタイヤ装着車］

アルミホイール（18インチ・9本スポーク）
¥48,510（1本）

マークは参考取付工賃［税抜き］です。※青太字の価格は参考取付工賃を含む消費税込み価格です。 7



G UA R D & M A K E - U P

精悍に。
いつまでも使いやすく、

いつまでもきれいであってほしい。

愛着がわけばわくほど、この想いは強くなる。

快適なパジェロ・カーライフのための

アクセサリーパーツ。

【税抜き価格：本体¥6,500＋　¥2,400】
 MZ536190［ロング］

ドアエッジモール
¥9,345

●ドア開扉時の小さな接触からドアエッジを守ります。
　ステンレス製。フロント／リヤ左右セット。

【税抜き価格：本体¥4,000＋　¥1,200】
 MZ536189［ショート］

ドアエッジモール
¥5,460

●ドア開扉時の小さな接触からドアエッジを守ります。
　ステンレス製。左右セット。

【税抜き価格：本体¥6,000＋　¥1,200】［全車］
 MZ569433（フロント左右セット）
 MZ569434（リヤ左右セット）

メッキドアハンドルプロテクター
¥7,560

●ドアハンドル部の凹部に装着してキーやツメなどによる
　きず付を防ぎます。ABS樹脂製、クロームメッキ仕上げ。
　

【税抜き価格：本体¥15,000＋　¥3,000】
 MZ574623［全車］

リヤアンダーミラー
¥18,900

●アームが長くスペアタイヤ後方まで目視できます。
　

【税抜き価格：本体¥8,500＋　¥1,200】
 MZ576220［SUPER EXCEEDを除く全車］

メッキミラーカバー
¥10,185

●ABS 樹脂製、メッキ仕上げ。交換タイプ。左右セット。

【税抜き価格：本体¥13,000＋　¥1,800】
 MZ576217［EXCEED、GR］

サイドドアガーニッシュモール
¥15,540

【税抜き価格：本体¥10,000＋　¥1,800】
 MZ576216［ショート］

¥12,390

●ボディサイドを保護するとともに、ドレスアップのポイントにもなります。樹脂製、貼付けタイプ。

マフラーカッター
¥10,185

●パイプエンドを引き締めるストレートタイプ。
   ステンレスパイプ製。

【税抜き価格：本体¥8,500
 MZ574514（ロングディーゼル車）
 MZ574513（ロングガソリン車）
 MZ574512（ショート全車）

＋　¥1,200】［全車］

写真はMZ574513

可視範囲の目安

※リヤデフレクターとの同時装着も可能です。

※ロングについては、SUPER EXCEEDに標準装備されているものと同一品。

※ロングボディ車1台分（フロント／リヤ左右セット）の場合は
　MZ569433＋MZ569434（¥15,120／税込み）となります。

※ストライプテープとの同時装着はできません。

※SUPER  EXCEEDに標準装備されているものと同一品。
※当商品にはターンランプは含まれておりません。
　写真はターンランプ付車両で撮影したものです。
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【税抜き価格：本体¥30,000＋　¥4,800】
 MZ590785［全車］

サイドステップイルミネーション
¥36,540

●乗車または降車時にブルーイルミが点灯し、サイドステップを照らします。

エクシードバイザー
¥33,180

●雨天走行時の室内換気に便利。セミワイドタイプ、
　微スモーク色アクリル製。フロント／リヤ左右セット。

【税抜き価格：本体¥28,000
 MZ562901［ロング］

＋　¥3,600】

エクシードバイザー
¥19,320

●雨天走行時の室内換気に便利。セミワイドタイプ、
　微スモーク色アクリル製。左右セット。

【税抜き価格：本体¥16,000
 MZ562900［ショート］

＋　¥2,400】

ボディカバー
¥31,500 

●砂やホコリからボディを守ります。防炎仕様。

【税抜き価格：本体¥30,000】
MZ541711［ロング］
¥29,400 
【税抜き価格：本体¥28,000】
MZ541710［ショート］

※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、コーナーポールは収納してください。

ナンバープレートフレーム（メッキ）+ナンバープレートロックボルト

¥8,500 MZ572537［全車］
【税抜き価格：本体￥8,096】

●ナンバープレートフレーム（メッキ）２枚（フロント／リヤ）と
　ナンバープレートロックボルト（マックガード製）の３点セット。

ナンバープレートフレーム（メッキ）MZ572523×２枚 ¥6,300【税抜き価格：本体¥3,000×２枚】＋
ナンバープレートロックボルト（マックガード製）MZ572530 ¥3,150【税抜き価格：本体¥3,000】

※単品設定もあります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※リヤに装着する場合、ナンバープレート封印前に装着してください。
※字光式ナンバープレートには使用できません。

単品合計価格 ¥9,450【税抜き価格：本体¥9,000】のところ、
お得なセット価格に。

マークは参考取付工賃［税抜き］です。※青太字の価格は参考取付工賃を含む消費税込み価格です。 9



DRIVING PLEASURE

自
在
に
。

都市を縫う。荒野を駆ける。

パジェロを自在に操る楽しさは計り知れない。

このコックピットを個性でクリエイトすると

夢はさらに広がる。

※標準装備のウッド調パネル色とは若干異なります。
●高品質の本木削り出しとアルミの組み合わせ。やさしく温かい木の感触が格別です。

ウッドシフトノブ

¥38,640
【税抜き価格：本体¥35,000
 MZ527585［A/T車］

＋　¥1,800】
¥21,210
【税抜き価格：本体¥19,000
 MZ527512［全車］

＋　¥1,200】
¥31,920
【税抜き価格：本体¥28,000
 MZ527514［全車］

＋　¥2,400】

革巻シフトノブ

¥36,540
【税抜き価格：本体¥33,000
 MZ527586［A/T車］

＋　¥1,800】
¥20,160
【税抜き価格：本体¥18,000
 MZ527513［全車］

＋　¥1,200】

●本格スポーツを感じさせる本革巻とアルミの組み合わせ。手のひらにしっくりとなじみます。

¥30,870
【税抜き価格：本体¥27,000
 MZ527515［全車］

＋　¥2,400】

（A/Tシフトノブ） （トランスファーシフトノブ） （サイドブレーキレバーグリップ）

（A/Tシフトノブ） （トランスファーシフトノブ） （サイドブレーキレバーグリップ）

※標準装備の革巻ステアリングとは風合いが若干異なります。
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●乗降時にボディを保護するステンレス製のプレートです。
　ロゴは滑り止めテープ。フロント左右セット。

スカッフプレート
¥15,540
【税抜き価格：本体¥13,000
 MZ527517［ロング］

＋　¥1,800】

イルミネーション付スカッフプレート
¥34,440

●ルームランプと連動して点灯するイルミネーションが、
　ロゴを透過します。リヤのロゴ付プレートとセット。

【税抜き価格：本体¥28,000
 MZ527518［SUPER EXCEEDを除くロング］

＋　¥4,800】

¥32,760

●ルームランプと連動して点灯するイルミネーションが、 
　ロゴを透過します。

【税抜き価格：本体¥27,000
 MZ527524［ショート］ 

＋　¥4,200】

室内イルミネーション
¥5,670

●標準装備のLEDイルミネーション（オレンジ色）をブルー色に変更します。
運転席足もと  助手席足もと  2列目中央足もと

【税抜き価格：本体¥3,000
 MZ590822［全車］

＋　¥2,400】

LEDルームランプ

¥16,590
【税抜き価格：本体¥14,000
 MZ527516［ショート］

＋　¥1,800】

ステップマット
¥11,340

●毛足がループタイプで靴底の泥とり効果が高いマット。
　しかも汚れても取外して手軽に水洗いができます。
　ロングボディ車のリヤスカッフ部に装着。色はブラック。

【税抜き価格：本体¥9,000
 MZ511704［ロング］

＋　¥1,800】

本革グリップカバー
¥14,280

●手にやさしい本革の感触。シルバー色のステッチ入りで
　高級感のあるデザインです。乗降用グリップに装着。
　フロント用左右２個セット。

【税抜き価格：本体¥11,800
 MZ525646［全車］

＋　¥1,800】

ロングのフロント点灯時 写真はMZ527517

消灯時

リヤ

※ロングボディ車の場合、フロント左右のみの装着となります。
　リヤは ステップマットをおすすめします。

※リヤのロゴ付プレートは含まれません。

●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。車両の電気制御に合わせて
　開発された専用ユニットです。

【税抜き価格：本体￥8,500＋　¥1,200】
MZ590788［全車］

¥10,185（LEDユニット2個／セット）

※ロングには合計５個、ショートには合計４個のＬＥＤルームランプが必要です。
※ディーゼル車に装着した場合、ＬＥＤの特性上、若干のちらつきが発生することがあります。

【税抜き価格：本体￥4,800＋　¥1,200】
MZ590790［全車］

¥6,300（LEDユニット1個／セット）

▲標準バルブ

▲LEDユニット▲写真はロング

11マークは参考取付工賃［税抜き］です。※青太字の価格は参考取付工賃を含む消費税込み価格です。



シートカバー（本革調／ブラック）
●スポーティなブラック色。素材は吸湿性、透湿性に優れた
　プロテインレザー。ビニールレザーのように背中がムレれません。
　さらっとした肌ざわりと裏面パッドによる柔らかな感触が味わえます。

●気品のあるベージュ色。素材は吸湿性、
　透湿性に優れたプロテインレザー。
　ビニールレザーのように背中がムレれません。
　さらっとした肌ざわりと裏面パッドによる
　柔らかな感触が味わえます。

シートカバー（本革調／ベージュ）

ハーフカバー（レース）

¥105,840
シートカバー
　（本革調／ブラック）

※本革シート車にはシートカバーの設定はありません。ハーフカバーをご利用ください。
※サイドエアバッグ付車（メーカーオプション）についてはシートカバーは装着できません。ハーフカバーをご利用ください。

