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自由気ままな休日ドライブも。ちょっとそこまでのお買物も。 

どこへお出かけしても颯爽としなやかに、自分のスタイルで乗りこなす。 

NEWデミオは、そんなアクティブなライフシーンを思いのままに演出できるクルマ。 

見た目も中身も自分らしくコーディネートすれば、 

気持ちもナチュラルでいられるから、 

いつものドライブに遊びゴコロをプラスしてみたり、 

自分のセンスとリズムで過ごす毎日をより心地よく。 



オシャレな街
中の風景に

溶け込むス
タイリッシュ

なデザイン
。 

思わず自慢
したくなる

ほどのルッ
クスは、い

つものドラ
イブにちょっ

とした 

優越感を与
えてくれる

。街の視線
を集めなが

らしなやか
に走りぬけ

るとき、

あなたとデミ
オは主役に

なる。 

フロントス
パッツ 

取付費込¥31
,815（消費税

抜¥30,300
） 

０１ 

リアルーフ
スポイラー

 
取付費込¥31

,290（消費税
抜¥29,800

） 

０２ 

リアスパッ
ツ 

取付費込¥31
,815（消費税

抜¥30,300
） 

０３ 

サイドアン
ダースポイ

ラー 
取付費込¥38

,010（消費
税抜¥36,2

00） 

０４ 

詳し
くは05

ペー
ジ 

ルックスにこだわる、居心地にこだわる、安全性にこだわる…。 

乗る人それぞれにライフスタイルがあるように、クルマも自分の個性が感じられるスタイルに仕上げたい。 

そんな自分好みのデミオを求めるあなたに、こだわりのアイテムをご用意しました。 

詳しくは25
ページ

 

灯に彩られた街並に、きらめく夜景。ナイトドライブには、室内の

雰囲気作りはかかせない。ほのかなイルミネーションで演出された

インテリアは、まるで隠れ家的な個室空間。オトナの雰囲気に浸り

ながら優雅に過ごしたい。 

ダッシュボードイルミネーション　 取付費込¥16,380（消費税抜¥15,600） １１ 

フットランプ＆イルミネーション 取付費込¥14,910（消費税抜¥14,200） １２ 

ドアポケットイルミネーション 取付費込¥11,130（消費税抜¥10,600） １３ 

スカッフプレート 取付費込¥13,650（消費税抜¥13,000） １０ 

詳しくは07
ページ

 

お財布にケータイ、ショッピングバッグ。お出かけアイテムの置き場所は、 

ドライブをスマートにする大切なポイント。使いやすいようにスッキリ 

まとめて、荷物もきちんと収納すれば、お買物だってもっと楽しくなる。 

 

グローブボックスポケット 取付費込    ¥8,190（消費税抜  ¥7,800） １６ 

マルチセンターコンソール 取付費込¥15,120（消費税抜¥14,400） １７ 

バゲッジネット 取付費込    ¥7,350（消費税抜  ¥7,000） １８ 

詳しくは09
ページ

 

慣れない場
所での駐車

、狭い道で
のすれ違い

。楽しいドラ
イブにも不

安は

つきもの。も
ちろん愛車

とずっと一
緒にいられ

ないときもあ
る。でも、家

族と

同じくらい大
切なクルマ

だからこそ、
どんなときで

もしっかり見
守りたい。 

オートミラ
ーシステム

 
取付費込¥24

,570（消費税
抜¥23,400

） 

２１ 

コーナーセン
サー（ボイス

付4コーナー
） 取付費

込¥70,770
（消費税抜

¥67,400） 

２２ 

ベーシックバ
ーグラアラー

ムシステム 
取付費込¥17

,640（消費税
抜¥16,800

） 

２６ 

詳し
くは11

ペー
ジ 

気になるお店へクルマでお出かけ。初めての場所でも、大好きな音楽と

ナビゲーションがあれば、移り変わる景色も楽しみながら気分も上々。

できることならいつまでも乗っていたい、ついそんな気持ちになる。 

ナビゲーション オーディオ 

バックモニター 

スマートインETCシステム 

詳しくは15
ページ

 



●装着位置イラスト

装着時（フロント）

ノーマル

装着時（リア）

ノーマル

　フロントスパッツ／※縁石や段差の大きい場所では路面と干渉する場合がありますので注意が必要です。フォグランプ＋フォグランプベゼルは含まれません。
　リアスパッツ／※26頁　マッドフラップ（リア）との同時装着はできません。　　サイドアンダースポイラー／※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。
　マフラーカッター／※縁石や段差の大きい場所では路面と干渉する場合がありますので注意が必要です。　　

