
◎本カタログ掲載商品は、3年6万km保証です。
保証期間は三菱自動車の販売店、または三菱自動車指定サービス工場で商品を取り付けた日（販売した日）から
3年間（期間内でも走行距離が6万kmまで）となります。ただし、一部商品は 1年間（期間内でも走行距離が2万kmまで）、補用部品は 1年間となります。
また個別保証の商品は、その保証期間に準じます。保証期間は商品ごとに記載してあります。記載のない商品は3年6万kmとなります。
なお、次に示すものは保証対象外です。
　
　
・使用損耗あるいは経年変化による劣化。
・ケミカル類、油脂類、電池類などの消耗品。
・取扱要領書ならびに取扱説明書などに定められた取扱い方法と異なる使用に起因する不具合。
・天災、事故、盗難、その他外的要因によって生じた不具合。
・三菱自動車純正部品・ディーラーオプション以外の商品によって誘発された不具合。

◎カタログ中の※マークはその他の注意事項。●は補足説明を表わします。
◎個別の製品の注意事項をすべては記載しておりません。それぞれの製品の取扱説明書をよく読んでお使いください。

◎本カタログの太青字の表示価格は2020年12月現在のもので、本体価格（メーカー希望小売価格）＋参考取付工賃（6,600円／時間）
　＋消費税（10％）が含まれております。なお取付工賃レートは、地域・製品・装着時により異なる場合がありますのでご了承ください。
◎仕様および表示価格は、製品改良や材料高騰、その他の理由により予告なく変更することがありますので販売会社にお問い合わせください。
◎写真は、印刷インキの性質上、実際の色と異なって見えることがあります。
◎掲載写真は、実物とイメージや仕様が異なる場合があります。
◎撮影のための小道具は商品に含まれておりません。
◎装着する用品や組み合わせによっては、車高および重量が変化することがありますので、ご了承ください。
◎一部車種については装着できないものがあります。また取付場所が同一のため、複数のものを同時に装着できないものもありますので
　販売会社にお問い合わせください。
◎撮影上の都合で、一部旧型車両や他車種を使用しています。
◎ホームページを開設していますのでご利用ください。

カタログ中の　マークは安全注意事項ですので必ずお守りください。

三菱車に関するお問い合わせは、お近くの販売会社、または三菱自動車お客様相談センターへどうぞ。

www.mitsubishi-motors.co.jp

スピードは控えめに。 エコドライブで環境にやさしく。  後席もシートベルト。 チャイルドシートも忘れずに。

お客様の個人情報は厳重に取り扱い、お問い合わせへの対応に使用いたします。また、ご相談内容によっては適切な
対応をさせていただくため、三菱自動車販売会社等へ必要な範囲で情報を開示し、販売会社等からお客様にご連絡を
取らせていただく場合もございますので、予めご了承ください。なお、当社における個人情報の取り扱いの詳細について
は三菱自動車ホームページ（https://www.mitsubishi-motors.co. jp/privacy）にて記載しております。

三菱自動車お客様相談センター　　0120-324-860

〒108-8410 東京都港区芝浦3丁目1番21号

YS3042-2012/50

クルマのお取り扱いは、所定の取扱説明書ならびにメンテナンスノートなどをよくご覧の上、定められた点検・整備等を確実に
実施し、安全で快適なドライブをお楽しみください。ボディカラー、内装、シート色は、印刷インキの性質上、実際の色と異なって
見えることがあります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