■シートカバー／ハーフカバー適用表 （フロントシート／セカンドシートのセットです。ロングではサードシート用の設定はありません。） 

＋　¥4,800】【税抜き価格：本体¥96,000
¥105,840

＋　¥4,800】【税抜き価格：本体¥96,000

パワーシート無車パワーシート有無

ボディタイプ ロング ショート

運転席パワーシート付車 運転席パワーシート付車パワーシート無車

MZ501582 MZ501583 MZ501580 MZ501581

¥105,840
シートカバー
　（本革調／ベージュ）

＋　¥4,800】【税抜き価格：本体¥96,000

MZ501584 MZ501585

¥57,540
シートカバー
　（ファブリック／グレイ）

＋　¥4,800】【税抜き価格：本体¥50,000
¥57,540

＋　¥4,800】【税抜き価格：本体¥50,000

MZ501588 MZ501589 MZ501586 MZ501587

¥57,540
シートカバー
　（ファブリック／ベージュ）

＋　¥4,800】【税抜き価格：本体¥50,000

MZ501590 MZ501591

¥23,520
ハーフカバー
　（レース）

＋　¥2,400】【税抜き価格：本体¥20,000

MZ508933

¥23,520
＋　¥2,400】【税抜き価格：本体¥20,000

MZ508932

カーテンセット 
¥46,410
【税抜き価格：本体¥40,000
 MZ517489［カーテンエアバッグ付車を除くロング］
●遮光性のよい暗幕タイプ。リヤドア／クォーター／バック ドアウインドウセット（手動式）。  

＋　¥4,200】

UV&IRカットフィルム
¥36,540
【税抜き価格：本体¥24,000
MZ518862（クリアタイプ）
MZ518872（スモークタイプ）
●UV&IRカットフィルムを貼ることで、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。

＋　¥10,800】［ロング］

本革クリーナー
¥5,250
【税抜き価格：本体¥5,000】
 ＭＺ100885［全車］
●ビタミンＥ配合により皮革をしなやかに
　保ちながら、汚れをスッキリ落とす本革
　クリーナーと、車内カーペットマット等に
　ご利用いただける、安全・安心のユーカ
　リ成分消臭抗菌剤のセット。

シートカバー（ファブリック／グレイ）
●爽やかな麻のような肌ざわりの生地を
　使用したカジュアルなシートカバー。
　ブラックインテリアにマッチします。

シートカバー（ファブリック／ベージュ）
●爽やかな麻のような肌ざわりの生地を
　使用したカジュアルなシートカバー。
　ベージュインテリアにマッチします。

カーテン生地アップ

※本革クリーナーは用品のシートカバー（本革調）にも使用できます。本革クリーナーは
　スウェード、バックスキン等の皮革、及びスウェード調人工皮革には使用しないで下さい。
　ユーカリ消臭抗菌剤は絹、レーヨン等水に弱い布製品や毛皮、革製品には
　使用しないで下さい。

有害な紫外線を99％以上カットするので、女性やお子様のお肌もこれで安心。
赤外線も効率よくカットして夏の車内温度の上昇を抑え、冷房効率を向上させます。

フィルム貼り付け位置

直射日光
紫外線 赤外線

皮膚

ワンタッチサンシェード
¥12,600

●パジェロ専用形状で、フロントガラ
　スとフロントドアガラスをぴたりと
　覆い、駐車時の日除けやプライバ
　シー保護などに役立ちます。雨滴
　感応式ワイパーのセンサー付車に
　も対応。ポリエステル製。

【税抜き価格：本体¥12,000】［全車］
 MZ518068（ロング）
 MZ518067（ショート）

モスキートネット
¥10,710

●蚊や虫の侵入を防ぎ、車外のさわやかな風を入れる車両用の網戸です。
　アイドリングせずに、車内での快適な仮眠をサポートしますので、環境にも
　やさしい商品です。また、使用しない時はコンパクトに折りたたむことが
　できます。フロントドア左右セット。専用収納袋付き。

【税抜き価格：本体¥10,200】
 MZ518074［ロング車］

※当品を装着したまま走行しないでください。
※ワンタッチサンシェードと同時に使用することはできません。

※モスキートネットと同時に使用する
　ことはできません。
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COMFORT 
AMENITY 

歓
び
。
オフローダーであっても

爽快なロングドライブをしたい。

時にはリビングのような

くつろぎも欲しい。

より快適な空間のために、

素材とデザインにこだわった

シートカバー。

チャイルドクッションカバー
¥15,750
【税抜き価格：本体¥15,000】 
 MZ501556［全車］
 ●食べこぼしなどからシートを守ります。抗菌加工で
　丸洗いもOK。折りたたんで収納するとクッションに。
　上品な淡いチェック柄。セカンドシート用。

収納時

CHILD-SEAT

【税抜き価格：本体¥66,500】
¥69,825

汎用タイプ チャイルドシート

ISO FIX対応チャイルドシート（テザーアンカー対応）　

ISO FIX対応チャイルドシート
   （レーマー デュオプラス）

【税抜き価格：本体¥38,000】
 MZ525270

¥39,900
ジュニアシート（レーマー キッドプラス）

【税抜き価格：本体¥33,000】
 MZ525277

¥34,650
ベビーシート（レーマー ベビーセーフプレミアムSHR2）

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。

【税抜き価格：本体¥33,000＋ISO FIX対応ベース¥40,500】
¥77,175
ISO FIX対応ベビーシート

MZ525277（ベビーシート本体）
MZ525276（ISO FIX対応ベース）
※ISO FIX対応ベースはMZ525277の専用品です。

使用方法

ジュニアシートのみ

ベビーシートのみ

サード
シート

15kg～36kg 3才～12才

13kg未満 新生児～1.5才 後向き

体　　重 参考年令 セカンドシート
助手席

左右 中央

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SHR2） （注3） （注2）

（注1）

（注3）

（注4,5）

（注4）

（注1）サードシートはロングのみ。チャイルドシートは2席同時には装着できません。
（注2）サードシートにベビーシート（レーマー ベビーセーフプレミアムSHR2）を装着する際は、ヘッドレストを外して、シートバックを最後傾に調節してください。
（注3）セカンドシート左右と中央に同時装着することはできません。
（注4）セカンドシート左側（シートバック４分割側）に取り付けた場合、タンブルが不可能となり、サードシートへの乗降ができなくなります。 
（注5）助手席にISO FIX対応チャイルドシート（レーマー デュオプラス）またはジュニアシート（レーマー キッドプラス）を装着した場合は
　　 セカンドシート左側への装着はできません。

品　　名

品　名 体　重

ISO FIX対応
チャイルドシート

 9kg～18kg

ISO FIX対応ベビーシート

ISO FIX取付の場合

使用方法

汎用取付の場合  9kg～18kg

13kg未満

参考年令 

   9ヵ月～4才

   9ヵ月～4才

新生児～1.5才

装着向き

前向き

後向き

前向き

装着向き

前向き

助手席

装着場所

装着場所

×

×

○

セカンド
シート左

×

○

○

セカンド
シート右

○

○

○

セカンド
シート中央

×

×

○ ○

サード
シート

×

×

（注1）サードシートはロングのみ。チャイルドシートは2席同時には装着できません。 
（注2）セカンドシート左右と、セカンドシート中央に同時装着できません。 

（注1）

（注2）

　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。
※取り付けにより、ヘッドレストが干渉する場合は、ヘッドレストの高さを調整するかヘッドレストを取り外してご使用ください。
※お子様の年令や体格にあったものをお求めください。
※ドッグシートカバー（セカンドシート用）との同時装着はできません。

●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。

マークは参考取付工賃［税抜き］です。※青太字の価格は参考取付工賃を含む消費税込み価格です。 13



SPACE UTILITY愉しみ。
室内やラゲッジの使いやすさも性能のひとつ。実用性と独創性を盛り込んだ
オリジナル・アイテムで、一段と性能アップを図りたい。

フロアマット（デラックス）
¥48,510

●毛足が長く重厚感のあるカーペットタイプ。消臭機能付。

【税抜き価格：本体¥45,000
 MZ511701［ロング］

＋　¥1,200】

¥47,460
【税抜き価格：本体¥44,000
 MZ511700［ショート］

＋　¥1,200】

※ロングボディ車のサードシート用フロアマット
　（ラゲッジマット兼用）は別売。

※ロングボディ車のサードシート用フロアマット
　（ラゲッジマット兼用）は別売。

フロアマット（スタンダード）
¥38,010
【税抜き価格：本体¥35,000
 MZ511803［ロング］

＋　¥1,200】

¥36,960
【税抜き価格：本体¥34,000
 MZ511802［ショート］

＋　¥1,200】

ラゲッジマット（デラックス）
¥25,410

●フロアマット（デラックス）と共生地。

【税抜き価格：本体¥23,000
MZ514556［ロング］

＋　¥1,200】

※サードシート用フロアマットも兼用します。

ラゲッジマット（スタンダード）
¥19,110

●フロアマット（スタンダード）と同色同素材。

【税抜き価格：本体¥17,000
 MZ514559［ロング］

＋　¥1,200】

※サードシート用フロアマットも兼用します。

¥17,010

●カーペットタイプ。

ラゲッジマット（ショート専用）

【税抜き価格：本体¥15,000
 MZ514558［ショート］

＋　¥1,200】

ラゲッジトレイ
¥19,950

●ラゲッジフロア全体を覆う縁高のトレイ。ウエット
　スーツやスキー靴などの濡れものも積み込めます。
　荷物が滑りにくい表面加工。PP樹脂製。

【税抜き価格：本体¥19,000】［全車］
 MZ522713（ロング）
 MZ522712（ショート） ラゲッジパーティションボックス

¥16,800

●ライフスタイルや積載物に合わせて、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。
　非使用時はコンパクトに折たたむことも可能です。