０１ 

アイテム装着時の注意事項 ０３ ５３ 
０９ 

０４ ５３ 

ウインカーバルブ（シルバー） 
ウインカー点灯時は鮮やかなアンバー色に発光。消灯時はシルバーの輝きで落ち着いた印象に。
＜フロント用＞ 
取付費込 2ヶセット¥4,410（消費税抜¥4,200）本体価格¥3,150（消費税抜¥3,000）
C900 V7 217 ［EF8J］

＜リア用＞ 
取付費込 2ヶセット¥4,410（消費税抜¥4,200）本体価格¥3,150（消費税抜¥3,000）
C901 V7 217 ［EF8M］
全車

０６ 

マフラーカッター 
マフラー先端に装着して口径を60.5mm
にまでアップ。ボリューム感を持たせ、より
精悍にリアビューをドレスアップします。
取付費込¥3,465（消費税抜¥3,300）
本体価格¥2,835（消費税抜¥2,700）
D651 V4 260B ［EQ8Z］　

０９ 

全車

サイドマーカー 
メッキカバー 

ウインカーを縁取る美しい輝きが、ボディ
サイドの印象を高めるアクセントに。
取付費込 左右セット¥5,145 
（消費税抜¥4,900）
本体価格¥3,885（消費税抜¥3,700）
G22B V3 770 ［EP2B］　

全車

０７ 

フロントスパッツ 

取付費込¥31,815（消費
税抜¥30,300）

本体価格¥26,775（消
費税抜¥25,500）

D651 V4 900 ＊＊ ［DB
8R］　

＊全ボディ色を設定して
います。

全車（SPORT・13Sを
除く）

０１ 

リアスパッツ 

取付費込 左右セット¥31,815
 

（消費税抜¥30,300）

本体価格¥26,775（消
費税抜¥25,500）

D651 V4 930 ＊＊ ［DB
8S］　

＊全ボディ色を設定して
います。

全車

０３ 

サイドアンダースポイ
ラー 

取付費込 左右セット¥38,010
（消費税抜¥36,200）

本体価格¥30,450（消
費税抜¥29,000）

D651 V4 910 ＊＊ ［DB
8T］　

＊全ボディ色を設定して
います。

＊SPORT・13Sには標
準装備されています。

０４ 

全車（SPORT・13Sを
除く）

リアルーフスポイラー
 

取付費込¥31,290（消費
税抜¥29,800）

本体価格¥26,250（消
費税抜¥25,000）

D651 V4 920 ＊＊ ［DE
8B］　

＊全ボディ色を設定して
います。

＊SPORT・13Sには標
準装備されています。

０２ 

全車（SPORT・13Sを
除く）

装着前

装着前

フロントバンパーの左
右に装着することで、シ

ャープで洗練された表
情を演出。

フロントビューを美しくし
なやかな印象にドレス

アップします。

フロントビューをオシャ
レに演出。 ルーフラインと調和した

一体感のあるデザイン
。

リアビューにアクセント
を添え、大人っぽさを演

出します。

リアビューをよりスマー
トな印象に。 サイドビューを引き締める

、スッキリとしたシルエット
が印象的。

ボディラインとの一体感
が、上品でオシャレなスタ

イルを生み出します。
サイドビューをしなやか

に演出する。 

サイドビューとの統一感
を意識したスマートで洗

練されたデザイン。

一体感のある美しいフ
ォルムで引き締まったリ

アビューを表現します。
リアビューを美しく引き

締める。 

スタイリッシュなデザ
インにアクセントを添

え、オトナっぽさもか
わいさもアピールで

きる印象的なルック
スに。

見た目だけでなくドラ
イビングのトーンも変

わり、デミオに乗る喜
びがますますアップし

ます。

グレード：15C

ブルーミラー（撥水） 
ブルーの鏡面が、ヨーロピアンテイストを演出し、眩しさを軽
減します。更に撥水加工により、雨天時の視認性が向上、快
適なドライブをサポートします。鏡面交換タイプ。左右セット。

＜ヒーテッドドアミラー無車用＞
取付費込 左右セット ¥11,550（消費税抜¥11,000）
本体価格¥10,290（消費税抜¥9,800）
G33E V3 665 ［EN3B］
 

＜ヒーテッドドアミラー付車用＞
取付費込 左右セット ¥13,860（消費税抜¥13,200）
本体価格¥12,600（消費税抜¥12,000）
D01M V3 665 ［EN3B］　
　