オープン時間：9時～17時（土日・祝日・当社指定休日：9時～12時 13時～17時）

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

2020.12～



16 タイヤチェーン（スチール）

【消費税抜価格：本体￥7,900】
¥8,690

[ミニキャブバン全車] MZ573309
●12インチタイヤ用。１セット２個入り。

MINICAB

14 シガーライター

【消費税抜価格：本体￥1,200＋　¥1,980】
¥3,498

[全車] MZ607511　　

●シガーライターとシガーソケットのセット
　です。標準装備のアクセサリーソケットと
　交換装着。
　

MINICAB TOWN BOX

15 タイヤチェーン（コーニック製）

【消費税抜価格：本体￥27,200】
¥29,920

[タウンボックス全車] MZ573321　

●14インチタイヤ用。1セット2個入り。

TOWN BOX

※タイヤの種類（スタッドレスタイヤなど）やタイヤメーカーに
　よっては装着できない場合があります。

OTHERS
17 スノーブレード（1本） 

【消費税抜価格：本体￥4,200】[全車] 
¥4,620

MZ603870（運転席側用）

【消費税抜価格：本体￥2,400】[全車] 
¥2,640

MZ603866（リヤ用）

MINICAB TOWN BOX

（長さ430mm）

（長さ300mm）

●運転席側用。1本。

【消費税抜価格：本体￥4,200】[全車] 
¥4,620

MZ603877（助手席側用）

（長さ430mm）

●助手席側用、オフセットホルダー付。1本。

2万km
1年

保証
2万km
1年

保証

2万km
1年

保証

3 盗難抑止ボルト付ナンバープレートフレーム（メッキ）パッケージ

MINICAB

10

●バック時にブザー音で、周囲に
　注意を促します。

バックブザー

【消費税抜価格：本体￥2,500
＋　¥1,980】

¥4,928

[ミニキャブバン全車] 
MZ603007

11

●サイズ：長さ1,840×幅1,445×高さ320(mm)。
　スチール製、ブラック塗装。
　最大積載重量：28.5kg（ルーフキャリア製品重量を除く）。
　装着時はルーフから約134mm高くなります。
 

ルーフキャリア

【消費税抜価格：本体￥52,000＋　¥4,620】
¥62,282

[全車]

MINICAB TOWN BOX

MZ533074

※前後枠パイプは可倒式です。前後枠パイプを倒せば、長尺ものも積載可能です。

12

●サイズ：ベースバー間隔700×幅1,444×高さ245(mm)。
　最大積載重量：23.7kg（アタッチメントの製品重量を含む）。
　装着時はルーフから約54mm高くなります。

ベースキャリア

【消費税抜価格：本体￥25,000＋　¥2,640】
¥30,404

[全車]

MINICAB TOWN BOX

MZ533104

※ベースキャリアは必ずアタッチメントと組み合わせてご使用ください。

遊びもビジネスも安全&快適! 
もっと便利に、もっと個性的にでっかく行きたい。

MINICAB

※スモールランプを点灯したときの消音
　機能はありません。

　ベースキャリアのみで使用することはできません。

　ベースキャリアには専用アタッチメント以外の物を装着

　しないでください。

　キャリア類は最大積載重量を厳守してください。

　ルーフキャリアに荷物をのせる場合は、ネットやベルト等

　でしっかり固定してください。

　キャリアに荷物を載せることにより、横風の影響を受けや

　すくなることがあります。安全走行を心がけてください。

※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量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。

2

●走行中の泥はねや飛び石を抑えます。リヤ左右2枚セット。

マッドフラップ

【消費税抜価格：本体￥3,000＋　¥1,320】 [ミニキャブバン全車] MZ530698
¥4,752 MINICAB

お気に入りの愛車だからいつもクリーンに。

EXTERIOR  

9

●トランスミッターの送信ボタンを押すことで、施錠・
　解錠ができます。ルームランプ点滅またはハザード
　ランプ点滅によるアンサーバックの切り替えが可能。

キーレスエントリーシステム

【消費税抜価格：本体￥16,000＋　¥5,940】
¥24,134

[ミニキャブバンM] MZ604792　

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おそれがあります。詳しくは販売

会社にお問い合わせください。

7

●ホワイト光。12V35W H8 左右セット。

フォグランプ

【消費税抜価格：本体￥23,000＋　¥6,600】
¥32,560

[ミニキャブバン全車] MZ581839

MINICAB

8

●ボディカラーに合わせて選べます。左右セット。

フォグランプベゼル

【消費税抜価格：本体￥5,000】
¥5,500

[ミニキャブバン全車] 
MZ581988（ホワイト）
MZ581989（ブルーイッシュブラックパール）
MZ581990（シルキーシルバーメタリック）

MINICAB

すっきりスマート。雨の日の換気にも便利。

フォグランプ装着には　　のフォグランプベゼルが必要となります。7 8

￥38,060合計価格 （消費税込価格）
7 フォグランプ 8 フォグランプベゼル

※写真は当該車両とは異なります。

8※      フォグランプと　　フォグランプベゼルは同時装着する必要があります。7

【消費税抜価格：本体￥28,000＋　¥6,600】

13

●スキー板５～６セットまたはスノーボード４枚積み。
　サイズ：長さ63×幅789×高さ127(mm)。
　製品重量:2.8kg。

スキー＆スノーボードアタッチメント

【消費税抜価格：本体￥18,000＋　¥1,320】
¥21,252

[ベースキャリア装着車]

