
14.04～

T

※本カタログに掲載されていない商品を掲載車種に装着された場合はマツダ（株）の保証対象外となります。また、本カタログに掲載の商品でも掲載外の商品と組み合わせ装着した場合は保証対象外となります。※掲載の取付費込価格は新車時の場合となります。

マツダ純正アクセサリーは、ジャストフィット＆ベストクオリティの3年ただし6万km保証付です。
※ただし一部用品とマツダスピード/M’z Custom/DAMD/KENSTYLE用品および消耗品は除きます。また消臭や撥水等の特殊機能については保証対象外です。
　保証期間は下記マークで表示しております。マークのない商品は保証対象外です。

マツダ純正アクセサリーについてのお問い合わせは、お近くの販売会社または マツダ（株）コールセンターへどうぞ

マツダ純正アクセサリー

受付時間／平日 9：00～17：00 土・日・祝日 9：00～12：00 13：00～17：00全国共通 フリーダイヤル 0120-386-919

●掲載内容は2014年4月現在のものです。●掲載商品の仕様、価格は予告なく変更することがあります。●このカタログに掲載されている商品はショップオプションです。
●掲載価格は、メーカー希望小売価格（消費税8％込）で参考価格です。価格は販売会社が独自に定めていますので、詳しくは販売会社におたずねください。●撮影、印刷条件により、実物色と多少違いが生じることがあります。●このカタログは地球環境にやさしい印刷用紙を使用しています。

保証期間はマツダの販売店および、マツダ指定サービス工場でマツダ車に取り付けた日からとなります。

保証修理期間は用品取付時から3年です。
ただし、期間内でも走行距離が6万kmまでです。

保証修理期間は用品取付時から1年です。
ただし、期間内でも走行距離が2万kmまでです。

新車購入時から5年まで保証を延長。
5年目（ただし10万km）まで万が一の
故障に備えたカーライフをサポートします。

適用車両No.
セダン BM5FP 100001～
 BM5AP 100001～
スポーツ BMEFS 100001～
 BM5FS 100001～
 BM5AS 100001～
 BM2FS 100001～
ハイブリッド BYEFP 100001～

カタログNo.

2014.04発行年月日

31PXSAM



¥166,627セット合計価格 ［DG1A］+［DY8U］+［EN4T］・フロントアンダースカート  ・サイドアンダースカート  ・リアアンダースカート  ・リアルーフスポイラー（ブリリアントブラック）  ・ドアミラーガーニッシュ［セットプラン内容］

マツダスピード スポーツ用エクステリアセットプランSPORT EXTERIOR Set Plan

P07-08マツダスピード エクステリアアイテム
MAZDASPEED EXTERIOR ITEM

P31-32ナビゲーションシステム
NAVIGATION SYSTEM

P29-30サポートアイテム&チャイルドシート
SUPPORT ITEM & CHILD SEAT

P25-28ベーシックアイテム
BASIC ITEM

P23-24インテリジェンスアイテム
INTELLIGENCE ITEM

P21-22アクティブアイテム
ACTIVE ITEM

P15イルミネーションアイテム
ILLUMINATION ITEM

P17-20エクステリアアイテム
EXTERIOR ITEM

P16ドレスアップアイテム
DRESS UP ITEM

P11-14カスタマイズ
CUSTOMIZE

P09-10マツダスピード インテリアアイテム
MAZDASPEED INTERIOR ITEM

目 次

精悍なスタイリングと、洗練された上質な室内空間をさらに高める。

アクセラのポテンシャルを最大限に引き出すこだわりのアイテムを取り揃えました。

さらに、大人のスポーツスピリットをかき立てる「MAZDASPEED」アイテムもご用意。

さらなる個性との融合でオーナーが思い描く、理想のアクセラをカタチに。

優越感に満ちる、上質のカスタマイズが
アクセラをさらなる高みへと導く。

AXELA Shop Options 02AXELA Shop Options 01

※掲載価格は消費税（8％）込価格です。



¥63,771セット合計価格 ［FG1A］¥166,627セット合計価格 ［DG1A］+［DD0H］+［EN4T］ ・インパネガーニッシュ  ・シフトゲートガーニッシュ  ・エアベント&インナーハンドルベゼルガーニッシュ［セットプラン内容］

マツダスピード セダン用エクステリアセットプランSEDAN EXTERIOR Set Plan マツダスピード インテリアセットプランINTERIOR Set Plan

・フロントアンダースカート  ・サイドアンダースカート  ・リアアンダースカート  ・リアスポイラー（リップタイプ）（ブリリアントブラック）  ・ドアミラーガーニッシュ［セットプラン内容］

※掲載価格は消費税（8％）込価格です。

AXELA Shop Options 04AXELA Shop Options 03



ドレスアップラインナップDRESS UP Line up

・シグネチャーウイングイルミネーション  ・エンブレムイルミネーション  ・LEDフォグランプ（ブルーイルミネーション付）［商品ラインナップ］¥36,208セット合計価格 ホワイト照明：［FL2R］ ※詳しくは16頁をご覧ください。・フットランプ&イルミネーション   ・LEDバルブ（リアルームランプ）  ・LEDバルブ（マップランプ）  ・LEDバルブ（ライセンスプレートランプ） ［セットプラン内容］

イルミネーションセットプランILLUMINATION Set Plan

※写真はイメージです。写真の照度は実際のものとは異なります。（画面はハメコミ合成です。） ※写真はイメージです。写真の照度は実際のものとは異なります。

※掲載価格は消費税（8％）込価格です。

AXELA Shop Options 06AXELA Shop Options 05



フロントアンダースカート
取付費込価格¥41,142［DB0U］
本体価格￥37,933　QBM1 50 AH0 PZ
※色はブリリアントブラックです。ボディ
色の設定はありません。
※取付費込価格には●パックプライマー本体
価格￥617　C900 V9 105が含まれています。
※メダルコードは｢フロントアンダース
カート＋パックプライマー｣です。
※パックプライマーは保証対象外です。
※14頁　KENSTYLEフロントアンダー
ガーニッシュとの同時装着はできません。

01 02

リアスポイラー（リップタイプ）
取付費込価格¥36,000［DD0H］
本体価格￥31,464　B45A V4 920 ＊＊
※メダルコードはブリリアントブラックです。
その他全ボディ色も設定しています。
カラーバリエーションは33頁をご覧ください。
リアスポイラー（ボディ色）のイメージ写真
は18頁をご覧ください。
※ハイブリッドには同リアスポイラー（ボディ
色）が標準装備されています。ブリリアント
ブラック色への交換装着はできません。

06

03
リアルーフスポイラー
取付費込価格¥36,000［DY8U］
本体価格¥30,816　QBM1 51 9N0 ＊＊
※メダルコードはブリリアントブラックです。
その他全ボディ色も設定しています。
カラーバリエーションは33頁をご覧ください。
リアルーフスポイラー（ボディ色）のイメージ
写真は18頁をご覧ください。
※アドオンタイプ

04

ドアミラーガーニッシュ
取付費込価格¥7,200［EN4T］
本体価格¥5,904　B45A V3 650 PZ
※色はブリリアントブラックです。
※ドアミラーボディ色部分をブリリアントブ
ラック色に交換となります。（鏡面部分除く）

05

07

前後のリフトバランスの最適化を重視して開発。標準装備の
リアルーフスポイラーに追加装備することで、Clrを向上させ
安定した走りを実現させます。フローティングデザインを採用し
ファンクショナルな存在としてスポイラーを際立たせます。
フロントアンダースカートとの同時装着を推奨します。
※ボディ色の設定もあります。

リアルーフスポイラー（ブリリアントブラック）04

フローティングバーとダクトを配したデザインが、
リアビューにダイナミックな印象を与えます。
※ブリリアントブラック色のみの設定となります。

リアアンダースカート（スポーツ）03

Other Item ●その他のアイテム

フローティングバーとダクトを配したデザインが、リアビューに
鮮烈な印象を与えます。
※ブリリアントブラック色のみの設定となります。

リアアンダースカート（セダン）03

車両後方の空気の流れをスムーズにするリアスポイラー。
ハイブリッドには同リアスポイラー（ボディ色）が標準装備。
※ボディ色の設定もあります。

リアスポイラー（リップタイプ）（ブリリアントブラック）06

¥166,627セット合計価格

［DG1A］+［DY8U］+［EN4T］
スポーツ用

［DG1A］+［DD0H］+［EN4T］
セダン用

エクステリアセットプラン
EXTERIOR Set Plan

フ
鮮
※

03

車
ハ
※

06

（株）レイズとの共同開発による伝統のあるMSシリー
ズアルミホイール。鍛造製法による軽量高剛性で、
標準18インチアルミホイールより1本当たり約4.5kg
の軽量化を実現。ブラックをベースに、リムはダイヤ
モンドカットで仕上げたマツダオリジナルデザイン。
※ハイブリッドは18インチを装着できません。

アルミホイール「MS-06」07ドアミラーをブラックアウトすることで、
サイドビューを精悍に仕上げます。
フロント、サイド、リアアンダースカート
との同時装着により、マツダスピード
の推奨するスタイリングパッケージが
完成します。※ブリリアントブラック色
のみの設定となります。

ドアミラーガーニッシュ05

前後のリフトバランス
リアルーフスポイラー
安定した走りを実現
ファンクショナルな存
フロントアンダースカ
※ボディ色の設定も

リアルーフス04

フローティングバー
リアビューにダイナ
※ブリリアントブラッ

リアアンダー03

ミ ガ

3次元的に描くアーチデザインにより、
サイドビューを引き締め、よりスポーティ
に印象付けます。※ブリリアントブラック
色のみの設定となります。

サイドアンダースカート02
一目見てパフォーマンスを感じさせる
躍動感のあるデザインでフロントビュー
を精悍に演出します。※ブリリアントブ
ラック色のみの設定となります。

フロントアンダースカート01

マツダ純正アクセサリーは、3年6万km保証付です。
※ただし、一部用品とマツダスピード/M’z Custom/DAMD/KENSTYLE
　用品および消耗品は除きます。また消臭や撥水等の特殊機能については
　保証対象外です。保証期間は右記マークで表示しております。

3年6万km保証付

1年2万km保証付

※掲載価格は消費税（8％）込価格です。

全車 全車 全車

全車

全車

全車 全車 全車

全車 全車 全車

全車 全車 全車

全車 全車

フルセットでの装着により、空力のベストバランスを実現します。コンピューター解析（CFD）の駆使と、風洞
実験により形状を最適化することでCd値を変えずに揚力を大幅に低減。新型アクセラのダイナミック性能を
より引き上げました。

［セットプラン内容］

リアスポイラー（リップタイプ）（ブリリアントブラック）06

フロントアンダースカート01

リアルーフスポイラー（ブリリアントブラック）04
サイドアンダースカート02

ドアミラーガーニッシュ05
リアアンダースカート03

追求したのは、最高のトータルバランス。
ブリリアントブラック色とすることでスポーティさと、シャープなハイライトの
輝きによるデザイン性を両立し、アクセラの持つスタイリングを際立たせます。

付属品：センターキャップ（カーボン）

取付パーツキット

アルミホイール 「MS-06」
●鍛造 18×7.0J インセット50 ●ブラック+リム切削 ●センターキャップ（カーボン）、エアバルブ付
取付費込価格 1台分¥283,932［DX6Q］
※メダルコードは「アルミホイール＋取付パーツキット」のセット1台分です。
※215/45R18タイヤが別途必要です。
※価格や部品番号など詳細は33頁の表をご覧ください。
※写真はメッキナット（アルミホイール付車標準装備品）を使用した装着イメージです。
　標準ナットでも装着可能ですが、取付パーツキットとの装着をお勧めします。
※28頁　PEWAGチェーンとの同時装着はできません。
※アクセラハイブリッドには装着できません。

76

リアアンダースカート
取付費込価格¥41,142［DY1S］
＜スポーツ用＞　　　　　　　 
本体価格￥35,341　QBM2 50 360 PZ
※14頁　KENSTYLEリアリフレクターガー
ニッシュ（メッキ）との同時装着はできません。0
＜セダン/ハイブリッド用＞　 
本体価格￥37,285　QBM1 50 360 PZ
※色はブリリアントブラックです。ボディ色の
設定はありません。
※取付費込価格には●パックプライマー本体
価格￥617　C900 V9 105が含まれています。
※メダルコードは｢リアアンダースカート＋パッ
クプライマー｣です。
※14頁　KENSTYLEリアアンダーガー
ニッシュ、26頁　マッドフラップ（リア）との同
時装着はできません。
※パックプライマーは保証対象外です。

