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※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7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。

14.07～

※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。



01 02※写真はイメージです。

CX-5のポテンシャルをさらに高める、

こだわりのショップオプションでより充実したカーライフを。

スタイリングはより精悍に。インテリアはより上質で機能的に。

CX-5の魅力を最大限に引き出す、こだわりのオプションアイテムであなたらしい理想のスタイルを。

P.03～06

・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

イルミネーション パッケージ セット合計価格¥131,616

・LEDバルブ（ポジションランプ） ・LEDバルブ（ライセンスプレートランプ） ・LEDバルブ（アクセサリーランプ） 

LEDバルブ パッケージ セット合計価格 ¥17,712

・フットランプ&イルミネーション ・コンソールイルミネーション ・LEDバルブ（マップランプ（フロント））
・LEDバルブ（リアルームランプ） ・LEDバルブ（ラゲッジルームランプ）

インテリア パッケージ セット合計価格 ¥48,017

・スカッフプレート ・リアバンパーステッププレート ・ラゲッジエンドプレート ・アルミペダルセット
・エンジンスタートスイッチ（サテンクロームメッキ） ・エアコンベゼル（サテンクロームメッキ）

ブライトドレスアップ パッケージ セット合計価格 ¥96,688

Exterior Item ■エクステリア アイテム P.07～12

・M’z CUSTOM（エムズ カスタム）　・DAMD（ダムド）　・KENSTYLE（ケンスタイル）

Customize Your World ■カスタマイズ

P.13～16Interior Item ■インテリア アイテム P.17～18

・ラゲッジルームネット・ラゲッジフック・メッシュポケット・ラゲッジルームトレイ（ソフトタイプ）

コンフォート パッケージ セット合計価格 ¥34,456
Luggage Item ■ラゲッジ アイテム

P.21～22

・フロアマット（ラグジュアリー）消臭機能付 ・アクリルバイザー ・自動格納ドアミラー
・ナンバープレートホルダー ・ナンバープレートロックボルト

ベーシックパック セット合計価格 ¥85,834
Basic Item ■ベーシック アイテム

LINE UP

P.19～20

・パーキングセンサー ・フロントブラインドモニター

ドライビングサポート パッケージ セット合計価格 ¥95,657

・バーグラアラーム ・リモコンエンジンスターター

インテリジェンス パッケージ セット合計価格 ¥76,113

・セーフティパック ・ウインターパック ・スモーキングパック ・コーティングパック

LINE UP

Intelligence Item ■インテリジェンス アイテム

P.23～24Car Life Pack ■カーライフパック P.27～42

・ナビゲーション ・オーディオ ・システムアップアイテム

LINE UP

Navigation Item ■ナビゲーション アイテム

※掲載価格は取付費込価格（消費税8％込）です。



装着時

フォグランプ付車

スーパーブルービーム（フォグランプ）
白さ（ドレスアップ性）と明るさ（視認性）を両立させたベストバランス高効率ハロゲ
ンバルブ。ディスチャージヘッドランプの照射光と同様の色調の照射光となります。
●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¥7,056

07 スーパーイエロービーム（フォグランプ）
雨・雪・霧など悪天候時の視認性に優れた、イエロー光
を照射する高効率ハロゲンバルブ。
●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¥7,056

08

フォグランプ付車

リア装着時

装着位置

フロント装着時

装着位置

ウィンカーバルブ（シルバー）
＜フロント用＞●PY21W ●2ヶ 取付費込価格¥4,536
＜リア用＞●WY21W ●2ヶ 取付費込価格¥4,536
全車

09

全車

ウィンカーバルブ（シルバー）
＜フロント用＞ 取付費込価格¥4,536　
本体価格¥3,240　C900 V7 217 ［EF8L］
＜リア用＞取付費込価格¥4,536　
本体価格¥3,240　C901 V7 217 ［EF8M］

09

全車

LEDバルブ（バックランプ）
取付費込価格 1台分¥9,504［FL1Z］
本体価格¥3,780×2  
C902 V9 671×2
●メダルコードは左右2ヶセットです。 

10
スーパーイエロービーム（フォグランプ）
取付費込価格 2ヶセット¥7,056
本体価格¥2,880×2
C901 V9 810×2 ［EG3D］
●メダルコードは左右2ヶセットです。

08
スーパーブルービーム（フォグランプ）
取付費込価格 2ヶセット¥7,056
本体価格¥2,880×2
C900 V9 810×2 ［EG3C］
●メダルコードは左右2ヶセットです。

07

フォグランプ付車 フォグランプ付車

LEDバルブ（バックランプ）
●T16・6000K（ケルビン） ●1台分は2ヶ必要。
取付費込価格 1台分¥9,504

10

フォグランプ（クリア）
●取付費込価格 左右セット¥41,338［EF5U］
●フォグランプ（クリア） 本体価格¥33,346　K031 V4 600  
●フォグランプスイッチ 本体価格　¥3,456　KF20 66 122
　　　 
＊20Cを除くグレードには標準装着されています。
※3年6万km保証付。

12
スーパーキセノンビーム
＜ガソリン車用＞取付費込価格 ¥31,947
本体価格¥30,651　C901 V9 620 ［EF9Q］
＜ディーゼル車用＞取付費込価格¥32,595
本体価格¥30,651　C901 V9 620 ［EF9Q］

11

ディスチャージヘッドランプ付車
20C

¥131,616セット合計価格 ［FM5G］

03 04

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。

Other Item ■その他のアイテム

［パッケージ内容］ 01 シグネチャーウイングイルミネーション 02 エンブレムイルミネーション 03 LEDフォグランプ（ブルーイルミネーション付）

¥17,712セット合計価格 ［FL8S］

［パッケージ内容］ 05 LEDバルブ（ライセンスプレートランプ） 06 LEDバルブ（アクセサリーランプ）04 LEDバルブ（ポジションランプ）

ノーマル装着時

スーパーキセノンビーム
太陽光に近い、より白い発光色を実現したキセノンバルブ。フロントマ
スクをクールに演出します。
●D4S ●6000K（ケルビン） ●2ヶ
＜ガソリン車用＞　取付費込価格¥31,947
＜ディーゼル車用＞取付費込価格¥32,595

11

ディスチャージヘッドランプ付車

※写真はイメージです。当該車両とは異なります。

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
取付費込価格¥5,904 本体価格¥4,608  C901 V7 160 ［FL6C］
全車

05

装着時

ノーマル

装着位置

装着時

LEDバルブ（アクセサリーランプ）
●T10ウェッジ球タイプ・6000K（ケルビン） ●2ヶ

取付費込価格¥5,904 本体価格¥4,608 C901 V7 160 ［FL4P］
ディスチャージヘッドランプ付車

06

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¥5,904  本体価格¥4,608
C901 V7 160 ［FL4N］
全車

04

スタイルを際立たせる、さりげない上質なアクセントを。Exterior Item ■エクステリア アイテム

全車

全車（20Cを除く）※1
LEDバルブ パッケージイルミネーション パッケージ

ディスチャージヘッドランプ付車

装着時

ノーマル

バルブ

■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
　（フォグ点灯時）

■LEDフォグランプ
　（ブルーイルミネーション点灯時）

※1：ディスチャージヘッドランプ付車は、　LEDバルブ（ポジションランプ）と　LEDバルブ（アクセサリーランプ）との同時装着が必要です。0604

シグネチャーウイングイルミネーション
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
取付費込価格¥46,286［FM5A］
全車※1

01

エンブレムイルミネーション
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
取付費込価格¥25,714［FM5B］ 
全車※1

02

全車（20Cを除く）※1

LEDフォグランプ
（ブルーイルミネーション付）

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〉）
取付費込価格¥69,942［FM5C］ 

03

※商品の構造上、一部光ムラがあります。

※価格や部品番号などの詳細は26頁の表をご覧ください。※上記商品については、パッケージでお買い求めいただく方がお得です。詳しくは26頁をご確認ください。

※　LEDフォグランプ（ブルーイルミネーション付）は　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（クリア）との同時装着はできません。

※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。

03 07 08 12

※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。



05 06

全車 全車
※パックプライマーは保証対象外です。

フロントアンダーガーニッシュ
クロスオーバーＳＵＶにふさわしい力強さとアクティブ感を創出するフロントのアンダーガーニッシュ。
●材質：ポリウレタン ●表面処理：塗装
●セット取付費込価格¥35,999 ［DF2K］
●フロントアンダーガーニッシュ 本体価格¥32,142　K031 V3 290
●パックプライマー 本体価格　　¥617　C900 V9 105
※08頁　M’z Customフロントスカート、10頁　DAMDフロントプロテクター、12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。

13

※パックプライマーは保証対象外です。

22 3329

リアアンダーガーニッシュ
クロスオーバーＳＵＶにふさわしい力強さとアクティブ感を創出するリアのアンダーガーニッシュ。
●材質：ポリウレタン ●表面処理：塗装
●セット取付費込価格¥35,999 ［DF2L］
●リアアンダーガーニッシュ 本体価格¥32,142　K031 V3 300
●パックプライマー 本体価格　　¥617　C900 V9 105
※08頁　M’z Customリアアンダースカート、10頁　DAMDリアアンダープロテクター、12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。

14

24 31 35

アルミホイール（１９×7J）
Advanti Stellar M10
GRAPHITE SILVER

取付費込価格 1台分¥182,388
※価格や部品番号など詳細は26頁の表をご覧ください。

17

19インチタイヤ付車

アルミホイール（１９×7J）
Advanti Stellar M10
BRIGHT GUNMETA MACHINING

取付費込価格 1台分¥182,388
※価格や部品番号など詳細は26頁の表をご覧ください。

16

19インチタイヤ付車

ホイールロックセット
大切なアルミホイールの盗難防止に。
マックガード社製。
本体価格¥6,480 
C900 W3 495 ［EC2A］

21

アルミホイール付車

4WD

オーナメント（AWD）
取付費込価格¥2,057
本体価格¥1,409　K015 V4 410 ［DM8X］

19

全車

標準のシングルホーンをデュアルホーンにアップグレードすることで、高級感のある音色を実現します。

アップグレードホーン15

●セット取付費込価格¥9,257［FR2R］
●追加ホーン 本体価格¥3,240　K015 V7 391 
●取付キット  本体価格¥2,777　K015 V7 393 

オーナメント（SKYACTIV-D）
取付費込価格¥4,628
本体価格¥2,684　K031 V4 410 ［DM8W］
※標準装着のオーナメントとの
　交換装着となります。

20

XD 2013 Anniversary・XD L Package・XD

標準装備の
ホーン

ショップオプションの
追加ホーン

リアビークルモニタリングシステム無車

ブルーミラー（親水）
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。
取付費込価格 左右セット¥17,486
本体価格¥16,190　K032 V3 660 ［EN3J］

18

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。

ノーマル

装着時

走りの歓びを高める、スポーティでスタイリッシュな演出を。Exterior Item ■エクステリア アイテム

■取付位置図



07 08

CX-5の個性を際立たせ、新たな存在感を実現。
スポーティかつアグレッシブなスタイルはオーナーの「こだわり」を満足させる仕上がりに。

エムズカスタム

フォグランプ付車用

全車

●07～08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

フォグランプ付車用

LEDアクセサリーランプ
取付費込価格¥54,515  本体価格¥48,035  KEM1 V4 680 ［FL4T］
※点灯仕様・・・イグニッションオンで常時点灯

25

●材質：ABS ●表面処理：メッキ
取付費込価格¥30,857  本体価格¥28,265　KEM1 V4 380 ［EG8P］
※12頁　 KENSTYLEフォグランプガーニッシュとの同時装着はできません。38

フォグランプガーニッシュ26

全車

36

カーボン調
ボンネットフィルム

取付費込価格¥66,857
本体価格¥51,305
KEM1 V4 320 ［FT7L］
※12頁　KENSTYLEボンネットガーニッ
シュとの同時装着はできません。
※ボディコーティングMGシリーズ施工と同
時に装着を行う場合は、ボンネットを除く
部分へのコーティング施工となります。
※ボディコーティング施工済の車両には装着
できません。

27

素材アップ

LEDアクセサリー
ランプ

フォグランプ
ガーニッシュ

全車

●材質：ABS ●表面処理：塗装
取付費込価格¥79,200  本体価格¥72,072　KEM1 V4 950 ＊＊ ［DY9Y］
※全ボディ色を設定しています。カラーバリエーションは26頁をご覧ください。
※10頁　DAMDサイドプロテクター、12頁　KENSTYLEサイドアンダーガーニッシュ、
　22頁　マッドフラップ（フロント用）との同時装着はできません。

サイドスカート23

79
30 34

全車

リアアンダースカート
●材質：ABS ●表面処理：塗装
取付費込価格¥55,543 本体価格¥51,007　KEM1 V4 930 ＊＊ ［DB7K］
※全ボディ色を設定しています。カラーバリエーションは26頁をご覧ください。
※06頁　 リアアンダーガーニッシュ、10頁　 DAMDリアアンダープロテクター、12頁　 KENSTYLEリアアンダーガーニッ
シュ、22頁　 マッドフラップ（リア用）との同時装着はできません。

24

14
79

31 35

Customize Your World ■カスタマイズ
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

フロントスカート
●材質：ABS ●表面処理：塗装
取付費込価格¥56,571  本体価格¥52,035　KEM1 V4 900 ＊＊ ［DB9K］
※全ボディ色を設定しています。カラーバリエーションは26頁をご覧ください。
※06頁　フロントアンダーガーニッシュ、10頁　DAMDフロントプロテクター、12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。

22

13 3329

インパネガーニッシュ
（カーボン調）

取付費込価格¥16,458
本体価格¥15,162
K053 V1 170 ［FF6S］
※13頁　インパネガーニッシュ（レッド）、
14頁　インパネガーニッシュ（黒木目
調）との同時装着はできません。

28

40
46



CX-5の美しさを引き立て、ダイナミックな存在感に磨きをかけるドレスアップを実現。
洗練されたスタイルに、さらなる進化を。

●09～10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

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。

09 10

フロントグリルガーニッシュ
●材質：ABS ●表面処理：メッキ
取付費込価格¥26,676
本体価格¥25,380
KED1 V4 240 ［DF1Y］

32

全車

ダムド

全車

フロントプロテクター
●材質：ABS ●表面処理：塗装
取付費込価格¥69,942
本体価格¥65,406　KED1 V3 290 S3 ［DF4Q］
※06頁　フロントアンダーガーニッシュ、08頁　M'z Customフロント
スカート、12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。

29

13 22
33

全車

サイドプロテクター
●材質：ABS ●表面処理：塗装
取付費込価格¥78,171
本体価格¥72,987　KED1 V3 100 S3 ［DM8Q］
※08頁　M'z Customサイドスカート、12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。

30

23 34

全車

リアアンダープロテクター
●材質：ABS ●表面処理：塗装
取付費込価格¥64,800
本体価格¥60,912　KED1 V3 300 S3 ［DM8R］
※06頁　リアアンダーガーニッシュ、08頁　M'z Customリアアンダー
スカート、12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。

31

14 24
35

Customize Your World ■カスタマイズ



ベース車のスタイリングを引き立てる「KENSTYLE」ブランド。
精悍で力強いフォルムを実現したエレガントな大人のラグジュアリースポーツ。

●11～12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

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。

11 12

全車

ケンスタイル

全車

サイドアンダーガーニッシュ
●材質：ABS ●表面処理：ツートーン塗装
取付費込価格¥91,542  本体価格¥83,766　KEK1 V3 100 K1 ［DC8E］
※08頁　M'z Customサイドスカート、10頁　DAMDサイドプロテクター、22頁　マッドフラップ
（フロント用）との同時装着はできません。

34

793023

フロントアンダーガーニッシュ
●材質：ABS ●表面処理：ツートーン塗装
取付費込価格¥76,115  本体価格¥71,579　KEK1 V3 290 K1 ［DF2N］
※06頁　フロントアンダーガーニッシュ、08頁　M'z Customフロントスカート、10頁　DAMDフロントプロテクターとの同
時装着はできません。

33

13 2922

全車

フォグランプガーニッシュ
●材質：ABS ●表面処理：メッキ
取付費込価格¥37,584  本体価格¥35,640　KEK1 V4 380 ［EG8Q］
※08頁　M'z Customフォグランプガーニッシュ、20頁　パーキングセン
サー（4センサー）との同時装着はできません。