MINICAB TOWN BOX

MZ535001

※写真は当該車両とは異なります。

シフトレバーを
バックに入れると

ピーッ
　ピーッ

【消費税抜価格：本体￥10,350】 ［全車］ MZ572556

ナンバープレートフレーム（メッキ）×２枚 + 　 ナンバープレートロックボルト（ロゴステッカー付）

単品合計価格 ￥12,650【消費税抜価格：本体￥11,500】のところ

4 6

●格調の高いチタン調。樹脂製、フロント／リヤ兼用。

パッケージ価格 ￥11,385

メッキチタン調

※ナンバープレートフレームをフロントとリヤに装着する場合は２枚必要となります。
※字光式ナンバープレートには使用できません。

<ナンバープレートフレーム、ナンバープレートロックボルトの注意事項>

MINICAB TOWN BOX

MINICAB TOWN BOX

5

【消費税抜価格：本体￥3,800】 [全車] MZ572547
¥4,180 （1枚） MINICAB TOWN BOX

6

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

ナンバープレートロックボルト（ロゴステッカー付）

【消費税抜価格：本体￥5,500】 [全車] MZ572552
¥6,050 MINICAB TOWN BOX

4

●樹脂製、メッキ仕上げ。フロント／リヤ兼用。

　

ナンバープレートフレーム（メッキ） ナンバープレートフレーム（チタン調）

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

¥1,2
65 O

FF

※キーカットおよび登録費用が別途必要になります。

※当システムでドアをアンロック後、約30秒以内にいずれのドアも開

　けなかった場合には、自動的にロックします（タイマーロック機能）。

　キーの閉じ込みをしないよう、十分に注意してください。

※当システムでドアをロックすると、約20秒後にセキュリティアラー

　ムがセットされます。板キーを使って解錠した場合、警報が作動しま

　す。警報を誤作動させたときは、エンジンスイッチをONにしてくだ

　さい。途中で停止できます。

1

●アクリルスモーク グレー。フロント／リヤ左右4枚セット。

エクシードバイザー

【消費税抜価格：本体￥12,000＋　¥1,980】 [全車] MZ562513
¥15,378 MINICAB TOWN BOX

32 3マークは参考取付工賃［消費税抜］です。 はキーロック付。※太青字の価格は参考取付工賃を含む消費税（10％）込価格です。◎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。



＜前席マット＞ ＜前席マット＞

1

●落ち着いた色合いのカバー。
　１台分（フロント・リヤセット）。

シートカバー

【消費税抜価格：本体￥15,000＋　¥3,300】
¥20,130

[ミニキャブバンM、G] MZ501529

1 フロアマット

【消費税抜価格：本体￥10,800＋　¥1,320】[全車] 
¥13,332

MZ510007（ミニキャブバン（5MT）／一体式リヤシート）
MZ510008（ミニキャブバン（5AMT/4AT）／一体式リヤシート）　　　　　　　
MZ510009（ミニキャブバン（4AT）／分割可倒リヤシート、
　　　　　　　　タウンボックス（4AT）／分割可倒リヤシート）

●清潔感のあるスタンダードタイプ。前席、後席の2点セット。
　MITSUBISHI MOTORSの刺繍ロゴ入り。

2 ラバーマット　

【消費税抜価格：本体￥7,800＋　¥1,320】[全車] 
¥10,032

MZ511794（ミニキャブバン（5MT/5AMT/4AT）／一体式リヤシート）
MZ511799（ミニキャブバン（4AT）／分割可倒リヤシート、　　　
　　　　　　　タウンボックス（4AT）／分割可倒リヤシート）