2WD

e-4WD

０８ 

装着時 未装着時

＜マルチコーティング＞
ノーマルバンパー用フォグランプベゼルにマルチコーティングを装着した場合

＜クリア＞
ノーマルバンパー用フォグランプベゼルにクリアを装着した場合

＜ブルー＞
エアロバンパー用フォグランプベゼルにブルーを装着した場合

フォグランプ（マルチコーティング/ブルー/クリア）+フォグランプベゼル 
●ノーマルバンパー用 
＜マルチコーティング＞ 取付費込 左右セット¥43,260（消費税抜¥41,200）
＜ブルー＞ 取付費込 左右セット¥43,260（消費税抜¥41,200）
＜クリア＞ 取付費込 左右セット¥38,010（消費税抜¥36,200）
●エアロバンパー用 
＜マルチコーティング＞ 取付費込 左右セット¥45,360（消費税抜¥43,200）
＜ブルー＞ 取付費込 左右セット¥45,360（消費税抜¥43,200）
＜クリア＞ 取付費込 左右セット¥40,110（消費税抜¥38,200）
※価格や部品番号など詳細は28頁の表をご覧ください。

０５ 

＊各種カラーバリエーションは28頁をご覧ください。

アルミホイール（14×6J） 

取付費込 1台分¥105,964（消費税抜¥100,920）
※価格や部品番号など詳細は28頁の表をご覧ください。

７４ 

サイドアンダースポイラー

リアスパッツ

リアルーフスポイラー

フォグランプ

フロントスパッツ サイドアンダースポイラー

リアルーフスポイラー

アルミホイール
（14×6J）

3年 

3年 

3年 

3年 

3年 

3年 
1年 

3年 3年 

3年 
1年 

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用品および消耗品は除きます。
　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

3年
6万km  
保  証 



　 　シートカバー（ブラック/カームホワイト）／※26頁　ハーフカバーとの同時装着はできません。１４ アイテム装着時の注意事項 １５ ５１ 

シートカバー（ブラック） 
シンプルなブラックを採用したシートカバー。オシャレな
インテリアの雰囲気をいっそう高めます。
取付費込 1台分¥31,080（消費税抜¥29,600）
本体価格¥24,150（消費税抜¥23,000）
D653 V0 010 02 ［GA0S］

全車

１５ 

シートカバー（カームホワイト） 
車内をシックにドレスアップする、落ち着いた色調の
カームホワイトを採用しています。
取付費込 1台分¥31,080（消費税抜¥29,600）
本体価格¥24,150（消費税抜¥23,000）
D653 V0 010 74 ［GA0V］ 

全車（SPORTを除く）

１４ 

ダッシュボード
イルミネーション フットランプ＆イルミネーション

ドアポケット
イルミネーション

イルミネーションによる演出で車内の雰囲気をグンと高めるインテリア。幻想的に彩られたプライベート空間でとって          おきのナイトドライブが楽しめます。

ダッシュボードイルミネーション スモールライトに連動して点灯。
取付費込¥16,380（消費税抜¥15,600）本体価格¥12,600（消費税抜¥12,000）
D651 V7 070 ［FW1F］　 全車

１１ 

点灯時

ドアオープン時（フットランプ機能）

点灯時

フットランプ＆イルミネーション ドアオープン時、スモールライトに連動して点灯。取付費込 1台分¥14,910（消費税抜¥14,200）本体価格¥10,500（消費税抜¥10,000）
D651 V7 050 ［FL0D］　 全車

１２ 

ドアポケットイルミネーション イグニッションオンで点灯。フロントドア用。取付費込 ¥11,130（消費税抜¥10,600）本体価格¥7,350（消費税抜¥7,000）D651 V7 150 ［FL0L］　
全車

１３ 

リア

ロゴ

フロント

スカッフプレート 
ドアトリムのシルバー部分と一体感のあるデザインを採用。アルミ製のネームプレートにはエッチングによる車名ロゴ（フロントのみ）を入れています。
取付費込 1台分¥13,650（消費税抜¥13,000）本体価格¥10,500（消費税抜¥10,000）D651 V1 370 ［DM3X］　
全車