38

全車

全車

リアリフレクターガーニッシュ
●材質：ABS ●表面処理：メッキ
取付費込価格¥33,480  本体価格¥30,240　KEK1 V4 390 ［FY8R］

39フロントバンパーフィン
●材質：ABS ●表面処理：メッキ
取付費込価格¥22,464  本体価格¥20,520　KEK1 V4 240 ［DY8Q］

37

26 73

全車

●材質：ABS ●表面処理：メッキ
取付費込価格¥31,536 本体価格¥30,240　KEK1 V4 310 ［HD6K］
※08頁　カーボン調ボンネットフィルムとの同時装着はできません。

ボンネットガーニッシュ36

27

全車

リアアンダーガーニッシュ
●材質：ABS ●表面処理：ツートーン塗装
取付費込価格¥75,085  本体価格¥70,549　KEK1 V3 300 K1 ［DM6H］
※06頁　リアアンダーガーニッシュ、08頁　M'z Customリアアンダースカート、10頁　DAMDリアアンダープロテクター、
22頁　マッドフラップ（リア用）との同時装着はできません。

35

14
79

24 31

Customize Your World ■カスタマイズ



13 14

ダムド
ピアノブラックのインテリアパネルと、赤いステッチが印象的な本革調のアームレストカバーで趣き深い車内空間を演出します。

アームレストカバー
上質感のある本革調のアームレストカバー。
赤いステッチが遊び心を演出します。
●材質：PVC
取付費込価格¥14,148
本体価格¥13,500
KED1 V1 250 ［FS5K］

44
インテリアパネル

標準装備のピアノブラックのインパネガーニッ
シュとコーディネートを意識したインテリアパネル。
●材質：アクリル樹脂
取付費込価格¥25,920  
本体価格¥22,680  KED2 V1 1Z0 ［FG2A］
※フロントドアスイッチパネル（左右）、シフト
ゲートパネルのセットです。

43

全車（XD 2013 Anniversary・25S 2013 Anniversaryを除く） 全車（XD 2013 Anniversary・25S 2013 Anniversaryを除く）フロントドアスイッチパネル
運転席側助手席側

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

落ち着きのある赤を基調とし、スポーティかつ
モダンな室内を演出する「レッドコーディネート」

ラグジュアリーな車内空間を演出する
上質な「シルバーコーディネート」

素材アップ

シフトゲートパネル

ロゴアップ

素材アップ
素材アップ

本革調シートカバー
赤いステッチをあしらった本革調のシート
カバー。　インパネガーニッシュ（レッド）
や　フロアマット（スポーティ/レッド）の
レッドオーバーロックとのコーディネート
で、より統一感のある室内空間に。
取付費込価格 1台分¥63,771
本体価格¥55,347  K031 V0 010 ［GA0G］
※17・18頁　ラゲッジルームトレイ（ソフトタ
イプ）と同時装着する場合は、本革調シー
トカバー同時装着用を選択してください。 

42

XD・25S・20S

64

40

41

40

42

フロアマット（スポーティ/レッド）
立体感のあるチェック柄を採用したフロアマット。赤いオーバーロックが　インパネガーニッ
シュ（レッド）、　本革調シートカバーのレッドステッチとの統一感をもたらしています。
取付費込価格 1台分¥30,857 本体価格¥30,209　K067 V0 320 ［FE7A］
※22頁　フロアマット（ラグジュアリー）消臭機能付、　フロアマット（スポーティ/シルバー）
との同時装着はできません。

41

全車

74 45

インパネガーニッシュ（レッド）
エクステリアの外板色とコーディネートを意識し、深みのある赤を配したインパネ
ガーニッシュ。室内空間をよりスタイリッシュな印象に。
※運転席側インパネスイッチパネルにも装着されます。
取付費込価格¥16,458 本体価格¥15,162　K031 V1 170 ［FT6U］
※　インパネガーニッシュ（黒木目調）、08頁　インパネガーニッシュ（カーボン
調）との同時装着はできません。　

40

全車

46 28

46

フロアマット（スポーティ/シルバー）
立体感のあるチェック柄を用い、足元から主張するフロアマット。　インパネガーニッシュ
（黒木目調）や内装のサテンクロームパーツとも調和するオシャレなデザインです。
取付費込価格 1台分¥30,857 本体価格¥30,209  K066 V0 320 ［FE7E］
※22頁　フロアマット（ラグジュアリー）消臭機能付、　フロアマット（スポーティ/レッド）と
の同時装着はできません。

45

全車

74 41

インパネガーニッシュ（黒木目調）
ブラックとシルバーの個性的な木目柄を採用。内装のサテンクローム
パーツとのコーディネートで、室内をよりラグジュアリーな雰囲気に。
※運転席側インパネスイッチパネルにも装着されます。
取付費込価格¥16,458 本体価格¥15,162
K054 V1 170 ［FT6X］
※　インパネガーニッシュ（レッド）、08頁　インパネガーニッシュ
（カーボン調）との同時装着はできません。

46

全車

40 28

プレミアム感あふれる、こだわりの空間コーディネートに。Interior Item ■インテリア アイテム

ステアリングシフトスイッチ
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。
●取付費込価格¥22,247［FN2H］
●本体 本体価格¥7,273　GJY1 76 3P0 
●取付キット 本体価格¥8,856　
 〈オートクルーズ付車用〉K015 V7 480 
 〈オートクルーズ無車用〉K027 V7 480 
●ハーネス 本体価格¥1,582　K015 V7 481
全車

100

※写真はイメージです。当該車両とは異なります。

UPスイッチDOWNスイッチ

ステアリングから手を離すことなくシフトチェンジ。心地よいドライビングフィールが楽しめます。



¥96,688セット合計価格 ［FS5G］ブライトドレスアップ パッケージ
［パッケージ内容］ 50 フットランプ&イルミネーション 51 コンソールイルミネーション

52 LEDバルブ（マップランプ（フロント）） 53 LEDバルブ（リアルームランプ）54 LEDバルブ（ラゲッジルームランプ）

¥48,017セット合計価格 ［FG9K］

［パッケージ内容］ 55 スカッフプレート 57 ラゲッジエンドプレート56 リアバンパーステッププレート 58 アルミペダルセット
60 エアコンベゼル（サテンクロームメッキ）59 エンジンスタートスイッチ（サテンクロームメッキ）

15 16

スカッフプレート
落ち着いた輝きを放つヘアライン仕上げのステンレスプレートで足元をシックに演出。奥行き感のあるブルーの
「ＣＸ-５」ロゴはフロントステップに上質感を醸し出します。※イルミネーション機能はありません。
取付費込価格 1台分¥22,629
全車

55

フロント リア
リアバンパーステッププレート56

鏡面仕上げで輝きのあるステンレスをベースにアル
ミロゴをあしらったシンプルなデザインがリアビューを
エレガントに演出します。「ＣＸ-５」ロゴ入り。
取付費込価格¥17,486

ラゲッジエンドプレート57

全車

リアバンパーステッププレートと同じ鏡面仕上げのステンレスを使用。
リフトゲートを開けた際のアクセントとなるドレスアップアイテムです。
取付費込価格¥16,458

全車
取付費込価格 左右セット ¥17,486
エアコンベゼル（サテンクロームメッキ）60

全車

アルミペダルセット

セット取付費込価格 ¥19,543

58

アクセル・ブレーキ・フットレストのセットです。

アルミペダルセット
●セット取付費込価格¥19,543［FS0V］         ●アクセル  本体価格¥7,236 B45B V9 091
●ブレーキ　本体価格¥5,395 B45A V9 093   ●フットレスト 本体価格¥2,376 B45A V9 095
※2012年12月生産以降のキックダウンスイッチ付車に適用可。

58 59
エアコンベゼル（サテンクロームメッキ）
取付費込価格¥17,486
本体価格¥14,894  K066 V1 160 ［FB1A］
全車

全車

全車

全車

リアバンパーステッププレート
取付費込価格¥17,486
本体価格¥16,190　K031 V4 080 ［DF2G］

57

全車

全車

60
エンジンスタートスイッチ
（サテンクロームメッキ）
取付費込価格¥3,086
本体価格¥2,438  GKL1 66 3S0A ［HD2Q］
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。（ナビゲーション画面はハメコミ合成です。）

フットランプ&イルミネーション
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。スモールランプ点灯時には照度を落とした
照明が足元をほのかに演出します。（ON/OFFスイッチ付）
取付費込価格¥18,514 全車

50

コンソール
イルミネーション

グローブボックスランプ付。
スモールランプに連動して点灯
します。
取付費込価格¥10,285
全車

51

全車

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
取付費込価格 2ヶセット¥7,428

52 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
全車

54LEDバルブ
（リアルームランプ）

●T10×31タイプ・13000K（ケルビン） 
●1台分は2ヶ必要
取付費込価格 2ヶセット¥7,428
全車

53

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。

ラゲッジエンドプレート
取付費込価格¥16,458
本体価格¥14,514  K031 V1 380 ［DF2H］

56

全車

スカッフプレート
取付費込価格 1台分¥22,629
本体価格¥19,389  K031 V1 370 ［DM3D］

55
LEDバルブ（ラゲッジルームランプ）
取付費込価格¥4,362
本体価格¥3,066  C901 V7 165 ［FL3C］

53 54
LEDバルブ（リアルームランプ）
取付費込価格 2ヶセット¥7,428
本体価格¥3,066×2  C901 V7 165×2 ［FL8A］
●メダルコードは左右2ヶセットです。
※2013年10月生産以降の車両に適用可。

LEDバルブ（マップランプ（フロント））
取付費込価格 2ヶセット¥7,428
本体価格¥3,066×2  C901 V7 165×2 ［FL3A］
●メダルコードは左右2ヶセットです。

52
コンソールイルミネーション
取付費込価格¥10,285
本体価格¥6,397  K015 V7 150 ［FL9A］

51
フットランプ&イルミネーション
取付費込価格¥18,514
本体価格¥12,034　K015 V7 050A ［FL0D］

50

全車全車全車

エンジンスタートスイッチ（サテンクロームメッキ）59

文字照明色が白色になります。
取付費込価格¥3,086
全車

全車

スイッチ部

ドアオープン時（フットランプ機能） スモールランプ点灯時

シックな大人の余韻を醸し出す、煌びやかな空間演出を。Interior Item ■インテリア アイテム

インテリア パッケージ
全車 全車
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全車

メッシュポケット
●サイズ：220×80mm

取付費込価格 ¥4,628

63

荷物をネットでしっかりキープ。不安定な荷物の固定に便利。 防水素材をソフトな質感に仕上げ、水濡れからもシートを守ります。

Good Point

シート背面に固定して装着
するので、荷物による傷つき
や汚れからシートを守ります。

ラゲッジルームトレイ
（ソフトタイプ）

CX-5ロゴ入り。
取付費込価格¥18,514 全車

64

※写真はイメージです。小物は商品に含まれません。

ラゲッジルームトレイとの同時装着例

ラゲッジルームネット
本体価格¥8,743
全車

61

※写真はイメージです。※画像は4：2：4分割可倒式リアシート付車です。

ラゲッジルームネットとセットで使うと、もっと便利に！！ ちょっとした小物も簡単に収納。

ラゲッジフック
取付費込価格¥2,571
全車

62

〈ラゲッジルームネットとの同時装着例〉

カラクリトノカバー
リアゲートに連動してトノカバーが開閉。荷物を出し入れするたびにトノカバーを巻き取る手間がいりません。使わない
時はサブトランクにスッキリ収納ができるスペースがあります。
取付費込価格¥22,629

＊20Cを除くグレードには標準装着されています。
20C

65

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（スモーク）
取付費込価格1台分¥37,028
全車

66

※イラストはイメージです。

赤外線カットフィルム4つの効果

車内の温度上昇をやわらげます。

エアコンの冷却効率を補助します。

日焼け・シワ・シミ対策に効果を発揮。

後席のお子様を優しく守ります。

燃費の低下を抑えます。

エアコンの使用頻度を減らせます。

ガラスの飛散を防止します。

万一ガラスが割れた場合でも破片が飛び散りにくく、安全です。

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。

機能性に優れたアイテムで、車内を汚さずスッキリと。Luggage Item ■ラゲッジ アイテム

Other Item ■その他のアイテム

¥34,456セット合計価格
〈本革調シートカバーを装着しない場合〉［FK8A］
〈本革調シートカバーと同時装着する場合〉［FK8B］

［パッケージ内容］ 61 ラゲッジルームネット 62 ラゲッジフック 63 メッシュポケット 64 ラゲッジルームトレイ（ソフトタイプ）

※写真はイメージです。
当該車両とは異なります。

コンフォート パッケージ
全車

トレイ縁部分

運転席側 後席を倒した状態

Good Point

取付けや取外しが簡単。
ラゲッジフックとの組み合わせ
もできます。

スッキリ・キレイに整理整頓、お子様とのカーライフを快適に。
●さまざまな使い方に対応ができる収納スペースと使い勝手の良いレイアウト
●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。抗菌・防臭機能付。

●セット取付費込価格¥11,314 ［DF2M］
 ●ラゲッジルームネット 本体価格¥8,743　G33C V0 530
 ●ラゲッジフック         本体価格¥1,275　K031 V0 520
全車

ラゲッジルームネット＋ラゲッジフックの場合

ラゲッジフック
取付費込価格￥2,571  本体価格¥1,275　K031 V0 520 ［FV1K］

62

全車

ラゲッジルームネット
本体価格¥8,743　G33C V0 530 ［FU3B］

61

全車

全車

メッシュポケット
取付費込価格¥4,628  本体価格¥3,332　G33C V1 530A ［FW2A］
※シート位置によっては、シートと干渉する場合があります。

63

全車

ラゲッジルームトレイ（ソフトタイプ）
取付費込価格¥18,514 本体価格¥17,866
＜20Cを除く車両用＞
　　●本革調シートカバーを装着しない場合
　  K031 V0 360 ［FU8R］
　　●本革調シートカバーと同時装着する場合
 　 K033 V0 360 ［FT1X］
＜20C用＞ K032 V0 360 ［FU8R］

64

20C

カラクリトノカバー
取付費込価格¥22,629 本体価格¥21,981　KD33 V1 350 ［FE7G］
※カラクリトノカバー上に荷物を載せると故障の原因となります。
　ご注意ください。

＊20Cを除くグレードには標準装着されています。

65

全車

赤外線カットフィルム（スモーク）
取付費込価格 1台分¥37,028 本体価格¥18,884　
K031 V1 140 ［FC8C］
※リアドア/リアクォーター/リアゲート用。
※リアゲート部のフィルムは分割での装着となります。

66

レジャースタイルに合わせて選べる、アウトドアアイテム。

サイクルアタッチメント（THULE製）★
自転車をしっかりと簡単に固定できます。1セットで自転車1台、最大
2セット2台まで積載可能です。
●本体重量：4.9kg
本体価格¥19,980［EH7L］
取付費込価格¥21,924［EH0U］　C807 V4 707A 
全車

68

全車

システムキャリアベース（THULE製）
各種アタッチメントを装着するためのTHULE製キャリアベー
スです。盗難防止キー付。
●最大積載重量：50kg（本体5kg含む）　●全高：＋125mm　
●バー前後距離：875mm（車両に固定）
●セット価格¥33,140［EH2Z］
セット 取付費込価格¥37,028［EH3C］
●本体 本体価格¥32,132　KD45 V4 701
●取付キット 本体価格 ¥1,008　K031 V3 84E

67

スキー/スノーボードアタッチメント
（THULE製・Aタイプ）★

単独積載ならスキー6セットかスノーボード4枚。同時
積載ならスキー3セットとスノーボード2枚が可能です。
●積載幅：60cm ●本体重量：3.1kg
本体価格¥19,980［EH7J］
取付費込価格¥21,924［EH2T］　C806 V4 702 
全車

69
スキー/スノーボードアタッチメント
（THULE製・Bタイプ）★

スキー4セットかスノーボード2枚の単独積載が可能です。
●積載幅：40cm ●本体重量：2.5kg
本体価格¥16,740［EH7K］
取付費込価格¥18,684［EH1A］　C805 V4 702 
全車

70

★装着の際にはシステムキャリアベースが別途必要です。商品購入時の注意点 本商品は欧州製の為、納期に時間がかかる場合がありますので、あらかじめご了承ください。詳しくは営業スタッフにおたずねください。

※走行中に風切音が発生するおそれがありますので、音が気になる場合や長期間キャリアベースを使用しない場合は、取り外してください。　※最大積載数は目安です。板のサイズにより変動しますので、積載幅をご確認ください。
※長尺物を積載したままリアゲートを開けると傷や破損の原因となります。　※写真はイメージです。小物は商品に含まれません。キャリアに関する注意