●濡れた靴でもOK。お手入れも簡単なラバータイプ。
　前席、後席の2点セット。
　MITSUBISHI MOTORSの成型ロゴ入り。

INTERIOR

9 エアセパレーター

【消費税抜価格：本体￥10,000＋　¥2,640】
¥13,904

[ミニキャブバン全車] MZ516404

MINICAB

●前席の後部に装着して、冷暖房効果を高めます。
　

4 ヘッドスペースラック

【消費税抜価格：本体￥20,000＋　¥3,300】
¥25,630

[ミニキャブバン全車] MZ521834

●ヘッドスペースの空間を利用して、軽い荷物を収納でき
　ます。サイズ：奥行510×幅1,100×高さ80(mm)。
　最大許容荷重量：3.0kg。
※　　コートハンガー、　 LEDラゲッジルームランプとの

    同時装着はできません。

　

6 荷室マット（SBSタイプ）　　　　　

【消費税抜価格：本体￥9,500】
¥10,450

[タウンボックス全車] MZ514204　 

5 荷室マット（レギュラー）

【消費税抜価格：本体￥9,800】
¥10,780

[タウンボックス全車] MZ514123

TOWN BOX

2

●千鳥格子がオシャレでカジュアルな雰囲気のシートカバーです。１台分（フロント・リヤセット）。ポリエステル100％。

シートカバー（千鳥格子）

【消費税抜価格：本体￥25,000＋　¥3,300】 [ミニキャブバンM、Gを除く全車] 
¥31,130

MZ501574 （ミニキャブバン／ブラボーターボ用） 
MZ501539 （タウンボックス全車用）

MINICAB MINICAB TOWN BOX

MINICAB TOWN BOX MINICAB TOWN BOX

●高輝度LEDが荷室を明るく照らします。助手席側リヤの
　ラゲッジルームランプ右横に取り付けます。
※　　ヘッドスペースラックとの同時装着はできません。

　

MINICAB

3 コートハンガー

【消費税抜価格：本体￥24,000＋　¥3,300】
¥30,030

[ミニキャブバン全車] MZ521906

MINICAB

TOWN BOX

8 荷室マット（SBSタイプ）　　　　　

【消費税抜価格：本体￥3,800】
¥4,180

[ミニキャブバン全車] MZ514203

●軽くて丈夫な合成樹脂素材を使用。
　荷すべりの抑制に効果的です。
　サイズ：奥行1,000×幅1,328×厚さ2(mm)。

　

MINICAB

＜フロアマット、ラバーマットの注意事項＞

前席マットは、付属の固定具にしっかりと固定して

ください。また、フロアマット／ラバーマットにその

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／ラバーマットがずれたり、重ね敷きした

マット等が車両のペダルに干渉して、ペダル操作に

支障をきたす場合があります。

MINICAB TOWN BOX

3 11

●清潔感のあるスタンダードなカーペットです。
　サイズ：奥行807×幅1,286(mm)。
※　　荷室マット（SBSタイプ厚さ1.8mm）、　　荷室フックとの

　同時装着はできません。

　

6 10

※リヤシートを折りたたみ、荷室をフラットにした状態で使用します。

※　　荷室マット（SBSタイプ厚さ2mm）、　　荷室フックとの

　同時装着はできません。

　

8 10

●軽くて丈夫な合成樹脂素材を使用。
　荷すべりの抑制に効果的です。
　サイズ：奥行790×幅1,280×厚さ1.8(mm)。
※　　荷室マット（レギュラー）、　　荷室フックとの