61
106

22

サイドアンダースカート
取付費込価格¥41,143［DY8M］
本体価格￥38,551　QBM1 51 P10 PZ
※色はブリリアントブラックです。ボディ色
の設定はありません。
※14頁　KENSTYLEサイドアンダー
ガーニッシュ、26頁　マッドフラップ（フ
ロント）との同時装着はできません。

105
60

104

■風洞実験イメージ

AXELA Shop Options 08AXELA Shop Options 07 ハイブリッドスポーツ セダン



インパネガーニッシュ
●カーボン調
取付費込価格¥15,428
本体価格¥14,132　QBM1 55 256 ［FF6S］

08
シフトゲートガーニッシュ
●カーボン調
取付費込価格¥12,343 本体価格¥9,103
〈AT用〉QBM1 64 341 ［DX7D］　
〈ハイブリッド用〉QBY1 64 341 ［DX7D］
〈MT用〉QBM2 64 341 ［DX7D］

09
エアベント&インナーハンドルベゼルガーニッシュ
●カーボン調
取付費込価格¥36,000［DX7L］ 
本体価格¥31,464
〈15C、15S、20S、HYBRID-C用〉加飾部シルバー　QBM1 68 D4X
〈20S Touring、20S Touring L Package、XD、HYBRID-S、HYBRID-S L Package用〉
加飾部サテンクロームメッキ　QBM2 68 D4X

10
シフトノブ
●アルミ・リアルカーボン
取付費込価格¥17,486 本体価格¥16,190
〈MT用〉 QBM1 46 030 ［DY7X］
〈ハイブリッド用〉 QBY1 46 030 ［DY7X］

11

¥63,771セット合計価格 ［FG1A］

インテリアパネルやシフトゲートパネルとの統一感を意識した
デザイン。カーボン調の設えが室内空間のアクセントに。

エアベント&インナーハンドルベゼルガーニッシュ10

シックで落ち着いた室内空間を演出するカーボン調のインテリアパネル。
スポーティな印象とともに大人の雰囲気を醸し出しています。

インパネガーニッシュ08

カーボン調でスポーティ感と上質感を高めるシフトゲートパネル。光の加減
によってテクスチャが強調され、さまざまな表情を楽しむことができます。

シフトゲートガーニッシュ09

Other Item ●その他のアイテム

アルミ削り出しとリアルカーボンのコンビネーションがスポーティさを強調。
重量・重心など最適なシフトフィールにこだわり、操作性に優れています。

シフトノブ11

ロゴアップ MT用シール

ハイブリッド用

MT用

マツダ純正アクセサリーは、3年6万km保証付です。
※ただし、一部用品とマツダスピード/M’z Custom/DAMD/KENSTYLE
　用品および消耗品は除きます。また消臭や撥水等の特殊機能については
　保証対象外です。保証期間は右記マークで表示しております。

3年6万km保証付

1年2万km保証付

※掲載価格は消費税（8％）込価格です。

全車 全車 全車

全車 全車 全車
全車 全車 全車

6MT 全車 6MT

MAZDASPEEDステッカー
本体価格 各¥864
〈ブラック〉 QBM1 52 110 51 ［DQ2A］
〈シルバー〉 QBM1 52 110 50 ［DQ2B］
〈ホワイト〉 QBM1 52 110 40 ［DQ2C］

102

全車 全車 全車

視覚を刺激する、精悍なコックピット。
インテリアセットプラン
INTERIOR Set Plan インパネガーニッシュ08

エアベント&インナーハンドルベゼルガーニッシュ10
シフトゲートガーニッシュ09

［セットプラン内容］

シルバー

ブラック

ホワイト

※写真はイメージです。
本品は透明フィルムにロゴを印刷しています。

●転写式
●サイズ13×150mm

MAZDASPEED
ステッカー

102

AXELA Shop Options 10AXELA Shop Options 09 ハイブリッドスポーツ セダン



フロントバンパーガーニッシュ
（メッキ）
●材質：ABS
取付費込価格¥30,857
本体価格¥28,913　
BMD1 V4 110 ［EG8F］

12

サイドドアガーニッシュ
（メッキ）
●材質：ABS
取付費込価格¥49,372
本体価格¥45,484
BMD1 V3 100 ［EG8L］
※26頁　ドアエッジモールとの同時装
着はできません。

13

ドアスイッチパネル
（ピアノブラック）
●運転席/助手席/後部左右席 ●4枚セット
●材質：アクリル樹脂
取付費込価格¥19,543
本体価格¥16,303
BMD1 V1 200 ［EG8H］

14

シフトブーツ&パーキングブレーキ
ブーツ（バックスキン調）
取付費込価格¥22,629
本体価格¥18,093
BMD1 V1 27Z ［EG8K］

15

センターパネル
（ピアノブラック）
●材質：アクリル樹脂
取付費込価格¥16,458
本体価格¥14,514
BMD1 V1 17Z ［EG8J］

16

カスタマイズCUSTOMIZE YOUR WORLD

●11～14頁に掲載したカスタマイズパーツは、保安基準適合商品ですが、一般市販部品の品質基準で製作しております。
　従って製品の中には耐久性・精度で多少劣る場合があります。
●カスタマイズパーツを装着した車両では、縁石などの段差、歩道や踏切の横断時、スロープの上がり下がり時に、路面等と干渉する恐れがあります。
●これら掲載されている商品を装着することにより、乗り心地・走行性能・風切音・排気音等、装着前の標準車本来の状態から変化する場合がありますので、
あらかじめご了承願います。
●掲載画像は実際の商品・色とは異なって見える場合があります。
●商品に関するご不明な点は、販売店またはマツダ（株）コールセンターまでご相談ください。

注意事項

フロントバンパーガーニッシュ（メッキ）12フロントグリルガーニッシュ103 サイドドアガーニッシュ（メッキ）13

ダムド

ドアスイッチパネル（ピアノブラック）14

シフトブーツ&パーキングブレーキブーツ（バックスキン調）15

センターパネル（ピアノブラック）16

マツダ純正アクセサリーは、3年6万km保証付です。
※ただし、一部用品とマツダスピード/M’z Custom/DAMD/KENSTYLE
　用品および消耗品は除きます。また消臭や撥水等の特殊機能については
　保証対象外です。保証期間は右記マークで表示しております。

3年6万km保証付

1年2万km保証付

※掲載価格は消費税（8％）込価格です。

全車 全車 全車

全車 全車 全車

全車 全車 全車

全車 全車 全車

6AT 6AT

フロントグリルガーニッシュ
●材質：ABS
取付費込価格¥21,000
本体価格¥19,704　
BMD1 V4 240 ［DB2L］

103

全車

59

■センターパネル（ピアノブラック）位置イラスト

スマート・ブレーキ・サポート＆マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール無車

スマート・ブレーキ・サポート＆マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール無車

2014年5月発売予定
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素材アップ

運転席側助手席側



アッパーグリルガーニッシュ（メッキ）
●材質：ABS
取付費込価格¥30,857
本体価格¥29,561　BMK1 V4 310 ［EG8A］

17

フォグランプガーニッシュ（メッキ）
●LEDアクセサリーランプ付 ●材質：ABS
＜セダン/スポーツ用＞
取付費込価格¥80,228
本体価格¥73,748　BMK1 V4 680 ［EG8G］
＜ハイブリッド用＞
取付費込価格¥80,228
本体価格¥71,804　BMK2 V4 680 ［EG8G］
※点灯仕様…イグニッションオンで常時点灯

18

リアガーニッシュ（メッキ）
●材質：ABS
取付費込価格¥28,800
本体価格¥27,504　BMK2 V3 090 ［EG8B］

19

リフトゲートガーニッシュ（メッキ）
●材質：ABS
取付費込価格¥28,800
本体価格¥27,504　BMK1 V3 090 ［EG8C］

20

アウタードアハンドルカバー（メッキ）
●材質：ABS
取付費込価格¥25,714
本体価格¥22,474　BMK1 V3 240 ［EG8D］
※以下の適用車両No.には装着できません。
　BMEFS ~100057
　BM5FP ~100068
　BM5FS ~100112
　BYEFP ~100052

21

リアリフレクターガーニッシュ（メッキ）
●材質：ABS
取付費込価格¥30,857
本体価格¥28,913
〈セダン/ハイブリッド用〉BMK2 V4 390 ［FY8R］
※24頁　パーキングセンサー（6センサー）
との同時装着はできません。
〈スポーツ用〉BMK1 V4 390 ［FY8R］
※08頁　リアアンダースカート（MAZDASPEED）、
14頁　リアアンダーガーニッシュ（スポーツ）との同
時装着はできません。

22

51

03
106

ドアミラーガーニッシュ（メッキ）
●材質：ABS
取付費込価格¥22,629
本体価格¥21,333　BMK1 V3 650 ［EG8M］

23

カスタマイズCUSTOMIZE YOUR WORLD

●11～14頁に掲載したカスタマイズパーツは、保安基準適合商品ですが、一般市販部品の
品質基準で製作しております。従って製品の中には耐久性・精度で多少劣る場合があります。

●カスタマイズパーツを装着した車両では、縁石などの段差、歩道や踏切の横断時、
　スロープの上がり下がり時に、路面等と干渉する恐れがあります。
●これら掲載されている商品を装着することにより、乗り心地・走行性能・風切音・排気音等、
装着前の標準車本来の状態から変化する場合がありますので、あらかじめご了承願います。

●掲載画像は実際の商品・色とは異なって見える場合があります。
●商品に関するご不明な点は、販売店またはマツダ（株）コールセンターまでご相談ください。

注意事項

ケンスタイル

アッパーグリルガーニッシュ（メッキ）17フロントアンダーガーニッシュ104

フォグランプガーニッシュ（メッキ）18

リフトゲートガーニッシュ（メッキ）20

リアガーニッシュ（メッキ）19

アウタードアハンドルカバー（メッキ）21

リアリフレクターガーニッシュ（メッキ）22

ドアミラーガーニッシュ（メッキ）23

スポーツ

セダン/ハイブリッド

スポーツ

セダン/ハイブリッド

スマート・ブレーキ・サポート＆マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール無車
全車 全車

フロントアンダーガーニッシュ
●材質：PPE
取付費込価格¥70,000
本体価格¥66,112　
BMK1 V3 290 ＊＊ ［DB2H］
＊全ボディ色を設定しています。カラーバリエーション
は33頁をご覧ください。
※08頁　フロントアンダースカート（MAZDASPEED）
との同時装着はできません。

104

01

105

リアアンダーガーニッシュ
●材質：PPE
取付費込価格¥70,000　
〈セダン/ハイブリッド用〉
本体価格¥66,112　BMK2 V3 300 ＊＊ ［DB2K］
＊全ボディ色を設定しています。カラーバリエーション
は33頁をご覧ください。
※08頁　リアアンダースカート（MAZDASPEED）、
26頁　マッドフラップ（リア）との同時装着はできません。
〈スポーツ用〉
本体価格¥64,816　BMK1 V3 300 ＊＊ ［DB2K］
＊全ボディ色を設定しています。カラーバリエーション
は33頁をご覧ください。
※08頁　リアアンダースカート（MAZDASPEED）、
14頁　リアリフレクターガーニッシュ（メッキ）、26頁
　マッドフラップ（リア）との同時装着はできません。

106

03

03
61

22
61

フォグランプ付車
フォグランプ付車
フォグランプ付車

全車 全車 全車

全車 全車 全車

全車 全車 全車

全車 全車 全車

全車 全車 全車

全車

全車 全車

サイドアンダーガーニッシュ105

リアアンダーガーニッシュ（セダン）106

リアアンダーガーニッシュ（スポーツ）106

サイドアンダーガーニッシュ
●材質：PPE
取付費込価格¥70,000
本体価格¥67,408　
BMK1 V3 100 ＊＊ ［DB2J］
＊全ボディ色を設定しています。カラーバリエーション
は33頁をご覧ください。
※08頁　サイドアンダースカート（MAZDASPEED）、
26頁　マッドフラップ（フロント）との同時装着はできません。
全車 全車 全車