１０ 

スモールランプ点灯時、イルミネーションとして運転席と助手席の足元をやわらかな光で美しくドレスアップ。ドアオープン時は照度が上がって足元の安全確認もできます。

乗車時、足元からのやわらかな光で車内を演出。 

運転席と助手席のドアポケットの側面からほのかに照らすイルミネーション。ナイトドライブをさりげなく印象的に演出してくれます。

ドアポケットをほのかに照らす。 

※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。

スモールランプ点灯時（イルミネーション機能）

助手席側のダッシュボードにスティック状の発光体を採用。インテリア性の高いスマートな光のデザインが、車内の雰囲気をいっそう高めます。

スタイリッシュで美しい光が印象的。 

アロマクルージング 
※詳しくは23頁をご覧ください。

３２ 

3年 

3年 

3年 

3年 

3年 
1年 

マツダ純正純正アクセサリーは、3年6万kmkm保証付保証付です。 
※ただし、一部用品一部用品とマツダスピード用品用品および消耗品消耗品は除きます。
　保証期間　保証期間は右記右記マークで表示表示しております。

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用品および消耗品は除きます。
　保証期間は右記マークで表示しております。

3年6万kmkm保証付保証付

1年2万kmkm保証付保証付

3年6万km保証付

1年2万km保証付

3年
6万km  
保  証 

3年 

3年 

3年 



ブラック 

　ラゲッジルームマット／※10頁　ラゲッジルームトレイ、26頁　スペアタイヤアタッチメントとの同時装着はできません。　
　ラゲッジルームトレイ／※10頁　ラゲッジルームマット、26頁　スペアタイヤアタッチメントとの同時装着はできません。
１９ 

アイテム装着時の注意事項
２０ 
１９ ５９ 

５９ 
２０ 

ラゲッジルームマット 
黒のカーペット生地を採用し、荷室内をより美しくコーディネート。
荷物の保護にも役立ちます。
取付費込¥11,760（消費税抜¥11,200）
本体価格¥10,500（消費税抜¥10,000）
D01G V0 381 ［FH1J］　

１９ 

ラゲッジルームトレイ 
水に濡れたり汚れたりした荷物でも無造作に積み込める樹脂製の丈夫なトレイです。
水濡れや汚れた荷物ときれいな荷物が混ざるのを防げるよう、便利な可変式の
パーティション1枚を設けています。
取付費込¥13,230（消費税抜¥12,600）
本体価格¥12,600（消費税抜¥12,000）
D651 V0 370 ［FU8R］　
全車

２０ 

●携帯電話※やMDなどの収納
に

●ポケットティッシュの置き場
所に

●小さい地図や封筒の保管
などに

使い勝手抜群の便利な収納
ボックス。 

●整理が面倒なCDやMDな
どの保管に（CDは4枚・MDは3枚

収納可能）

●よく使う携帯電話やお財布
の置き場所に

●ペンや化粧品など小物の
収納に

こんな時に 
便利 

標準装備のグローブボックス

こんな時に 
便利 

グローブボックスポケット 

取付費込¥8,190（消費税抜¥7,80
0）

本体価格¥6,300（消費税抜
¥6,000）

D651 V0 865 ［FU5X］　

全車

１６ 

マルチセンターコンソール 

必要な時すぐ手の届くコンソー
ル部分に設置できる収納ボッ

クス。

底部に敷いたフェルトで、CDな
ど収納物による音や収納物の

キズを防ぎます。

荷物をネットでしっかりキープ
。 

●ショッピング袋を倒さずに
固定したい時に

●ハンドバッグを立たせて置
きたい時に

●壊れやすい荷物の持ち運
びに

こんな時に 
便利 

助手席にショッピング袋やハ
ンドバッグなど不安定な荷物

を倒れないように固定。

細かい編み目のやさしい素材
で座面に敷いても座り心地を

そこないません。

ケータイやポケットティッシュ
など小物をスッキリまとめる。

 

グローブボックス内にポケット
を設置し、小物をきちんと整理

。すぐに取り出せるうえ、ワンタ
ッチでフタの開け閉めができま

す。

バゲッジネット 

グローブボックスポケット 

■各収納スペースサイズ

③

①

②

装着時
標準装着のセンターコンソー

ルマルチセンター
コンソール

マルチセンターコンソール 

取付費込¥15,120（消費税抜¥14
,400）本体価格¥12,600（消

費税抜¥12,000）

D651 V0 620 ［FK0G］　

全車１７ 

①タテ：145ｍｍ ヨコ：48mm
 深さ：110mm

②タテ：  60ｍｍ ヨコ：45mm
 深さ：  85mm

③タテ：110ｍｍ ヨコ：28mm
 深さ：  60mm

使用時

バゲッジネット 

助手席用。

取付費込¥7,350（消費税抜¥7,000）

本体価格¥6,720（消費税抜
¥6,400）

D651 V1 530 ［FT5C］　

全車

１８ 

使わない時は助手席の座面に

マジックテープで固定できます
。

化粧品やケータイ、CDなど
置き場所に困る小物をスッ

キリ整理・整頓。また、ショッ
ピングが快適になる工夫も

しっかり。

収納上手なアイテムを揃え
るだけで、ドライブもお買物

もスマートになります。

※携帯電話の機種によっては
収納できないものもあります。

ポケットを閉めた状態

全車

3年 

3年 

3年 

3年 

3年 

3年 
1年 

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用品および消耗品は除きます。
　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