　同時装着はできません。

5 10

※リヤシートを起こした状態で使用します。

※　　荷室マット（合成ゴムタイプ厚さ3mm）、　　荷室フックとの

　同時装着はできません。

7 10

11 LEDラゲッジルームランプ

【消費税抜価格：本体￥13,000＋　¥3,300】
¥17,930

[ミニキャブバン全車] MZ590749

MINICAB

4

10 荷室フック

【消費税抜価格：本体￥3,300
＋　¥5,280】

¥9,438

[全車] MZ521869

●リヤシート後方の荷室フロア四隅に取り付けるフックです。
　４個セット。
　 5 6 7 8※ 荷室マットとの同時装着はできません。

●ハイルーフのメリットを活かして衣服をつり下げる
　ことができます。最大許容荷重量：30kg。

7 荷室マット（合成ゴムタイプ）　

【消費税抜価格：本体￥6,800】
¥7,480

[ミニキャブバンM、G] MZ514249

MINICAB

●水洗いができる実用性の高いマットです。
　サイズ：奥行1,725×幅1,330×厚さ3(mm)。

おしゃれで快適な
空間づくり。

LUGGAGE

※　　ヘッドスペースラックとの同時装着はできません。4

※P5　　ベビーシート、　　チャイルドシートとの

　同時装着はできません。

3 4

ISO FIX対応チャイルドシート（テザータイプ）

シートベルト固定タイプ

¥77,000
【消費税抜価格：本体¥35,000＋ベースシート¥35,000】
 

¥99,000
【消費税抜価格：本体¥55,000＋ベースシート¥35,000】
 

国際標準化機構（ISO）がチャイルドシートの誤装着を防止するために定めたチャイルドシートの固定方式の規格です。ISO FIX 対応チャイルドシートなら
簡単に装着、取り外しができます。またチャイルドシートが車体に固定されるため、走行中に座席からずれたり緩んだりすることなく、万一の際にも安心です。

※ご購入の際には、お子様に合ったものをお選びください。
※取り付けるシートの位置および、お子様の年齢により取付方法 が異なりますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※取付け・使用方法について詳しくは、各商品の「取扱説明書」をご覧ください。
※助手席への装着はできません。
※P4　  エアセパレーターとの同時装着はできません。
※ミニキャブバン全車（Ｍ、Ｇ、ブラボーターボ）はISO FIX方式での取付けはできません。
※ミニキャブバンのM、Gは助手席のみの取り付けになります。（ただし、やむを得ず装着する場合）

※チャイルドシート、ベビーシート共用ですので、乳児～ 4歳位まで継続してご使用いただけます。

※ご購入の際には、お子様に合ったものをお選びください。
※取り付けるシートの位置および、お子様の年齢により取付方法が異なりますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※取付け・使用方法について詳しくは、各商品の「取扱説明書」をご覧ください。
※ISO FIX方式での取り付けはできません。
※助手席への装着はできません。

■ベビーシート 

■チャイルドシート 

※本製品はシートベルトでの固定も可能です。
※ISO FIX方式で装着する場合は、別途ベースシート（MZ525284）が必要です。

※シートベルトで固定する場合、0ヶ月～ 9ヶ月くらいまではベビーシートとして、9ヶ月～ 4歳くらいまではチャイルドシートとして使用できます。
※ISO FIX方式で装着する場合（前向きのみ）は、別途ベースシート（MZ525284）が必要です。

●ISO FIX ベースシート  

3 ベビーシート

¥35,200
【消費税抜価格：本体¥32,000】 

5 ジュニアシート

4 チャイルドシート

CHILD SEAT

◀ジュニアシート

▲ベビーシート

▲チャイルドシート

▲ベースシート

[適用は下表の通り] 

[適用は下表の通り] 

[適用は下表の通り] 

大切なお子さまのために。

○：装着可  ×：装着不可

ジュニアシート × × ○ ×

前向き 後向き 前向き 後向き

助手席 後席 サイズ

品  名

取付位置

幅×高さ×奥行mm

◆ジュニアシート適用表

450×690×480

◆ベビーシート・チャイルドシート適用表

ISO FIX
ベビーシート

ISO FIX
チャイルドシート ×

×

×

×

○

×

○

○

（注1）やむを得ず助手席にチャイルドシートを装着する場合は、必ずシートを最後端まで下げた位置での
　　　取り付けをお願いします。また、その場合は、シートベルトでの固定となり、ISO FIX方式での装着は
　　　できません。
（注2）チャイルドシートをベビーシートとして使用する場合は、後向きでの装着となります。この場合は、
　　　シートベルトでの固定となり、ISOFIX 方式での装着はできません。

○：装着可  ×：装着不可

前向き 後向き 前向き 後向き

助手席 後席 サイズ

品  名

取付位置

410×440×640
（ISOFIXベースシート未装着時）

410×480×640
（ISOFIXベースシート装着時）

440×630×490
（ISOFIXベースシート未装着時）

440×670×490
（ISOFIXベースシート装着時）

幅×高さ×奥行mm

（注1） （注2）

※ミニキャブバン Ｍ、Ｇにはジュニアシートの取付けはできません。

●本体：MZ525285

TOWN BOX [タウンボックス全車]
TOWN BOX

●ベースシート：MZ525284
[タウンボックス全車]MINICAB [ブラボーターボ]