02
60

2014年5月発売予定

2014年5月発売予定

2014年5月発売予定
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マツダ純正アクセサリーは、3年6万km保証付です。
※ただし、一部用品とマツダスピード/M’z Custom/DAMD/KENSTYLE
　用品および消耗品は除きます。また消臭や撥水等の特殊機能については
　保証対象外です。保証期間は右記マークで表示しております。

3年6万km保証付

1年2万km保証付

※掲載価格は消費税（8％）込価格です。

ハイブリッドスポーツ セダン



LEDバルブ（ラゲッジルームランプ）29

シグネチャーウイングイルミネーション30

シグネチャーウイングイルミネーション
●セット 取付費込価格 ¥46,286［FM5A］
●本体 本体価格¥35,291　B45B V4 580
●中間ハーネス 本体価格　¥2,571　B45A V7 790
※商品の構造上、一部光ムラがあります。
※ナンバープレートホルダー（フロント用）と同時装着の
場合、一部光が隠れて見えなくなります。

30
エンブレムイルミネーション
フロント用。
●セット 取付費込価格 ¥25,714［FM5B］
●本体 本体価格¥17,959　B45B V4 590
●中間ハーネス 本体価格　¥2,571　B45A V7 790

31
LEDフォグランプ（ブルーイルミネーション付）
＜ガソリン車・ハイブリッド車用＞
（ディスチャージヘッドランプ付車）
●セット 取付費込価格 ¥66,856［FM5C］
●本体 本体価格¥47,314　B45B V4 600
●取付キット 本体価格　¥5,997　B45A V7 235
●ブラケット 本体価格　¥5,142　B45C V4 360
●中間ハーネス 本体価格　¥2,571　B45A V7 790
※標準装備のフォグランプとの交換装着となります。

32

フットランプ&イルミネーション（ホワイト）
取付費込価格¥18,514
本体価格¥12,034
〈セダン/ハイブリッド用〉B54C V7 050 ［FL1V］
〈スポーツ用〉B53W V7 050 ［FL1V］

24
フットランプ&イルミネーション（ブルー）
取付費込価格¥18,514
本体価格¥12,034
〈セダン/ハイブリッド用〉B45A V7 050 ［FL1H］
〈スポーツ用〉B46F V7 050 ［FL1H］

25
LEDバルブ
（ライセンスプレートランプ）
●T10ウェッジ球タイプ ●6000K（ケルビン）
●2ヶセット
取付費込価格¥5,904
本体価格¥4,608
C901 V7 160 ［FL6C］

26
LEDバルブ（リアルームランプ）
●T10×31タイプ ●13000K（ケルビン）
●1ヶ
取付費込価格¥4,362
本体価格¥3,066
C901 V7 165 ［FL3B］

27
LEDバルブ（マップランプ（フロント））
●T10×31タイプ ●13000K（ケルビン）
●1台分は2ヶ必要です。
●メダルコードは左右2ヶセットです。
取付費込価格¥7,428［FL3A］
本体価格¥6,132
C901 V7 165×2 

28
LEDバルブ（ラゲッジルームランプ）
●T10×31タイプ ●13000K（ケルビン）
●1ヶ
取付費込価格¥4,362
本体価格¥3,066　C901 V7 165 ［FL3C］
※22頁　ストレージトレイとの同時装着はできま
せん。

29

45

煌びやかな表情が、個性をより際立たせる。

LEDバルブ（ライセンスプレートランプ）26

LEDバルブ（マップランプ（フロント））28

LEDバルブ（リアルームランプ）27
ドアオープン時に運転席と助手席の足元を照らすフットランプにスモールランプ
連動のイルミネーション機能を追加。足元に物が落ちた時に探しやすいという
メリットに加え、車内を照らす光がナイトドライブを印象的に演出してくれます。
スポーティなブルー色、上品なホワイト色の2種類の光をご用意しています。

フットランプ&イルミネーション24 25

LEDの優しい光で車内をドレスアップ。上質な雰囲気がいっそう
漂う空間に演出します。

LEDバルブ（リアルームランプ）27 LEDバルブ（マップランプ（フロント））28

ドレスアップラインナップDRESS UP Line up

フットランプ&イルミネーション（ホワイト）24

フットランプ&イルミネーション（ブルー）25

スマート・ブレーキ・サポート＆マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール無車
全車 全車

（ディスチャージヘッドランプ無車）
●セット 取付費込価格 ¥77,142［FM5J］
●本体 本体価格¥47,314　B45B V4 600
●取付キット 本体価格　¥5,997　B45A V7 235
●ベゼルキット（メッキ） 本体価格¥11,519　B45D V4 360
●フォグランプスイッチ 本体価格　¥3,261　K015 66 122
●中間ハーネス 本体価格　¥2,571　B45A V7 790

＜ディーゼル車用＞
●セット 取付費込価格 ¥61,714［FM5H］
●本体 本体価格¥47,314　B45B V4 600
●取付キット 本体価格　¥5,997　B45A V7 235
●中間ハーネス 本体価格　¥2,571　B45A V7 790
※標準装備のLEDフォグランプとの交換装着となります。

全車 全車 全車

全車 全車 全車

全車 全車 全車 全車 全車 全車

全車 全車 全車
全車 全車 全車

全車 全車 全車 全車

※写真はイメージです。写真の色や照度は実際のものとは異なります。

シックな佇まいが、大人の余韻を醸し出す。
イルミネーションセットプラン
ILLUMINATION Set Plan ¥36,208

セット合計価格
ホワイト照明：［FL2R］
ブルー照明：［FL2Q］

［セットプラン内容］
フットランプ&イルミネーション24 25 LEDバルブ（リアルームランプ）27

LEDバルブ（マップランプ（フロント））28 LEDバルブ（ライセンスプレートランプ）26

マツダ純正アクセサリーは、3年6万km保証付です。
※ただし、一部用品とマツダスピード/M’z Custom/DAMD/KENSTYLE
　用品および消耗品は除きます。また消臭や撥水等の特殊機能については
　保証対象外です。保証期間は右記マークで表示しております。

3年6万km保証付

1年2万km保証付

※掲載価格は消費税（8％）込価格です。

夜間時、スモールライトと連動して
シグネチャーウイングを浮かび上
がらせるように発光し、魂動デザイン
をアピール。照明色：ホワイト

シグネチャー
ウイングイルミネーション

30

フロントのマツダブランド
シンボルがスモールライト
と連動して発光。
照明色：ホワイト

エンブレム
イルミネーション

31

外周部の3ヵ所がスモールライトと連動してブルーに
光り、周囲に自車の存在をアピール。フォグランプ
スイッチをONにすると、ブルーイルミネーションは消灯
し、LEDフォグランプが発光。（ホワイト〈5000K〉）

LEDフォグランプ
（ブルーイルミネーション付）

32

エンブレムイルミネーション31 LEDフォグランプ（ブルーイルミネーション付）32

イルミ点灯時 フォグ点灯時

を組み合わせて装着する際は合計価格が異なります。詳細は34頁の表をご覧ください。30 31 32

※27頁　スーパーブルービーム（フォグランプ）、　スーパーイエロービーム（フォグランプ）、　フォグランプとの同時装着はできません。62 63 64
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より精悍に、自分らしいスタイルを。エクステリアラインナップEXTERIOR Line up

ホイールロックセット35

標準装備のアルミホイールデザイン
をそのままにガンメタリック色を採
用。マツダスピードエクステリア
パーツと組み合わせることで、車両
全体のスタイルを引き締め、より
スポーティさを演出します。
特に16インチ（ガンメタリック）はハイ
ブリッド車※にお勧めです。
※ハイブリッド車にアルミホイール
18インチは装着できません。

アルミホイール（16×6.5J）ガンメタリック33

アルミホイール（18×7.0J）ガンメタリック34

本体にヘアライン仕上げのステン
レス、ロゴ部は別体のアルミプレート
を採用。
プレスラインなど細部にこだわった
特長がリアビューに上質な輝きを
追加します。

リアバンパーステッププレート36

アルミホイール（18×7.0J）ガンメタリック34アルミホイール（16×6.5J）ガンメタリック33

リアバンパーステッププレート
取付費込価格¥12,343
本体価格¥11,047
〈スポーツ用〉B45C V4 080 ［DF2G］
〈セダン/ハイブリッド用〉B45A V4 080 ［DF2G］

36
リアルーフスポイラー
取付費込価格¥36,000［DY8N］
本体価格￥30,816　QBM1 51 9N0 ＊＊
※全ボディ色を設定しています。カラーバリエーションは
33頁をご覧ください。
※ボディ色タイプのほかブリリアントブラック色も設定していま
す。ブリリアントブラック色のイメージ写真は08頁をご覧ください。
※アドオンタイプ

37

リアスポイラー（リップタイプ）
取付費込価格¥36,000［DD0G］
本体価格￥31,464　B45A V4 920 ＊＊
※全ボディ色を設定しています。カラーバリエーションは
33頁をご覧ください。
※ボディ色タイプのほかブリリアントブラック色も設定し
ています。ブリリアントブラック色のイメージ写真は07頁を
ご覧ください。
※ハイブリッドには同リアスポイラー（ボディ色）が標準装
備されています。ブリリアントブラック色への交換装着は
できません。

38

アルミホイール（16×6.5J）ガンメタリック
＜スチールホイール付車＞
取付費込1台分￥105,740［EA6X］
＜アルミホイール付車＞
取付費込1台分￥97,672［EA6X］
※メダルコードは1台分です。
※205/60R16タイヤが別途必要です。
※価格や部品番号など詳細は33頁の表をご覧ください。

33
アルミホイール（18×7.0J）ガンメタリック
＜スチールホイール付車＞
取付費込1台分￥153,260［EA7J］
＜アルミホイール付車＞
取付費込1台分￥145,192［EA7J］
※メダルコードは1台分です。
※215/45R18タイヤが別途必要です。
※価格や部品番号など詳細は33頁の表をご覧ください。

34
ホイールロックセット
本体価格¥6,480 
C900 W3 495 ［EC2A］

35

リアバンパーステッププレート（セダン/ハイブリッド用）36リアバンパーステッププレート（スポーツ用）36

リアルーフスポイラー37 リアスポイラー（リップタイプ）38

マツダ純正アクセサリーは、3年6万km保証付です。
※ただし、一部用品とマツダスピード/M’z Custom/DAMD/KENSTYLE
　用品および消耗品は除きます。また消臭や撥水等の特殊機能については
　保証対象外です。保証期間は右記マークで表示しております。

3年6万km保証付

1年2万km保証付

※掲載価格は消費税（8％）込価格です。

ロゴアップ ロゴアップ

アルミホイール付車 アルミホイール付車 アルミホイール付車

全車 全車 全車

全車 全車 全車 全車 全車

全車
全車
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装着時 ノーマル ブルーワイドミラー（親水）
＜ヒーテッドドアミラー付車用＞
取付費込価格¥17,486［EN3P］
本体価格¥16,190　G44C V3 660 
＜ヒーテッドドアミラー無車用＞
取付費込価格¥15,428［EN3P］
本体価格¥14,132　G44A V3 660

41

アルミペダルセット
＜MT用＞＜ハイブリッド用＞＜AT用＞
●セット 取付費込価格¥19,543［FS7A］
※メダルコードは1台分です。
※価格や部品番号など詳細は33頁の表
をご覧ください。

39

ステンレススカッフプレート
車名ロゴ入り（フロント）
取付費込価格¥22,629
本体価格¥18,741
B45B V1 370 ［DM3D］

42

全車 全車

アップグレードホーン
●セット 取付費込価格¥10,285［FR2R］
●ホーンASSY
  本体価格¥5,400　B45A V7 390 
●ホーン取付キット
  本体価格¥1,645　B45A V7 393

40

リア

親水加工により雨天時の視認性が向上。またブルー色により、夜間
後続車のヘッドランプの眩しさを軽減、より快適なドライブをサポート
します。鏡面交換タイプ、700Rワイド仕様。