3年
6万km  
保  証 

標準装備のグローブボックス
グローブボックスポケット装着時

グローブボックス
ポケット内



ドライバーの 
車両感覚をサポート。 
前方や後方の障害物をブザー
音でお知らせ。ドライバーの
車両感覚をサポートし、接触
防止に役立ちます。

オートミラーなら狭い 
場所での駐車も安心！ 
 狭い場所での駐車は、斜め後の
視界が見えづらいので不安なこと
がいっぱい。オートミラーなら助手
席側ミラー面の角度が下向きに
変わるので、斜め後のスペースを
簡単に確認できます。周りの車や
障害物などの位置をしっかり見て、
スムーズに安心して駐車ができます。

込み入ったパーキングや 
狭い道でもコーナーセンサー 
で自信を持って運転！ 
 スペースがあまりない込み入った
パーキング、狭い道での対向車との
すれ違いなどちょっと心配になる場
面など。ブザー音と音声ガイドが
前方や後方の障害物の位置を知ら
せてくれるので車幅をつかみやすく、
接触を未然に防ぐことができます。
車両感覚にちょっと不安なあなた
でも自信を持って運転できます。

見えにくい後方の 
障害物もバックモニターで 
しっかりキャッチ！ 
 バックするときどうしても気になるのが
リアバンパー後方の視界。「ルーム
ミラーやドアミラーを見ても」、「直接
窓から覗いても」確認しづらい後方
の障害物。バックモニターならナビ
ゲーション画面で後方の視界を確認
することができます。

作動時はブザーでお知らせ。

お客様のカーライフに 
応じた防犯システムが 
選べます。 

詳しくは 
次の 
ページへ 

●車上ねらいや車両盗難などの
　防犯対策に
●夜間や長時間駐車する場合の
　セキュリティに
●屋外など管理が行き届かない
　場所での駐車に

■視野範囲イメージ図

通常時のドアミラーでの視野範囲
オートミラーシステムでの視野範囲

駐車場にキレイに停める。すれ違うときも車幅をきちんと見きわめる。

車上ねらいなどを防ぐためにセキュリティを充実させる。

きめ細やかな「サポート」とハイレベルな「安心」を実現するセレクションです。

オートミラーシステム 
取付費込¥24,570（消費税抜¥23,400）
本体価格¥18,900（消費税抜¥18,000）
D651 V7 370A ［EN4J］　

２１ 

コーナーセンサー（ボイス付4コーナー） 

●セット 取付費込¥70,770（消費税抜¥67,400）［EQ5C］
¡本体 本体価格¥46,200（消費税抜¥44,000）C902 V7 280 
¡取付キット 本体価格 ¥9,450（消費税抜 ¥9,000） D651 V7 284 

全車

２２ 

こんな時に便利 

作動時

通常時システムスイッチ部
「通常の視野範囲」でミラーを
確認したい場合に使用。

リア

フロント

オートミラー格納イメージ

賢く使おう 
駐車サポートアイテム 

駐車場にまっすぐ止めたい。 
狭い場所での駐車が不安な方もこれで安心。 

●見通しの悪い場所での駐車に
●低速時の幅寄せや縦列駐車に
●狭いスペースに駐車する時のサイドの確認に

こんな時に 
便利 

オートミラーシステム 

シフトレバーをリバースに入れると、助手席側のドアミラー鏡面が下向きになり、左タイヤ付近の確認が
しやすくなる「リバース連動ミラー」とミラーを自動で格納する「ドアミラー自動格納」の2つの機能があります。
ドアミラー自動格納はキーレスのロックに連動してミラーを閉じ、キーをACCの位置までまわすと開きます。

音とボイスで教えてくれるから 
視界の悪いところへ駐車する時も安心。 

●バックでの車庫入れや縦列駐車に
●込み入った場所での駐車や幅寄せに
●狭い曲がり角での取り回しに

こんな時に 
便利 

低速時の狭い路地での走行や、縦列駐車・車庫入れ・幅寄せなどの際に超音波センサーが近距
離の障害物などを検知。音声ガイド（9パターン）とブザー音、さらに車内の表示ランプで障害物の
位置や距離をお知らせし、スムーズなハンドル操作をサポートします。