●本体：MZ525286

TOWN BOX [タウンボックス全車]
TOWN BOX

●ベースシート：MZ525284
[タウンボックス全車]MINICAB [ミニキャブバン全車]

●本体：MZ525300

TOWN BOX [タウンボックス全車]
MINICAB [ブラボーターボ]

9

54 ◎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。 マークは参考取付工賃［消費税抜］です。※太青字の価格は参考取付工賃を含む消費税（10％）込価格です。



ハーティプラスメンテナンス

ハーティプラス つく2保証

メンテナンスも三菱自動車のお店へ！

※加入条件等についての詳細は販売会社にお問い合わせください。

メーカー保証終了後、万が一の故障の時も無料で修理ができる延長
保証プランです。車を長く大切にお乗りいただけます。

三菱自動車のクルマを知り尽くしたプロによる定期点検のお買い得な
パック。半年ごとにしっかりメンテナンスするので、安心・快適にご愛車
にお乗りいただけます。

三菱自動車では、お客さまにより安全で快適なカーライフを楽しんでいただくため、
独自の「三菱自動車ハーティプラスプログラム」をお求めやすい価格でご用意しています。
ぜひ、新車ご購入後のメンテナンスも三菱自動車のプロにおまかせください。

ナビゲーションロックで
盗難抑止！

【消費税抜価格：本体￥3,000
＋   ¥1,320】[全車] 
MZ598350

¥4,752

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

ナビゲーションロック（マックガード製）

システム合計価格

MINICAB TOWN BOX

※ETC車載器のご利用には手続き（セットアップ[有料]）およびクレジットカード会社へのETCカード申込が別途必要
　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。
※本製品は新セキュリティ規格に対応しています。

ETC・自動料金収受システム MINICAB TOWN BOX

システム合計価格
【消費税抜価格：本体￥14,300＋接続ケーブル￥3,600＋　¥5,940】
MZ608841（本体）／ MZ609838（接続ケーブル）

¥26,224
適用機種 ： パイオニア/7型メモリーナビゲーション（MZ609842）

システム合計価格
【消費税抜価格：本体￥14,300＋   ¥5,940】 MZ608841（本体）

¥22,264
ナビゲーションと接続しない場合

ETC車載器

※リヤビューカメラを装着する場合には、テールゲートハンドルが別途必要となります。標準品と交換装着します。

※写真イラストはイメージです。画像は当該車両とは異なります。
※リヤビューカメラ本体にガイド線表示機能はありません。接続するナビゲーションの描画機能を使用してガイドラインを表示することができます。
※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。

￥32,164 【消費税抜価格：本体￥20,000＋　¥9,240】MZ607656（本体）　

￥3,740 【消費税抜価格：本体￥3,400】

タウンボックス用ミニキャブバン用

MZ607657（ミニキャブバン／ホワイト用）
MZ607661（ミニキャブバン／ブルーイッシュブラックパール用）
MZ607662（ミニキャブバン／シルキーシルバーメタリック用）
MZ607658（タウンボックス／パールホワイト用）
MZ607659（タウンボックス／ブルーイッシュブラックパール用）
MZ607660（タウンボックス／シルキーシルバーメタリック用）

※リヤビューカメラ装着には、テールゲートハンドルが別途必要となります。

￥35,904合計価格 （消費税込価格）

【消費税抜価格：リヤビューカメラ本体￥20,000
＋テールゲートハンドル￥3,400＋　¥9,240】

車種ボディカラーから選択

❶リヤビューカメラ

❶リヤビューカメラ ❷テールゲートハンドル

❷テールゲートハンドル（リヤビューカメラを装着する場合に必要となります。）

リヤビューカメラ MINICAB TOWN BOX

適用機種 ： パイオニア/7型メモリーナビゲーション（MZ609842）

ドライブレコーダー MINICAB TOWN BOX

※ナビゲーションで再生することはできません。
※スマートフォンでの再生には、無償の専用アプリをスマートフォンに
　インストールする必要があります。
※各種注意事項等の詳細は取扱説明書でご確認ください。