ブルーワイドミラー（親水）41

ドライビングの楽しさを実感できる優れた操作性。アルミの光沢がコックピットのアクセントになります。
ブレーキペダルはすべり止め防止にラバー加工を施しています。

アルミペダルセット39

MT用 ハイブリッド用

AT用

全体にヘアライン仕上げのステンレスを採用したスカッ
フプレート。ロゴ部はマット調とし、輝きのあるプレートを
配しました。シンプルかつ奥行き感のあるデザインで、上
質感を演出します。

ステンレススカッフプレート42

フロント部イメージ

全車 全車 全車

全車 全車 全車

ステアリングシフトスイッチ
取付費込価格¥21,600［FN2H］
※メダルコードは「スイッチ本体＋取付キット」です。
●スイッチ本体 本体価格¥8,856
  BHT1 66 3P0
●取付キット 本体価格¥8,856
　〈クルーズコントロール付AT車用〉
  K015 V7 480
　〈クルーズコントロール無AT車用〉
  K027 V7 480

※20S・20S Touring・20S Touring L Package・
XDのAT車には標準装備されています。

107

15S・15CのAT車 15S・15CのAT車

リアビークルモニタリングシステム無車
リアビークルモニタリングシステム無車
リアビークルモニタリングシステム無車

シングルホーンから音が異なる2つのホーンに交換
します。デュアルホーンにすることで高級感のある
音色を実現します。

アップグレードホーン40

走りの楽しさを高めるステアリング
シフトスイッチ。Dレンジのままでも
ステアリングシフトスイッチ操作に
よる一時的な変速が可能なダイレクト
モードに対応しています。

ステアリングシフトスイッチ107

■取付位置図（イメージ）

マツダ純正アクセサリーは、3年6万km保証付です。
※ただし、一部用品とマツダスピード/M’z Custom/DAMD/KENSTYLE
　用品および消耗品は除きます。また消臭や撥水等の特殊機能については
　保証対象外です。保証期間は右記マークで表示しております。

3年6万km保証付

1年2万km保証付

※掲載価格は消費税（8％）込価格です。

MT用

※写真はイメージです。
　当該車両とは異なります。

2014年5月発売予定
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より精悍に、自分らしいスタイルを。ドレスアップラインナップDRESS UP Line up
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トランクルームトレイ
＜ハイブリッド用＞
取付費込価格¥12,343
本体価格¥11,695　B45L V0 360 ［FH3A］
＜セダン用＞
取付費込価格¥15,428
本体価格¥14,780　B45A V0 360 ［FH3A］
※　トランクルームマットとの同時装着は
できません。

43

トランクルームマット
＜ハイブリッド用＞
取付費込価格¥7,200
本体価格¥6,552　B45L V0 380 ［FH1U］
＜セダン用＞
取付費込価格¥9,257
本体価格¥8,609　B45A V0 380 ［FH1U］
※　トランクルームトレイとの同時装着は
できません。

44

ストレージトレイ
●セット 取付費込価格¥13,371［FH3C］
●ストレージトレイ
  本体価格¥11,458　B45D V1 300
●パックプライマー
  本体価格　　¥617　C900 V9 105
※15頁　LEDバルブ（ラゲッジルーム
ランプ）との同時装着はできません。
※装着した場合、車両装備の「ラゲッジ
ルームランプ」が使用できません。
※パックプライマーは保証対象外です。

45

29

43

44

全車

ラゲッジルームトレイ
取付費込価格¥20,571
本体価格¥19,275　B45C V0 360 ［FU8R］
※　ラゲッジルームマットとの同時装着
はできません。

46

全車

ラゲッジルームマット
取付費込価格¥10,285
本体価格¥9,637　B45C V0 380 ［FH1S］
※　ラゲッジルームトレイとの同時装着
はできません。

47

全車

ラゲッジルームネット
●セット 取付費込価格¥10,285［DF2M］
●ラゲッジルームネット
  本体価格¥6,480　B32H V0 530 
●ラゲッジフック
  本体価格¥2,509　B45C V0 520

※メダルコードは「ラゲッジルームネット＋
ラゲッジフック」です。 

48

全車

ラゲッジフック
1台分、4ヶ入り。
取付費込価格¥3,805
本体価格¥2,509
B45C V0 520 ［FV1K］

49

機能性に優れたアイテムが車内をより美しく。アクティブラインナップACTIVE Line up

ストレージトレイ45 ラゲッジルームトレイ46

トランクルームトレイ43

ラゲッジルームネット48

トランクルームマット44

Sedan/Hybrid ●セダン/ハイブリッド用アイテム

Sport ●スポーツ用アイテム

ラゲッジルームマット47

セダン用

ハイブリッド用

セダン用

ハイブリッド用

マツダ純正アクセサリーは、3年6万km保証付です。
※ただし、一部用品とマツダスピード/M’z Custom/DAMD/KENSTYLE
　用品および消耗品は除きます。また消臭や撥水等の特殊機能については
　保証対象外です。保証期間は右記マークで表示しております。

3年6万km保証付

1年2万km保証付

※掲載価格は消費税（8％）込価格です。

全車

全車 全車

全車 全車

※写真はイメージです。小物は商品に含まれません。

濡れた物や汚れ物でも気にせず置ける防水仕様のトレイ。雨具やレジャー用品の収納に便利です。簡単に取り外すことができ、
車内を常に清潔に保つことができます。「AXELA」ロゴ入り。

積み荷などから車内を保護する専用カーペットを採用したマット。収納物を取り出しやすくするため、後端部にストラップを付け
ています。

車内をすっきりと整理でき、小物入れとしても活用できるストレージトレイ。サイドにはマジックテープ付きで傘などの収納に便利です。

積み荷などから車内を保護する専用カーペットを採用したマット。収納物を取り出しやすくするため、後端部にストラップを付け
ています。

不安定な荷物の固定に便利
なラゲッジルームネット。揺れ
による荷崩れを防いでくれま
す。使用する場合、ラゲッジ
フックで取付をします。

ラゲッジフック49
ラゲッジルームネットとセット
で使うと、さらに荷物を固定し
やすくなります。ロープなどを
ひっかけて使用をすることも
可能。

濡れた物や汚れ物でも気にせず置ける防水仕様のトレイ。雨具やレジャー用品の収納に便利です。簡単に取り外すことができ、
車内を常に清潔に保つことができます。「AXELA」ロゴ入り。

ラゲッジフック取付位置

47

46

横：約930mm

奥行：
約220mm

深さ：約90mm

約300mm
約260mm

約300mm
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バーグラアラームシステム
＜セダン/スポーツ用＞
取付費込価格¥18,514
本体価格¥14,626　B45A V7 510 ［HD4L］
＜ハイブリッド用＞
●セット 取付費込価格¥25,714
●本体 本体価格¥14,626　B45A V7 510 ［HD4L］
●ボンネットスイッチ 本体価格　¥2,664　C905 V7 629 ［HD4M］
※ハイブリッドにリモコンエンジンスターターを同時装着する場合、
ボンネットスイッチは1台につき1ヶで対応可能です。

50
パーキングセンサー（6センサー）
●セット 取付費込価格¥46,286［HD1X］
●本体 本体価格　¥7,560　C931 V7 280
●取付キット 本体価格　¥9,782　B45A V7 28X
●センサー 本体価格¥10,800　C931 V7 28Y  ＊＊
＊全ボディ色を設定しています。カラーバリエーションは33頁をご覧ください。
※14頁　KENSTYLEリアリフレクターガーニッシュ（メッキ）（セダン/
ハイブリッド用）との同時装着はできません。

※パーキングセンサーは運転の補助として接近物をブザー音で知らせるも
ので、ドライバーの注意義務を軽減するものではありません。

51

22

リモコンエンジンスターター
＜セダン/スポーツ用＞
●セット 取付費込価格¥57,599［HR3N］
●本体 本体価格¥47,314　C920 V7 620A 
●取付キット 本体価格　¥7,693　B45D V7 630
＜ハイブリッド用＞
●セット 取付費込価格¥64,799［HR3N］+［HD4M］
●本体 本体価格¥47,314　C920 V7 620A 
●取付キット 本体価格　¥7,693　B45D V7 630
●ボンネットスイッチ 本体価格　¥2,664　C905 V7 629 
※ハイブリッドにバーグラアラームシステムを同時装着する場合、
ボンネットスイッチは1台につき1ヶで対応可能です。

52
［パナソニック］バックモニター
取付費込システム合計価格¥36,000［KN1N］

※価格や部品番号などの詳細は31頁をご覧ください。

91
コーナーガイド（自光式）
取付費込価格¥14,400
本体価格¥11,160
B45A V7 140 ［EP0M］

※ポール部分の取外しはできません。

53

バーグラアラームシステム50 パーキングセンサー（6センサー）51

作動中

警告ステッカー
システム作動中はLEDが点滅し、セキュリティー機能搭載車
として威嚇します。

不正な方法で車内に侵入されたときにホーンで警告。

フロントコーナー・リアコーナー（各2センサー）

ブザー音障害物との距離

ピー0～30cm

ピッピッピッ30～45cm

ピッ・・ピッ・・ピッ・・45～60cm

バック（2センサー）

ブザー音障害物との距離

ピー0～50cm

ピッピッピッ50～100cm

ピッ・・ピッ・・ピッ・・100～150cm

■装着位置イラスト
フロントコーナー リアコーナー・バック

障害物との距離を音で確認できます。

全車 全車 全車

全車 全車 全車

6AT 全車 6AT

全車 全車 全車

全車（15Cのメーカーオプション無車除く）

全車（15Cのメーカーオプション無車除く）
全車

マツダ純正アクセサリーは、3年6万km保証付です。
※ただし、一部用品とマツダスピード/M’z Custom/DAMD/KENSTYLE
　用品および消耗品は除きます。また消臭や撥水等の特殊機能については
　保証対象外です。保証期間は右記マークで表示しております。

3年6万km保証付

1年2万km保証付

※掲載価格は消費税（8％）込価格です。

エンジンスタート・ストップ機能
リモコンによるエンジン始動・停止、また、タイ
マーによる自動停止機能があります。アイドリ
ング時間の設定は2段階（10分・30分）です。

Start
Stop

アンサーバック機能
エンジンが「始動」または「停止」したかどうか
を手元のリモコンに通知します。

Answer
back

リアウインドーデフォッガー機能
車内温度が5℃以下の時、エンジン始動で自
動的にリアデフォッガースイッチが働きます。

Rear
defogger

車室内温度表示機能
車内の温度を携帯機に表示します。（表示
温度は目安です。）℃

カーファインド機能
カーファインドボタンを押すと、ハザード点滅
（2回）により愛車の位置を知らせます。

Car
find

■リモコンエンジンスターター 機能表

暖機残り時間
暖機の残り時間を携帯機に表示します。min

リモコンエンジンスターター52

トランク/リフトゲートOPEN「プップップッ」
ボンネットOPEN「プップップッ」

ドアOPEN「プップップッ」

¥64,800セダン/スポーツ用
セット合計価格 ［HD5G］ ¥72,000ハイブリッド用

セット合計価格 ［HD5G］万一の時に備えた、高機能アイテム。
インテリジェンスセットプラン
INTELLIGENCE Set Plan バーグラアラームシステム50

パーキングセンサー（6センサー）51［セットプラン内容］

Other Item ●その他のアイテム

※原寸大 ※実際の表示とは異なります。

暑い夏でも事前に車内を快適クールダウン暑い夏でも事前に車内を快適クールダウン 凍りついたウインドウも乗る前には視界クリア凍りついたウインドウも乗る前には視界クリア

バックモニター91

コーナーガイド（自光式）53

モニター画面（画像はイメージです。） カメラ装着位置

点灯時 消灯時

※イラストはイメージです。

商品スペック
■サイズ／W30×H97×L18mm（リング部を含む）  ■重量／約50g（電池含む）
■通信距離／200m程度（周辺状況により異なります）  ■日常生活防水

※使用電池／コイン型リチウム電池CR2032×2ヶ
※電池寿命／約1年（5回/日）ただし、同梱した電池では電池寿命
は保証できません。
※電池寿命は使用する環境・条件により異なります。
※一般公道や閉め切った場所での使用はお止めください。
※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に関する注意
スモールライトと連動してポールが
ブルーに発光。また、照明は耐久性
の高いLEDを採用しています。