■深さがあるので500mlのペットボトルや
哺乳瓶、水筒までいろいろなサイズに対応。

■運転席からでもティッシュがとりやすい
　レイアウト

■おもちゃやゴミ袋が引っかけられる木製
ボタン付ストラップ

■カードやお菓子などの小物入れとしても最適

■オムツなどをスマートに収納。ハンカチや
スタイなども入れられる内ポケット付。

■オムツ替えシートや大きなタオル、絵本など
もスッキリ収納できる背面ポケット付。

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］
※25頁　ペットシートカバーとの同時装着はできません。
全車

99

※写真はイメージです。小物類は商品に含まれません。当該車両とは異なります。

98

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

※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
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リモコンエンジンスターターに関する注意
※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

警告ステッカー

不正な方法で車内に侵入されたときにホーンで警告。

バーグラアラーム

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。

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」

Good Point

盗難や車上荒らしを威嚇してくれる「バーグラ
アラーム」。夏も冬も出発前の車内温度※を
快適に導く「リモコンエンジンスターター」。
離れていても安心・快適を実感できる2つの
機能をセットにしました。
※あらかじめエアコンのスイッチをONにしておく必要があります。 不審者を威嚇！

異常を警告！

離れたところから
エンジンスタート！

バーグラアラーム
ドア（リフトゲート含む）またはボンネットが無
理矢理こじ開けられた場合に、「専用ホー
ン」で警告。LED＆警告ステッカー付。
取付費込価格¥18,514
本体価格¥14,626
K015 V7 510C ［HD4K］
全車

71

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

離れた場所から愛車とコミュニケーション。夏も冬も心地よい車内空間に。

※原寸大 ※実際の表示とは異なります。

リモコンエンジンスターター（アンサーバック機能付）
●セット取付費込価格¥57,599 ［HR3N］
●本体 本体価格¥47,314　C920 V7 620
●取付キット 本体価格　¥7,693　K015 V7 630
全車

72

■サイズ／W30×H97×L18mm（リング部を含む）  　■通信距離／200m程度（周辺状況により通信距離は異なります）
■使用電池／コイン型リチウム電池 CR2032×2個　■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。

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

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

■検知距離とブザー音
障害物検知の警告音（ブザー）が
フロントとリアで異なります。

障害物との距離を音で確認できます。

パーキングセンサー

Good Point

道が狭い住宅地を運転するとき、路地からの急な飛び出しが心配な
とき、曲がり角の歩行者や自転車を確認したいときに便利です。

Good Point

ケンウッド製ナビゲーションと
パーキングセンサー接続ケーブ
ルを組み合わせると障害物が
どの方向に存在するかナビ画
面に表示します。

Good Point

バックでの車庫入れや縦列駐車、狭い曲
がり角での取り回し、込み入った場所での
駐車や幅寄せに役立ちます。

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

521

※目安線表示はできません。
※カメラが映し出す範囲は限られていますので、
　必ず車両周辺の安全を直接確認しながら運転してください。
※字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。　

取付費込システム合計価格¥50,400［KV1J］

取付費込システム合計価格¥52,992［KV1H］

ショップオプションナビゲーション用

［ソニー］
フロントブラインドモニター

ナビゲーションと同時に取付作業をしない場合

ナビゲーションと同時に取付作業をする場合

見通しの悪い道での急な飛び出しなどをすばやく察知できる。

フロントブラインドモニター

フロントナンバープレート横にカメラを装
着して目立たないように配慮しています。

■装着位置イラスト

フロント リア
パーキングセンサー（4センサー）73

全車

※12頁　KENSTYLEフォグランプガーニッシュ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。

●セット取付費込価格¥45,257 ［HD0Z］
●本体 本体価格　¥7,560　C931 V7 280A
●取付キット 本体価格¥11,993　K066 V7 28X
●センサー 本体価格　¥7,560　C930 V7 30Y ＊＊

※全ボディ色を設定しています。カラーバリエーションは26頁をご覧ください。
※ケンウッド製ナビゲーションと接続する場合、
　本体価格¥2,160  C931 V7 28Z［KU1F］が別途必要です。

■カメラ装着位置

信頼感をもたらすアイテムで、いつもの運転にゆとりと安全を。
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。

Intelligence  Item ■インテリジェンス アイテム

¥76,113セット合計価格 ［HR3Q］

［パッケージ内容］ 71 バーグラアラーム 72 リモコンエンジンスターター

¥95,657セット合計価格 ［KC9R］

［パッケージ内容］ 73 パーキングセンサー 521 フロントブラインドモニター
Good Point

周囲の障害物を検知して音で知らせるパーキングセンサーと約180°の広い
視野で周囲を確認できるフロントブラインドモニターをセットに。さらに標準装
備のサイドモニター＆バックガイドモニターにより、死角をカバーし、安心感を
もたらします。

モニター画面
（画像はイメージです。）

■カメラ装着位置

［車両標準装備］サイドモニター

モニター画面（画像はイメージです。）

［車両標準装備］バックガイドモニター

モニター画面（画像はイメージです。）

■カメラ装着位置

ショップオプションの「ナビゲーション」または
「ディスプレイオーディオ」装着時には、バック
ガイドモニターの表示場所がルームミラーから
「ナビゲーション」または「ディスプレイオーディ
オ」のモニターに変更されます。

［ショップオプション］フロントブラインドモニターフロントブラインド
モニター

ショップオプション

サイドモニター
車両標準装備

バックガイドモニター
車両標準装備

ショップオプション

パーキングセンサー

※イラストはイメージです。

作動中

インテリジェンス パッケージ ドライビングサポート パッケージ
全車 全車

38

詳しくは38頁
をご覧ください

フロントコーナー：高音 リアコーナー：低音

ケンウッドナビとの連動
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フロント リア

ドアエッジモール
ドアエッジを保護する実用的なアイ
テムです。フロントドア用。
取付費込価格 ¥6,696  
本体価格¥5,400  
C902 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26頁をご覧ください。

全車

81マッドフラップ（フロント/リア）
＜フロント用＞
取付費込価格 左右セット¥11,315
本体価格¥9,371　K031 V3 450 ［DT0A］
※08頁　M’z Custom サイドスカート、12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。
＜リア用＞
取付費込価格 左右セット¥11,315
本体価格¥8,723　K031 V3 460A ［DT0B］
※08頁　M’z Custom リアアンダースカート、12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。
全車

79

23

24 35

34

全車

高機能エアコンフィルター80

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。
取付費込価格 ¥6,156
本体価格¥4,860  K015 V9 030 ［JM8E］

毎日のカーライフに欠かせない、便利で快適なアイテム。Basic Item ■ベーシック アイテム

¥85,834セット合計価格 ［PB4Q］

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。

［パッケージ内容］ 74 フロアマット（ラグジュアリー）消臭機能付 76 自動格納ドアミラー75 アクリルバイザー
77 ナンバープレートホルダー 78 ナンバープレートロックボルト

助手席用

運転席用

ロゴ部分

アクリルバイザー
1台分（4枚セット）。
取付費込価格 1台分¥25,714
全車

75

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 1台分
¥3,240
全車

78ナンバープレートホルダー
（フロント・リア共用タイプ）

熱やサビに強いハードな高耐久性
素材を使用。大切なナンバープレー
トを保護すると同時に、スタイリング
をクールに演出します。
●1台分は2ヶ必要
本体価格 2枚¥6,480
全車

77

全車

自動格納ドアミラー
キーレスロックに連動してドアミラーを自動で格納できます。
●セット取付費込価格 ¥19,543［EN3Q］
全車

76

全車

キーレス（アドバンストキー、リクエストスイッチ）でのドアロックに連動してドアミラーを自動で格納し、手動で格納
する煩わしさを解消します。またドアミラー格納状態で、離れた位置からドアロックの状況を判別できます。

■自動格納機能について

全車

41 45

全車

ナンバープレートホルダー（フロント・リア共用タイプ）
本体価格 2枚¥6,480
C903 V4 021×2 ［ES0J］（2枚）［ES0R］（1枚）
※字光式ナンバープレートには使用できません。

77
自動格納ドアミラー
●セット取付費込価格 ¥19,543［EN3Q］
●本体 本体価格¥8,856   K037 V7 370
●ドアハーネス 本体価格¥5,611   K037 V7 375
●ファスナー 本体価格¥108×5  GJ6A 68 AB1×5

76
アクリルバイザー
取付費込価格 1台分¥25,714
本体価格¥23,122  K031 V3 700 ［DH0E］

75
フロアマット（ラグジュアリー）消臭機能付
取付費込価格 1台分¥30,857
本体価格¥30,209　K031 V0 320A ［FF2A］
※13頁　フロアマット（スポーティ/レッド）、14頁　フロアマット（ス
　ポーティ/シルバー）との同時装着はできません。

74
ナンバープレートロックボルト
本体価格 1台分¥3,240  C900 W3 500 ［ES6C］

78

全車

フロアマット（ラグジュアリー）消臭機能付
インテリアを足元からスタイリッシュに演出する、消臭機能付フロアマット。運転席・助手席に「CX-5」メタルオー
ナメント付。運転席側はヒールパッド付。
取付費込価格 1台分¥30,857
全車

74

＜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。

ロゴアップ

ベーシックパック
全車

77 78

セット合計価格 1台分¥9,720［ES1C］ 全車

 ＋　 ＜ナンバープレートホルダー（フロント・リア共用タイプ）とナンバープレートロックボルト同時装着の場合＞
※メダルコードは1台分です。※字光式ナンバープレートには使用できません。

※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

ウィルス
抗菌・
防カビ
抗菌・
防カビ 脱臭脱臭 安定

風量
安定
風量

高除塵高除塵高除塵

■装着位置図

ドアエッジ
モール部分



オーナーのライフスタイルに配慮した、カーライフパック。Car Life Pack ■カーライフパック
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［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／※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
91

92

93

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。

キレイは足元から始まる。

●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

※写真はイメージです。当該車両とは異なります。

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。

室内空間をいつでもクリーンに。

91 92 93※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。 ※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。

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）。

長く、手間なく、愛車の輝きと美しさをキープ
・ボディコーティングMGシリーズ〈MG-5〉
・ホイールコーティング GOLD〈19インチ〉

［コーティングパック内容］

¥85,320［WA0J］＋［WC1E］セット合計価格

保安用品セット
緊急時の対応に不可欠な、三角表示板、タイヤストッパー、
蛍光安全ベスト、工具セット、LED発電ライト、作業用グローブ
をセットにした保安用品セットです。収納バッグ付。
本体価格¥10,584

82

LEDスポットライト
約10万時間という長寿命のLEDバルブを採用。360度
回転する明るい室内常備灯として、また着脱してアウト
ドアでも使用可能。単4乾電池3本（別売）使用、連続
使用時間：最大100時間。
本体価格¥3,218

83

［セーフティパック］SAFETY PACK
¥13,802［HU7N］＋［FL0F］セット合計価格 ¥69,032セット合計価格

全車

全車

PEWAGチェーン
ジャッキアップなしで装着でき、
耐摩耗性にも優れています。
＜225/65R17、225/55R19
タイヤ用＞
本体価格¥51,428
全車

84 静電アースプレート

プレートに軽く触れるだけでビ
リッとくるいやな静電気から解
放してくれます。フロントドア
のみ装着できます。
取付費込価格¥3,456
全車

85

スノーブレード
＜運転席用（600mm）＞ 
本体価格¥6,480  
＜助手席用（450mm）＞ 
本体価格¥3,888
＜リア用（350mm）＞ 
本体価格¥3,780
全車

86

全車全車
全車

全車

全車

インテリアコーティングGOLD
新車時施工価格¥18,360
93

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¥64,800
＜MG-3＞サポート期間3年間 新車時施工価格¥54,515
＜MG-1＞サポート期間1年間 新車時施工価格¥44,229
全車

91

ホイールコーティングGOLD
＜19インチ用＞新車時施工価格¥20,520
＜17インチ用＞新車時施工価格¥18,360
アルミホイール付車

92

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

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。

全車

PEWAGチェーン
＜225/65R17、225/55R19タイヤ用＞
本体価格¥51,428
2479 V9 700 ［MG1E］
※アルミホイールにチェーンを取付けると、
　ホイールに傷が付く恐れがあります。
※適応サイズは、新車時の標準ホイール・
　タイヤを基準にしています。ホイール・
　タイヤの種類・メーカー等によって装着
　できない場合があります。

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］

スノーブレード
＜運転席用（600mm）＞ 
本体価格¥6,480　G3YA 67 335 ［MS1H］
＜助手席用（450mm）＞ 
本体価格¥3,888　G2YC 67 335 ［MS1J］
＜リア用（350mm）＞ 
本体価格¥3,780　G3YC 67 335 ［MS0F］

シガーライター
取付費込価格¥3,391
本体価格¥1,447
BBP3 66 250 ［FT3H］

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

92

アルミホイール付車

ホイールコーティングGOLD
＜19インチ用＞
新車時施工価格¥20,520［WC1E］
＜17インチ用＞
新車時施工価格¥18,360［WC1D］

全車（本革及び合成レザーのシート付車を除く）

93

全車（本革及び合成レザーのシート付車を除く）

インテリアコーティングGOLD
新車時施工価格¥18,360［WB1A］

［MG1E］＋［HS0C］＋［MS1H］＋
［MS1J］＋［MS0F］

［アザーアイテム］

OTHER
ITEM

ブルー

ロゴアップ

スモーク ホワイト

90
タッチアップペイント
本体価格 1本¥977
※部品番号、カラーバリエーション
など詳細は26頁をご覧ください。
※全ボディ色を設定しています。
全車

101
レザークリーナー
本体価格¥3,240
K230 W0 362

アドバンストキーケース（シリコンタイプ）
大切なキーをキズや汚れから守るシリコン素材のケース。本体にぴ
ったりフィットするので、装着したままキー操作ができます。ブルーは、
裏面に「SKYACTIV TECHNOLOGY」のロゴマーク入り。
本体価格各¥1,440
※キーは商品に含まれません。

89

全車

タッチアップ
ペイント

本体価格 1本¥977
全車

90 レザークリーナー
柑橘類に含まれている天然精油成
分を主としたクリーナーで、本革シート
についた汚れを簡単に除去します。
●容量：230㎖
本体価格¥3,240
本革シート車

101

メンテナンスはマツダにおまかせ!

コース内容
次回車検前までの、6ヶ月毎の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ました。通常
のメンテナンス価格より、お得な価格でご提供します。

※1:検査代行手数料や法定諸費用等は含まれません。

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 3583 3584 3585 3586

全車

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¥64,800
K815 W0 790A ［WA0J］
＜MG-3＞サポート期間3年間
新車時施工価格¥54,515
K813 W0 790A ［WA0H］
＜MG-1＞サポート期間1年間
新車時施工価格¥44,229
K811 W0 790A ［WA0G］

91
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
〈ブルー〉 C902 V0 450 ［SA0H］
〈スモーク〉 C903 V0 450 ［SA0D］
〈ホワイト〉 C904 V0 450 ［SA0E］
全車

893587 3588

［ウインターパック］WINTER PACK ［スモーキングパック］SMOKING PACK
¥8,019［FT3H］＋［FT5Z］セット合計価格

アッシュカップ（LED照明付）
インテリアにも調和するグレーメタリック色のアッシュカッ
プ。ワンプッシュで蓋が開き、LEDのほのかな光でカップ
内部を照らします。本体は水洗いが出来るよう分割タイプ
となっています。
本体価格¥4,628
全車

88

シガーライター
愛煙家のための快適なドライビングをサポートします。
取付費込価格¥3,391
全車

87 メーカー保証終了後も安心!