コーナーセンサー（ボイス付4コーナー） 

防犯にも気を配りたい 
あなたにおすすめ！ 

バーグラアラーム 

　コーナーセンサー（ボイス付4コーナー）／※11頁　　コーナーセンサー
（フロント2コーナー/リア2コーナー）、12頁　コーナーガイド（自光式）との同
時装着はできません。　コーナーセンサー（フロント2コーナー）／※11頁　
コーナーセンサー（ボイス付4コーナー）、12頁　コーナーガイド（自光式）との
同時装着はできません。　　コーナーセンサー（リア2コーナー）／※11頁
　コーナーセンサー（ボイス付4コーナー）との同時装着はできません。
　コーナーガイド（自光式）／※11頁　コーナーセンサー（ボイス付4コーナ
ー）、11頁　コーナーセンサー（フロント2コーナー）、27頁　ボディカバーと
の同時装着はできません。

アイテム装着時の注意事項

※バックモニターの詳細については21頁をご覧ください。

安全運転をサポート。 
車両との距離感を直接目で見て
確認。夜間はスモールライトと
連動してポール先端部がブルー
に発光するので、暗い場所でも
安心です。

コーナーガイド（自光式） 
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。
取付費込¥14,150（消費税抜¥13,477）
本体価格¥11,000（消費税抜¥10,477）
D651 V4 180 ［EP0G］
全車

２５ 

点灯時 通常時

コーナーセンサー（フロント2コーナー） 
前方の障害物との接触防止をブザー音でサポート。
キャンセルスイッチ付。
● セット 取付費込¥36,120 
 （消費税抜¥34,400）［EQ5D］
¡本体
 本体価格¥21,000（消費税抜¥20,000）C902 V7 300
¡取付キット  
 本体価格¥6,300（消費税抜¥6,000）D651 V7 304 

全車

２３ コーナーセンサー（リア2コーナー） 
後方の障害物に近づくとブザー音でお知らせ。
ブザー音は障害物との距離に応じて変化し、ドライバー
の車両感覚をサポートします。
● セット 取付費込¥34,230 
 （消費税抜¥32,600）［EQ5E］
¡本体
 本体価格¥21,000（消費税抜¥20,000）C902 V7 290 
¡取付キット  
 本体価格¥6,300（消費税抜¥6,000）D651 V7 294 
全車

２４ 

フロント リア
キャンセルスイッチ部
（フロント2コーナー用）

全車

3年 

3年 

3年 3年 3年 

２２ ２４ ２３ 

２３ ２２ 

２４ 
２２ 

２５ 

２２ 
２３ 

２５ 
６１ 

２５ 

混雑していても 
駐車がスムーズね 

苦手なバックも 
安心ね 

左斜め後も簡単に 
確認できるわ 

障害物の位置を9パターン
の音声でお知らせ

ブザー音で障害物との
距離を警告

表示ランプで障害物との
距離を確認

（例）「右前です！」

3年 
1年 

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用品および消耗品は除きます。
　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

3年
6万km  
保  証 



点滅パターンで
異常レベルを確認

パニック
ボタン

　ベーシックバーグラアラームシステム・　アクティブバーグラアラームシステム・　プレミアムバーグラアラームシステム・　マルチインフォメーションエンジンスターターシステム／※共に同時装着はできません。 
　異常通報システム／※　ベーシックバーグラアラームシステム・　プレミアムバーグラアラームシステム・　ベーシックエンジンスターターシステム・　マルチインフォメーションエンジンスターターシステムとの同
時装着はできません。　ベーシックエンジンスターターシステム／※　プレミアムバーグラアラームシステム・　マルチインフォメーションエンジンスターターシステムとの同時装着はできません。            
※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。            