コーナーガイド（自光式）53
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Other Item ●その他のアイテム

マッドフラップ（フロント）
取付費込価格¥10,080
本体価格¥8,136　B45A V3 450 ＊＊ ［DT8Q］
＊全ボディ色を設定しています。カラーバリエーションは33頁をご覧ください。
※08頁　サイドアンダースカート（MAZDASPEED）、14頁　
KENSTYLEサイドアンダーガーニッシュとの同時装着はできません。

60

02 105

マッドフラップ（リア）
取付費込価格¥10,080 本体価格¥8,136　
〈セダン/ハイブリッド用〉B45A V3 460 ＊＊ ［DT8U］
〈スポーツ用〉B45C V3 460 ＊＊ ［DT8U］
＊全ボディ色を設定しています。カラーバリエーションは33頁をご覧ください。
※08頁　リアアンダースカート（MAZDASPEED）、14頁　
KENSTYLEリアアンダーガーニッシュとの同時装着はできません。

61
ドアエッジモール
4本セット。
取付費込価格¥9,504
本体価格¥7,560　C901 V3 150 ＊＊ ［DM8A］
＊全ボディ色を設定しています。カラーバリエーションは33頁をご覧ください。
※12頁　DAMDサイドドアガーニッシュ（メッキ）との同時
装着はできません。

59

フロアマット（ラグジュアリー）消臭機能付
運転席・助手席の両席に「AXELA」アルミ製プレート付。
取付費込価格¥30,857 本体価格¥30,209
〈セダン/スポーツ用〉B45D V0 320 ［FF2A］
〈ハイブリッド用〉B45F V0 320 ［FF2A］
〈XD専用〉オーバーロック色：レッド
B60P V0 320 ［FE7A］

54
アクリルバイザー
取付費込価格¥22,629
本体価格¥20,685
B45A V3 700 ［DH0W］

55
自動格納ドアミラー
●セット 取付費込価格¥19,543［EN3Q］
●本体キット 本体価格¥8,856　B45C V7 370
●ドアハーネス 本体価格¥5,611　B45C V7 375
●ファスナー 本体価格　¥540　GJ6A 68 AB1×5
※メダルコードは3点セットです。

56
ナンバープレートホルダー
フロント用：ブリリアントブラック、リア用：クロームメッキ
本体価格 各¥3,240
〈フロント用〉 C905 V4 021 ［ES0F］
〈リア用〉 C904 V4 021 ［ES0G］
※字光式ナンバープレートには使用できません。
※リア用をフロントに装着すると、レーダーセンサーの性能に
影響するので絶対に装着しないでください。
※フロント用とシグネチャーウイングイルミネーションを同時
装着する場合、一部光が隠れて見えなくなります。

57
ナンバープレートロックボルト
マックガード社製。3ヶセット。
本体価格¥3,240 
C900 W3 500 ［ES6C］

58

フロアマット（ラグジュアリー）消臭機能付54

ハイブリッド用スポーツ・セダン用

ナンバープレートホルダー57

ナンバープレートロックボルト58

マッドフラップ（フロント）60

ドアエッジモール59

アクリルバイザー55 自動格納ドアミラー56

フロント用：ブリリアントブラック リア用：クロームメッキ

マッドフラップ（リア）61

リア（スポーツ）リア（セダン/ハイブリッド）

フロント

全車 全車 全車

全車 全車 全車

全車 全車 全車

全車 全車 全車

全車 全車 全車

全車 全車 全車
全車 全車 全車

全車 全車 全車

ナンバープレートホルダー（フロント用）+
（リア用）合計価格
取付費込価格¥6,480［ES0Z］

57 ナンバープレートホルダー（フロント用）+
（リア用）+ナンバープレートロックボルト合計価格

取付費込価格¥9,720［ES0W］

57 58

XD専用

＜ラベル例＞

フロアマット使用時における注意事項
運転席用のフロアマットは、安全のため、固定フックに必ず取付けてください。その他のマットを重ねて使
用しないでください。フロアマットや重ね敷きしたマット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。

マツダ純正アクセサリーは、3年6万km保証付です。
※ただし、一部用品とマツダスピード/M’z Custom/DAMD/KENSTYLE
　用品および消耗品は除きます。また消臭や撥水等の特殊機能については
　保証対象外です。保証期間は右記マークで表示しております。

3年6万km保証付

1年2万km保証付

※掲載価格は消費税（8％）込価格です。

¥82,749セット合計価格 ［PB9A］毎日のカーライフにもっと快適なアイテムを。
ベーシックセットプラン
BASIC Set Plan ［セットプラン内容］

フロアマット（ラグジュアリー）消臭機能付54

自動格納ドアミラー56 ナンバープレートホルダー57 ナンバープレートロックボルト58
アクリルバイザー55

足元を上質に演出する、消臭機能付のフロアマット。カーペット素材の毛並みの良さ
がさらなる高級感を醸し出します。「AXELA」のメタルオーナメントがアクセントに。
※車両タイプに合わせて仕様を設定します。

フロアマット（ラグジュアリー）消臭機能付54

フロントはスタイリングをより引き締めるブリリアントブラック色のフレームを採用。
デザイン性にもこだわりました。

ナンバープレートホルダー（ブリリアントブラック）57

チーフデザイナーの監修による、車両と一体感のあるデザイン。
機能性を高次元で実現させています。

アクリルバイザー55

キーレス（アドバンストキー、リクエストスイッチ）のドアロックに連動してドアミラーを
自動で格納し、ＡＣＣ-ONで展開します。

自動格納ドアミラー56

タイヤから巻き上げら
れる泥などボディの汚
れを防ぎます。
専用設計でデザイン
にも配慮しました。

マッドフラップ60 61

03 10613
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全車 全車

赤外線カットフィルム（スモーク）
取付費込価格¥37,028
本体価格¥18,884
〈スポーツ用〉 B45C V1 140 ［FC8C］
〈セダン用〉 B45A V1 140 ［FC8C］

72
アルミホイール（18×7.0J）高輝度塗装
＜スチールホイール付車＞
取付費込1台分￥153,260［EA3A］
＜アルミホイール付車＞
取付費込1台分￥145,192［EA3A］
※メダルコードは1台分です。
※215/45R18タイヤが別途必要です。
※価格や部品番号など詳細は33頁の表を
ご覧ください。

108
高機能エアコンフィルター
＜スポーツ/セダン用＞
取付費込価格¥5,985 本体価格¥4,725
K015 V9 030 ［JM8E］
＜ハイブリッド用＞
取付費込価格¥4,410 本体価格¥3,150
B45L V9 030 ［JM8E］

75

アッシュカップ（LED照明付）
本体価格¥4,628
C904 V0 880 ［FT5Z］

69

スノーブレード
＜運転席用＞
本体価格¥8,125
B3Y0 67 335 ［MS3E］

＜助手席用＞
本体価格¥5,142
B4Y0 67 335 ［MS3F］

＜リア用＞
本体価格¥2,700
C2Y6 67 335 ［MS1R］

81

アルミホイール（16×6.5J）シルバー
＜スチールホイール付車＞
取付費込1台分￥94,940［EA1H］
＜アルミホイール付車＞
取付費込1台分￥86,872［EA1H］
※メダルコードは1台分です。
※205/60R16タイヤが別途必要です。
※価格や部品番号など詳細は33頁の表をご覧ください。

70
アルミホイール（18×7.0J）シルバー
＜スチールホイール付車＞
取付費込1台分￥142,460［EA6W］
＜アルミホイール付車＞
取付費込1台分￥134,392［EA6W］
※メダルコードは1台分です。
※215/45R18タイヤが別途必要です。
※価格や部品番号など詳細は33頁の表をご覧ください。

71

オーナーのライフスタイルに配慮した、カーライフアイテム。カーライフアイテムCar Life item

赤外線カットフィルム（スモーク）72

高機能エアコンフィルター75

シートバックポケット109保安用品セット77PEWAGチェーン76 アドバンストキーケース（シリコンタイプ）74

紫外線

紫外線
約99%カット

赤外線約53%カット

赤外線

赤外線カットフィルム4つの効果

※セダン：リアウィンドー部のフィルムは分割での装着となります。
※スポーツ：リアゲート部のフィルムは分割での装着となります。

■装着位置イラスト（セダン） ■装着位置イラスト（スポーツ）

車内の温度上昇をやわらげます。

日焼け・シワ・シミ対策に効果を発揮。

燃費の低下を抑えます。

ガラスの飛散を防止します。

アッシュカップ（LED照明付）69

フロアマット（デラックス）73

ハイブリッド用セダン・スポーツ用

フロアマット（デラックス）
取付費込価格¥25,714
本体価格¥25,066
〈セダン/スポーツ用〉 B45A V0 320 ［FE7K］
〈ハイブリッド用〉 B45L V0 320 ［FE7K］

73

全車（XDを除く） 全車 全車

マツダ純正アクセサリーは、3年6万km保証付です。
※ただし、一部用品とマツダスピード/M’z Custom/DAMD/KENSTYLE
　用品および消耗品は除きます。また消臭や撥水等の特殊機能については
　保証対象外です。保証期間は右記マークで表示しております。

3年6万km保証付

1年2万km保証付

※掲載価格は消費税（8％）込価格です。

＜ラベル例＞

フロアマット使用時における注意事項
運転席用のフロアマットは、安全のため、固定フック
に必ず取付けてください。その他のマットを重ねて
使用しないでください。フロアマットや重ね敷きした
マット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。

全車 全車 全車 全車 全車

アドバンストキーケース（シリコンタイプ）
本体価格 各¥1,440
<2ボタン用>
〈ブルー〉 C902 V0 450 ［SA1A］
〈スモーク〉 C903 V0 450 ［SA1B］
〈ホワイト〉 C904 V0 450 ［SA1C］

＜3＆4ボタン用＞ 
〈ブルー〉 C905 V0 450 ［SA1A］
〈スモーク〉 C906 V0 450 ［SA1B］
〈ホワイト〉 C907 V0 450 ［SA1C］

74

全車 全車 全車

LEDバルブ（ポジションランプ）
●T10ウェッジ球タイプ・6000K（ケルビン） ●2ヶ
取付費込価格¥6,552
本体価格¥4,608　C901 V7 160 ［FL3F］
※ディスチャージヘッドランプ付車には装着できません。

66

ハロゲンヘッドランプ付車
ハロゲンヘッドランプ付車
ハロゲンヘッドランプ付車

スーパーブルービーム（ハイビーム）
●HB3 ●4300K（ケルビン） ●1台分は2ヶ必要
取付費込価格 2ヶセット¥7,056
本体価格¥5,760　C900 V9 800×2 ［EG3E］
※メダルコードは左右2ヶセットです。

68

ハロゲンヘッドランプ付車
ハロゲンヘッドランプ付車
ハロゲンヘッドランプ付車

スーパーキセノンビーム
●D4S ●6000K（ケルビン） ●2ヶ
取付費込価格¥34,539
本体価格¥30,651　C901 V9 620 ［EF9R］

67

ディスチャージヘッドランプ付車
ディスチャージヘッドランプ付車
ディスチャージヘッドランプ付車

全車 全車 全車

LEDスポットライト
本体価格¥3,218
C900 V1 700 ［FL0F］
※サンバイザーには装着できません。

78

全車 全車 全車

静電アースプレート
取付費込価格¥3,456
本体価格¥2,160
C902 V0 970 ［HS0C］

79

全車 全車 全車

タッチアップペイント
本体価格 1本¥977
＊全ボディ色を設定しています。部品番
号、カラーバリエーションなどの詳細は33
頁をご覧ください。

80

全車 全車 全車

シートバックポケット
取付費込価格¥10,080
本体価格¥9,432
D08A V0 200 ［FT9W］
※29頁　ペットシートカバーとの同時装
着はできません。

109

86

全車 全車 全車

保安用品セット
本体価格¥10,584
0653 77 209 ［HU7N］

77

全車 全車 全車

PEWAGチェーン
16インチ/18インチ共用
本体価格¥40,392
2474 V9 700 ［MG1A］
※08頁　アルミホイール 「MS-06」との
同時装着はできません。