【税抜き価格：本体¥16,000】
 MZ522732［全車］
 

■フロアマット構成品（ロング車の場合）

●重厚感のあるカーペットタイプ。室内を豪華な雰囲気に仕立てます。

収納例

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。

エッセンシャルアロマオイル
¥1,260

●ポータブルアロマディフューザー用オイル。アロマディフュ―ザー
　セットの補充用オイル。オイルパッド1枚付。1本、5ｍl。

【税抜き価格：本体￥1,200】

 MZ600235（覚醒ミント）　　MZ600236（禁煙ハーブ）　
MZ600237（クールグリーン）
MZ600238（フレッシュシトラス）
MZ600239（ハッピーオレンジ）
MZ600240（リラックスラベンダー）
MZ600241（original aroma of MITSUBISHI）　

DC12Vアダプター
¥2,100

●車両のシガーソケットやパソコンなど
　のＵＳＢ端子に接続すれば、ポータブ
　ルアロマディフュ―ザーを電池不要
　で使うことができます。ポータブルア
　ロマディフュ―ザーに充電池をセット
　している場合には充電します。

【税抜き価格：本体¥2,000】

ポータブルアロマディフューザー
¥5,775
【税抜き価格：本体¥5,500】［全車］

※アロマオイルは含まれません。別売の エッセンシャルアロマオイルからお選びください。

●気軽に車内から持ち出せて、いつでも好きな香りが楽しめます。ヒーター＆ファンにより香りの
　拡散力をアップ。３段階の強弱調整機能付。カラード本革ケースとオリジナル本革ストラップ
　付。オイルパッド１枚入り。本体サイズ：95×35×12mm、本体重量：40g（電池、本革ケース、
　ストラップを除く）、３時間オートパワーオフ機能内蔵。電源（別売）：DCアダプター、ACアダプ
　ター、単四電池２本。

MZ600210（レッド）
MZ600211（ホワイト）
MZ600212（ミントグリーン）
MZ600213（オーシャンブルー）
MZ600214（アースオーカー）
MZ600215（ブラック）

［ポータブルアロマディフューザー、アロマディフューザーセット用］

※同梱されているオイルパッドは アロマディフューザーセット用となります。

［ポータブルアロマディフューザー専用］

 
MZ600220

DC12Vアダプター
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ユーティリティフック
¥7,770
【税抜き価格：本体¥5,000
 

＋　¥2,400】

ラゲッジフロアフック
¥5,145
【税抜き価格：本体¥2,500
 MZ521640［全車］

＋　¥2,400】

●各種インナーシステムの取付ベースとなるフック。
　5個セット。

トノカバー
¥15,750
【税抜き価格：本体¥15,000】 
 MZ521860［ロング］
●ラゲッジルームのプライバシーを守ります。
   非使用時には丸めて収納可能。

パーティションネット
¥17,850
【税抜き価格：本体¥17,000】 
 MZ521863［サンルーフ
装着車およびカーテンエアバッグ付車を除く全車］
●セカンドシートまたはフロントシートの後ろに装着して
　荷物がキャビンに倒れ込むのを防ぎます。
※装着にはユーティリティフック（アッパーサイド）とラゲッジ
　フロアフックが必要です。
※ショートボディではフロントシートの後ろにのみ装着できます。
※ロングボディでフロントシートの後ろに装着する場合は、
　セカンドシートを折りたたむ必要があります。

ロッドホルダー
¥6,300
【税抜き価格：本体¥6,000】 
 MZ521865
［後席9インチワイド液晶ディスプレイ装着車、
サンルーフ装着車およびカーテンエアバッグ付車を
除くロング］

ヘッドスペースネット
¥10,500
【税抜き価格：本体¥10,000】 
 MZ521867
［後席9インチワイド液晶ディスプレイ装着車、
サンルーフ装着車およびカーテンエアバッグ付車を
除くロング］

¥9,975
【税抜き価格：本体¥9,500】 
 MZ521866［ショート］

●フィッシングロッド5本を積載できます。

●頭上のスペースを活用して、帽子や衣装などの収納
　スペースを作ります。ロッドホルダー付（3本積載可能）。

ラゲッジネット
¥6,300
【税抜き価格：本体¥6,000】 
 MZ521638［全車］

ゴルフバッグ固定ベルト
¥6,300
【税抜き価格：本体¥6,000】 
 MZ521868［ロング］

●荷物がずれないように固定するだけでなく、
　アイデア次第でラゲッジルームを有効活用できます。
　ラバー製。

●ゴルフバッグ（最大4バッグ）をしっかりと固定できます。
　4つのバックル付で、バッグ1セットずつの積み込み、
　取り出しも自由自在。

※装着にはユーティリティフック（アッパーサイド）が必要です。
※セカンドシート上部に装着し使用している時は
　セカンドシートには乗車できません。

※標準装備のラゲッジルームフックだけでも使用可能です。※装着にはユーティリティフック（ロアサイド）が必要です。
※サードシートを取外して使用します。

※装着にはユーティリティフック（アッパーサイド）が必要です。
※セカンドシート上部に装着し使用している時は
   セカンドシートには乗車できません。

※装着にはユーティリティフック（ロアサイド）が必要です。

MZ521890（アッパーサイド4個セット）
［サンルーフ装着車およびカーテン
エアバッグ付車を 除くロング］  
 MZ521891（ロアサイド4個セット） 
［ロング全車］

¥7,770
【税抜き価格：本体¥5,000
 

＋　¥2,400】

［サンルーフ装着車およびカーテンエア
バッグ付車を除くショート］ 

MZ521861（アッパーサイド4個セット） 
 

●各種インナーシステムの
　取付ベースとなるフック。 

※下記の ヘッドスペースネット ロッドホルダー パーティションネット  トノカバー ゴルフバッグ固定ベルト ラゲッジネットの
　装着には ユーティリティフックが必要です。

＜装着イメージ：Lo時LED点灯＞ ＜装着イメージ：Hi時LED点灯＞

■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。

AC100Vアダプター
¥2,100

●家庭用の100Ｖコンセントでポータブ
　ルアロマディフュ―ザーを室内で使
　うことができます。充電池の充電にも
　対応。

【税抜き価格：本体¥2,000】
 

●オイルパッド5枚入り。

交換用オイルパッド
¥315
【税抜き価格：本体¥300】
MZ600222（ポータブルアロマディフューザー用）
MZ600223（アロマディフューザーセット用）
 

アロマディフューザーセット

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）　

　

　

¥3,150

●シガーソケット用のアロマディフューザー。車内でお気に入りのアロマの香りを楽し
　めます。本体は高級感のあるブラック本革巻きで、使用時に光る先端のクリア部分
　にクロームカラーのスリーダイヤマーク入り。OFF／Lo／Hiの切り替えスイッチ付き、
　2時間オートパワーオフ機能内蔵。オイルパッド1枚付。

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）

※セットにはアロマオイルが1本含まれています。補充用には エッセンシャルアロマオイルを
　ご使用ください。

【税抜き価格：本体￥3,000】［全車］
［ポータブルアロマディフューザー専用］
MZ600221

AC100Vアダプター

マークは参考取付工賃［税抜き］です。※青太字の価格は参考取付工賃を含む消費税込み価格です。 15
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ベースキャリア（ルーフレール無車）
¥29,190