5年プラン ￥24,840新車5年プラン ￥19,440
※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。

※次回車検までの期間に応じたコースをご用意しています。
　また、よりお得な車検※1付のコースもございます。
※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。

お車の維持に大切なメンテナンスをパッケージにして、
安心のカーライフをサポートします。

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。

きらめき長持ちつやつやボディ。

アロマクルージング

■ アロマクルージング

●セット内容：ディフューザー（パッド付）、エッセンシャル
オイル（3mℓ）、交換用パッド（2枚）
本体価格各¥3,086
〈ベルガモットマンダリン〉 C9B1 V7 890 ［HU8S］
〈柚子（ユズ）〉 C9B2 V7 890 ［HU8T］
〈スイートジャスミン〉 C9B3 V7 890 ［HU8U］
〈アウトドアスタイル〉 C9B4 V7 890 ［HU8V］
〈アーバンスカイ〉 C9B5 V7 890 ［HU8W］
〈スモークマイナス〉 C9B6 V7 890 ［HU8X］

47

全車
ディフューザー本体裏
のスイッチでON/OFF
切り替え可能。ON時
は香りの強さを2段階
で調節できます。

との
コラボ商品です

エッセンシャルオイル
追加用エッセンシャルオイル。車内の香りをかえてリフレッシュできます。
●セット内容：エッセンシャルオイル（5mℓ）、交換用パッド（1枚）
本体価格各¥1,543
〈ベルガモットマンダリン〉 C9B1 V7 895 ［HU9C］
〈柚子（ユズ）〉 C9B2 V7 895 ［HU9D］
〈スイートジャスミン〉 C9B3 V7 895 ［HU9E］
〈アウトドアスタイル〉 C9B4 V7 895 ［HU9F］
〈アーバンスカイ〉 C9B5 V7 895 ［HU9G］
〈スモークマイナス〉 C9B6 V7 895 ［HU9H］

48

全車

交換用パッドセット
●セット内容：交換用パッド（5枚）
本体価格¥308
C900 V7 89E ［HU9J］

49

全車

ベルガモットマンダリン 柚子（ユズ） スイートジャスミン

アウトドアスタイル アーバンスカイ スモークマイナス

※写真は装着例です。

Aroma Cruising ■アロマクルージング

Good Point

6種類の爽やかな香りを
ご用意。車内で手軽に
アロマテラピーが楽しめ
ます。100％天然のピュ
アエッセンシャルオイル
を使用し、リラックス効
果も期待できます。

http://www.mazda.co.jp/accessories/safety/comfort/aroma_cruising.html
※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。

本革シート車
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Lサイズ Sサイズ

＜折りたたみ時＞

大切なペットも安心・快適なドライブを。
ペットキャリア

上部の開口部を開けばペットとのコミュニケーションも可能です。また使用し
ない時はコンパクトに折りたたみができ、汚れた場合は手洗いができます。
＜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］
※写真は装着例です。当該車両とは異なります。
※撮影用のため、一部装着方法が異なります。実際はシートベルトでも固定します。
※走行中は全ての開口部を閉じてご使用ください。
※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。
全車

97 ペットシートカバー
前席後部から後席（2列目）までをカバーするハンモック状のシートカバーです。シートやフロア部分を
覆うため、車内を汚れや抜け毛の散乱から守ります。また汚れた場合は洗濯機で洗うことができます。
●サイズ：1,400×2,500mm　●素材：綿
本体価格¥12,960 C900 V1 282 ［GQ5D］
※18頁　シートバックポケット、　　　各種チャイルドシートとの同時装着はできません。
※写真は装着例です。当該車両とは異なります。
※ペットキャリアとの同時装着の写真は撮影用のため、一部装着方法が異なります。
※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。
全車

98

■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
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95

96

サイズ
（ｃｍ）

W44×D45×H64
W44×D65×H57（キャリングハンドルUP時）

W49×D45×H68～85

重量
（ｋｇ）

8.6
4.2
5.1

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（ブライタックス・キッドⅡ）

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
△※3
×
△※2

後向き
×
●
×

後席・中央席
前向き
×
×
×

後向き
×
●
×

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。

※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

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。

［シートベルトタイプのチャイルドシート］

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。

■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。
※ISOFIX対応チャイルドシートは、車両指定にて保安基準に適合
しておりますので、マツダ純正チャイルドシートをご使用ください。

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

ISOFIX対応チャイルドシート
（レーマー・デュオプラス）

大きく深いサイドウイングの側面衝突対応シートです。
ワンタッチ7段階調整が可能なスライディングヘッドレスト付ハーネ
スにより、お子様の成長に合わせての調節が簡単に行えます。
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。
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お子様の成長に合わせて選べるサイズ展開と装着のフィット感は抜群です。お子様の安全に配慮しています。

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。

全車
コネクター
固定状況

■装着位置図

トップテザー
アンカー
取付状況

※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。
※3：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、ヘッドレストを上げた状態で装着してください。

98

ジュニアシート
（ブライタックス・キッドⅡ）

96

全車

側面衝突対応のバックレストや大型ヘッドサポートに
よって、万一の衝突時にお子様をしっかり守ります。
ヘッドレストは11段階・最大17cmの高さ調節が可能
なので、お子様の成長に合わせて使用できます。
本体価格¥41,040 C914 V9 130 ［HD2G］
※　ペットシートカバーとの同時装着はできません。98

ベビーシート
（ブライタックス・ベビーセーフ）

大きく深いサイドウイングの側面衝突対応シートです。
ワンタッチ7段階調整が可能なスライディングヘッドレ
スト付ハーネスを装備。車の外ではベビーキャリー、家
の中ではベビーラックとして使えるマルチユースな商
品です。サンシェード付。
本体価格¥35,640 C914 V9 110 ［HD1N］
※　ペットシートカバーとの同時装着はできません。

95

全車

98

ペットアイテム

チャイルドシート 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
（ブライタックス・キッドⅡ）

愛情たっぷりのサポートアイテム。Support Item ■サポートアイテム

  ●：Shop Options

  ●：Shop Options

■CX-5　イルミネーションアイテム適用表

※1：20Cには装着できません。装着の際には標準装備のフォグランプとの交換装着となります。
※2：LEDバルブパッケージ［FL8S］をご注文される際はLEDバルブ（ポジションランプ）［FL4N］とLEDバルブ（アクセサリーランプ）［FL4P］は不要です。

適用

ディスチャージヘッドランプ付車※2

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

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）

［FM5A］+［FL4N］+［FL4P］

［FM5B］+［FL4N］+［FL4P］

［FM5C］+［FL4N］+［FL4P］

［FM5D］+［FL4N］+［FL4P］

［FM5E］+［FL4N］+［FL4P］

［FM5F］+［FL4N］+［FL4P］

［FM5G］+［FL4N］+［FL4P］

［FM5A］

K031 V4 580

シグネチャー
ウイング

イルミネーション

35,291

K031 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）※1

本体 取付キット ブラケット

B45B V4 600 B45A V7 235 K066 V4 610

47,314 5,997 8,228

中間
ハーネス

B45A V7 790

2,571

LEDバルブ
（ポジションランプ）

C901 V7 160

4,608

LEDバルブ
（アクセサリーランプ）

本体価格
合計
（円）

取付費込
合計価格
（円）

メダルコード
C901 V7 160

4,608

47,078 58,094

29,746 37,522

73,326 81,750

65,037 78,645

108,617 122,873

91,285 102,301

126,576 143,424

37,862 46,286

20,530 25,714

64,110 69,942

55,821 66,837

99,401 111,065

117,360

82,069

131,616

90,493

17,959

［FM5B］

［FM5C］

［FM5D］

［FM5E］

［FM5F］

［FM5G］

ディスチャージヘッドランプ無車

●

●

●

●

●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

●

●

●

●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ● ●

●

●

●

● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

●

●

●

●

●

●

※中間ハーネスは、1台につき1ヶで対応可能です。

22

24

20

81

90

73

ドアエッジモール

タッチアップペイント ※

センサー（パーキングセンサー用）

商 品 名 部品番号 メダル
コード

ペ
ー
ジ

写
真　
No.

C902 V3 150 ＊＊

＊＊＊＊ 77 710

C930 V7 30Y ＊＊

カラーコード

■CX-5　ボディ色対応表

■CX-5　アルミホイール適用表

アルミニウム
M

ジェット
ブラック
Mc

ジールレッド
Mc

メテオグレー
Mc

クリスタル
ホワイト
パールMc

50 85 51 27 55 DM8A

̶ ̶̶

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶

J41W J42A J41G
HT8A

50 85 51 27 55 －

8563 77 710 ＊＊ 50 34K

ソウルレッド
プレミアム
M

62

J41V

62

08

22 フロントスカート

M’z Custom

KEM1 V4 900 ＊＊ 50 85 51 27 55 DB9K62

23 サイドスカート KEM1 V4 950 ＊＊ 50 85 51 27 55 DY9Y62

24 リアアンダースカート KEM1 V4 930 ＊＊ 50 85 51 27 55 DB7K62

ブルー
リフレックスMc

83

83

83

83

J42B

83

13

13

13

13

J42M

13

ディープ
クリスタル
ブルーMc

※タッチアップペイントは保証対象外です。

※1：ソケットは1台分につき、1ヶ必要です。車載レンチと組み合わせて使用する薄口ソケットです。　※2：メダルコードは1台分です。　※3：装着の際には、225/55R19タイヤが別途必要です。　※4：メーカーオプション19インチタイヤ付車　※5：メーカーオプション17インチタイヤ付車除く

商 品 名
メダル
コード
※2

取付費込合計価格（円）
ペ
ー
ジ

写
真　
No.

20C 20S 25S 
L Package

25S 2013
Anniversary

25S 2013
Anniversary

XD 2013
Anniversary

XD 2013
Anniversary

25S 
L Package

ガソリン ガソリンディーゼル

2WD 4WD

XD 
L Package

XD 25S

ディーゼル

XD 
L Package

XD
KED1 V9 971
（1ヶ）

1台分

ソケット※1

KD51 37 190
（1ヶ）

小売価格
（円）
1本分

部品番号

センターキャップ

アルミホイール（19×7J）※3 Advanti Stellar M10 GRAPHITE SILVER KED1 V3 810
06

17

16 KED2 V3 810

41,040

41,040

507

507

648

648

182,388

182,388

DX7P

DX7R

●
※5
●
※5

●
※4
●
※4

●
※5
●
※5

●
※5
●
※5

●
※5
●
※5

●

●

●

●

●

●

●

●

●
※4
●
※4

●
※4
●
※4

●
※4
●
※4アルミホイール（19×7J）※3 Advanti Stellar M10 BRIGHT GUNMETA MACHINING

99 94 95 96

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。

ベビーシート
（ブライタックス・ベビーセーフ）

大きく深いサイドウイングの側面衝突対応シートです。
ワンタッチ7段階調整が可能なスライディングヘッドレ
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純正ならではの上質感が、室内空間をさらなる高みへ。

まるで標準装備のように一体化したフラットな装着感。 純正ナビゲーションという確かなクオリティがもたらしてくれるのは、

見た目の美しさ、軽やかな使い心地、そして異次元の高音質。 乗る人すべてに優越感を与えてくれる上質な室内空間を創造します。

2827



システムアップアイテム

ETCを利用した日時や
料金履歴をモニターに
表示できます。

ETC
連動

光・電波ビーコンに対応し、
詳細な道路情報がわかります。VICS

DSRC
連動

ETCの機能に加え、広域の道路情報
や安全運転に関わる情報（高速道路
合流状況や渋滞状況など）をモニター
に表示できます。

見通しの悪い交差点などの
前方視界の確認をサポート
します。

フロント
モニター

走行中にも後席でDVD
ビデオ・TVが楽しめます。

リアシート
モニター

※掲載価格は消費税（8％）込価格です。

29・30頁のマツダ純正アクセサリーは、3年6万km保証付です。

マツダ延長保証にご加入の場合、5年10万km保証付となります。
但し、一部のマツダ純正アクセサリーには適用されないものも
ございますので詳しくは、店舗スタッフにおたずねください。

ビデオカメラやポータブルオー
ディオの映像や音声を車内
で楽しめます。

外部
入力

■純正ナビゲーション用パネル（スイッチ付）

※ナビゲーションを装着の際は、標準装備のオーディオレスパネルから、ショップオプションの純正ナビ
ゲーション用パネル（スイッチ付）に変更されます。（アルパイン製ナビゲーションを除く）

安心の保証体制とセキュリティ

ナビにも確かなサポートと安心を。
3年6万km保証など安心のサポートも充実。全国マツダ販売店による万
全のバックアップ体制で、お客さまのカーライフを見守ります。また、車上
荒らしなどによるナビ盗難の抑止に効果的な「ナビゲーションロック」。特
殊なボルトで大切なナビを守ります。

安心、快適、
マツダ純正ナビゲーション。
安心できる保証体制と

マツダ車専用設計による高機能、高品質で

あなたのドライブをしっかりサポートします。

USB接続ケーブル付き

愛車の中でも、好きな音楽とともに。
ナビにポータブルオーディオをつなげて音楽再生が
できるので、いつも聴いている大好きな音楽を車内
でも楽しめます。

車両装備との連動可能

ナビとつながる利便性がドライブにさらなる満足感を。

最適な音響環境

いつものドライブに、上質なサウンドを。
車両に合わせて音質のセッティングを行い、最適な
音響環境を実現。音楽やDVD映像などを快適なサ
ウンドでお楽しみいただけます。

3年間無料地図更新

新鮮な道路情報で、ドライブを自由自在に。
パソコンのインターネット通信環境を使用し、新しい
道路や施設を収録した最新の地図データに更新す
ることができます。

警告ステッカー

ナビゲーションロック

Bose®サウンドシステム付車用は、Bose®サウ
ンドQualityを実現させる専用設計です。

ステアリング
オーディオスイッチ対応

音量調整やCDなどの音楽選曲などステアリン
グから手を離さずに操作が可能です。

バックカメラ対応 シフトをバックの位置に入れるとナビゲーションのモニターが自動的に
カメラの映像に切り換わり、後方確認ができ運転をサポートします。

Bose®
サウンドシステム対応

※Bose®サウンドシステム付車用は、車種別EQ機能はありません。

Navigation Item ■ナビゲーションアイテム

DIATONE
SOUND.NAVI

多彩な
メディア対応

スマホライクな
操作感

8型大画面ナビ+
専用パネル

ナビゲーション主要機能表
ショップオプションナビゲーション21 ※下記価格は取付費込システム合計価格です。

オーディオレス車用
オーディオレス＋

Bose®サウンドシステム付車用

1
2

車両装備状況表 ●：標準装備　△：メーカーオプション

※ショップオプションの「ナビゲーション」または「ディスプレイオーディオ」装着時には、バックガイドモニターの表示場所がルームミラーから「ナビゲーション」または「ディスプレイオーディオ」のモニターに変更されます。
※サイドモニターの画像をナビゲーションモニターに映すことはできません。※ナビゲーションを装着の際は、標準装備のオーディオレスパネルから、ショップオプションの純正ナビゲーション用パネル（スイッチ付）に変更されます。
（アルパイン製ナビゲーションを除く）※アルパイン製ナビゲーションを装着する場合、専用パネルに変更されます。

1

2

装　備　内　容

オーディオレス＋4スピーカー＋サイド/バックガイドモニター ※

20C 20S 25S XD25S 
L Package

XD 
L Package

25S 
L Package

ガソリン ディーゼル
2WD 4WD 2/4WD

●

̶

●

△

●

△

△

●

25S 2013 
Anniversary

25S 2013 
Anniversary

XD 2013 
Anniversary

△

●

●

△

△

●

△

●

△

●

△

●オーディオレス＋Bose®サウンドシステム＋9スピーカー＋サイド/バックガイドモニター ※

［ショップオプションオーディオをお求めのお客様は　 オーディオレスをお選びください。］1

 ●：機能あり　▲：システムアップ　ー：機能なし

C9PB V6 650
¥182,994
¥203,565

パイオニア

C9M5 V6 650
¥213,882
¥223,278

三菱電機 ケンウッド

SDカード 16GB+8GB
7型
ー
ー
●
●

●（3回）
ー
●
●

●（最大2倍速）
音楽のみ
音楽のみ

●音楽/▲動画
ー

▲
●

●

▲
▲
▲
▲
▲
▲

C9A7 V6 650A
¥241,059
¥261,630

アルパイン

SDカード 16GB+8GB
8型
ー
ー
●
●

●（3回）
ー
●
●

●（最大6倍速）
音楽のみ
音楽のみ
▲
▲

▲
●

●

▲
▲
▲
▲
▲
▲

SDカード 16GB+8GB
7型
●
●
●
●

●（7回）
ー
●
●

●（最大8倍速）
●
●

●音楽/▲動画
●

ー
●

●

▲
▲
▲
▲
▲
▲

メーカー名

部品番号

モニター/ワイドVGA

フリック＆ドラッグ

ピンチイン/ピンチアウト

メモリー媒体/容量※1

ステアリングオーディオスイッチ対応

車種別EQ※2

3年無料地図更新（回数）※3

パーキングセンサー連動

テレビ 12セグ/ワンセグ

音楽/動画

音楽/動画

音楽/動画

音楽/動画

音楽/動画

ハンズフリー通話/AVプロファイル

CD/DVD

CD音楽録音（再生時速度）

AV機能

スマートフォン
連携

その他
システム
アップ

SDカード

USBメモリー※4

iPod/iPhone※5

ウォークマン®

Android
スマートフォン※6
Bluetooth®

NaviCon（Bluetooth®接続）

カメラ（フロントブラインドモニター）

リアシートモニター

VICSビーコン※7

DSRC/ETC車載器連動

外部入力（映像/音声）

フロントスピーカー

本体機能

マツダ
オリジナル
機能

スマホライク
操作

メモリー

C9K3 V6 650
¥152,538
¥173,109
SSD 8GB
7型
●
ー
●
●

●（1回）
▲
●
●

●（最大4倍速）
●
●

●音楽/▲動画
ー

●
●

●

▲
▲
▲
ー
▲
▲

価格※

※1：CD音楽録音用SDカードが付属されています。（ケンウッドを除く）※2：Bose®サウンドシステム付車に装着した場合、本機能はありません。※3：地図の更新方法はメーカーにより異なります。※4：USB接続ケーブル付※5：iPod/iPhoneの再
生及び接続可能なiPod/iPhoneの機種については、マツダオフィシャルホームページ内アクセサリーサイトをご覧ください。※6：動作できるスマートフォンは限られています。詳しくはマツダオフィシャルホームページ内アクセサリーサイトをご覧ください。
※7：高速道路の電波ビーコン（2.4GHz）は2022年3月31日に情報提供サービスが停止されITSスポットサービスに一本化されます。詳しくはITS高度道路交通システム（国土交通省）のホームページにてご確認ください。
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※掲載価格は消費税（8％）込価格です。