76

07

全車 全車 全車

全車 全車 全車

全車 全車 全車

全車 全車 全車

全車

ウィンカーバルブ（シルバー）
＜フロント用＞●WY21W ●2ヶ
取付費込価格¥5,184
本体価格¥3,240　C901 V7 217 ［EF8K］
＜リア用＞●WY21W ●2ヶ
取付費込価格¥4,536
本体価格¥3,240　C901 V7 217 ［EF8L］

65

全車 全車 全車

スーパーブルービーム（フォグランプ）
●H11 ●4300K（ケルビン） ●1台分は2ヶ必要
取付費込価格 2ヶセット¥7,704［EG3C］
本体価格¥5,760　C900 V9 810×2 
※16頁　LEDフォグランプ（ブルーイルミネーション付）と
の同時装着はできません。
※メダルコードは左右2ヶセットです。

62

32

フォグランプ付車 フォグランプ付車フォグランプ付車（XDを除く） フォグランプ付車 フォグランプ付車フォグランプ付車（XDを除く）

スーパーイエロービーム（フォグランプ）
●H11 ●2400K（ケルビン） ●1台分は2ヶ必要
取付費込価格 2ヶセット¥7,704［EG3D］
本体価格¥5,760　C901 V9 810×2 
※16頁　LEDフォグランプ（ブルーイルミネーション付）と
の同時装着はできません。
※メダルコードは左右2ヶセットです。

63

32

アルミホイール（18×7.0J）
シルバー

71

スーパーブルービーム（フォグランプ）62 スーパーイエロービーム（フォグランプ）63

ウィンカーバルブ（シルバー）65

フォグランプ64

LEDバルブ（ポジションランプ）66

スーパーキセノンビーム67 スーパーブルービーム（ハイビーム）68

アルミホイール（16×6.5J）
シルバー

70

フロント装着時 ノーマル ノーマルリア装着時

装着時 ノーマル

※写真はイメージです。当該車両とは異なります。

※写真はイメージです。当該車両とは異なります。

※HYBRID、15Sには
　標準装備されています。

※20S、20S Touring、
　20S Touring L Packageには
　標準装備されています。
　ハイブリッドには装着できません。

アルミホイール（18×7.0J）
高輝度塗装

108

※XDには標準装備されています。
　ハイブリッドには装着できません。

フォグランプ無車 フォグランプ無車 フォグランプ無車

フォグランプ
●セット 取付費込価格¥36,000［EF2M］
●本体 本体価格¥30,147　B45A V4 600
●スイッチ 本体価格　¥3,261　K015 66 122
※16頁　LEDフォグランプ（ブルーイルミネーション付）と
の同時装着はできません。

64

32

※HYBRID-S、HYBRID-S L Package、20S、20S Touring、
20S Touring L Package、15Sのディスチャージパッケージ付
車には標準装備されています。 全車

全車

※小物類は商品に含まれません。当該車両とは異なります。

※通信費用はお客様ご負担となります。
※携帯電話の機種・契約により、ご利用できない場合がございます。

■ シートバックポケット

http://www.mazda.co.jp/accessories/safety/comfort/seatbackpocket.html

500mlのペットボトルやボックスティッシュ、小物などをスマート
に収納。また、型崩れしないようクッション性のあるしっかりした
生地を採用しています。抗菌・防臭機能付。

※2.5μm粒子を約90%、1.0μm粒子を約65%、
　0.3μm粒子を約30%キャッチ。

5大効果で車内環境を快適に保ちます。

PM2.5
対策に※

抗ウィルス 抗菌・防カビ 脱 臭 安定風量

高除塵

ブルー

ロゴアップ

スモーク

ホワイト

※キーは商品に含まれません。

立体構造帯電不織布の採用により高い除塵性能を実現したフィルターが、車外
からの花粉・黄砂・ホコリ・微粉塵などをキャッチ。さらに活性炭層が排ガス臭のもと
（アセトアルデヒド）を吸い取り、抗ウィルス剤や抗菌剤の採用により菌・カビの繁殖
を抑制。これらの機能を実現しながら、こだわり設計により快適なエアコン風量を
維持します。
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¥78,018セット合計価格
［WA0J］
＋

［WC1D］

［セットプラン内容］

ボディコーティングMGシリーズ〈MG-5〉87 ホイールコーティング GOLD〈17・18インチ〉88あなたの愛車をリフレッシュ&安心サポート。
コーティングパックCOATING Pack

ボディコーティング MGシリーズ
<MG-5>サポート期間5年間
新車時施工価格¥59,658
K815 W0 790A ［WA0J］
＜MG-3＞サポート期間3年間
新車時施工価格¥49,372
K813 W0 790A ［WA0H］
＜MG-1＞サポート期間1年間
新車時施工価格¥39,086
K811 W0 790A ［WA0G］

87
ホイールコーティング GOLD
＜17・18インチ用＞
新車時施工価格¥18,360［WC1D］
＜15・16インチ用＞
新車時施工価格¥16,200［WC1C］

88
インテリアコーティング GOLD
新車時施工価格 ¥16,200［WB1A］

89

アルミホイール付車
アルミホイール付車

アルミホイール付車

全車（本革及び合成レザーのシート付車を除く）
全車（本革及び合成レザーのシート付車を除く）
全車（本革及び合成レザーのシート付車を除く）

　ボディコーティング MGシリーズ／※付属メンテナンスキットでのお客様ご自身による定期的なお手入れは、光沢、
艶、及び撥水力保持に効果的です。※掲載価格は新車購入時のコーティング費込施工価格です。※施工範囲は、
ボディ外側面の塗装部のみになります。＜MG-5・MG-3＞※サポート条件として、12ヶ月毎のメンテナンスサービスを
販売会社で受けることと、お客様による定期的かつ適切なお手入れと洗車が必要です。＜MG-1＞※サポート条件と
して、お客様による定期的かつ適切なお手入れと洗車が必要です。※一部の販売店では新車時以外の施工も可能
です。お車の状態によってはお受けできない場合もございます。価格及び施工条件については、営業スタッフにおたず
ねください。　　ホイールコーティング GOLD／※チタンホイール、マグネシウムホイールは表面を傷める恐れがある
ため施工できません。※スチールホイール及びホイールキャップへの施工はしておりません。※当コーティングは、ホ
イールの外側面のみ施工をしております。（内側面は施工しておりません。）※掲載価格は新車購入時のコーティング
費込施工価格です。※一部の販売店では新車時以外の施工も可能です。詳しくは営業スタッフにおたずねください。
　インテリアコーティング GOLD／※ガソリン・灯油等の石油類、香水、芳香剤、化粧品類等の化学的なニオイへの
消臭効果は得られない場合があります。※極度の汚れ、シミが付いた場合は、充分な効果が得られない場合がありま
す。※掲載価格は新車購入時のコーティング費込施工価格です。

コーティングに関する注意
87

88

89

ボディコーティングMGシリーズ87 インテリアコーティング GOLD89

ホイールコーティング GOLD88

万が一に備えて、安心の延長保証。

定期点検とエンジンオイル、オイルフィルターの交換を
パッケージにしたコースです。

新車購入から初回車検前まで30ヵ月
コース

※写真はイメージです。当該車両とは異なります。

※写真はイメージです。
　当該アルミホイールの設定はありません。

※写真はイメージです。
　当該車両とは異なります。

30ヵ月コースと「車検※1」をパッケージにしたコースです。
新車購入から初回車検まで36ヵ月

コース

※販売店によっては、設定コースの種類、コース名称やパッケージ内容が一部異なる場合があります。
※詳しくは販売店スタッフにおたずねください。なお、一部取り扱っていない販売店もございます。
※1：検査代行手数料や法定諸費用等は含まれません。

万一お車が故障しても、5年目（ただし10万km）まで全国どこでも
無料で保証修理。 安心のカーライフをサポートします。

メーカー一般保証
（3年ただし6万kmまで）

5年目まで保証
（ただし10万kmまで）延長

新車5年プラン
¥19,440［5年プラン］¥24,840

※新車5年プランは、初度登録日から3ヶ月（ただし2万km）以内にご加入いただけるプランです。初度登録日から3ヶ月（または2万km）を超えた場合は、5年プランへのご加入になります。
※5年プランは、初度登録日から3年（ただし6万km）以内にご加入いただけるプランです。
※掲載価格は個人名義車両の場合です。法人名義車両は上記価格とは異なります。　※加入条件等、詳しくは販売店スタッフにおたずねください。

愛車のベストコンディションを維持。
6ヵ月ごとの点検とメンテナンスで愛車の良好なコンディションを保ち、
安心のカーライフをサポートします。
しかもパッケージ価格で、通常料金よりもおトクです！

キレイは足元から始まる。

室内空間をいつでもクリーンに。

きらめき長持ちつやつやボディ。

●ワックスは面倒だけど、お車の外観をキレイに保ちたい方
●新車時の光沢と、水のはじき性能を保ちたい方
●洗車をもっと簡単に済ませたいとお考えの方
●屋根のない駐車場によく駐車される方

こんな方におすすめ！

ガラス系コーティング被膜が、新車時の光沢と艶を長持ちさせ、お手入れもラクになります。
メンテナンスキット付。洗車機使用可（濃色車はブラシ傷が目立ちますので、手洗い洗車を
おすすめします）。

特殊コーティング剤の使用で、ホイールを汚れから守ります。親水効果によって、
汚れは水洗い程度でキレイに。機能保持約3年。

常温硬化型液体セラミックコートにより、消臭、抗菌、防カビ作用でいやな臭い、雑菌、
ダニなどから車内を長期的に守ります。機能保持約3年。メンテナンスキット付。

マツダ純正アクセサリーは、3年6万km保証付です。
※ただし、一部用品とマツダスピード/M’z Custom/DAMD/KENSTYLE
　用品および消耗品は除きます。また消臭や撥水等の特殊機能については
　保証対象外です。保証期間は右記マークで表示しております。

3年6万km保証付

1年2万km保証付

※掲載価格は消費税（8％）込価格です。

ISOFIX対応チャイルドシート
（レーマー・デュオプラス）
本体価格¥64,800
C913 V9 140 ［HU4Q］
※　ペットシートカバーとの同時装着はできません。
※リア中央席は装着不可

82

86
86 86

ベビーシート（ブライタックス・ベビーセーフ）
本体価格¥35,640
C913 V9 110 ［HU8L］
※　ペットシートカバーとの同時装着はできません。

83
ジュニアシート（レーマー・キッドプラス SICT）
本体価格¥41,040
C913 V9 130 ［HU9M］
※　ペットシートカバーとの同時装着はできません。
※リア中央席は装着不可

84
ペットキャリア
＜Lサイズ：W650×L450×H460mm＞
本体価格¥20,520 C900 V1 281 ［GQ5B］
＜Sサイズ：W400×L400×H400mm＞
本体価格¥12,960 C901 V1 281 ［GQ5C］
※本製品は、ペットの生命を守るためのものではありません。

85
ペットシートカバー
●サイズ：1,400×2,500mm ●素材：綿
本体価格¥12,960 C900 V1 282 ［GQ5D］
※　　　各種チャイルドシート、28頁　シートバックポケット
との同時装着はできません。
※走行中は、ペットをペットキャリアに入れるなどしてください。
※本製品は、車両シート・フロアの汚れ防止が目的であり、ペット
の生命を守るものではありません。

86

愛情たっぷりのサポートアイテム。チャイルドシート & ペットアイテムChild Seat & Pet item

■チャイルドシート装着方法適用表 ●：装着可能　△：条件付で装着可能　×：装着不可

82

83

84

サイズ
（ｃｍ）

W44×D45×H64
W44×D65×H57（キャリングハンドルUP時）

W60×D43×H68～86

重量
（ｋｇ）

8.6
4.2
6.9

適用範囲の目安

体重

約9～18kg位まで
約13kg位まで

約15～36kg位まで

身長

約70～100cm位まで
約80cm位まで

約95～150cm位まで

年齢

生後8ヶ月～4歳位まで
生後1歳6ヶ月位まで
3～12歳位まで

ISOFIX対応チャイルドシート（レーマー・デュオプラス）
ベビーシート（ブライタックス・ベビーセーフ）
ジュニアシート（レーマー・キッドプラス SICT）

商品名
シート装着条件

助手席（エアバッグ付）
前向き
×
×

△※1・2

後向き
×
×
×

後席・外席
前向き
●
×
△※2

後向き
×
●
×

後席・中央席
前向き
×
×
×

後向き
×
●
×

ISOFIX※2対応チャイルドシート ISOFIX方式のチャイルドシートにピボットリンク機能を追加、高レベルの安全性を実現します。

※チャイルドシートをご使用の際には、安全のため必ず取扱説明書を参照して、正しくご利用ください。　
※1：やむを得ずチャイルドシートを助手席に装着する場合は、
　  必ず助手席シートを最後端までスライドさせSRSエアバックからできるだけ遠ざけて装着してください。　
※2：装着の際には、チャイルドシートとヘッドレストが干渉するため、ヘッドレストを取り外して装着してください。