●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。

【税抜き価格：本体¥23,000
 MZ532093

＋　¥4,800】

ベースキャリア（ルーフレール付車）
¥24,570

●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。

【税抜き価格：本体¥21,000
 MZ532094

＋　¥2,400】

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）
¥20,160

●スキ－6セットまたはスノーボード4台積み。

【税抜き価格：本体¥18,000
 MZ535001   

＋　¥1,200】

スキー＆スノーボードアタッチメント
　（平積みアルミショート）
¥17,010 

●スキ－4セットまたはスノーボード2台積み。

【税抜き価格：本体¥15,000
 MZ532284

＋　¥1,200】

スキー＆スノーボードアタッチメント
   （斜積みロング）
¥22,260 

●スキ－3セットまたはスノーボード2台積み。
   2段階の高さ調節可能。

【税抜き価格：本体¥20,000
 MZ532283   

＋　¥1,200】

ウインド＆サーフボードアタッチメント
¥12,390 

●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。

【税抜き価格：本体¥10,000
 MZ535012 

＋　¥1,800】

ルーフラックアタッチメント
¥34,650

●長さ1052mm×幅750mm×高さ100mm。
   

【税抜き価格：本体¥30,000
 MZ535032 

＋　¥3,000】

OUTDOOR FIELD
自然を知り、自然から学ぶ。

多くのレジャーツールを積んで、さあ自然の懐へ。

ここはフィールドへのスタートライン。

サイクルアタッチメント
   （正立式）
¥21,210  

●自転車1台を正立で積めます。

【税抜き価格：本体¥19,000
 MZ535013   

＋　¥1,200】

※自転車の種類や形状によっては積むことができません。

サイクルアタッチメント
   （フォークダウン式）
¥13,860  

●前輪を外して積載。クイックリリースハブ付、
    MTBなどに最適。

【税抜き価格：本体¥12,000
 MZ535014  

＋　¥1,200】

※自転車の種類や形状によっては積むことができません。

※製品重量：約10kg。最大積載重量は約30kgとなります。

ヘビーデューティキャリア
¥97,440 

●長さ1234mm×幅1234mm×高さ180mm
　（全高285mm）。最大積載重量50kg。

【税抜き価格：本体¥88,000
 MZ535003［ルーフレール無車］ 

＋　¥4,800】

※ベースキャリアは不要です。

ルーフネット
¥6,090 

●長さ800mm×幅800mm。

【税抜き価格：本体¥5,800】
MZ535040

※ルーフラックやヘビーデューティキャリアに
   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。

タイイングベルトセット
¥3,150  

●5m×2本セット。

【税抜き価格：本体¥3,000】
 MZ535918

※下記の各種アタッチメントの装着にはMITSUBISHI  MOTORS  Original のベースキャリアが必要です。

　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。

ルーフレール無車 ルーフレール付車
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ルーフレール無車

キャリアレール＆ベースキャリア
　（ロングボディ車用）
¥44,940
【税抜き価格：本体¥38,000
 MZ535036

＋　¥4,800】

キャリアレール＆ベースキャリア
　（ショートボディ車用）
¥43,365
【税抜き価格：本体¥36,500
 MZ535035 

＋　¥4,800】

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）
¥20,160 

●スキ－6セットまたはスノーボード4台積み。

【税抜き価格：本体¥18,000
 MZ535025

＋　¥1,200】

スキー＆スノーボード
　アタッチメント
   （斜積みアルミロング）

¥22,260 

●スキ－3セットまたはスノーボード2台積み。

【税抜き価格：本体¥20,000
 MZ535026

＋　¥1,200】

ウインド＆サーフボードアタッチメント
¥12,390

●サーフボード1台またはサーフボード1台積み。
　マストホルダ－付。

【税抜き価格：本体¥10,000
 MZ535027

＋　¥1,800】

ルーフラックアタッチメント
¥42,000

●長さ1050mm×幅950mm×高さ100mm。
　製品重量9.1kg。

【税抜き価格：本体¥37,000
 MZ535029

＋　¥3,000】

※下記の各種アタッチメントの装着にはSliding Magic Roof Carrierのベースキャリアが必要です。

サイクルアタッチメント
　（正立式）
¥25,830

●自転車1台を正立で積めます。

【税抜き価格：本体¥21,000
 MZ535028

＋　¥3,600】

※自転車の種類や形状によっては積むことができません。

ルーフネット
¥6,090

●長さ800mm×幅800mm。

【税抜き価格：本体¥5,800】
 MZ535040

※ルーフラックやヘビーデューティ
　キャリアに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。

タイイングベルトセット
¥3,150

●5m×2本セット。

【税抜き価格：本体¥3,000】
 MZ535918

写真は535036

●キャリアレール上の任意の位置にベースバーをスライドさせて固定できるため各種のレジャーグッズを
　確実に積むことができます。最大積載重量：50kg。

Sliding Magic Roof Carrier

トレーラーヒッチメンバー
¥94,500

●最大牽引荷重：750kg、ヒッチボール：2インチ。

【税抜き価格：本体¥84,000
 MZ555524［ロング］
 MZ555523［ショート］

＋　¥6,000】

※リヤスキッドプレートとの同時装着はできません。
※トレーラーヒッチメンバーを装着することで、デパーチャー
　アングルは小さくなります。
※トレーラーを牽引する場合は車検証記載内容の変更が
　必要となります。

＜牽引トレーラー側で使用できる電力量＞
トレーラー灯火類
車幅灯

後退灯

尾灯

制動灯

番号灯

方向指示灯（左）

方向指示灯（右）

許容電力
5Ｗ×2

10Ｗ×1

5Ｗ×2

21Ｗ×2

10Ｗ×1

21Ｗ×1

21Ｗ×1

17マークは参考取付工賃［税抜き］です。※青太字の価格は参考取付工賃を含む消費税込み価格です。 はキーロック付です。



コーナーポール
¥18,900

●スモールライトと連動して先端のブルーLEDが点灯。
　手動伸縮式。

【税抜き価格：本体¥15,000
 MZ587398 ［全車］

＋　¥3,000】

※コーナーセンサー（4コーナー）、フロントビューカメラとの同時装着はできません。
※洗車機やボディカバー使用時には、ポール部分を収納してください。

コーナーセンサー（4コーナー）
¥66,465
【税抜き価格：本体¥52,500
 MZ607374［全車］

＋　¥10,800】

●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。

コーナーセンサー（リヤ2コーナー）
¥42,525
【税抜き価格：本体¥34,500
 MZ607372［全車］

＋　¥6,000】

   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でしらせるもので、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。

ELECTRIC

極
め
る
。

もっと安全に、もっと便利にと

ぜひ欲張っていただきたい。

これからの快適なパジェロライフのために。

60～40cm  ゆっくりした断続音

60～40cm  ゆっくりした断続音

30cm以内  連続音

30cm以内  連続音

収納時

※ディスチャージフォグランプ、デイタイムランニングライト,
　コーナーポール、フロントビューカメラとの
　同時装着はできません。

※冷陰極管タイプおよびEL発光タイプの字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。

40～30cm早い断続音

40～30cm早い断続音
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帯電防止プレート
¥4,410（1個）

●触りながら降車することで、あの嫌な静電気を逃すことができ
   ます。簡易取付タイプ。

【税抜き価格：本体¥3,000
 MZ607231 ［全車］

＋　¥1,200】

ナビゲーションロック（マックガード製）

¥4,410

●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。

【税抜き価格：本体¥3,000
 MZ598350

＋　¥1,200】

SECURITY

※ハンズフリーキーレスシステムとの同時装着はできません。
※車両標準装備のセキュリティアラームを作動中にリモコンエンジン
　スターターでエンジンを始動させた場合に、 車両の装備品の状態
　によっては、警報作動する可能性がありますので、ご注意ください。 
　・エアコンの送風による車載物の揺れ 
　・エンジン始動時の車体振動による車載物の揺れ 
　・オーディオの大音量 
　・その他 
※本システムはタイマーにより約10分後に自動的にエンジンが停止
　します。また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も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。
　地域により車両の停止中にみだりにエンジンを稼動させた場合、 
　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
¥74,025

●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。ハザードアンサーバック機能も内蔵。

【税抜き価格：本体キット￥36,200
＋専用取付キット￥23,500＋　¥10,800】［A/T車］
 MZ604756（本体キット） 
 MZ604750（専用取付キット） 

ハンズフリーキーレスシステム
¥38,955

●携帯機をもって、運転席ドアに近づくだけで、車体に
　触れることなく、ドアのロック/アンロックが自動的に
   出来ます。さらに、ロック/アンロックにあわせて、ハザー
   ドランプが点滅します（アンサーバック機能付き）。車両
   装備のキーレスエントリー用キーと併用可能です。

【税抜き価格：本体￥31,100＋　¥6,000】
 MZ604768［全車］

増設用携帯機
¥13,650（1個）

●車両1台につき3個まで
　増設可能です。

【税抜き価格：本体￥13,000】
 MZ604769［全車］

【税抜き価格：本体￥45,000】 
 MZ556550［全車］

カーロック（マックガード製）
¥47,250

●タイヤをロックして車の盗難を防止。強化鋼鉄製、 アーム
　部はホイールへのキズつきを防止する樹脂プロテク
　ター付。 本体サイズ：Ｌ450×Ｗ270×Ｈ45mm、重量：
　4.5kg。ケース、キー2個付。

※カーロックを装着したまま車を発進させると、車両やホイール、 
　タイヤに損傷を与えます。 
※ホイールごと外されることがないようにホイールロックナット
　（マックガード製）との同時装着をおすすめします。 
 
 

【税抜き価格：本体￥19,000】 
 MZ608050
［プレミアムセキュリティアラーム装着車を除く全車］

ステアリングロック（センサー付）
¥19,950

●ショックセンサーと超音波センサーを内蔵したセキュ
　リティーロックシステムです。まずステアリングホイールを
　がっちりと固定して車両盗難を防止。さらにドア開けや
　窓割りにも100dBの警報音で威嚇します。システム
　作動ON/OFF確認音付。単3乾電池4本セット。

▲ケースをハンドルに装着しておき、誤発進を防止します。 

▲ショックセンサー

▲超音波センサー

ステアリングロックを外す、ハンドルを無理に回すな
どの行為をショックセンサーが感知して警報音を
発します。

ドア開扉や窓割り、侵入などを超音波センサーが
感知して警報音を発します。

※MMCSにもご使用いただけます。

適用機種：全ナビゲーション/オーディオ

斜め2箇所に取付

【税抜き価格：本体￥43,500+取付キット¥12,500＋　¥12,000】［全車］

ドライブレコーダー
¥71,400

MZ607449（本体）
MZ607450（取付キット）

※本画像はパソコンビューアー画面のイメージです。

●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。
※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MMCS（音声/映像
　入力RCA端子付車）および純正用品ナビゲーションで確認することができます。（ナビゲーションで映像確認をする
　場合、音声は出力されません。）
※MMCS（音声/映像入力RCA端子付車）および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。
※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。 

※リモコンエンジンスターターとの同時装着はできません。
※ご使用にあたっては車両側セキュリティ機能をOFFし、ハンズ
　フリーキーレスシステム内蔵のセキュリティ機能に置き換える
　必要があります。
※プレミアムセキュリティ装着車には別売「専用セキュリティホーン」が必要となります。
※プレミアムセキュリティアラーム装着車に取付ける場合、
　セキュリティ機能のうち
　 バッテリーバックアップサイレン
　 超音波センサー
　 傾斜センサー
　以上の機能につきましてはハンズフリーキーレスシステムに内蔵していないため、
　OFFの状態となります。予めご了承ください。 ～ 以外のセキュリティ機能は
　通常通り作動します。
※作動範囲は、周囲の状況により変化します。また、ロック/アンロックのタイミングに
　ついても、携帯機の持ち方（手に持っている、カバンに入っている、ポケットに入って
　いる等）で変化します。
※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たずねください。