8型大画面+高画質
WVGA液晶モニター

車内でも存在感が違う1.43倍の大迫力
高画質液晶ディスプレイは7型に比べて液晶ディスプレイを
上下左右に拡大。液晶ディスプレイは「スーパークリアパネ
ル」採用により外の景色など映り込みや反射光を抑えてナビ
の地図表示や文字をクリアに表示します。大画面により地
図表示の範囲も広く、より遠くまで表示できます。さらに、文字
や時計表示サイズが大きく使いやすさにこだわっています。

ナビゲーションおよび周辺機器に関する注意
※画面はハメコミ合成です。※iPod、iPhone、ウォークマン®、USBメモリーは別売（市販
品）です。※Bluetooth®ハンズフリー、AVプロファイル対応。Bluetooth®対応機種につ
いては、マツダオフィシャルホームページ内のアクセサリーサイトをご覧ください。※iPod 
shuffle及びDockコネクタなしのiPodへの接続は出来ません。※iPodビデオの再生は、
機種及び世代によって対応が異なります。※iPodビデオの再生及び接続可能なiPod
の機種については、マツダオフィシャルホームページ内のアクセサリーサイトをご覧くださ
い。※接続可能なウォークマン®の機種については、マツダオフィシャルホームページ内の
アクセサリーサイトをご覧ください。

8型大画面の使いやすさと多彩なメディアに対応

アルパイン メモリーナビゲーション

■詳細市街地図

基本機能 マツダオリジナル機能

■交差点拡大 ■メニュー

31・32頁のマツダ純正アクセサリーは、3年6万km保証付です。

マツダ延長保証にご加入の場合、5年10万km保証付となります。
但し、一部のマツダ純正アクセサリーには適用されないものも
ございますので詳しくは、店舗スタッフにおたずねください。

チューナー アンテナ

スマートフォン。携帯音楽プレーヤーとの連携
ウォークマンやスマートフォンの音楽・動画再生が可能
ウォークマンやiPhone、スマートフォン（MHL/HDMI対応）など専用ケーブ
ル（別売）接続により音楽や動画が楽しめます。また接続中充電（一部機種
除く）も可能です。
※接続可能な機種につきましては、マツダオフィシャルホームページ内のア
クセサリーサイトをご覧ください。すべてのメディア接続や動作保証をするも
のではありません。

SD16GB+8GB※1 8型WVGAモニター Bluetooth® ステアリング
オーディオスイッチ対応

12セグ/ワンセグ CD/DVD CD音楽録音 無料地図更新※2

車種別EQ※3

パーキングセンサー連動

おすすめポイント！

ダミー画像

※1：CD音楽録音用
※2：地図バージョンアップは、アルパインホームページでの「お客様登録」が必要です。地図バージョンアップと高速道路データ更新は、パソコンなどの通信環境を使って地図カードにデータを
　　ダウンロードすることで更新可能です。高速道路更新は、2017年度地図更新バージョンアップにより2018年5月（予定）まで可能です。
※3：Bose®サウンドシステム付車に装着した場合、本機能はありません。

オーディオレス車用

○Rオーディオレス＋Bose  サウンドシステム付車用

システムアップアイテム ※価格はナビゲーションと同時に取付作業をする場合の価格です。
■取付費込システム合計価格

メモリーナビゲーション（CD/DVDビデオ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥193,847　C9A7 V6 650A
Bose®アダプター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　¥14,091　NC1M V6 070B
オーディオ取付キット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　¥20,952　KEA2 V6 025
ナビゲーションロック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　　¥3,086　C901 V6 023
バックカメラ中間コード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　　¥1,790　KE01 V7 533
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥233,766

取付費込システム合計価格¥261,630［KH3A］

システムNo.EAMB0511［アルパイン］メモリーナビゲーション

メモリーナビゲーション（CD/DVDビデオ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥193,847　C9A7 V6 650A
オーディオ取付キット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　¥20,952　KEA2 V6 025
ナビゲーションロック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　　¥3,086　C901 V6 023
バックカメラ中間コード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　　¥1,790　KE01 V7 533
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥219,675

取付費込システム合計価格¥241,059［KH5L］

システムNo.EAM10501［アルパイン］メモリーナビゲーション

※Bose  サウンドシステム付車には装着できません。○R

取付費込システム合計価格¥50,400［KV1J］ システムNo.FSKE6

521［ソニー］フロントブラインドモニター

取付費込システム合計価格¥52,992［KV1H］システムNo.FSKE5

取付費込システム合計価格¥53,485［KM2D］
システムNo.RM750B524［三菱電機］リアシートモニター

ナビゲーションと同時に取付作業をしない場合

ナビゲーションと同時に取付作業をしない場合

ナビゲーションと同時に取付作業をしない場合

ナビゲーションと同時に取付作業をしない場合

※字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。 ※目安線表示はできません。
※システム内容は39頁をご覧ください。

フロント
モニター

リアシート
モニター

リアシートモニターを装着する際には
● トリムクリップ 本体価格¥237×1ヶ D651 68 162A×1ヶ が別途必要です。
（但し　ナビゲーションと同時に取付作業をする場合は不要。）

※サンルーフ付車には装着できません。　※システム内容は39頁をご覧ください。

ETC
連動

VICS

DSRC
連動

iPod

外部
入力

HDMI

ウォークマン®

※価格はナビゲーションと同時に取付作業をする場合の価格です。■各種ケーブル

iPod/USB接続ケーブル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥5,400　C9A3 V6 572
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥5,400
取付費込システム合計価格¥6,696［KK2Y］ システムNo.PUAB2A

システムNo.PUAB1A

［アルパイン］iPod/USB接続アダプター

取付費込システム合計価格¥7,992［KK2X］

531

ウォークマン®/USB接続ケーブル・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥6,480　C9A4 V6 572A
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥6,480
取付費込システム合計価格¥7,776［KK3A］ システムNo.WUAA2A

［アルパイン］ウォークマン®/USB接続アダプター

取付費込システム合計価格¥9,072［KK2Z］ システムNo.WUAA1A

541

※ウォークマン○R/USB接続アダプターシステムとの同時装着はできません。

※iPod/USB接続アダプターシステム、外部入力コードとの同時装着はできません。

取付費込システム合計価格¥5,308［KG2S］ システムNo.RCAV3

外部入力コード（映像/音声）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥2,716　C901 V6 590
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥2,716
取付費込システム合計価格¥4,012［KF2Q］ システムNo.RCAV3A

581 外部入力コード（映像/音声）

ナビゲーションと同時に取付作業をしない場合

ナビゲーションと同時に取付作業をしない場合

ナビゲーションと同時に取付作業をしない場合

※ウォークマン○R/USB接続アダプターシステムとの同時装着はできません。

取付費込システム合計価格¥7,734［KK7C］ システムNo.DAH01

HDMI接続ケーブル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥5,142　C9A6 V6 572
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥5,142
取付費込システム合計価格¥6,438［KK7D］ システムNo.DAH02

［アルパイン］HDMI接続アダプター551

561

※HDMI接続ケーブルとMHL接続ケーブルには、重複する部品があります。

MHL接続ケーブル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥6,480　C9A7 V6 572
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥6,480
取付費込システム合計価格¥7,776［KK7F］ システムNo.DAM02

［アルパイン］MHL接続アダプター

取付費込システム合計価格¥9,072［KK7E］ システムNo.DAM01
※HDMI接続ケーブルとMHL接続ケーブルには、重複する部品があります。

※各種メディアの接続方法については、マツダオフィシャルホームページ内のアクセサリー
　サイトをご覧ください。すべてのメディア接続や動作保証するものではありません。

VICSビーコンユニット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥27,000　C9A1 V6 620
トリムクリップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格     ¥237　D651 68 162A
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥27,237
取付費込システム合計価格¥30,477［KK0M］システムNo.VCAA1A

VICSビーコンユニット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥27,000　C9A1 V6 620
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥27,000
取付費込システム合計価格¥28,944［KK0N］ システムNo.VCAA2

［アルパイン］VICSビーコン591

※ITSスポット（DSRC）対応車載器との同時装着はできません。

取付費込システム合計価格¥53,167［HC9A］
システムNo.DDD00601［デンソー］スマートインDSRC

取付費込システム合計価格¥47,119［HC9B］
システムNo.DDD10605［デンソー］DSRC車載器

サンルーフ無車用

サンルーフ付車用

※ＶＩＣＳビーコン、ＥＴＣ車載器との同時装着はできません。
※システム内容は40頁をご覧ください。

※ナビゲーションと連動させるには、ETC拡張ケーブル
［本体価格¥5,400　C9D3 V6 381［KL2A］］が別途必要です。

取付費込システム合計価格¥27,340［HC7W］
システムNo.CDETB613［デンソー］スマートインETC（音声タイプ）

取付費込システム合計価格¥21,292［HC3D］
システムNo.CDETC616［デンソー］ETC車載器（音声タイプ）

サンルーフ付車用

サンルーフ無車用

※ETC車載器取付についてのご注意
　「ETC車載器」のみを単独取付する場合は別途部品が必要です。40頁をご覧ください。
※ITSスポット（DSRC）対応車載器との同時装着はできません。
※システム内容は40頁をご覧ください。

※ショップオプションの「ナビゲーション」または「ディスプレイオーディオ」装着時には、バック
ガイドモニターの表示場所がルームミラーから「ナビゲーション」または「ディスプレイオー
ディオ」のモニターに変更されます。
※ナビゲーションの機能設定により、固定式の目安線表示が可能です。

バックガイドモニター画面表示について

お気に入り周辺検索

家族に人気のお店をすぐに探せる
『お気に入り周辺検索』
コンビニやファミリーレストランなどお気に入りのお店を
検索したい時、検索メニューから生きなれたお店のアイ
コンをタッチするだけでルート周辺の店舗を検索してくれ
ます。アイコンは並び替えてカスタムすることも可能です。

家族おでかけ検索
便利なスマホ用アルパインオリジナルアプリ
スマートフォンとオリジナルアプリでお出かけスポットを見
つけて行き先をナビに送信出来ます。
※お手持ちのスマートフォンにオリジナルアプリをインストールする必要があります。
※昭文社の「家族でおでかけ」を含む「まっぷるマガジン」約100冊分のデータを
収録。家族構成を登録いただくと、あなたの家族にぴったりのおすすめスポット
が見つかります。
※スマートフォンとナビはBluetooth®接続です。

主要機能

ITSスポット（DSRC）対応車載器との組合せをオススメします！
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。 ※詳細は40頁をご覧ください。

■サンルーフ付車用

取付費込システム合計価格¥21,292
［デンソー］ETC車載器（音声タイプ）

取付費込システム合計価格¥27,340
［デンソー］スマートインETC（音声タイプ）
〈アルパイン製ナビゲーション用〉

［デンソー製］ ETC用
アンテナ

光ビーコン用
アンテナ

※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。

安全運転を支援

広域の道路交通情報を受信安全運転サポート
道路交通情報

ITSスポット

高速・大容量通信

現在位置情報等
ITSスポット（DSRC）
対応車載器

・合流支援情報
・渋滞末尾注意情報
・前方障害物状況情報など

操作ガイドを体験
http://www.mazda.co.jp/accessories/navi_audio/navigation/guide/alpine.html
※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。
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※掲載価格は消費税（8％）込価格です。

クルマで感動のサウンドを実現する高音質ナビ

三菱電機 メモリーナビゲーション

■詳細市街地図 ■交差点拡大 ■メニュー

33・34頁のマツダ純正アクセサリーは、3年6万km保証付です。

マツダ延長保証にご加入の場合、5年10万km保証付となります。
但し、一部のマツダ純正アクセサリーには適用されないものも
ございますので詳しくは、店舗スタッフにおたずねください。

チューナー アンテナ 主要機能

オススメアイテム

Pure Extend Wide Surround

超高音質64bit演算コアDSPを駆使して、従来のサラウンドとは次元の異なる極めて
ピュアな演算処理を実現。音楽CDなど最も普及している2chステレオ音楽コンテンツに
対して、前方のみならず 後方、上方への3D方向からの広がり感を付与。あたかも車空間
が広がったような臨場感が出現します。

車種別音場設定

クルマに合わせた最適な音質を提供

DIATONE SOUND.NAVI

コンサートホールの様な、自然で緻密な空間音場を提供します

フロントコアキシャルスピーカー

細かいセッティングは不要。車両に合わせて音のプロが調整した、音質調整データがプリ
インストールされているため、お客様のクルマに最適な音質をお楽しみいただけます。

専用のナビとスピーカーで音楽を楽しみ尽くす
カーボンチューブを配合し、理想の振動板として開発した
NCVは、チタン並みの速度と紙なみのしなやかさを
両立しました。そのサウンドは真の音楽を奏でます。
高音質のDIATONE SOUND. NAVIと音楽ファン
を虜にするDIATONE SOUNDスピーカー。
至高の組み合わせはいかがですか？

基本機能 マツダオリジナル機能

SD16GB+8GB※1 7型WVGAモニター Bluetooth® ステアリング
オーディオスイッチ対応

12セグ/ワンセグ CD/DVD CD音楽録音 無料地図更新※2

車種別EQ※3

パーキングセンサー連動

※価格の詳細は41頁をご覧ください。

※ショップオプションの「ナビゲーション」または「ディスプレイオーディオ」装着時には、バックガイドモニターの表示
場所がルームミラーから「ナビゲーション」または「ディスプレイオーディオ」のモニターに変更されます。

※ナビゲーションの機能設定により、固定式の目安線表示が可能です。

バックガイドモニター画面表示について

オーディオレス車用

○Rオーディオレス＋Bose  サウンドシステム付車用

メモリーナビゲーション（CD/DVDビデオ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥177,984　C9M5 V6 650
Bose®用接続コード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　　¥6,156　C9M5 V6 070
純正ナビゲーション用パネル（スイッチ付）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　　¥7,200　KE01 V6 022
オーディオ取付キット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　　¥2,438　KE01 V6 025B
ナビゲーションロック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　　¥3,086　C901 V6 023
バックカメラ中間コード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　　¥1,790　KE01 V7 533
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥198,654

取付費込システム合計価格¥223,278［KM6C］

システムNo.EMMB0512［三菱電機］メモリーナビゲーション

メモリーナビゲーション（CD/DVDビデオ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥177,984　C9M5 V6 650
純正ナビゲーション用パネル（スイッチ付）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　　¥7,200　KE01 V6 022
オーディオ取付キット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　　¥2,438　KE01 V6 025B
ナビゲーションロック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　　¥3,086　C901 V6 023
バックカメラ中間コード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　　¥1,790　KE01 V7 533
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥192,498