アイテム装着時の注意事項

プレミアムバーグラアラームシステム 上記すべての機能を盛り込んだ   フルスペック バーグラアラーム＆エンジンスターターシステム

エンジンスタート後のエンジン始動状態・車内温度等をMIスティックで確認できます。
バーグラアラーム作動時にはMIスティックに通報します。

車両の異常をキャッチすると、 
レベルに応じてLEDとブザーで知らせる 
携帯機の追加も可能です。 

離れた場所からエンジン始動。出発前に車内は快適です。

バーグラアラーム機能 周辺監視機能 

車両への接近者を監視し、イタズラを受ける前に警告します。

エンジンスターター機能 アンサーバック機能 異常通報機能 

エンジンスターター機能 アンサーバック機能 異常通報機能 バーグラアラーム機能 

●周辺監視センサー感知状況 

プラス 
アイテム 

LEDインジケーターが点滅
「監視システム作動中です」の音声

のぞき込み 

LEDインジケーターが
点滅

接近 

LEDインジケーターが点滅
「異常を感知しました」の音声

侵入 

特殊なセンサーが車両周辺の異常を感知し、接近者の「接近・のぞき込み・
侵入」にLEDインジケーターとボイスアラームで警告を発します。

［周辺監視機能］ 

アクティブバーグラアラームシステム 

マルチインフォメーションエンジンスターターシステム 

ベーシックエンジンスターターシステム 

バーグラアラーム機能 

不正な方法でドアかボンネットが開けられた時にホーンで警告します。

ベーシックバーグラアラームシステム 

バーグラアラーム機能 エンジンスターター機能 

周辺監視機能 

●周辺監視センサー感知状況 

自己学習機能により周辺状況に応じた 
異常判定基準を更新・設定し、誤作動を低減することができます。 

音声を鳴らしたくない場所では、音声キャンセルスイッチをOFFにして音声を消すことができます。（音量の変更はできません。）
■音声キャンセルスイッチ

■LEDインジケーター
※周辺環境及び
　設定内容により
　異なります。

■検知エリア
反応レベルに応じて
LEDインジケーターの
点滅回数が変わりま
す。感度はLEDイン
ジケーター横のダイ
ヤルで調整可能です。

LEDインジケーターが点滅
「異常を感知しました」の音声

侵入 

LEDインジケーターが点滅
「監視システム作動中です」の音声

のぞき込み 

LEDインジケーターが
点滅

接近 

特殊なセンサーが車両周辺の異常を感知し、接近者の「接近・のぞき込
み・侵入」にLEDインジケーターとボイスアラームで警告を発します。

［周辺監視機能］ 

ドア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」

ボンネットOPEN「プップップッ」

ドアOPEN「プップップッ」

ボンネットOPEN「プップップッ」

［アンサーバック機能］ 

MIスティックのインフォメーションボタンを
操作すると、右記の状態が確認できます。 ※アイドリング時間の設定は4段階（5分・10分・20分・30分）から選べます。

●エンジン状態
　（始動・停止）

●リアウインドー
　デフォッガーの
　（ON・OFF）状態

●通信エリア外表示 ●電池残量
　LOW表示

●アイドリング残時間※ ●車内温度

■サイズ／W32×H18×L104.1（リング部を含む）/88（リング部を除く）mm  
■重量／約50g（電池（CR2032）2ヶ含む）　■生活防水機能付

メタリックのシャープなスタイリングで、車両への操作を側面、携帯機自体の操
作を表面に集中させ機能性を追求。通常時はブラックアウトさせ表示時にアイ
コンだけが浮かび上がるようなデザインとし、アクセサリー感覚を高めています。

［エンジンスターター機能］ 
離れた場所から
エンジン始動。

インフォメーションスタート ストップ カーファインド

ミュート

［カーファインド機能］ 
カーファインドボタンを押すと（3秒未満）、ハザード点
滅により愛車の位置を知らせます。

［リアウインドーデフォッガー機能］ 
車内温度が約3℃以下の時、自動でリアウインドーデ
フォッガーをONにします。

［アンサーバック機能］ 

MIスティックのインフォメーションボタンを
操作すると、右記の状態が確認できます。 ※アイドリング時間の設定は4段階（5分・10分・20分・30分）から選べます。

●エンジン状態
　（始動・停止）

●リアウインドー
　デフォッガーの
　（ON・OFF）状態

●通信エリア外表示 ●電池残量
　LOW表示

●アイドリング残時間※ ●車内温度

［カーファインド機能］ ［リアウインドーデフォッガー機能］ 

［エンジンスターター機能］ 
寒い季節の暖気運転や発進前の冷暖房に役立ちます。

［バーグラアラーム機能］ 

［バーグラアラーム機能］ 

［エンジンスターター機能］ 

［周辺監視機能］ 

［バーグラアラーム機能］ ［周辺監視機能］ 

［エンジンスターター機能］ 

［バーグラアラーム機能］ 

［アンサーバック機能］ ［異常通報機能］ 

［エンジンスターター機能］ ［アンサーバック機能］ ［異常通報機能］ 

※反応レベルは目安です。周囲の環境によって反応は上記と異なる場合があります。

※システム作動時には音声キャンセル・感度調整はできません。システムセット時の設定状態のみ有効です。

異常通報システム 

¡使用電池：CR2032×2ヶ　¡電池寿命：約8ヶ月※電池寿命は使用する環境・条件により異なります。
※価格や部品番号など詳細は28頁の表をご覧ください。
※異常通報システムの携帯機は9ヶまで増やすことができます。