専用セキュリティホーン
¥4,935

●ハンズフリーキーレスシステム内蔵の
　セキュリティ機能を有効とするために
　必要なセキュリティホーンです。

【税抜き価格：本体￥3,500＋　¥1,200】
 MZ604773
［プレミアムセキュリティアラーム装着車］

※プレミアムセキュリティアラーム装着車に、
　上記のハンズフリーキーレスシステムを
　装着する場合のみ必要となります。

手軽に「安心」を手に入れることができます。信頼性の高いKATO-DENKI（加藤電機）製。

マークは参考取付工賃［税抜き］です。※青太字の価格は参考取付工賃を含む消費税込み価格です。 19



写真はイメージです

※充電完了後もイルミネーションは消灯しません。
※イグニッションOFF時は充電しません。

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」を使用しています。

グリーンプラスチック

GENERAL PARTS

クリーンボックス
¥3,675

●プッシュアップ式のフタ部にはポケット
　ティッシュホルダー付。フロアマットに
　はさんで固定。

【税抜き価格：本体¥3,500】
 MZ521083

ファーストエイドキット
¥6,300

●包帯、三角巾、清浄綿、ハサミなどの
　応急品セット。

【税抜き価格：本体¥6,000】
 MZ527171 

レスキューマンⅢ
¥2,415

●緊急脱出用のガラスハンマー。
　シートベルト切断用カッター付。

●三角停止表示板、工具セット、LED発光式ライト
　など6点を専用ケースに収納。
　

【税抜き価格：本体¥2,300】
 MZ612507 

自動車用保安セット
¥10,290
【税抜き価格：本体¥9,800】
 MZ612606

●「グリーンプラスチック」を採用して作られた
　移動式灰皿。

カップ型灰皿（グリーンプラスチック）
¥2,100
【税抜き価格：本体¥2,000】
MZ520628

●コンパクトなアルミボディのLEDライト。シガーソケットに挿入すれば、
　レッド光イルミネーションとして車内のムードを盛り上げながら充電します。
　連続点灯時間（ハンドライト時）：約2時間
　充電時間：20分で70％の急速充電（満充電は120分）
　

リチャージブルLEDライト
¥4,935
【税抜き価格：本体¥4,700】
MZ610522

三角停止表示板
¥3,150
【税抜き価格：本体¥3,000】
 MZ611103

タイヤストッパー
¥1,260

●タイヤチェーン装着時などの
   必需品。2個セット。

【税抜き価格：本体¥1,200】
 MZ612511 

●滑り止め効果が高く、耐久性
   にも優れた特殊合金鋼製。

簡易装着チェーン
¥35,280
【税抜き価格：本体¥33,600】
 MZ872958KP

スノーブレード
¥5,565
【税抜き価格：本体¥5,300】
 MZ568214（フロント運転席側）
¥4,200
【税抜き価格：本体¥4,000】
 MZ568099（フロント助手席側）
¥2,730
【税抜き価格：本体¥2,600】
 MZ568253（リヤ）

●ラダー型、スチール製。

レギュラーチェーン
¥12,180
【税抜き価格：本体¥11,600】
  MZ8561230E　

※別売のチェーンバンド
　（¥1,050【税抜き価格：本体¥1,000】
　MZ800016RE）が必要です。

収納時

簡易クレート
¥45,150
【税抜き価格： ¥43,000】　
 MZ523178［全車］
●移動先でのペットハウスです。キャンプなど
　屋外での必需品。もちろんラゲッジルーム
　に固定して使用もできます。サイズ（目安）：
　タテ570×ヨコ530×奥行き750mm。

ドッグシートカバー（助手席用）
¥4,200
【税抜き価格：本体¥4,000】
 MZ502369［全車］
　●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。難燃仕様。

ドッグネット
¥21,000

●ペットがキャビンに入るのを防ぐ防護ネット。
　スチール製。

【税抜き価格：本体¥20,000】 
 MZ521864［サンルーフ装着車および
カーテンエアバッグ付車を除く全車］

※装着にはユーティリティフック（アッパーサイド）と
　ラゲッジフロアフックが必要です。
※ショートボディではフロントシートの後ろにのみ装
　着できます。
※ロングボディでフロントシートの後ろに装着する場
　合は、セカンドシートを折りたたむ必要があります。
※犬やペットの大きさ、種類によってはキャビンへす
　り抜ける可能性があります。

ペットキャリア
¥20,790 
【税抜き価格：本体¥19,800】
［全車］MZ523175（Sサイズ）

¥21,840 
【税抜き価格：本体¥20,800】
［全車］MZ523176（Mサイズ）

¥22,890 
【税抜き価格：本体¥21,800】
［全車］MZ523177（Lサイズ）
●持ち運び可能なペット用キャリアです。シート
　ベルトと同素材の周回ベルトを、車両の3点
　式シートベルトに連結することで急ブレーキ
　時などでもキャリアがずれることがなく安心
　です。小型犬用から大型犬用まで3サイズ
　を用意。
※ドッグシートカバー（セカンドシート用）と併用する
　場合は、車両のシートベルトによる固定は
　できません。

■三菱では純正のペット用品を開発するに当たり、「愛犬とともに楽しむライフスタイル」を提唱する
　団体「D.I.N.G.O.」と共同で研究してきました。これらのペット用品をいろ いろな車種に採用しながら、
　ペットと共に楽しむ新しいカーライフを提案してまいります。
　 http://www.dingo.gr.jp

Sサイズ
Mサイズ
Lサイズ

奥行き 幅 高さ

400
550
650

400
400
450

400
400
450

サイズの目安
（mm）

※サイズ選択の目安としては、
　キャリアのなかでペットが方
　向転換できる程度の大きさ
　がおすすめ！小さいと窮屈で
　すが、反対に大きすぎても
　ペットが落ち着けません。

ドッグシートカバー（セカンドシート用）
¥18,900
【税抜き価格：本体¥18,000】
 MZ501593［全車］　
●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。難燃仕様。
※セカンドシートのシートベルトは使用できません。
※チャイルドシートをセカンドシートに装着する場合、
　同時装着はできません。D.I.N.G.O. ホームページアドレス

PET ITEM ペットと一緒に出かけて楽しむ時代になっています。
そのための必須アイテム！

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



CAR-CARE GOODS
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。

ガソリン

【税抜き価格：本体¥1,600】
 MD352626

オイルフィルター

¥1,680（1個）

【税抜き価格：本体¥1,345】
 MZ101244

ブレーキフルード
¥1,412（0.5ℓ）

●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｡

●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｡

【税抜き価格：本体¥700】

タッチアップペイント
¥735（1本 各色）

●ご存知ですか？ ワイパーはゴムだけ
　で交換できるのです｡純正はサイズ
　ピッタリ､しかもリーズナブル。

【税抜き価格：本体¥1,450】
 MN133511

ワイパーラバー
¥1,522（フロント２本セット）

【税抜き価格：本体¥450】
 MR598173

¥472（リヤ）

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

【税抜き価格：本体¥900】
 MZ101323

寒冷地対応ウィンド
ウォッシャー液
¥945（2ℓ）

●本格オールラウンダーにふさわしく
　ウォッシャー液も寒冷地対応タイプ
　をお勧め致します。

※部品･オイル交換には別途工賃が
　必要となります｡
※油脂・ケミカル類の実使用量は
　店鋪スタッフにお問い合わせ下さい。

【税抜き価格：本体¥4,095】
 MZ101006

スーパーロングライフクーラント
¥4,299（2ℓ）

●国内では目安として冷却水濃度
　30～50％でご使用下さい。極寒冷
　地域の場合は店鋪スタッフに
　ご相談下さい。
※写真は1.2ℓ缶です。

【税抜き価格：本体¥5,870】
 3014610

ガソリン
SM・ECO 0W-20
¥6,163（4ℓ）

【税抜き価格：本体¥26,600】
 8968401

ディーゼル
エコスーパーDL1 0W-30
¥27,930（20ℓ）

●純正オイルをおすすめするのは､
　規格､粘度を守ることがエンジンを
　ベストコンディションに保つ
　秘訣だからです｡

エンジンオイル

ディーゼル

【税抜き価格：本体¥3,700】
 1230A046

¥3,885（1個）

●年に一度はオイルフィルターの交換を。
　純正のフィルターはろ過能力が
　違います｡エンジンオイル交換時に
　併せてどうぞ！

   

三菱純正ボディコーティングシステム

安心の5年間光沢保証！！

アフターメンテナンスも三菱のお店へ！
三菱のお店では、お客様により安全で快適なカーライフを満喫していただくため、
独自の『三菱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おります。
ぜひ、新車ご購入後のアフターメンテナンスも三菱車のプロにおまかせください。

三 菱
ハーティプラス
プログラム

ハーティプラスメンテナンス
三菱車を知り尽くしたプロが行う定期点検をパックにして、
お安くご提供いたします。半年ごとにしっかりメンテナンス
するので、安心・安全にご愛車に乗ることができます。

ハーティプラスつく2保証
メーカー保証終了後の万が一の故障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。
さらに、24時間、365日対応のロードサービス付きです。

※一部加入できない車両もございます。詳細はスタッフまでお問い合わせ下さい。
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オーディオレス車用のAV一体型ナビゲーション メニュー

ナビゲーションのオーディオ
モード（ラジオ、地デジ、DISC、
iPodなど）、音量調整、曲の送
り／戻しなど、ハンドルを握った
まま操作することが可能です。

※写真はMZ608930の表示例です。

三菱純正ナビゲーションのオリジナル機能

車種（車空間）別音響チューニング ステアリングリモコンスイッチ対応 オリジナルオープニング画面

※ステアリングリモコンスイッチは
　別売です。

キーオンで、スリーダイヤのオリジナル画面が表示されます。

◆三菱純正AV一体型ナビゲーション・ラインアップ

システム合計価格¥185,640

システム合計価格¥159,810

システム合計価格¥117,600

システム合計価格¥101,850

システム合計価格¥199,290

機　種 基本性能 三菱オリジナル機能 ナビゲーション機能 オーディオ・ビジュアル機能

（＊1）DIATONE®は、三菱電機（株）の登録商標です。（注1）VICS-光/電波ビーコン受信機は別売となります。（注2）FM-VICSのみの対応となります。VICS-光/電波ビーコン受信機の設定はありません。