取付費込システム合計価格¥213,882［KM6D］

システムNo.EMM10502［三菱電機］メモリーナビゲーション

※Bose  サウンドシステム付車には装着できません。○R

システムアップアイテム ※価格はナビゲーションと同時に取付作業をする場合の価格です。
■取付費込システム合計価格

取付費込システム合計価格¥50,400［KV1J］ システムNo.FSKE6

521［ソニー］フロントブラインドモニター

取付費込システム合計価格¥52,992［KV1H］システムNo.FSKE5

取付費込システム合計価格¥53,485［KM2D］
システムNo.RM750B524［三菱電機］リアシートモニター

ナビゲーションと同時に取付作業をしない場合

※字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。 ※目安線表示はできません。
※システム内容は39頁をご覧ください。

フロント
モニター

リアシート
モニター

ETC
連動

VICS

iPod

外部
入力

HDMI

DSRC
連動

リアシートモニターを装着する際には
● トリムクリップ 本体価格¥237×1ヶ D651 68 162A×1ヶ が別途必要です。
（但し　ナビゲーションと同時に取付作業をする場合は不要。）

※サンルーフ付車には装着できません。　※システム内容は39頁をご覧ください。

変換コード（USB-iPod）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥5,400　C9M1 V6 270
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥5,400
システム合計価格¥5,400［KM9R］

システムNo.PDMA0532［三菱電機］iPod接続アダプター

※iPodビデオを再生される方はこちらをお選びください。

HDMI接続ケーブル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥8,537　C9M4 V6 572A
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥8,537
取付費込システム合計価格  ¥9,833［KM8V］システムNo.HDMA2

［三菱電機］HDMI接続アダプター

取付費込システム合計価格¥11,129［KM8T］ システムNo.HDMA1

542

ナビゲーションと同時に取付作業をしない場合

※スマートフォン用。スマートフォンを接続する場合、「HDMI変換ケーブル（市販品）」が別途必要です。

取付費込システム合計価格¥5,308［KG2S］ システムNo.RCAV3

外部入力コード（映像/音声）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥2,716　C901 V6 590
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥2,716
取付費込システム合計価格¥4,012［KF2Q］ システムNo.RCAV3A

581 外部入力コード（映像/音声）

ナビゲーションと同時に取付作業をしない場合

VICSビーコンユニット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥28,707　C9M1 V6 620
トリムクリップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格     ¥237　D651 68 162A
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥28,944
取付費込システム合計価格¥32,184［KM1V］システムNo.VCMA1A

VICSビーコンユニット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥28,707　C9M1 V6 620
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥28,707
取付費込システム合計価格¥30,651［KM1U］ システムNo.VCMA2

592［三菱電機］VICSビーコン

ナビゲーションと同時に取付作業をしない場合

※VICSビーコンを装着した場合、ナビゲーションとETCを連動させることはできません。

取付費込システム合計価格¥49,248［KM5P］
システムNo.EMD00602［三菱電機］スマートインDSRC

取付費込システム合計価格¥44,290［KM3L］
システムNo.EMD10606［三菱電機］DSRC車載器

サンルーフ無車用

サンルーフ付車用

※ETC車載器との同時装着はできません。※システム内容は40頁をご覧ください。

取付費込システム合計価格¥27,340［HC7Y］
システムNo.CMETB611［三菱電機］スマートインETC（音声タイプ）

取付費込システム合計価格¥22,382［HC6W］
システムNo.CMETC614［三菱電機］ETC車載器（音声タイプ）

※ナビゲーションと連動させるには、ETC拡張ケーブル
［本体価格¥5,400　C9MC V6 381［KM4R］］が別途必要です。

サンルーフ付車用

サンルーフ無車用

※ITSスポット（DSRC）対応車載器との同時装着はできません。 ※システム内容は40頁をご覧ください。
※ナビゲーションとETCを連動させた場合、VICSビーコンを装着することはできません。

※1：CD音楽録音用    
※2：2015年から2017年度版（3回分）の地図更新キット（DVD-ROM）を無料でご提供します。無料地図更新キットは、パソコンとインターネット通信環境により三菱電機ホームページの
　  「openinfo」からお申込みが必要です。（2018年7月31日まで）詳しくは、三菱電機ウェブサイトをご覧ください。 
※3：Bose®サウンドシステム付車に装着した場合、本機能はありません。 

おすすめポイント！
DIATONE高音質技術

更なる進化を遂げた、異次元の高音質
これまでのカーナビは勿論、ハイエンドカーオーディオをも凌駕する32bitD/Aコンバーターと
64bit演算コアDSPを採用。音源に含まれる音楽情報を、何も引かず何も足さず忠実に再現する、
DIATONE思想を継承することで、微細な音までクリアに再現します。フロントガラスがあたかも
ステージとなる、想像を超えた上質なサウンドを車内空間にもたらします。

マツダ車専用DIATONEスペシャルサイト

商品詳細やデモカーによる試聴ができる展示店などをご紹介しています。
当ウェブサイトは三菱電機株式会社が運営・管理しています。

http://www.mitsubishielectric.co.jp/carele/club-diatone/mazda/

※Bose  サウンドシステム付車用は、本機能はありません。○R

※画面はハメコミ合成です。※iPod、iPhone、USBメモリーは別売（市販品）です。※Bluetooth○Rハンズ
フリー、AVプロファイル対応。Bluetooth○R対応機種については、マツダオフィシャルホームページ内の
アクセサリーサイトをご覧ください。※iPod shuffle及びDockコネクタなしのiPodへの接続は出来ませ
ん。※iPodビデオの再生は、機種及び世代によって対応が異なります。※iPodビデオの再生及び接続
可能なiPodの機種については、マツダオフィシャルホームページ内のアクセサリーサイトをご覧ください。
※HDMI接続機種については、マツダオフィシャルホームページ内のアクセサリーサイトをご覧くださ
い。すべてのメディア接続や動作保証するものではありません。

ナビゲーションおよび周辺機器に関する注意

操作ガイドを体験
http://www.mazda.co.jp/accessories/navi_audio/navigation/guide/mitsubishi.html
※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。
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※掲載価格は消費税（8％）込価格です。

先進機能を凝縮したカーナビの完成形

パイオニア メモリーナビゲーション

■詳細市街地図 ■交差点拡大 ■メニュー

35・36頁のマツダ純正アクセサリーは、3年6万km保証付です。

マツダ延長保証にご加入の場合、5年10万km保証付となります。
但し、一部のマツダ純正アクセサリーには適用されないものも
ございますので詳しくは、店舗スタッフにおたずねください。

主要機能

おすすめポイント！

便利な気配り検索
ただ単に探すだけで終わらない。ユーザーフレンドリーな検索機能
検索したルート沿いのお店が道路の左右どちらにあるか表示したり、お店の営業時間に
合わせたアイコン表示をします。名称検索では入力した文字から「最近探したワード」でも
検索ができます。

多彩なメディア対応
多彩なメディアとの接続で車内の楽しみを広げます

ナビゲーションおよび周辺機器に関する注意
※画面はハメコミ合成です。※iPod、iPhone、ウォークマン®、USBメモリーは別売（市販品）です。
※Bluetooth®ハンズフリー、AVプロファイル対応。Bluetooth®対応機種については、マツダオフィシャ
ルホームページ内のアクセサリーサイトをご覧ください。※iPod shuffle及びDockコネクタなしのiPod
への接続は出来ません。※接続可能なiPodの機種については、マツダオフィシャルホームページ内の
アクセサリーサイトをご覧ください。※接続可能なウォークマン®の機種については、マツダオフィシャル
ホームページ内のアクセサリーサイトをご覧ください。

■各種ケーブル

左側にあります
右側にあります

営業中

営業時間外
※上の画像では全ソースを表示しています。
　実際にはiPod、ウォークマン®、USBの同時接続は出来ません。

チューナー アンテナ

基本機能 マツダオリジナル機能

SD16GB+8GB※1 7型WVGAモニター Bluetooth® ステアリング
オーディオスイッチ対応

12セグ/ワンセグ CD/DVD CD音楽録音 無料地図更新※2

車種別EQ※3

パーキングセンサー連動

快適なナビ画面

画面表現が多彩だから
「見やすい画面」を選択できます
エコ情報、リアルな3D表現、俯瞰、2画面表示、
文字拡大など画面表示が多彩です。画面下には携
帯電話の電池状況や天気予報までも表示可能。
※スマートフォンとの接続が必要です。画面表示は
使う人の好みに合わせてカスタマイズもできます。

オーディオレス車用

○Rオーディオレス＋Bose  サウンドシステム付車用

システムアップアイテム ※価格はナビゲーションと同時に取付作業をする場合の価格です。
■取付費込システム合計価格

取付費込システム合計価格¥50,400［KV1J］ システムNo.FSKE6

521［ソニー］フロントブラインドモニター

取付費込システム合計価格¥52,992［KV1H］ システムNo.FSKE5

取付費込システム合計価格¥53,485［KM2D］
システムNo.RM750B524［三菱電機］リアシートモニター

ナビゲーションと同時に取付作業をしない場合

ナビゲーションと同時に取付作業をしない場合

ナビゲーションと同時に取付作業をしない場合

※字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。 ※目安線表示はできません。
※システム内容は39頁をご覧ください。

フロント
モニター

リアシート
モニター

リアシートモニターを装着する際には
● トリムクリップ 本体価格¥237×1ヶ D651 68 162A×1ヶ が別途必要です。
（但し　ナビゲーションと同時に取付作業をする場合は不要。）

※サンルーフ付車には装着できません。　※システム内容は39頁をご覧ください。

メモリーナビゲーション（CD/DVDビデオ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥147,096　C9PB V6 650
純正ナビゲーション用パネル（スイッチ付）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　　¥7,200　KE01 V6 022
オーディオ取付キット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　　¥2,438　KE01 V6 025B
ナビゲーションロック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　　¥3,086　C901 V6 023
バックカメラ中間コード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　　¥1,790　KE01 V7 533
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥161,610

取付費込システム合計価格¥182,994［KP7A］

システムNo.EPM10503［パイオニア］メモリーナビゲーション

メモリーナビゲーション（CD/DVDビデオ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥147,096　C9PB V6 650
Bose®アダプター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　¥14,091　NC1M V6 070B
純正ナビゲーション用パネル（スイッチ付）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　　¥7,200　KE01 V6 022
オーディオ取付キット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　　¥2,438　KE01 V6 025B
ナビゲーションロック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　　¥3,086　C901 V6 023
バックカメラ中間コード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　　¥1,790　KE01 V7 533
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥175,701

取付費込システム合計価格¥203,565［KP5N］

システムNo.EPMB0513［パイオニア］メモリーナビゲーション

※Bose  サウンドシステム付車には装着できません。○R

VICS

DSRC
連動

ETC
連動

ナビゲーションと同時に取付作業をしない場合

取付費込システム合計価格¥7,992［KP6E］ システムNo.EPP01

iPod/USB接続ケーブル（DOCKタイプ用）・・・・ 本体価格¥5,400　C9PF V6 572
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥5,400
取付費込システム合計価格¥6,696［KQ4F］ システムNo.EPP02

［パイオニア］iPod/USB接続アダプター533

543

取付費込システム合計価格¥9,587［KQ9C］ システムNo.DPH01

［パイオニア］HDMI接続アダプター
HDMI接続ケーブル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥6,995　C9PB V6 572
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥6,995
取付費込システム合計価格¥8,291［KQ9D］ システムNo.DPH02

●タイプA（メス）、外部機器接続用
※HDMI/MHL対応Android端末やiPhone5を接続する場合、　　　　　　の
ケーブルが別途必要です。ただし、同時使用はできません。

553 563 573

HDMI接続ケーブル（Android端末用）・・・・・・・・・・ 本体価格¥1,645　C9PC V6 572
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥1,645
システム合計価格¥1,645［KQ9W］

システムNo.DPH10553
［パイオニア］Android（HDMI）端末用接続アダプター

※HDMI接続ケーブル（部品番号：C9PB V6 572）が別途必要です｡
●Android（HDMI）端末を接続し「Linkwithモード」に対応させるケーブル

MHL接続ケーブル（Android端末用）・・・・・・・・・・・ 本体価格¥3,498　C9PD V6 572
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥3,498
システム合計価格¥3,498［KQ9S］

システムNo.DPM00563

［パイオニア］Android（MHL）端末用接続アダプター

※HDMI接続ケーブル（部品番号：C9PB V6 572）が別途必要です｡
●Android（MHL）端末を接続し「Linkwithモード」に対応させるケーブル

HDMI接続ケーブル（iPhone5用）・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥1,645　C9PE V6 572
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥1,645
システム合計価格¥1,645［KQ9X］

システムNo.DPH20573

［パイオニア］iPhone5用接続アダプター

※HDMI接続ケーブル（C9PB V6 572）とLightning-Digital AVアダプタ（Apple
製市販品）､Lightning-USBケーブル（iPhone5付属）が別途必要です。

●iPhone5を接続し「Linkwithモード」に対応させるケーブル

取付費込システム合計価格¥5,308［KG2S］ システムNo.RCAV3

外部入力コード（映像/音声）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥2,716　C901 V6 590
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥2,716
取付費込システム合計価格¥4,012［KF2Q］ システムNo.RCAV3A

581 外部入力コード（映像/音声）

ナビゲーションと同時に取付作業をしない場合

VICSビーコンユニット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥21,600　C9P3 V6 620
トリムクリップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格     ¥237　D651 68 162A
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥21,837
取付費込システム合計価格¥25,077［KD0F］システムNo.VCPA1A

VICSビーコンユニット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥21,600　C9P3 V6 620
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥21,600
取付費込システム合計価格¥23,544［KQ0S］ システムNo.VCPA2

［パイオニア］VICSビーコン593

取付費込システム合計価格¥51,084［KM7C］
システムNo.EMD20603［三菱電機］スマートインDSRC

取付費込システム合計価格¥46,126［KM9A］
システムNo.EMD30607［三菱電機］DSRC車載器

サンルーフ無車用

サンルーフ付車用

※ETC車載器との同時装着はできません。※システム内容は40頁をご覧ください。

※iPodビデオを再生される方はこちらをお選びください。

※ナビゲーションと連動させるには、ETC拡張ケーブル
［本体価格¥5,400　C9PC V6 381［KN1C］］が別途必要です。

取付費込システム合計価格¥27,340［HC7Y］
システムNo.CMETB611［三菱電機］スマートインETC（音声タイプ）

取付費込システム合計価格¥22,382［HC6W］
システムNo.CMETC614［三菱電機］ETC車載器（音声タイプ）

サンルーフ付車用

サンルーフ無車用

※ITSスポット（DSRC）対応車載器との同時装着はできません。※システム内容は40頁をご覧ください。

※各種メディアの接続方法については、マツダオフィシャルホームページ内アクセサリーサイトをご覧ください。すべてのメディア接続や動作保証するものではありません。

※ショップオプションの「ナビゲーション」または「ディスプレイオーディオ」装着時には、バックガイドモニターの表示
場所がルームミラーから「ナビゲーション」または「ディスプレイオーディオ」のモニターに変更されます。

※ナビゲーションの機能設定により、固定式の目安線表示が可能です。

バックガイドモニター画面表示について

Linkwith

多彩な人気アプリでクルマが満たされる
Linkwith対応アプリをスマホにインストールすると車内での楽
しみがまた増えます。ノンストップミュージック再生のMIXTRAX
やインターネットRadio専門チャンネル、安全運転診断など、
様々なアプリがあります。今いる場所をFacebookやTwitterに
ワンタッチで投稿できるので、待ち合わせに便利です。
※Linkwithを使用するには、対応したスマートフォンと接続ケーブルが必要です。
※Linkwith対応スマートフォンはマツダオフィシャルホームページのアクセサ
リーサイトをご覧ください。
※場所の投稿にはSNS（Facebook又はTwitter）のアカウントが必要です。
※接続に使用するApple社製のアダプターやケーブルは車内に放置しないでください。

※上記画面はiPhoneを接続した場合の画面です。

※1：CD音楽録音用
※2：初回の更新ご利用時に、パソコンとインターネット通信環境によりパソコンリンクソフト「NAVI OFFICE 2」をインストールが必要です。地図更新はナビ本体に入っている地図カード（16GB）
　にデータをダウンロードすることで更新可能です。無料地図更新サービスは2018年4月の差分データまで。（配信期間：2018年10月末日予定）
※3：Bose®サウンドシステム付車に装着した場合、本機能はありません。