チャイルドシート側下部のコネクターを車両側に装備された固定専用バーにワンタッチで押し込むだけで、簡単に装着できるのが、ISOFIX方式（共通取付具方式）です。
トップテザーによる固定やピボットリンクの採用によってチャイルドシートの前のめりを抑え、お子様への負担を軽減します。

チャイルドシートは正しく取り付けてこそ、お子様の安全を守ります。だからワンタッチで簡単に装着できるISOFIX方式。

お子様の成長に合わせて選べます。

参考年齢

身　長

体　重 36kg

150cm

18kg

100cm

15kg

95cm

13kg

80cm

9kg

70cm

生後8ヶ月0カ月

ISOFIX対応チャイルドシート
（レーマー・デュオプラス）

12歳4歳3歳1歳半

ベビーシート
（ブライタックス・ベビーセーフ）

ジュニアシート
（レーマー・キッドプラス SICT）

ベビーシート（ブライタックス・ベビーセーフ）83 ジュニアシート（レーマー・キッドプラス SICT）84

ISOFIX対応チャイルドシート
（レーマー・デュオプラス）

82

ペットシートカバー86ペットキャリア85

Lサイズ Sサイズ

＜折りたたみ時＞

全車 全車 全車

全車 全車 全車
全車 全車 全車

全車 全車 全車 全車 全車 全車
全車 全車 全車

※写真は装着例です。当該車両とは異なります。 ※写真は装着例です。当該車両とは異なります。

全てのチャイルドシートは、ECE R 44/04※１を取得しています。

■装着位置図
＜スポーツ用＞ ＜セダン/ハイブリッド用＞

■ISOFIX対応チャイルドシート

●衝突時、A、B軸で回転する為、衝突時の衝撃を下方へ逃がします。

チャイルドシートの上部を固定できるようにし、衝突時の前方向への頭部
移動量を軽減させます。

①トップテザー

Britax-Romer社が開発した機構で、ISOFIXの取付け金具を「L字型」
にすることで衝突時の衝撃を下方に逃がします。

②ピボットリンク

★衝突時の頭部移動量を軽減

B
A

トップテザーにより
前方への移動を抑制

●トップテザー1

●ピボットリンク2

コネクター
固定状況

トップテザー
取付状況

コネクター
固定状況

トップテザー
アンカー取付状況

※1 ECE R 44/04:国連欧州経済委員会の定めたチャイルドシートに関する規格　※2 ISOFIX:国際標準化機構（ISO）の定めたチャイルドシート固定装置に関する規格

82 83 10984

※上記コーティング商品　　　は保証対象外です。
　但し、ボディコーティング MGシリーズはサポート期間中に通常の使用状況下で塗装の光沢が
明らかに劣化したと認められた場合は、その部位を無料で再施工いたします。

87 88 89
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※掲載価格は消費税（8％）込価格です。

31・32頁マツダ純正アクセサリーは、
3年6万km保証付です。

ナビゲーションシステムとの連動でITSスポットサービスに対応
ITSスポット（DSRC）対応車載器

高速道路を中心に設置された「ITSスポット」とクルマに搭載された「ITSスポット（DSRC）対応車載器」との高速・大容量通信により、
広範囲の道路交通情報を使ったルート探索や安全運転支援情報を受信できるなど様々なサービスを利用することができます。

※ETC車載器との同時装着はできません。 ETC車載器 ※ITSスポット（DSRC）対応車載器との同時装着はできません。

ETC車載器 ※ITSスポット（DSRC）対応車載器との同時装着はできません。

※価格にはセットアップ費用は含まれておりません。ETC利用の際にはETCカードと車載器のセットアップが必要です。詳しくはスタッフにおたずねください。※ETCカードはクレジット
カードと同じ性質を持っています。防犯上からも車内に放置しないでください。また放置すると、車内の熱などETCカードに悪影響を及ぼし、データエラーの原因となることもあります。

    　DSRC/ETCに関する注意

スマートインDSRC/ETCシステム

※ITSスポット（DSRC）対応車載器は単独での使用はできません。
ナビゲーション用SDカードとの同時装着が必要です。
※インターネット接続サービス及び有料駐車場等での料金決済
サービスには対応していません。

※字光式ナンバープレートは装着できません。
※カメラが映し出す範囲は限られていますの
で、後退時には必ず後方を直接見ながら
運転してください。

■DSRC/ETC車載器本体
　取付位置

本体

カードの出し入れも簡単。サンバイザーの後ろにDSRC/ETC車載器をスマートに収納。
●サンバイザーに隠れる天井部にDSRC/ETC車載器
　をスマートに収納。簡単にETCカードの出し入れが
　可能です。

■ETC用アンテナ取付位置

アンテナ

■装着位置

本体

電動スライドガラス
サンルーフ装着車の場合

車載器本体はグローブボックス内に
収納されます。

※ITSスポット（DSRC）対応車載器はETC機能付です。

※ナビゲーション連動用拡張ケーブル込みです。

※ナビゲーション連動用拡張ケーブル込みです。

※ナビゲーション連動用拡張ケーブル込みです。
※ナビゲーション連動用拡張ケーブル込みです。

■サンルーフ付車用

■サンルーフ付車用

■サンルーフ付車用

■サンルーフ付車用

ETC用
アンテナ

光ビーコン用
アンテナ ■サンルーフ付車用

ITSスポット（DSRC）対応車載器（光ビーコン付）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥38,695　BMD2 V6 380
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥38,695
取付費込システム合計価格¥47,119［HC9B］

システムNo.DDDL0A93［デンソー］DSRC車載器

ITSスポット（DSRC）対応車載器（光ビーコン付）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥38,695　BMD2 V6 380
ETCボックス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　¥5,400　C901 V6 381A
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥44,095
取付費込システム合計価格¥53,167［HC9A］

システムNo.DDDL092［デンソー］スマートインDSRC

ETC車載器・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥14,812　C9NB V6 380
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥14,812
取付費込システム合計価格¥21,292［HC6Z］

システムNo.CNETC101
［パナソニック］ETC車載器（音声タイプ）ETC車載器・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥14,812　C9NB V6 380

ETCボックス・・・・・・・・・・・・ 本体価格　¥5,400　C901 V6 381A
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥20,212
取付費込システム合計価格¥27,340［HC7X］

システムNo.CNETB100
［パナソニック］スマートインETC（音声タイプ）

ETC車載器・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥14,812　C9MF V6 380
ETC取付ブラケット・・・ 本体価格　¥1,090　Z9M1 V6 385A
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥15,902
取付費込システム合計価格¥22,382［HC6W］

システムNo.CMETC99
［三菱電機］ETC車載器（音声タイプ）ETC車載器・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥14,812　C9MF V6 380

ETCボックス・・・・・・・・・・・・ 本体価格　¥5,400　C901 V6 381A
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥20,212
取付費込システム合計価格¥27,340［HC7Y］

システムNo.CMETB98
［三菱電機］スマートインETC（音声タイプ）

ETC車載器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥20,212　BMD1 V6 380
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥20,212
取付費込システム合計価格¥26,692［HC0K］

システムNo.DDEL0A95

［デンソー］ETC車載器（音声タイプ）ETC車載器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥20,212　BMD1 V6 380
ETCボックス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　¥5,400　C901 V6 381A
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥25,612
取付費込システム合計価格¥32,740［HC3S］

システムNo.DDEL094

［デンソー］スマートインETC（音声タイプ）

ETC車載器・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥14,812　C9DK V6 380
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥14,812
取付費込システム合計価格¥21,292［HC3D］

システムNo.CDETC97
［デンソー］ETC車載器（音声タイプ）ETC車載器・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥14,812　C9DK V6 380

ETCボックス・・・・・・・・・・・・ 本体価格　¥5,400　C901 V6 381A
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥20,212
取付費込システム合計価格¥27,340［HC7W］

システムNo.CDETB96
［デンソー］スマートインETC（音声タイプ）

ナビゲーション&DSRC/ETCNAVIGATION & DSRC/ETC

ナビゲーション用SDカード
車両装備の専用スロットに差し込むことで地図
表示やルート案内ができます。3年間無料更新
可能（地図データは年に1回更新可能※）。
※地図データ更新については、マツダオフィシャルホーム
ページ内マツダ コネクト専用サイトをご覧ください。（専用
サイトは順次開設予定です。）

見えにくい後方の視界をサポート バックモニターシステム 運転席から見えにくい後方を確認。バックでの駐車をサポート。
センターディスプレイにバックカメラの映像を映し出します。

ナビゲーション用SDカード
本体価格¥36,000
B4YD 79 EZXA ［KW1L］

■交差点3D表示

※目安線は固定式です。ステアリング連動タイプではありません。目安線は常時表示されます。

※1：最短距離、最短所要時間、エコ優先、幹線優先
※2：DSRC連動の場合のみ機能します。

項目

地図更新

地図容量 

地図

データ

検索

渋滞考慮

３Ｄシティマップ
縮尺
交差点3D表示
データ内容
地図データ
交通規制データ
電話番号データ
音声認識 
ルート検索
（中継地点を含む）

オートリルート
住所検索
タウンページ検索
郵便番号検索
ＶＩＣＳ（ＦＭ多重）
渋滞予測データ
渋滞考慮探索
ETC連動
DSRC連動

内容
●：機能ありナビゲーション機能一覧表

 4GB
●

25ｍ～
●

2012年9月版
2012年9月
2012年3月
2012年3月

●

4ルート同時※1

●
3,800万件
830万件
●
●
●
●※2

●（デンソー製）
●（デンソー製）
3年間無料更新付

（地図データは年1回更新可能）
■3D MAP

■アクティブ・ドライビング・ディスプレイ装着車
　表示イメージ

カメラ装着位置

ナビゲーション連動タイプ ナビゲーション連動なし

ETC部機能一覧表＜ナビゲーション連動タイプ＞※1

履歴確認料金案内

［デンソー］DSRC車載器
（ETC部機能）

車載器

●
※2

●（100件）
※3 ●●

※2

［デンソー］ETC車載器 ●
※2

●（100件）
※3 ●●

※2

カード有効期限
案内

カード抜き忘れ
警告

●：機能あり

ETC機能一覧表＜ナビゲーション連動なし＞

履歴確認料金案内

［デンソー］ETC車載器

車載器

● ●（100件） ●●

［パナソニック］ETC車載器 ● ●（100件） ●●

［三菱電機］ETC車載器 ● ●（100件） ●●

カード有効期限
音声案内

カード抜き忘れ
警告

●：機能あり

全車（15Cのメーカーオプション無車除く）

全車（15Cのメーカーオプション無車除く）
全車

全車（15Cのメーカーオプション無車除く） 全車（15Cのメーカーオプション無車除く）全車

全車（15Cのメーカーオプション無車除く） 全車（15Cのメーカーオプション無車除く）全車
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ハイブリッド/セダン用
バックカメラ・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥34,056　BHN1 67 RC0A
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥34,056
取付費込システム合計価格¥36,000［KN1N］

スポーツ：アドバンストキーレス無車用
バックカメラ・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥29,440　BHN9 67 RC0A
ガーニッシュブラケット・・・・ 本体価格　¥1,810　BHP1 50 813A
クリップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥313×4　KA80 51 RE5A×4
ガスケット・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　¥86×3　BHN9 50 818×3
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥32,760
取付費込システム合計価格¥36,000［KN1N］