車空間別音響チューニング
※DIATONE音響技術採用（＊1）

ステアリングリモコン（別売）

オリジナルオープニング画面

VICS情報（注1）

プローブ交通情報

無償地図更新

4×4 FM/AM
音楽録音
※最大999曲
（4GB SD同梱）

CD DVD
Bluetooth

iPod/iPhone

※2回無償

7型
VGA

SD
16GB

VICS情報（注1）

プローブ交通情報

無償地図更新

車空間別音響チューニング

ステアリングリモコン（別売）

オリジナルオープニング画面

2×2
FM/AM

音楽録音
※最大約1,000曲
（4GB SD同梱）

CD DVD
iPod/iPhone

Bluetooth

※最大2年間無償

7型
VGA

SD
16GB

VICS情報（注1）

プローブ交通情報

無償地図更新

車空間別音響チューニング

ステアリングリモコン（別売）

オリジナルオープニング画面

FM/AM
音楽録音
※最大約8,000曲
（micro SD別売）

CD DVD
iPod/iPhone

Bluetooth

（別売）

6.1型
VGA

SSD
8GB

VICS情報（注2）

プローブ交通情報

無償地図更新

車空間別音響チューニング

ステアリングリモコン（別売）

オリジナルオープニング画面

FM/AM 音楽録音CD DVD
iPod/iPhone

Bluetooth

（別売）

7型
VGA

SD
8GB

VICS情報（注1）

プローブ交通情報

無償地図更新

車空間別音響チューニング

ステアリングリモコン（別売）

オリジナルオープニング画面

4×4 FM/AM 音楽録音
※最大約10,000曲

CD DVD
Bluetooth

iPod/iPhone

※2015年4月まで無償
（別売）

7型
VGA

HDD
80GB

1
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　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。

※センターインフォメーションディスプレイ無（デジタル時計）車に装着する場合、
　オーディオ取付キット（MZ598325）は必要ありません。
※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。

音響のスペシャリストがノウハウ
を駆使して、車空間別にサウン
ドチューニングを実施。パジェロ
向けに最適化されたイコライジン
グデータをあらかじめカーナビゲ
ーションユニットに収録すること
により、車に合わせた快適なサ
ウンドをお楽しみいただけます。

AV一体型
ナビゲーション オーディオ

22　25 25 26

AV一体型
ナビゲーション拡張機器

オーディオレス車用メニュー

26

MMCS装着車用拡張機器

MMCS装着車用メニュー

DSRC ETC

27 27

その他拡張機器メニュー

三菱のナビゲーション・オーディオは、安心と満足のロングケアサービス。
三菱自動車純正用品のナビゲーション・オーディオは
「3年間または走行距離6万km」の長期保証。安心してお求め頂けます。
保証期間は車両にお取り付けした日から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、ナビゲーション本体、オーディオ本体以外の機器の保証期間は1年間（期間内でも走行
距離2万kmまで）となります。

三菱純正ナビゲーションメニューでは、ナビゲーションロック
（マックガード製）を採用してナビゲーションの盗難を防止します。

¥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
●ロック２個、警告ステッカー２枚入り。

◆ナビゲーションロックで盗難防止！

22



MZ608930

● 7型AV一体型メモリーナビゲーション
￥185,640
【税抜き価格：本体￥160,000＋オーディオ取付キット¥3,000
＋ナビゲーションロック¥3,000＋　 ¥10,800】
MZ608930（本体）
MZ598325（オーディオ取付キット）
MZ598350（ナビゲーションロック）

プラス拡張機器

◆VICS-光/電波ビーコン受信機

¥31,500  MZ608192
【税抜き価格：本体¥27,000
＋    ¥3,000】

◆iPod接続用ケーブル（ビデオ対応）

¥3,780  MZ609506
【税抜き価格：本体¥3,600】

◆ビデオ入出力コード（約15cm）

¥2,887  MZ609508
【税抜き価格：本体¥1,550
＋    ¥1,200】

◆HDMI変換ケーブル（約1m）

¥9,345  MZ609507
【税抜き価格：本体¥7,700
＋    ¥1,200】

（＊6）

（＊8）（＊7）

■ステアリングリモコンスイッチ
（詳しくはP25参照）

基本機能

ディスプレイ
VGA
7型

タッチパネル操作 リモコン操作

AV機能

三菱オリジナル機能

車種別音響調整
オリジナル
オープニング画面

AM/FM

AM/FM

ブルートゥース対応

Bluetooth

CD-R/RW
CDCD

VIDEO
DVDDVD

緊急警報放送

緊急
警報

データ放送

データ
放送

DVDDVD
-R/RW

DVDDVD
+R/RW

DVDDVD
VR(CPRM) 音楽蓄積機能

999曲

音楽フォーマット

MP3
WMA
AAC

MP3
WMA
AAC

倍速録音

4倍速4倍速

USB対応

USBUSB

チューナー＆アンテナ
4×4

自動切替

12セグ

ワンセグ
電子番組表

EPG

対応カード

SD
SDHC

（別売） （別売）（※）

（＊3） （＊4） （＊3） （＊1） （＊5）

（＊1） （別売） （別売） （別売） （別売）

（別売）

（別売）（＊2）

ステアリング
リモコンスイッチ
ステアリング
リモコンスイッチ

ナビゲーション機能

プローブ
交通情報

VICS
FM交通情報

その他拡張機器（P25,P27）

VICS
ビーコン交通情報 DSRC車載器

DSRCDSRC

ETC車載器

ETCETC

後席モニター
8型

ビューカメラ
リヤ

ビューカメラ
フロント

外部入力

RCA

2回無償
地図更新

三菱電機の音響機器ブランドで、その歴史は1946年ま
でさかのぼります。2006年以降は車載用としても高音
質を追求した音響製品を投入し、市場から非常に高い
評価を受けています。本製品には、そのDIATONEが持
つ高音質テクノロジーを惜しみなく搭載しております。

音声認識

iPod 対応

iPod

  ※  地図更新バージョンアップを2012年/2013年/2014年度版のいずれか2回を無償提供致します。ただし、お客様登録が別途必要となります。
  ※  無償の地図更新につきましては三菱電機(株)が運営・実施致します。
（＊1）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、openinfoが可能です。（open infoとは：パイオニア（株）が
       運営・管理するリアルタイムプローブデータを共有した渋滞情報の提供や、充電スポット開設情報のダウンロード、高速道路/主要国道
       開通情報のダウンロード等が可能です。なお、open infoのご利用には、事前に三菱電機ホームページよりユーザー登録が必要となります。）
（＊2）リヤビューカメラ（MZ607463）を装着することにより、高速道路にある白線を検知し、走行レーンから外れそうになると、
　　 警告音と画像表示でお知らせします。
（＊3）SDHCカード(4GB)を同梱しており、最大999曲(またはCD最大99枚分)を録音することができます。
（＊4）USBケーブルを同梱しており、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/AACの圧縮オーディオ
       ファイル、MPEG-4/WMV動画ファイルの再生をすることができます。また、P22下記の<USBデバイス使用時のご注意>を参照ください。
（＊5）iPodに同梱のUSB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、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。
（＊6）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iPodのビデオファイル再生には対応していません。
（＊7）RCA端子を有したビデオ機器やポータブルオーディオなどの接続が可能になります。
（＊8）HDMI端子を有したスマートフォンなどの接続が可能になります。（スマートフォンの画面をナビ側でも見る事ができます。）

● 7型AV一体型メモリーナビゲーション
¥159,810
【税抜き価格：本体￥136,000＋オーディオ取付キット¥3,000
＋ナビゲーションロック¥3,000＋　 ¥10,200】
MZ608931（本体）
MZ598325（オーディオ取付キット）
MZ598350（ナビゲーションロック）

MZ608931

ETC車載器

ETCETC

後席モニター
8型

ビューカメラ
リヤ

ビューカメラ
フロント

基本機能

AV機能

三菱オリジナル機能

車種別音響調整
オリジナル
オープニング画面

ナビゲーション機能

プローブ
交通情報

VICS
FM交通情報

その他拡張機器（P25,P27）

AM/FM

AM/FM

ブルートゥース対応

Bluetooth

CD-R/RW
CDCD

VIDEO
DVDDVD

緊急警報放送

緊急
警報

データ放送

データ
放送

DVDDVD
-R/RW

DVDDVD
+R/RW

DVDDVD
VR(CPRM) 音楽蓄積機能

1,000曲

音楽フォーマット

MP3
WMA
AAC

MP3
WMA
AAC

倍速録音

4倍速4倍速

USB対応

USBUSB

iPod 対応

iPod

自動切替

12セグ

ワンセグ
電子番組表

EPG

対応カード

SD
SDHC

2年間無償
地図更新

（別売）（別売） （※） （別売） （別売） （別売） （別売）

チューナー＆アンテナ
2×2

ステアリング
リモコンスイッチ
ステアリング
リモコンスイッチ

VICS
ビーコン交通情報ディスプレイ

VGA
7型

タッチパネル操作

（＊3）（＊1） （＊2）

（別売）
リモコン操作 音声認識

高音質を追求するDIATONE®音響技術を採用した
高級オーディオ・ナビゲーションシステム。

車種別ＥＱ（イコライザー）による音響チューニングを施した
フルセグ対応ハイスペックモデル。

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）オーディオレス車用メニュー

1

2
プラス拡張機器

◆VICS-光/電波ビーコン受信機

¥30,660  MZ608172
【税抜き価格：本体¥26,200
＋    ¥3,000】

◆iPod接続用ケーブル（ビデオ対応）

¥12,810 
【税抜き価格：本体¥8,000
＋ビデオ入出力コード¥3,000
＋    ¥1,200】
MZ608180（本体）
MZ608468（ビデオ入出力コード）