付属のUSBケーブルを使用すればiPodやiPhoneの音楽、USBオーディオや
WALKMAN ®の音楽/映像の再生が可能です。付属のSDカード（8GB）でも音楽/映像
をお楽しみいただけます。CDから最大8倍速で録音可能です。

操作ガイドを体験
http://www.mazda.co.jp/accessories/navi_audio/navigation/guide/pioneer.html
※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。

※価格はナビゲーションと同時に取付作業をする場合の価格です。
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※掲載価格は消費税（8％）込価格です。

「スマホライク」な操作感を実現した新彩速ナビ

ケンウッド メモリーナビゲーション

■詳細市街地図 ■交差点拡大 ■メニュー

37・38頁のマツダ純正アクセサリーは、3年6万km保証付です。

マツダ延長保証にご加入の場合、5年10万km保証付となります。
但し、一部のマツダ純正アクセサリーには適用されないものも
ございますので詳しくは、店舗スタッフにおたずねください。

主要機能

おすすめポイント！

新１００m詳細地図

パーキングセンサー表示機能

道幅がわかりやすい。高速スクロールにも対応
従来の100m地図は線画のみの表現でしたが、新たにカラフルな100m詳細図表示に
対応。実際の道幅がわかりやすく、また、一方通行、交差点名、施設なども表示されるので
使いやすく、しかも圧倒的な美しさを実現しています。しかも、彩速ナビならではの高速スク
ロールにも対応しています。

豊富なＡＶ機能

彩速瞬間スクロール

操作も検索も高速レスポンスで快適操作
フリック、ドラッグなどの操作にすばやく反応。流れるようにスムースな動きで地図がスク
ロールでき、ルート探索に対しても瞬時にレスポンスが返ってきます。「ジェット
レスポンスエンジンⅢ」の採用により、ナビの常識を超えたスマートフォン感覚の操作感
と圧倒的な描画スピードを実現しました。

ナビ画面がパーキングセンサーのディスプレイに
パーキングセンサーに連動して障害物がどの方向に存在するかナビ画面に表示します。
ブザー音だけでは不安な方におすすめの機能です。
※パーキングセンサーはショップオプションです。パーキングセンサーの商品詳細は20頁をご覧ください。

※画像はイメージです。

セット 取付費込

※部品番号は20頁をご覧ください。

パーキングセンサー（4センサー）

パーキングセンサーとの組み合わせをオススメします

多彩なデジタルメディアへの対応が
エンターテイメント性を加速させます
ＤＶＤ再生に加え、SDXCカードやUSBデバイスに対応することにより、大容量の音楽や
動画を思う存分楽しむ事ができます。また、Bluetooth®レシーバーを搭載する事により、
iPhoneなどに収録した音楽をワイヤレスで楽しむ事もできます。

※パーキングセンサー表示には、パーキングセンサー接続ケーブル
［本体価格¥2,160　C931 V7 28Z［KU1F］が別途必要です。

※画面はハメコミ合成です。※iPod、iPhone、SDカード、USBメモリーは別売（市販品）です。※Bluetooth®
ハンズフリー、AVプロファイル対応。Bluetooth○R対応機種については、マツダオフィシャルホームページ内の
アクセサリーサイトをご覧ください。※iPod shuffle及びDockコネクタなしのiPodへの接続は出来ません。
※iPodビデオの再生は、機種及び世代によって対応が異なります。※iPodビデオの再生及び接続可能
なiPodの機種については、マツダオフィシャルホームページ内のアクセサリーサイトをご覧ください。

ナビゲーションおよび周辺機器に関する注意

基本機能 マツダオリジナル機能

SSD8GB 7型WVGAモニター Bluetooth® ステアリング
オーディオスイッチ対応

12セグ/ワンセグ CD/DVD CD音楽録音※3 無料地図更新※1

車種別EQ※2

パーキングセンサー連動

※1：全更新1回付。無料地図更新は初回利用時にケンウッド専用ウェブから「お客様登録」が必要です。本サービスはパソコンおよびインターネット通信環境とSDHCカード（8GB）が　
　別途必要です。無料更新サービスは2016年3月～2019年2月までを予定しています。
※2：Bose®サウンドシステム付車に装着した場合、本機能はありません。
※3：SDカード（市販品）に録音可能

■拡大図※センサー表示は画面内、四隅の4ヶ所で変更可能です。

￥45,257  ［HD0Z］

※ショップオプションの「ナビゲーション」または「ディスプレイオーディオ」装着時には、バックガイドモニターの表示
場所がルームミラーから「ナビゲーション」または「ディスプレイオーディオ」のモニターに変更されます。

※ナビゲーションの機能設定により、固定式の目安線表示が可能です。

バックガイドモニター画面表示について

オーディオレス車用

○Rオーディオレス＋Bose  サウンドシステム付車用

システムアップアイテム ※価格はナビゲーションと同時に取付作業をする場合の価格です。
■取付費込システム合計価格

取付費込システム合計価格¥50,400［KV1J］ システムNo.FSKE6

521［ソニー］フロントブラインドモニター

取付費込システム合計価格¥52,992［KV1H］ システムNo.FSKE5

取付費込システム合計価格¥53,485［KM2D］
システムNo.RM750B524［三菱電機］リアシートモニター

ナビゲーションと同時に取付作業をしない場合

ナビゲーションと同時に取付作業をしない場合

ナビゲーションと同時に取付作業をしない場合

※字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。 ※目安線表示はできません。
※システム内容は39頁をご覧ください。

フロント
モニター

リアシート
モニター

リアシートモニターを装着する際には
● トリムクリップ 本体価格¥237×1ヶ D651 68 162A×1ヶ が別途必要です。
（但し　ナビゲーションと同時に取付作業をする場合は不要。）

※サンルーフ付車には装着できません。　※システム内容は39頁をご覧ください。

※iPodビデオを再生される方はこちらをお選びください。

取付費込システム合計価格¥5,308［KG2S］ システムNo.RCAV3

外部入力コード（映像/音声）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥2,716　C901 V6 590
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥2,716
取付費込システム合計価格¥4,012［KF2Q］ システムNo.RCAV3A

581 外部入力コード（映像/音声）

ナビゲーションと同時に取付作業をしない場合

メモリーナビゲーション（CD/DVDビデオ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥116,640　C9K3 V6 650
Bose®アダプター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　¥14,091　NC1M V6 070B
純正ナビゲーション用パネル（スイッチ付）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　　¥7,200　KE01 V6 022
オーディオ取付キット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　　¥2,438　KE01 V6 025B
ナビゲーションロック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　　¥3,086　C901 V6 023
バックカメラ中間コード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　　¥1,790　KE01 V7 533
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥145,245

取付費込システム合計価格¥173,109［KL6J］

システムNo.EKMB0515［ケンウッド］メモリーナビゲーション

メモリーナビゲーション（CD/DVDビデオ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥116,640　C9K3 V6 650
純正ナビゲーション用パネル（スイッチ付）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　　¥7,200　KE01 V6 022
オーディオ取付キット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　　¥2,438　KE01 V6 025B
ナビゲーションロック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　　¥3,086　C901 V6 023
バックカメラ中間コード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　　¥1,790　KE01 V7 533
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥131,154

取付費込システム合計価格¥152,538［KL4L］

システムNo.EKM10505［ケンウッド］メモリーナビゲーション

※Bose  サウンドシステム付車には装着できません。○R

外部
入力

VICS

iPod 変換コード（USB-iPod）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥2,700　C9K2 V6 270
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥2,700
取付費込システム合計価格¥3,996［KU2D］ システムNo.DKP02

534［ケンウッド］iPod接続アダプター

取付費込システム合計価格¥5,292［KU2C］ システムNo.DKP01

VICSビーコンユニット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥27,000　C9K2 V6 620
トリムクリップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格     ¥237　D651 68 162A
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥27,237
取付費込システム合計価格¥30,477［KU2E］ システムNo.DKV01

VICSビーコンユニット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥27,000　C9K2 V6 620
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥27,000
取付費込システム合計価格¥28,944［KU2F］ システムNo.DKV02

594［ケンウッド］VICSビーコン

操作ガイドを体験
http://www.mazda.co.jp/accessories/navi_audio/navigation/guide/kenwood7.html
※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。
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ナビゲーション
との連動でITSスポット
サービスに対応

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

※ナビゲーションと連動させた場合のブザー案内機能については、ETC単独で使用する場合と動作が異なる場合があります。 
※1：ナビゲーションとETCを連動させた場合、VICSビーコンを装着することはできません。
※2：ナビゲーションと連動させた場合には、ナビゲーションとETC両方からの音声案内となります。ETC機能側の音量をオフにしてご使用
ください。ETC側の音量がオフの場合でも、一部の機能についてはETC側からの音声案内があります。

■機能一覧表

履歴確認

デンソー
三菱電機
パナソニック

車載器

●
●
●

●（100件）
●（100件）
●（100件）

●
●
●

カード
有効期限
切れ警告

カード
抜き忘れ
警告ETC部機能一覧表

履歴確認

デンソー
三菱電機

車載器

●
●

●（100件）
●（100件）

●
●

カード
有効期限
切れ警告

カード
抜き忘れ
警告

スマートインDSRC/ETC

※掲載価格は消費税（8％）込価格です。

39・40頁のマツダ純正アクセサリーは、
3年6万km保証付です。

■ナビゲーション連動用拡張ケーブル
ナビゲーションとETC車載器をつなげて料金支払い状況などをモニターに表示

C9PC V6 381［KN1C］
C9MC V6 381［KM4R］

［ デンソー］ETC車載器
［三菱電機］ETC車載器
［三菱電機］ETC車載器※2

ETC拡張ケーブル連動可能なETC車載器連動できるナビゲーション
［アルパイン］メモリーナビゲーション用

［三菱電機］メモリーナビゲーション用※1

C9D3 V6 381 ［KL2A］
本体価格

各￥5,400

501 511
512
513

502
［パイオニア］メモリーナビゲーション用503

スマートインDSRC（※１）と連動できるナビゲーション

※1：ITSスポット（DSRC）対応車載器は単独での使用はできません。ナビゲーションとの連動が必要です。
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。

［デンソー］DSRC車載器（光ビーコン付）

連動可能なDSRC車載器

○

［三菱電機］DSRC車載器
×
×

情報接続
サービス連動できるナビゲーション

［アルパイン］メモリーナビゲーション
［三菱電機］メモリーナビゲーション
［パイオニア］メモリーナビゲーション

501 511
512
513503

502

ナビゲーションと3カメラ対応で運転サポート

モニター画面（画像はイメージです。）

ショップオプションナビゲーション用

死角をフロント
ブラインドモニター
でカバー

ドライバーの
視野角

Good Point

狭い場所での駐車や後方確認は標準装備のサイド＆バックガイドモニターでカバー。
フロントブラインドモニターを装着することで、前方左右の死角もカバーできます。

フロントナンバープレート横に
カメラを装着して目立たないよ
うに配慮しています。

フロントブラインドモニターを組み合わせることで
死角エリアを大きくカバーできます。

ショップオプション:フロントブラインドモニター
車両標準装備:サイドモニター/バックガイドモニター

■フロントブラインドモニター視野角イメージ

■カメラ装着位置

※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。

■ フロントブラインドモニター（イメージ動画）

フロントブラインドモニター

車両標準装備（駐車支援システム）
サイドモニター バックガイドモニター

見通しの悪い道での急な飛び出しなどをすばやく察知できる。

ショップオプションの「ナビゲーション」装着時に、バックモニター表示場所はルームミラーからナビゲーション画面へ変更します。
サイドモニターの画像をナビゲーションモニターに映すことはできません。

モニター画面（画像はイメージです。） ■カメラ装着位置モニター画面（画像はイメージです。） ■カメラ装着位置

※目安線表示はできません。※カメラが映し出す範囲は限られていますので、必ず車両周辺の安全を直接確認しながら運転してください。
※字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。※ナンバープレートホルダーとの同時装着をおすすめします。　

フロントカメラ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥21,600　C9S3 V7 532A
フロントカメラ取付キット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　¥9,782　KEG1 V7 535
フロントカメラコード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　¥4,114　KE1F V7 531
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥35,496

取付費込システム合計価格¥50,400［KV1J］ システムNo.FSKE6

521［ソニー］フロントブラインドモニター

取付費込システム合計価格¥52,992［KV1H］ システムNo.FSKE5
ナビゲーションと同時に取付作業をしない場合

ナビゲーションと同時に取付作業をする場合

http://www.mazda.co.jp/accessories/navi_audio/navigation/guide/monitor.html

リアシートモニター
※サンルーフ付車には装着できません。

ナビゲーションと組み合わせて後席でもDVD・TVが楽しめます。

※画面はハメコミ合成です。
※写真はイメージです。当該車両とは異なります。

リアシートモニターを装着する際には　
● トリムクリップ本体価格¥237×1ヶ　D651 68 162A×1ヶが別途必要です。
 （但しナビゲーションと同時に取付作業をする場合は不要。）

ショップオプションナビゲーション用
■7.0型ワイドVGAモニター

リアシートモニター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥41,821　C9M3 V6 450 75
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥41,821
取付費込システム合計価格¥53,485［KM2D］

システムNo.RM750B524［三菱電機］リアシートモニター

■リアシートモニター表示一覧表

地図表示時

DVDビデオ映像時

テレビ映像時

外部入力映像時 DVDビデオ映像 テレビ映像 外部入力映像

DVDビデオ映像 テレビ映像 外部入力映像

DVDビデオ映像 テレビ映像 外部入力映像

DVDビデオ映像 テレビ映像 外部入力映像

ナビゲーション画面 リアシートモニター表示画面内容

■DSRC/ETC車載器本体取付位置 ■アンテナ取付位置

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。
●サンバイザーの後ろに隠れるように車載器を収納。
　1プッシュで車載器が斜めに下がり、
　ETCカードの出し入れがカンタンにできます。

アンテナ
本体

アンテナ

■装着位置 サンルーフ付車の場合
DSRC/ETC車載器本体の取付位置は
グローブボックス内になります。

※ITSスポット（DSRC）対応車載器はETC機能付です。

■サンルーフ付車用

■サンルーフ付車用

■サンルーフ付車用

〈アルパイン製ナビゲーション用〉

〈三菱電機製ナビゲーション用〉

〈パイオニア製ナビゲーション用〉

［デンソー製］

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 381B
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.CMETB611

［三菱電機］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
ETCボックス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　¥5,400　C901 V6 381B
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.CDETB613

［デンソー］スマートインETC（音声タイプ）

「ETC車載器」のみを単独取付する場合　● 電源接続キット　本体価格¥926×1ヶ　KE01 V6 029［HC4M］が別途必要です。
純正ナビゲーション・オーディオと同時取付または、純正ナビゲーション・オーディオ取付済みの場合は不要です。

ナビゲーション・オーディオと
同時に取付をする場合 ナビゲーション・オーディオと

同時に取付をする場合

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.CDETC616

［デンソー］ETC車載器（音声タイプ）

ETC車載器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥14,812　C9MF V6 380
ETC/DSRC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.CMETC614

［三菱電機］ETC車載器（音声タイプ）

■サンルーフ付車用

■サンルーフ付車用

ナビゲーション・オーディオと
同時に取付をする場合

■サンルーフ付車用

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.CNETC615

［パナソニック］ETC車載器（音声タイプ）

ナビゲーション・オーディオと
同時に取付をする場合

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 381B
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.CNETB612

［パナソニック］スマートインETC（音声タイプ）

ETC用
アンテナ

光ビーコン用
アンテナ

［三菱電機製］

ITSスポット（DSRC）対応車載器（光ビーコン付）・・・ 本体価格¥38,695　C9DL V6 380 AL
ETCボックス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　¥5,400　C901 V6 381B
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.DDD00601［デンソー］スマートインDSRC
ITSスポット（DSRC）対応車載器（光ビーコン付）・・・ 本体価格¥38,695　C9DL V6 380 AL
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.DDD10605［デンソー］DSRC車載器

※VICSビーコンとの同時装着はできません。
※VICSビーコンとの同時装着はできません。

ITSスポット（DSRC）対応車載器・・・・・・・・・・・ 本体価格¥31,320　C9MH V6 380
DSRC拡張ケーブル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　¥5,400　C9MD V6 381
ETCボックス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　¥5,400　C901 V6 381B
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥42,120
取付費込システム合計価格¥49,248［KM5P］