スポーツ：アドバンストキーレス付車用
バックカメラ・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥29,440　BHN9 67 RC0A
ガーニッシュブラケット・・・・ 本体価格　¥1,810　BHP3 50 813A
クリップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥313×4　KA80 51 RE5A×4
ガスケット・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　¥86×3　BHN9 50 818×3
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥32,760
取付費込システム合計価格¥36,000［KN1N］

［パナソニック］バックモニター

※画面はハメコミ合成です。

毎日のドライブを快適にスムーズにサポート。

※イラストはイメージです。

全車 全車 全車
※ナビゲーション用SDカードと組み合わせてお使いください。

※1：ナビゲーション用SDカードが装着されている場合の機能です。
　　ナビゲーション用SDカードが装着されていない場合、マツダ コネクトでの表示が
されません。ほか一部音声案内がブザー音による警告となります。

　　なお、ブザー音を出すためには、DSRC/ETC車載器での音量設定が必要です。
※2：画面表示での案内となります。音声案内はありません。
※3：車載器本体の利用履歴確認スイッチを押すと車載器からの音声で履歴が確認
可能です。画面表示はありません。

※写真はイメージです。当該車両とは異なります。

90 システムNo.DM0BM

システムNo.D01BM システムNo.D01BMA システムNo.D01BMB

目安線表示 バンパー後端より

約2.7m（後側黄色線）

約1.0m（手前黄色線）

約0.5m（赤線）
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60

27

26

61

08
・
18 06・38

24

14

28

51

104

105

106

04・37

59

80

マッドフラップ（フロント）

アルミホイール（16×6.5J） 
（注3）

27 アルミホイール（18×7.0J）（注4）

18 アルミホイール（16×6.5J）（注3）

18 アルミホイール（18×7.0J）（注4）

08 アルミホイール「MS-06」（18×7.0J）マツダスピード（注4）

マッドフラップ（リア）

リアスポイラー（リップタイプ）

サイドアンダーガーニッシュ

リアアンダーガーニッシュ

フロントアンダーガーニッシュ

KENSTYLE

パーキングセンサー

リアルーフスポイラー

ドアエッジモール

タッチアップペイント※3

商 品 名

商 品 名 カラー 部品番号 小売価格（円）
1本分 車両装備

センターキャップ
KD51 37 190

1ヶ

エアバルブ
9963 60 4140

1ヶ

メッキナット
B002 37 160B
1ヶ（注1）

取付パーツキット
QMST LA 000

（17/21ロングアダプター×1ヶ、
17HEXナット×20ヶ）

取付費込
合計価格（円）
1台分

メダル
コード
（注2）

部品番号
メダル
コード

ペ
ー
ジ

ペ
ー
ジ

写
真　
No.

B45A V3 450 ＊＊

B45A V3 460 ＊＊

B45C V3 460 ＊＊

B45A V4 920 ＊＊

C931 V7 28Y ＊＊

BMK1 V3 300 ＊＊

BMK2 V3 300 ＊＊

BMK1 V3 100 ＊＊

BMK1 V3 290 ＊＊

QBM1 51 9N0 ＊＊

C901 V3 150 ＊＊

8563 77 710 ＊＊

＊＊＊＊ 77 710

カラーコード
■アクセラ　ボディ色対応表

■アクセラ　アルミホイール表

■アクセラ　アルミペダルセット表

ブルー
リフレックス
Mc

セダン用

スポーツ用

セダン/ハイブリッド用

スポーツ用

セダン/ハイブリッド用

センサー

シルバー

シルバー

ガンメタリック

ガンメタリック

ブラック＋切削リム

17,280
スチールホイール付車

アルミホイール付車

スチールホイール付車

アルミホイール付車（注5）

スチールホイール付車

アルミホイール付車

スチールホイール付車

アルミホイール付車（注5）

スチールホイール付車（注6）
アルミホイール付車（注5）

507

－

507

－

507

－

507

－

302

－

302

－

302

－

302

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

4,860（注7）

94,940

86,872

142,460

134,392

105,740

97,672

153,260

145,192

283,932

EA1H

EA6W

EA6X

EA7J

DX6Q

550

550

550

550

550

550

550

550

センターキャップ、エアバルブは
同梱されています。

29,160

19,980

31,860

65,880

9965 D0 6560

9965 22 7080

28 アルミホイール（18×7.0J）（注4） 高輝度塗装
スチールホイール付車

アルミホイール付車（注5）

507

－

302

－

－

－

153,260

145,192
EA3A

550

550
31,8609965 29 7080

B45A V3 810

B45B V3 810

QBM1 3K E50

スポーツ用

83

スノーフレイク
ホワイトパール

Mc

64

ソウルレッド
プレミアム
M

62

ジェットブラック
Mc

51

アルミニウム
M

50

メテオグレー
Mc

27

ディープ
クリスタル
ブルーMc

13

－ 25D－－－ －

J42B

チタニウム
フラッシュ
Mc

53

－

J42S－J41VJ41W－

アークティック
ホワイト

33

ブリリアント
ブラック

－

PZ

PZ

－

A4D

－

－

J42A－ J42M

DT8Q

DT8U

DT8U

DM8A

HT8A※3

DY8N※1

－

DB2H

DB2J

DB2K

DB2K

DD0G※2

（注1） 1本につき5ヶ必要、1台分で20ヶ必要です。（注2） メダルコードは1台分です。（注3） 205/60R16タイヤが別途必要です。（注4） 215/45R18タイヤが別途必要です。（注5） アクセラハイブリッドには装着できません。（注6） スチールホイール車は取付パーツキットが必要です。（注7） 標準ナットでも装着可能です。

※1：右記の車体番号に装着可能です。 BM5FP  100001～101220まで
 BM5FS  100001～102774まで
 BM2FS  100001～101838まで

※2：右記の車体番号に装着可能です。 BM5FP  101221～
 BMEFS  2014年4月生産分より適用
 BM5FS  102775～
 BM2FS  101839～

※1：ブリリアントブラックのメダルコードは［DY8U］です。※2：ブリリアントブラックのメダルコードは［DD0H］です。※3：ブリリアントブラックのメダルコードは［DX8T］です。タッチアップペイントは保証対象外です。

  ●：Shop Options■アクセラ　イルミネーションアイテム適用表

※：標準装備のフォグランプとの交換装着となります。

適用

品　　　　　名

部　品　番　号

本体価格（円）

シグネチャーウイングイルミネーション

LEDフォグランプ（ブルーイルミネーション付）

シグネチャーウイングイルミネーション+
LEDフォグランプ（ブルーイルミネーション付）

シグネチャーウイングイルミネーション

エンブレムイルミネーション

LEDフォグランプ（ブルーイルミネーション付）

シグネチャーウイングイルミネーション+
エンブレムイルミネーション

シグネチャーウイングイルミネーション+
LEDフォグランプ（ブルーイルミネーション付）

エンブレムイルミネーション+
LEDフォグランプ（ブルーイルミネーション付）

シグネチャーウイングイルミネーション+
エンブレムイルミネーション+
LEDフォグランプ（ブルーイルミネーション付）

シグネチャーウイングイルミネーション

エンブレムイルミネーション

LEDフォグランプ（ブルーイルミネーション付）

シグネチャーウイングイルミネーション+
エンブレムイルミネーション

シグネチャーウイングイルミネーション+
LEDフォグランプ（ブルーイルミネーション付）

エンブレムイルミネーション+
LEDフォグランプ（ブルーイルミネーション付）

シグネチャーウイングイルミネーション+
エンブレムイルミネーション+
LEDフォグランプ（ブルーイルミネーション付）

シグネチャーウイングイルミネーション

LEDフォグランプ（ブルーイルミネーション付）

シグネチャーウイングイルミネーション+
LEDフォグランプ（ブルーイルミネーション付）

［FM5A］

［FM5C］

［FM5E］

［FM5A］

［FM5B］

［FM5C］

［FM5D］

［FM5E］

［FM5F］

［FM5G］

［FM5A］

［FM5B］

［FM5J］

［FM5D］

［FM5L］

［FM5M］

［FM5N］

［FM5A］

［FM5H］

［FM5K］

B45B V4 580

シグネチャー
ウイング

イルミネーション

35,291

B45B V4 590

エンブレム
イルミネーション

LEDフォグランプ（ブルーイルミネーション付）※

本体 取付キット

B45B V4 600 B45A V7 235

47,314 5,997

ブラケット

B45C V4 360

5,142

ベゼルキット（メッキ）

B45D V4 360

11,519

フォグランプスイッチ

K015 66 122

3,261

中間
ハーネス

B45A V7 790

2,571

本体価格
合計
（円）

取付費込
合計価格
（円）

メダル
コード

37,862

61,024

96,315

37,862

20,530

61,024

55,821

96,315

78,983

114,274

37,862

20,530

70,662

55,821

105,953

88,621

123,912

37,862

55,882

91,173

46,286

66,856

107,979

46,286

25,714

66,856

66,837

107,979

87,407

128,530

46,286

25,714

77,142

66,837

118,265

97,693

138,816

46,286

61,714

102,837

17,959

ガソリン・
ハイブリッド

ディスチャージ
ヘッドランプ付車

ディスチャージ
ヘッドランプ無車

スマート・
ブレーキ・サポート

＆
マツダ・レーダー

クルーズ・コントロール
無車

スマート・
ブレーキ・サポート

＆
マツダ・レーダー

クルーズ・コントロール
付車

スマート・
ブレーキ・サポート

＆
マツダ・レーダー

クルーズ・コントロール
無車

ディーゼル

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

商 品 名

部品番号

アクセルペダル
MT用※1 MT用※2 ハイブリッド用 AT用

B45A V9 091 B45B V9 091A B45L V9 091 B45B V9 091
7,236 7,236 7,236 7,236

B45A V9 097
5,395

B45A V9 093
5,395

B45A V9 095

ブレーキ＆クラッチペダル ブレーキペダル フットレスト
本体価格
（円）

取付費込
合計価格
（円）

メダル
コード

15,007 19,543 FS7A

2,376本体価格（円）

アルミペダルセット〈MT用〉※1 ●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

アルミペダルセット〈MT用〉※2

アルミペダルセット〈ハイブリッド用〉

アルミペダルセット〈AT用〉

※掲載価格は消費税（8％）込価格です。
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14.04～

T

※本カタログに掲載されていない商品を掲載車種に装着された場合はマツダ（株）の保証対象外となります。また、本カタログに掲載の商品でも掲載外の商品と組み合わせ装着した場合は保証対象外となります。※掲載の取付費込価格は新車時の場合となります。

マツダ純正アクセサリーは、ジャストフィット＆ベストクオリティの3年ただし6万km保証付です。
※ただし一部用品とマツダスピード/M’z Custom/DAMD/KENSTYLE用品および消耗品は除きます。また消臭や撥水等の特殊機能については保証対象外です。
　保証期間は下記マークで表示しております。マークのない商品は保証対象外です。

マツダ純正アクセサリーについてのお問い合わせは、お近くの販売会社または マツダ（株）コールセンターへどうぞ

マツダ純正アクセサリー

受付時間／平日 9：00～17：00 土・日・祝日 9：00～12：00 13：00～17：00全国共通 フリーダイヤル 0120-386-919

●掲載内容は2014年4月現在のものです。●掲載商品の仕様、価格は予告なく変更することがあります。●このカタログに掲載されている商品はショップオプションです。
●掲載価格は、メーカー希望小売価格（消費税8％込）で参考価格です。価格は販売会社が独自に定めていますので、詳しくは販売会社におたずねください。●撮影、印刷条件により、実物色と多少違いが生じることがあります。●このカタログは地球環境にやさしい印刷用紙を使用しています。

保証期間はマツダの販売店および、マツダ指定サービス工場でマツダ車に取り付けた日からとなります。

保証修理期間は用品取付時から3年です。
ただし、期間内でも走行距離が6万kmまでです。

保証修理期間は用品取付時から1年です。
ただし、期間内でも走行距離が2万kmまでです。

新車購入時から5年まで保証を延長。
5年目（ただし10万km）まで万が一の
故障に備えたカーライフをサポートします。

適用車両No.
セダン BM5FP 100001～
 BM5AP 100001～
スポーツ BMEFS 100001～
 BM5FS 100001～
 BM5AS 100001～
 BM2FS 100001～
ハイブリッド BYEFP 100001～

カタログNo.

2014.04発行年月日

31PXSAM