◆ビデオ入出力コード（約20cm）

¥4,410  MZ608468
【税抜き価格：本体¥3,000
＋    ¥1,200】

◆ナビリモコン

¥6,300  MZ608173
【税抜き価格：本体¥6,000】

（注1）（＊4）

（注1）（＊5）

（注1）iPod接続用ケーブル（MZ608180）は、ビデオ入出力コード（MZ608468）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。
   ※  地図更新バージョンアップをご利用開始日から、2年間無償提供いたします。ただし、無償更新有効期間は2016年5月までとなります。また、お客様登録が別途必要となります。
   ※  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。
（＊1）SDHCカード(4GB)を同梱しており、最大約1,000曲を録音することができます。また、16GB以上のSDHCカード(社外品：別売)を使用することにより最大約4,000曲の
        録音が可能となります。
（＊2）USBケーブルを同梱しており、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/AACの圧縮オーディオファイルを再生することができます。
        また、P22下記の＜USBデバイス使用時のご注意＞を参照ください。
（＊3）iPodに同梱のUSB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、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。
（＊4）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iPodのビデオファイル再生には対応していません。
（＊5）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。

■ステアリングリモコンスイッチ
（詳しくはP25参照）

■ナビリモコン
　後席からでも操作可能なリモコン。

DSRC車載器

DSRCDSRC

（別売）
外部入力

RCA

23マークは参考取付工賃［税抜き］です。※青太字の価格は参考取付工賃を含む消費税込み価格です。



DVD再生に対応し、多彩なAV機能を搭載したミドルクラスのナビゲーション。

● 6.1型AV一体型メモリーナビゲーション
¥117,600
【税抜き価格：本体￥97,000＋オーディオ取付キット¥3,000
＋ナビゲーションロック¥3,000＋　 ¥9,000】
MZ608932（本体）
MZ598325（オーディオ取付キット）
MZ598350（ナビゲーションロック）

プラス拡張機器

◆VICS-光/電波ビーコン受信機 ◆iPod接続用ケーブル

¥2,100  MZ607431
【税抜き価格：本体¥2,000】

（＊3）

   ※  リヤビューカメラのガイド線表示機能はありません。
（＊1）別売のmicro SDカード/micro SDHCカード(最大32GB)を使用する事により、最大約8,000曲を録音する事ができます。
（＊2）USBケーブルにUSBデバイス（社外品：別売）を接続することにより、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再生することができます。また、P22下記の＜USBデバイス使用時のご注意＞を参照ください。
（＊3）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。
（＊４）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になります。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。
（＊5）フロントにもAUX（外部入力）端子があります。

MZ608932

◆iPod接続用ケーブル（ビデオ対応）

（＊4）

シンプルな操作性が魅力のエントリーモデル。

基本機能

AV機能

三菱オリジナル機能

車種別音響調整
オリジナル
オープニング画面

ナビゲーション機能

プローブ
交通情報

VICS
FM交通情報

その他拡張機器（P25,P27）

AM/FM

AM/FM

ブルートゥース対応

Bluetooth

CD-R/RW
CDCD

VIDEO
DVDDVD

緊急警報放送

緊急
警報

データ放送

データ
放送

DVDDVD
-R/RW

DVDDVD
+R/RW

DVDDVD
VR(CPRM) 音楽フォーマット

MP3
WMA
AAC

MP3
WMA
AAC

倍速録音

4倍速4倍速

USB対応

USBUSB

電子番組表

EPG

対応カード

SD
SDHC

DSRC車載器

DSRCDSRC

無償
地図更新

（別売） （別売）

（別売）

（別売） （別売） （別売）（※）（別売）

（別売）（＊1） （＊5）（＊2）

ステアリング
リモコンスイッチ
ステアリング
リモコンスイッチ

VICS
ビーコン交通情報 ETC車載器

ETCETC

後席モニター
8型

ビューカメラ
リヤ

ビューカメラ
フロント

音楽蓄積機能
8,000曲

iPod 対応

iPod

¥29,400  MZ608150
【税抜き価格：本体¥25,000
＋    ¥3,000】

¥3,885  MZ609505
【税抜き価格：本体¥2,500
＋    ¥1,200】

タッチパネル操作 リモコン操作ディスプレイ
VGA
6.1型

音声認識

● 7型AV一体型メモリーナビゲーション
¥101,850
【税抜き価格：本体￥82,000＋オーディオ取付キット¥3,000
＋ナビゲーションロック¥3,000＋　 ¥9,000】
MZ608933（本体）
MZ598325（オーディオ取付キット）
MZ598350（ナビゲーションロック）

プラス拡張機器

◆USB接続ケーブル ◆iPod接続用ケーブル

（＊1）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再生することができます。
       また、P22下記の＜USBデバイス使用時のご注意＞を参照ください。
（＊2）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。
（＊3）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。

◆ビデオ入力ケーブル（約30cm）
（＊3）

（＊2）（＊1）

基本機能

AV機能

三菱オリジナル機能

車種別音響調整
オリジナル
オープニング画面

ナビゲーション機能

プローブ
交通情報

VICS
FM交通情報

その他拡張機器（P25）

AM/FM

AM/FM

ブルートゥース対応

Bluetooth

CD-R/RW
CDCD

緊急警報放送

緊急
警報

データ放送

データ
放送

電子番組表

EPG

対応カード

SD
SDHC

DSRC車載器

DSRCDSRC

ETC車載器

ETCETC

後席モニター
8型

無償
地図更新

（別売）

（別売）（別売）（別売）

（別売） （別売）

VIDEO
DVDDVD DVDDVD

-R/RW
DVDDVD
+R/RW

DVDDVD
VR(CPRM) 音楽蓄積機能音楽フォーマット

MP3
WMA
AAC

MP3
WMA
AAC

倍速録音

ステアリング
リモコンスイッチ
ステアリング
リモコンスイッチ

VICS
ビーコン交通情報

USB対応

USBUSB

iPod 対応

iPod

外部入力

RCA

ビューカメラ
リヤ

ビューカメラ
フロント

MZ608933

¥6,510
【税抜き価格：USB接続ケーブル
¥2,000＋iPod接続用ケーブル
¥3,000＋    ¥1,200】
MZ608197（USB接続ケーブル）
MZ608198（iPod接続用ケーブル）

¥3,360  MZ608197
【税抜き価格：本体¥2,000
＋    ¥1,200】

¥3,360  MZ605169
【税抜き価格：本体¥2,000
＋    ¥1,200】

ディスプレイ
VGA
7型

タッチパネル操作 リモコン操作 音声認識

■ステアリングリモコンスイッチ
（詳しくはP25参照）

■ステアリングリモコンスイッチ
（詳しくはP25参照）

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）オーディオレス車用メニュー

3

4

外部入力

RCA

24



8型後席モニターステアリングリモコンスイッチ

※MITSUBISHIナビゲーション（MZ608930）に接続する場合、 別途ビデオ
　入出力コード（MZ609508 ¥1,627/税込み）が必要となります。
※Clarionナビゲーション（MZ608931）に接続する場合、 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。
※KENWOODナビゲーション（MZ608932）はワンセグTVを後席モニター
　で視聴することはできません。（DVDはお楽しみいただけます。）

【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）

 
 

¥84,945 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。

【税抜き価格：本体¥8,000
＋　¥3,000】 
MZ608696
 

¥11,550
（クルーズコントロール付車）

【税抜き価格：本体¥8,000
＋　¥4,200】 
MZ608696
 

¥12,810
（クルーズコントロール無車）

※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。

リヤビューカメラ フロントビューカメラ

適用機種：適用機種：MZ608929/MZ608930/MZ608931/MZ608932

          

            

適用機種：MZ608929/MZ608930/MZ608931/MZ608932
　　　　 MZ608933/ ClarionオーディオMZ595637
            

【税抜き価格：本体¥20,000＋　¥8,400】 
MZ607463（本体）  

¥29,820

●バックギアに連動して、車体後方の状況を
　モニターに映し出します。 

適用機種：MZ608931 適用機種：MZ608931

【税抜き価格：本体¥20,000
＋電源ボックス¥9,000＋　¥9,600】 
MZ607463（本体） 
MZ607491（電源ボックスキット） 

¥40,530

（注1）MITSUBISHIナビゲーション（MZ608930）に装着する場合、別途カメラ接続ケーブル（MZ607480 ¥4,725/税込み）が
　　 必要となります。
（注2）MITSUBISHIナビゲーション（MZ608930）はフロントビューカメラとの同時装着はできません。
　※夜間や雨天時は見えにくくなる場合があります。
　※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）

（注1,2）

（注2,3）

（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（MZ607491 ¥9,450/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。
（注2）MITSUBISHIナビゲーション（MZ608930）に装着する場合、別途カメラ接続ケーブル（MZ607480 ¥4,725/税込み）が必要となります。
（注3）MITSUBISHIナビゲーション（MZ608930）はリヤビューカメラとの同時装着はできません。
    ※ ディーラーオプションのコーナーセンサー（4コーナー）、デイタイムランニングライト、コーナーポール、スタイルドバンパー
　     プロテクター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。            
    ※ 夜間や雨天時は見えにくくなる場合があります。              
    ※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。              

●フロントビューカメラスイッチを押すことにより、前方左右の道路状況をモニターに映し出します。

¥51,345
【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
＋　¥6,000】 
MZ607378（本体） 
MZ607379（電源ボックス） 
MZ598346（取付キット）
MZ607376（カメラ入力ケーブル） 

【税抜き価格：本体¥26,000＋電源ボックス¥5,900
＋取付キット¥8,000＋　¥6,000】 
MZ607378（本体） 
MZ607379（電源ボックス） 
MZ598346（取付キット） 

¥48,195

※本画像はイメージです。

適用機種：MZ608929/MZ608930
　　　　 MZ608932/MZ608933

          

            

            

適用機種：MZ608929/MZ608930
　　　　 MZ608932/MZ608933

          

            

            