【消費税抜価格：本体￥33,000＋　¥6,600】
MZ609795

¥43,560
システム合計価格

もしもの時でも、その時の状況をしっかり残せます。もちろんドライブの楽しい想い出も記録できます。

高画質
記録

駐車時
録画機能

HDR
機能

音声録音
機能

GPS
搭載

スマートフォン専用 パソコン専用

Wi-Fi 接続
タイプ

スマートフォンに専用のアプリをインストールすれば、
専用ビューアーで記録した映像の再生が可能です。
各種設定もスマートフォンで行えます。

付属の専用ソフトをパソコンにインストールすれば、
専用ビューアーで記録した映像の再生が可能です。

※画像はイメージです。 ※ビューアー画面はイメージ

グレードアップスピーカー（フロント用）

（注）標準スピーカーとの交換装着（ミニキャブバンのM、G類別はスピーカーレスのた
　　め増設）をすることによりグレードアップが可能です。
（注）ミニキャブバンのM、G類別にスピーカーを装着する場合は、スピーカーハーネス
　　（MZ598357 ￥2,420/消費税込）と取付工賃（￥4,356/消費税込）が別途必要
　　となります。スピーカーハーネスは左右2本セット（スピーカー左右2個分）となります。
※スピーカーは左右2個、取付ブラケットは同梱。
※価格は2スピーカー装着時の価格になります。

¥13,530
【消費税抜価格：本体￥9,000＋　¥3,300】
MZ609591
●16cm 3WAY/150W入力

スピーカー MINICAB TOWN BOXオーディオ MINICAB TOWN BOX

（注）ミニキャブバンの標準オーディオと交換装着する場合は、別途、補用部品扱い（1年保証）のオーディオ交換ガーニッシュ（MQ508877）が必要となります。
（注）別途、補用部品扱い（1年保証）の1DINアクセサリーボックス（MQ502491）およびスクリュー（MQ500063×4本）が必要となります。
（注）ミニキャブバンのM、G類別に装着する場合は、フロントスピーカーとスピーカーハーネス（右記のグレードアップスピーカー参照）が必要となります。
＊1 iPodやiPhoneに同梱されているUSBケーブル（Dockコネクタ、Lightningコネクタ）の使用によりご利用いただけます。
＊2タウンボックスに標準装備のステアリングオーディオスイッチに対応します。
※フロントパネルに外部入力端子（ステレオミニプラグ）があります。

 

¥22,154
【消費税抜価格：本体￥17,500＋　¥2,640】
MZ594001（本体）

クラリオン・1DIN-CD/USBチューナーアンプ

※詳しくはP6を参照ください。
＜USBデバイス使用時のご注意＞

50W×4 EQ

CD
CD-R
CD-RW

AM
FM

MP3
WMA

フロント
外部入力

ステアリング
オーディオ
スイッチ

USB
スロット

＊1

＊2

適用：ミニキャブ全車

¥24,904
【消費税抜価格：本体￥17,500＋取付キット￥2,500
＋　¥2,640】
MZ594001（本体）
MZ594847（取付キット）

適用：タウンボックス全車

　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。）

※フィルムタイプTVアンテナはフロントウインドウガラスに装着します｡
※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。

＜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。

＜携帯電話・iPod対応機種のご注意＞
・対応機種につきましては、販売会社にお問い合わせください。

※Wi-FiはWi-Fi Alliance、iPod、iPhone、Siriは米国およびその他の国々で登録されているApple Inc.、
　Bluetooth®はBluetooth SIG Inc.、VICS WIDE、VICS は（財）道路交通情報通信システムセンター、
　iOSは、米国およびその他の国々で登録されたCisco Systems,lnc.,SD、SDHCロゴはSD-3C LLCの
　登録商標です。iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき、使用されています。

《注意事項》

＜Bluetooth®使用時のご注意＞
ご利用にはBluetooth®対応の携帯電話が必要です。携帯電話の機種によっては本サービスを
ご利用できない場合があります。