システムNo.EMD00602［三菱電機］スマートインDSRC
ITSスポット（DSRC）対応車載器・・・・・・・・・・・ 本体価格¥31,320　C9MH V6 380
DSRC拡張ケーブル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　¥5,400　C9MD V6 381
ETC/DSRC取付ブラケット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　¥1,090　Z9M1 V6 385A
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥37,810
取付費込システム合計価格¥44,290［KM3L］

システムNo.EMD10606［三菱電機］DSRC車載器

ITSスポット（DSRC）対応車載器・・・・・・・・・・・ 本体価格¥31,320　C9MH V6 380
DSRC拡張ケーブル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　¥7,236　C9PE V6 381
ETCボックス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　¥5,400　C901 V6 381B
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥43,956
取付費込システム合計価格¥51,084［KM7C］

システムNo.EMD20603［三菱電機］スマートインDSRC
ITSスポット（DSRC）対応車載器・・・・・・・・・・・ 本体価格¥31,320　C9MH V6 380
DSRC拡張ケーブル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　¥7,236　C9PE V6 381
ETC/DSRC取付ブラケット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　¥1,090　Z9M1 V6 385A
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥39,646
取付費込システム合計価格¥46,126［KM9A］

システムNo.EMD30607［三菱電機］DSRC車載器

※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
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マツダ純正ショップオプション ナビゲーションに関する注意

RecordableTEXT ReWritable Recordable ReWritable※再生可能CD：

※ご使用前に必ず各製品に同梱されている取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。　
※安全のため、走行中に操作しないでください。前方不注意の原因となりますので、必ず安全な場所に停車させて
から操作を行ってください。
※ハードディスク又は本体内蔵のメモリーに保存したデータはいかなる記憶媒体にも転送できません。　
※CDは下記のマークがあるものが再生可能です。
※CD-R/RW、DVD±R/±RWはディスクの種類、記録の状態によって再生できない場合があります。　
※CD-R/RW、DVD±R/±RWディスクのレーベル面や記録面にシール、シート、テープなどを貼らないでください。
※特殊形状のCDは再生できません。　
※ハイブリッドCDやコピーコントロール機能のついた規格外のCDについては動作保証しておりません。  
※CD-R/RW、DVD±R/±RW、SDカードなどをご使用の際は、必ずその製品の取扱説明書もご確認ください。
※MP3、WMA、AACなどのライティングソフトなどについては、各製品の取扱説明書をよくお読みください。 
※「iPod」「iPhone」は米国及びその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。　
※「Android」は、Google Inc.の商標または登録商標です。
※「HDMI」は、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。　
※「MHL」は、MHL,LLCの商標または登録商標です。　
※その他、商品名またはアプリケーション名は、各社の商標または登録商標です。  
※リアルタイムプローブ渋滞情報はパイオニア株式会社が提供するサービスです。　
※携帯電話を介したナビゲーション機能をご利用の際にかかる通信料はお客様の負担となります。
※ナビゲーションに収録されているデータ内容、および時期については、一部異なる場合があります。

〈車両へ装着の場合、以下の内容をご承知ください〉
※本カタログに記載のナビゲーション及びオーディオは、オーディオレス車専用です。
※ナビゲーション及びオーディオは、車両装備との連動、及び車両装着時の耐ノイズ性能向上の
為に専用設計となっており、ベースとなった市販品とは構造が異なります。
　従って、ナビゲーション及びオーディオには、市販の拡張アクセサリー（カメラ、リアシートモニター、
iPodアダプターなど）は装着できないか、できても正常に動作しない事があります。またこの場合は
保証対象外になります。
※スマートインDSRC/ETCは取り付け位置が独自の為、専用ハーネスが必要となりマツダ純正
DSRC/ETC専用品となります。
※アドバンストキーをナビゲーションモニターの周辺に置くと、エンジンの始動ができない場合があります。

渋滞予測データ

VICS（FM多重）

DSP/EQ

MP3/WMA/AAC

ナビゲーション主要機能用語説明
過去のVICS交通情報データを分析・統計処理したデータが収録され
ており、渋滞を予測し回避ルートを探索します。
FM放送電波を利用して、広範囲のエリアに提供される、渋滞や事故
情報、速度規制などの道路交通情報。

Digital Sound Processor/Equalizerの略。
コンサートホールやライブハウスなど、それぞれの音場が持つ特有の
構造による「一次反射音」や反射の繰り返しから次第に消えていく
「後部残響音」を加えたライブ感あふれる音場を、デジタル技術で
再現します。

音楽データを少ない容量でメディアに記録するための音楽圧縮形式です。
  ● MP3：世界的に最も普及している音楽圧縮形式。元のデータを約1/11程度に
　　小さくするので、通常のCDであれば約70分ほどしか録音できませんが、圧縮処理
　　することで、長時間の録音が可能になります。
  ● WMA：MP3よりも約2倍の圧縮率で、同じ音質を確保できます。
  ● AAC：MP3よりも1.4倍ほど圧縮率が高く、音質はほぼ同じです。

……

………

CDDB CD DataBaseの略。
音楽CDに収められている楽曲などの情報データベース。

………………

……………

Bluetooth○R 携帯電話や携帯音楽プレーヤーなどでケーブルを使わずに接続し、
音声やデータをやりとりすることができます。

…………

……

NaviCon スマートフォンとiPhone/Android用アプリ「NaviCon」を使って検索
した地点情報をナビに転送して目的地設定をすることができます。
「NaviCon」は、株式会社デンソーの登録商標です。

…………

［クラリオン］　　 ディスプレイオーディオ用621

CD/USBコンビ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥28,759　C9CH V6 200B
オーディオ取付キット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　¥2,705　KE02 V6 025
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥31,464
取付費込システム合計価格¥36,648［KD3D］

622 システムNo.CCCUAA ［クラリオン］CD/USBコンビ

※iPod本体・USBメモリーは別売（市販品）です。
※1：iPodに付属のUSBケーブルで接続できます。iPod shuffle及びDockコネクタなしのiPodへの接続はできません。
　　接続可能なiPodの機種については、マツダオフィシャルホームページ内のアクセサリーサイトをご覧ください。

［クラリオン］　　ディスプレイオーディオ・　　 オーディオ用621 622

　　ナビゲーションロック
マツダ純正ショップオプションオーディオの取付けに使用するネジをキー付ネジに交換することで、
盗難抑止に役立ちます。
●ネジ2ヶセット、ステッカー付　本体価格¥3,086　C901 V6 023 ［KG9U］

625

※ショップオプションの「ナビゲーション」または「ディスプレイオーディオ」装着時には、バックガイドモニターの表示場所がルームミラーから「ナビゲーション」または「ディスプレイオーディオ」のモニターに変更されます。
※ディスプレイオーディオの機能設定により、固定式の目安線表示が可能です。

スマートフォン連携ディスプレイオーディオ ※オーディオレス車用（Bose  サウンドシステム付車には装着できません）。○R

オーディオ

●6.2型VGAモニター●AM/FMラジオ●ワンセグ
●USB接続アダプター付（USBメモリー、iPod/iPhone音楽対応）
●Bluetooth○R対応（ハンズフリー通話、AVプロファイル）
●ステアリングオーディオスイッチ対応
※CD/DVD再生、ナビゲーション機能はありません。
※Bluetooth®対応機種については、マツダオフィシャルホームページ内アクセサリーサイトをご覧ください。

バックカメラ対応

［主な機能］

ディスプレイオーディオ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥52,262　C9CJ V6 200
オーディオ取付キット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　¥2,705　KE02 V6 025
バックカメラ中間コード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　¥1,790　KE01 V7 533
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥56,757
取付費込システム合計価格¥67,125［KC5P］

システムNo.DC000621

［クラリオン］ディスプレイオーディオ

スマートフォンを接続すれば、多様なアプリが使えます。※お手持ちのスマートフォンに「Smart Access」アプリをインストールし、対応アプリのダウンロードが必要です。　※接続可能なスマートフォン機能については、マツダオフィシャルホームページ内アクセサリーサイトをご覧ください。

iPod接続ケーブル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥5,400　C9C9 V6 572
外部接続用コード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥2,160　C9C5 V6 451
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥7,560
取付費込システム合計価格¥8,856［KE9S］システムNo.DCP02

537［クラリオン］iPod接続アダプター

取付費込システム合計価格¥10,152［KE9R］システムNo.DCP01
ディスプレイオーディオと同時に取付作業をしない場合

※iPhoneは4/4S（iOS5.0以上）対応。
※iPodビデオを再生される方はこちらをお選びください。

ディスプレイオーディオと同時に取付作業をしない場合

HDMI（タイプD）接続ケーブル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥3,240　C9CB V6 572
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥3,240
取付費込システム合計価格¥4,536［KC5V］システムNo.DCH02

557［クラリオン］HDMIマイクロケーブル（HDMI Micro接続用） 

取付費込システム合計価格¥5,832［KC5S］システムNo.DCH01
※Android（HDMI）端末のスマートフォンのみ接続できます。
※HDMIケーブル（HDMI変換ケーブル用）との同時装着はできません。

ディスプレイオーディオと同時に取付作業をしない場合

HDMI（タイプA）接続ケーブル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥3,240　C9CC V6 572
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥3,240
取付費込システム合計価格¥4,536［KC5X］システムNo.DCH12

567［クラリオン］HDMIケーブル（HDMI変換ケーブル用） 

取付費込システム合計価格¥5,832［KC5W］システムNo.DCH11
※Android（MHL）端末のスマートフォンのみ接続できます。
　但し、接続には「MHL/HDMI変換ケーブル（市販品）」が別途必要です。
※HDMIマイクロケーブル（HDMI Micro接続用）との同時装着はできません。

お手持ちのビデオカメラなどの映像機器と接続ができ、
ナビゲーションの画面で映像を楽しめます。

※走行中、映像は表示されません。※価格や詳細は32、34、36、38頁をご覧ください。

ショップオプションのナビゲーション付車用

外部入力コード（映像・音声）
■外部入力コード（映像・音声）装着位置図

スピーカー

外部入力コード（映像・音声）は、
グローブボックス内に装着されます。

※価格はディスプレイオーディオと同時に取付作業をする場合の価格です。

※掲載価格は消費税（8％）込価格です。

41頁のマツダ純正アクセサリーは、
3年6万km保証付です。

※オーディオレス車用（Bose  サウンドシステム付車には装着できません）。○R

MP3/WMACD
CD-R/RW

ステアリング
オーディオスイッチ対応最大50W×4EQAM/FM前面AUX端子前面USBスロットiPod

コントロール対応
※1

※画面はハメコミ合成です。

スピーカー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥26,460　C9M2 V6 080
スピーカー取付キット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　¥6,156　C9M2 V6 085
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥32,616
取付費込システム合計価格¥37,800［KM8E］

システムNo.DMFS1634［三菱電機］フロントスピーカー

低磁気歪大型フェライトマグネット
大型マグネット採用により歯切れのいい低音を再現

NCV振動板が奏でるかつてない鮮度と臨場感高音質
スピーカーが高音質ナビの音をさらに飛躍させます！

（ナノ・カーボナイズド・ハイベロシティ）

FDCT（フィールドディレクションコントロールテクノロジー）
FDCT設計により、高音域の艶までもが伸びて聴こえてきます。

本
体
機
能

操
作
方
法

ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
機
能

メモリー媒体/容量※1
モニター/ワイドVGA
広視野角モニター
ボタンイルミネーション

タッチパネル

ステアリングオーディオスイッチ対応

地図

データ

検索

渋滞考慮

多言語対応

その他

地デジ
CD
DVD
ＳＤカード
USBメモリー

音楽ファイル対応フォーマット

動画ファイル対応フォーマット

iPod/iPhone

Androidスマートフォン

ウォークマン®

CD音楽録音

音質補正

最大出力 × ch数

スマートフォン連携

感圧式/静電式

地図操作

詳細市街地図
縮尺切替
データ内容
地図データ
交通規制データ
電話番号データ
ルート検索
オートリルート
中継点経由探索
ＶＩＣＳ（ＦＭ多重）
渋滞考慮探索
音声案内
表示案内
3Dジャイロセンサー
目的地履歴
メモリ地点登録
自宅登録
エコドライブアシスト
チューナー×アンテナ
CD-R/RW
DVD±R/RW/R DL

Dockコネクタ機種

Lightningコネクタ機種

付属SDカード CD録音曲数

車種別EQ ※5

音楽再生
動画再生
音楽再生
動画再生
音楽再生
動画再生

録音速度（再生同時）
CDDB

DSP ※5

EQ

NaviCon

その他アプリ

フリック＆ドラッグ

A
V
機
能

AM/FMラジオ

ピンチイン/ピンチアウト

メーカー名

ナビゲーション機能一覧表  ●：機能あり　－：機能なし

SDカード 16GB+8GB
7型
●

ホワイト
感圧式
ー
ー
●

1,334都市
10m～100km　14段階

2014年4月版
2013年10月
2013年9月
2013年9月
5ルート同時

●
●
●
●

英語、中国語、韓国語
英語
●
●
●
●
●
4×4
●
●

●（SDHC対応）
●

MP3/WMA/AAC/WAV

ー

●
●（ケーブル別途）

●
●（ケーブル別途）
●（ケーブル別途）
●（ケーブル別途）

ー

最大999曲
※SDオーディオ規格準拠

（付属8GB SDカードの場合）

最大2倍速
●
●

●（64ビット演算精度コアDSP）
●
●

45W×4
●（iPhone/Android）

ー

SDカード 16GB+8GB
8型
●

ホワイト
静電式
ー
ー
●

1,102エリア
10mスケール～
2013年12月版
2013年12月
2013年9月
2013年11月
6ルート同時

●
●
●
●
英語
英語
●
●
●
●
●
4×4
●
●

●（SDHC対応）
●

MP3/WMA/AAC

ー

●（ケーブル別途）
●（ケーブル別途）
●（ケーブル別途）
●（ケーブル別途）
●（ケーブル別途）
●（ケーブル別途）
●（ケーブル別途）

約2,000曲
（付属8GB SDカードの場合）

最大6倍速
●
●
●
●
●

50W×4
●（iPhone/Android）

家族のお出かけ検索
（iPhone/Android）

SDカード 16GB+8GB
7型
●

ホワイト
感圧式
●
●
●

1,333都市
10mスケール～
2014年4月版
2013年10月
2013年9月
2013年9月
6ルート同時

●
●
●
●
ー
ー
●
●
●
●
●
4×4
●

DVD-R/RWのみ
●（SDHC対応）

●
MP3/WMA/AAC 

*SD/USBはWAVも対応
WMV/MPEG-4/H.264 
*SD/USBソースのみ対応

●
●（ケーブル別途）

●
●（ケーブル別途）

ー
ー
●

約1,850曲
（付属8GB SDカードの場合）

最大8倍速
●
●
●
●
●

50W×4
●（iPhone/Android）

Linkwith
（iPhone/Android）

SSD 8GB
7型
ー

ホワイト
感圧式
●
ー
●

1,334都市
10mスケール～
2013年10月版
2013年10月
2013年3月
2013年3月
5ルート同時

●
●
●
●※2
ー
ー

ー（2Dジャイロ）
●
●
●
●
2×2
●
●

●（SDXC対応）
●

MP3/WMA/AAC/WAV/ 
FLAC/Vorbis ※3

WMV/MPEG-4/H.264

●
●（ケーブル別途）

●
ー
● ※4
● ※4
ー

SDカード（市販品）
に録音可能

最大4倍速
ー
●
●
●
●

50W×4
●（iPhone/Android）

KENWOOD Music Control
（Androidのみ）

三菱電機
C9M5

アルパイン
C9A7

パイオニア
C9PB

ケンウッド
C9K3

※1：CD音楽録音用SDカードが付属されています。（ケンウッドを除く）
※2：渋滞予測データは内蔵していません。FM VICSおよびビーコンで受信した渋滞情報に対してのみ対応となります。
※3：FLACとVorbisはUSBメモリーとSDカードのみ対応となります。※4：マスストレージ対応機器のみとなります。 
※5：Bose®サウンドシステム付車に装着した場合、本機能はありません。

※オーディオレス車用（Bose  サウンドシステム付車には装着できません）。○R

瞬間最大入力：120W
スピーカーサイズ：16cm　2WAY

※標準装備のフロントスピーカーと交換装着となります。

41 42



適用車両No.
KEEAW　103378～
KEEFW　112352～
KE2AW　122126～
KE2FW　127313～
KE5FW　100002～
KE5AW　100002～

2014.07
カタログNo.

発行年月日

31PC5J

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7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。

14.07～

※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。