AV一体型ナビゲーション拡張機器オーディオレス車用メニュー

2012年10月下旬発売予定

■ステアリングリモコンスイッチ
（詳しくはP25参照）

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）オーディオレス車用メニュー

基本機能

AV機能

三菱オリジナル機能

車種別音響調整
オリジナル
オープニング画面

ナビゲーション機能

プローブ
交通情報

VICS
FM交通情報

その他拡張機器（P25,P27）

AM/FM

AM/FM

CD-R/RW
CDCD

VIDEO
DVDDVD

緊急警報放送

緊急
警報

データ放送

データ
放送

DVDDVD
-R/RW

DVDDVD
VR(CPRM) 音楽フォーマット

MP3
WMA
AAC

MP3
WMA
AAC

チューナー＆アンテナ
4×4

自動切替

12セグ

ワンセグ
電子番組表

EPG

無償
地図更新

（別売） （別売）（※） （＊1） （別売） （別売） （別売） （別売） （別売）

（別売） （別売）

DVDDVD
+R/RW

ステアリング
リモコンスイッチ
ステアリング
リモコンスイッチ

VICS
ビーコン交通情報

iPod 対応

iPod

外部入力

RCA

DSRC車載器

DSRCDSRC

ETC車載器

ETCETC

後席モニター
8型

ビューカメラ
リヤ

ビューカメラ
フロント

MZ608929

● 7型AV一体型HDDナビゲーション
¥199,290
【税抜き価格：本体￥173,000＋オーディオ取付キット¥3,000
＋ナビゲーションロック¥3,000＋　 ¥10,800】
MZ608929（本体）
MZ598325（オーディオ取付キット）
MZ598350（ナビゲーションロック）

◆VICS-光/電波ビーコン受信機

¥24,150  MZ608496
【税抜き価格：本体¥20,000
＋    ¥3,000】

◆iPod接続用ケーブル（ビデオ対応）

¥4,935  MZ608189
【税抜き価格：本体¥3,500
＋    ¥1,200】

◆ビデオ入力コード（約2m）

¥3,885  MZ608190
【税抜き価格：本体¥2,500＋    ¥1,200】

（＊3）

（＊4）

  ※  地図更新バージョンアップを2015年4月まで無償提供いたします。また、お客様登録が別途必要となります。
  ※  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。
（＊1）Bluetoothアダプタを内蔵しており、ハンズフリー通話、音楽再生、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です。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検索が可能です。
（＊2）USBケーブルを同梱しており、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/AACの圧縮オーディオファイルを再生することができます。
       また、P22下記の＜USBデバイス使用時のご注意＞を参照ください。
（＊3）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。
（＊4）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。

プラス拡張機器

ブルートゥース対応

Bluetooth

音楽蓄積機能

最大約
10,000曲

倍速録音

最大
18倍速
最大
18倍速

USB対応

USBUSB

対応カード

SD
SDHC

（＊2） （＊1）

ディスプレイ
VGA
7型

タッチパネル操作 リモコン操作 音声認識

大容量ハードディスクがもたらす高機能ナビゲーション・オーディオシステム。5
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【税抜き価格：本体¥12,900
＋接続ケーブル¥5,000＋    ¥7,200】 
MZ608785（本体） 
MZ608801（接続ケーブル）

¥26,355
ETC車載器 

※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。
 

MMCS装着車用拡張機器MMCS装着車用メニュー

【税抜き価格：本体¥27,000＋　¥3,000】
MZ608192

¥31,500
VICS-光／電波ビーコン受信機

●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。

【税抜き価格：本体¥29,000
＋接続ケーブル¥4,500＋    ¥7,200】
MZ608790（本体）
MZ608813（接続ケーブル）

¥42,735
DSRC車載器 

※DSRC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。

MZ608457（本体） 
MZ608458（取付キット） 
MZ609515（映像出力コード）

8型後席モニター 

2012年11月発売予定

2DIN-CD/USBチューナーアンプ
¥44,730
【税抜き価格：本体¥36,500
＋取付キット¥3,000＋変換ハーネス￥700
＋    ¥2,400】
MZ595623（本体）
MZ598325（取付キット）
MZ608724（変換ハーネス）

＜USBデバイス使用時のご注意＞※詳しくはP22下記をご参照ください。

音場
調整機能

（注2） （別売）（注2）（別売）

2DIN-CD/USBチューナーアンプ
¥28,770
【税抜き価格：本体¥22,000
＋取付キット¥3,000＋    ¥2,400】
MZ595637（本体）
MZ598325（取付キット）

（＊1）iPodに同梱のUSB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。

2DIN-CD/USBチューナーアンプ
¥36,855
【税抜き価格：本体¥29,000
＋取付キット¥3,000＋変換ハーネス￥700
＋    ¥2,400】
MZ595624（本体）
MZ598325（取付キット）
 MZ608724（変換ハーネス）

音場
調整機能

（注2） （別売）（注2）

CDチューナーアンプ
¥24,150（注1） 
【税抜き価格：本体¥16,900
＋取付キット¥3,000＋変換ハーネス￥700
＋    ¥2,400】
 MZ595627（本体）
MZ598325（取付キット）
MZ608724（変換ハーネス）

音場
調整機能

CD/USBチューナーアンプ
¥24,675（注1） 
【税抜き価格：本体¥17,400
＋取付キット¥3,000＋変換ハーネス￥700
＋    ¥2,400】
MZ595628（本体）
MZ598325（取付キット）
MZ608724（変換ハーネス）

音場
調整機能

（注2） （別売）（注2）

音場
調整機能

（注2）（＊1）（注2）

2DIN-MD/CDチューナーアンプ
¥47,880
【税抜き価格：本体¥39,500
＋取付キット¥3,000＋変換ハーネス￥700
＋    ¥2,400】
MZ595581（本体）
MZ598325（取付キット）
MZ608724（変換ハーネス）

適用機種：MZ595581

iPod接続用ケーブル
¥2,100 
【税抜き価格：本体¥2,000】
MZ607431

iPod接続用アダプタ
¥16,380 
【税抜き価格：本体¥12,000＋    ¥3,600】
MZ607412

iPod対応

iPod対応

適用機種：MZ595581

外部入力（RCA）ケーブル
¥5,460 
【税抜き価格：本体¥4,000＋    ¥1,200】
MZ608564

適用機種：MZ595623

外部入力（RCA）ケーブル
¥4,200 
【税抜き価格：本体¥2,800＋    ¥1,200】
MZ608561

適用機種：MZ595623/MZ595624
             MZ595628

音場
調整機能

（別売） （別売）

（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2）iPodとUSBデバイスの同時接続はできません。

オーディオオーディオレス車用メニュー

※詳しくはP25をご覧ください。

★ステアリングリモコンスイッチ
　（別売）に対応。
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（自動料金収受システム） 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。

※ 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。

【税抜き価格：本体￥12,800
＋　 ¥7,200】
MZ608791（本体：ブラック）
MZ608792（本体：パープル）

¥21,000
【税抜き価格：本体￥13,200
＋　 ¥7,200】
MZ608789（本体）

¥21,420
●ナビゲーションに接続しない場合 ●ナビゲーションに接続しない場合

【税抜き価格：本体￥13,200
＋接続ケーブル￥5,000＋　 ¥7,200】
MZ608789（本体）
MZ608811（接続ケーブル）

¥26,670
●carrozzeriaナビゲーション（MZ608929）に接続する場合

【税抜き価格：本体￥12,900＋接続ケーブル¥9,900
＋　¥7,200】
MZ608785（本体）
MZ608803（接続ケーブル）

¥31,500
●VICS-光/電波ビーコンと同時装着する場合

【税抜き価格：本体￥12,900＋接続ケーブル¥5,000
＋　¥7,200】
MZ608785（本体）
MZ608802（接続ケーブル）

¥26,355
●VICS-光/電波ビーコンと同時装着しない場合

【税抜き価格：本体￥12,800
＋接続ケーブル￥5,000＋　 ¥7,200】
MZ608791（本体：ブラック）
MZ608792（本体：パープル）
MZ608810（接続ケーブル）

¥26,250
●Clarionナビゲーション（MZ608931）に 接続する場合

【税抜き価格：本体￥13,200
＋接続ケーブル￥5,000＋　 ¥7,200】
MZ608789（本体）
MZ608812（接続ケーブル）

¥26,670
●KENWOODナビゲーション（MZ608932）に接続する場合

スピーカー内蔵 MITSUBISHIナビゲーション
  （MZ608930）接続専用

■三菱電機製（アンテナ別体、表示なしタイプ）

スピーカー内蔵

■三菱重工製（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）

ブラック パープル

高速道路に設置された「ITSスポット」と車載のDSRC対応ナビゲーションとの間で、高速＆大容量通信を行うことにより広域（最大約1,000km）にわたる
道路交通情報や画像を提供し、安全運転や快適ドライブをバックアップする次世代の通信システムです。（DSRCサービス）

※DSRCとはDedicated Short Range Communicationの略で専用の狭域通信という意味です。
※DSRC車載器には、ETC機能も搭載しています。
※DSRC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。

MZ608790（本体）
MZ608813（接続ケーブル）

【税抜き価格：本体￥29,000＋接続ケーブル￥4,500
＋　 ¥7,200】

¥42,735
●MITSUBISHIナビゲーション（MZ608930）に接続する場合

【税抜き価格：本体￥29,000＋接続ケーブル￥7,500
＋　 ¥7,200】
MZ608790（本体）
MZ608814（接続ケーブル）

¥45,885
●carrozzeriaナビゲーション（MZ608929）に接続する場合

ナビゲーション接続専用
■三菱電機製DSRC車載器（アンテナ別体、表示なしタイプ）

この先 トンネル付近渋滞追突注意！ 左から合流車、注意！ この先約○km△△△の現在の状況です！

安全運転のサポート 合流部での情報提供 道路交通情報の提供

DSRC / ETCその他拡張機器メニュー
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YS1533-1210
〒108-8410 東京都港区芝5丁目33番8号

◎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2012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（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。
◎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。