パイオニア／7型メモリーナビゲーション

※画像はイメージです。

【消費税抜価格：本体￥135,000＋オーディオ交換ガーニッシュ¥3,900
＋ナビゲーションアンテナキット¥5,700＋ナビゲーションロック¥3,000
＋　¥12,540】
MZ609842（本体）
MZ609617（オーディオ交換ガーニッシュ）
MZ609796（ナビゲーションアンテナキット）
MZ598350（ナビゲーションロック）

システム合計価格 ¥176,154

【消費税抜価格：本体￥135,000＋ナビゲーションアンテナキット¥5,700
＋ナビゲーションロック¥3,000＋　¥12,540】
MZ609842（本体）
MZ609796（ナビゲーションアンテナキット）
MZ598350（ナビゲーションロック）

システム合計価格 ¥171,864

（※1）RCA端子を有したビデオ機器やポータブルオーディオなどの接続が可能になります。なお、ご使用にあたっては、ご利用の機器に適した接続ケーブル（別売/市販品）が必要になります。

ナビゲーション MINICAB TOWN BOX

適用：ミニキャブ全車

適用：タウンボックス全車

ビデオ入力
ケーブル
（RCA）

ETC連動

◆別売オプション

リヤビュー
カメラ

メモリー
ナビ
16GB

7型
WVGA

◆主要機能

VICS-
WIDE

AM/FM無料地図
更新

＊2＊2

19年度版
地図データ

＊1＊1

ワイドFM
対応

フルセグ
4×4

DVD CD
Bluetooth
ハンズフリー
通話

Bluetooth
音楽再生

SDカード
再生

音楽CD
録音

USB
メモリー
再生

＊4＊4

＊3＊3

ステアリング
オーディオ
スイッチ
＊5＊5

専用拡張機器
ビデオ入力ケーブル（RCA）

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

MZ609783 （※1）¥2,800 ¥4,532¥1,320

参考取付工賃（消費税抜）

（注）ミニキャブバンのM、G類別に装着する場合は、フロントスピーカーとスピーカーハーネス
　　（P7のグレードアップスピーカー参照）が必要となります。
　※ナビゲーションロックの詳細はP7を参照ください。

高速道路逆走検知、注意喚起機能

地図データが最長2025年4月末まで、無料で更新できます。
更新方法は2通りあり、どちらか選択できます。

パソコンでの更新の場合 SDカード送付での更新の場合

SDカード送付での地図更新の流れ

最長2025年4月末までの
地図データ無料更新

（＊1）地図データは概ね2018年度のデータを収録しています。
（＊2）購入のタイミングで更新できる回数が異なります。詳しくはパイオニアホームページ
　　（https://jpn.pioneer/ja/support/dop/mitsubishi/v_up/）を参照ください。
（＊3）SDカード送付で更新する場合 : 2021年6月末までにハガキで申込いただくと、2023年2月
　　 以降に地図更新用SDカード(2022年度版)を送付予定となります。
　　※SDカードでの更新後、パソコンでの更新も可能となります。（SDカード更新後、最大3回可能です）
（＊4）別途SDカード（市販品）が必要となります。
（＊5）タウンボックスに標準装備のステアリングオーディオスイッチに対応します。ミュート/ハンズフリー
　　スイッチについては、ミュート機能もしくはハンズフリー機能どちらかに対応します。その他の
　　スイッチ（音量やMODEなど）には表示通りに対応します。

（注）オーディオ標準装備車に純正用品ナビゲーションおよびオーディオを装着する場合は、標準オーディオとの交換装着となります。

NAVIGATION & AUDIO

（＊2）（＊2） （＊3）（＊3）

逆走検知機能 逆走注意喚起機能

高速道路の入口、ジャンクション、インター
チェンジ、SA・PAの本線合流部での逆走を
検知し、画面表示と音声で警告します。

高速道路進入時やSA・PAでの駐車後の発進
時などに、画面表示と音声で注意喚起します。

※全ての逆走の検知・注意喚起を保証する
　ものではありません。 　

※状況によって検知・注意喚起の内容が
　異なることがあります。

2025年4月末まで、全更新 最大9回/
差分更新：期間中最大48回、無料でダウ
ンロードできます。（2020年1月現在）

専用ハガキで2021年６月末までに申し込みすれば、地図更新用SDカード
（2022年度版）が送られてきます。さらに、SDカードでの更新後は、パソコン
での更新も可能になります。
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