28

全車

※装着の際には、アクティブバーグラアラームシステムが別途必要です。

感度調整
ダイヤル

●ドア・ボンネットを開けられた状態
ドアのアイコンが点滅

●バーグラアラーム機能からの異常通報
約20分間表示します

●セキュリティ状態
セキュリティ作動状態

●異常レベル別ブザー音設定
    （レベル別ミュート機能）

●携帯機エリア確認機能
通信可能エリアかどうかをチェ
ックできます（200m程度）
※周辺状況又は、アンテナの伸縮により 
　通信距離は異なります。

●パニックアラーム
車両ホーンを鳴らしハザードを
点滅させることができます。

●ミュート機能
●履歴表示機能
過去20分における最新の異常
通報値を確認することができます。

［異常通報機能］ 

●ドア・ボンネットを開けられた状態
ドアのアイコンが点滅

●バーグラアラーム機能からの異常通報
約20分間表示します

●セキュリティ状態
セキュリティ作動状態

●パニックアラーム
●異常レベル別ブザー音設定 
　（レベル別ミュート機能）
●携帯機エリア確認機能
●履歴表示機能
●ミュート機能

［異常通報機能］ 

点滅パターンで
確認可能

●周辺監視機能からの異常通報

ドアOPEN「プップップッ」

ボンネットOPEN「プップップッ」

ベーシックバーグラアラームシステム 
取付費込システム合計価格¥17,640（消費税抜¥16,800）
※価格や部品番号など詳細は28頁の表をご覧ください。

２６ 

全車

アクティブバーグラアラームシステム 

取付費込システム合計価格¥52,290（消費税抜¥49,800）
※価格や部品番号などの詳細は28頁の表をご覧ください。

２７ 

全車

プレミアムバーグラアラームシステム 

取付費込システム合計価格¥131,250（消費税抜¥125,000）
［MIスティック仕様］
¡使用電池：CR2032×2ヶ　
¡電池寿命：エンジンスターターのみで使用の場合、約1年。異常通報機能でリモコン受信モードを「ON」にして使用の場合約2ヶ月。
※電池寿命は使用する環境・条件により異なります。
※MIスティックは車両1台につき1ヶ装着できます。 　※価格や部品番号など詳細は28頁の表をご覧ください。

２９ 

ベーシックエンジンスターターシステム 
＜イモビライザー付車用＞ 取付費込システム合計価格¥55,965（消費税抜¥53,300）
＜イモビライザー無車用＞ 取付費込システム合計価格¥41,160（消費税抜¥39,200）
離れた場所からスイッチひとつでエンジンを始動・停止。寒い季節の暖気運転や発進前の冷暖房に役立ちます。
アイドリング時間の設定は3段階（5分・10分・20分）から選べます。生活防水機能付。
［リモコンエンジンスターター仕様］
¡使用電池：CR2032×1ヶ 　¡電池寿命：約2年。※電池寿命は使用する環境・条件により異なります。
※価格や部品番号など詳細は28頁の表をご覧ください。

３１ 

CVT・AT

マルチインフォメーションエンジンスターターシステム 

取付費込システム合計価格¥96,600（消費税抜¥92,000）
［MIスティック仕様］
¡使用電池：CR2032×2ヶ¡電池寿命：エンジンスターターのみで使用の場合、約1年。
異常通報機能でリモコン受信モードを「ON」にして使用の場合、約2ヶ月。
※電池寿命は使用する環境・条件により異なります。
※価格や部品番号など詳細は28頁の表をご覧ください。
※MIスティックは車両1台につき1ヶ装着できます。

３０ 

CVT・AT

異常を感知しました。

監視システム作動中です。

異常を感知しました。

監視システム作動中です。

3年 
1年 

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用品および消耗品は除きます。
　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

3年
6万km  
保  証 

警告ステッカー

ドア（リフトゲート含む）＆
ボンネットが無理矢理
こじ開けられた際、
「車両ホーン」で警告！ 
警告ステッカー付。

［バーグラアラーム機能］ （バーグラアラーム・ベースキット機能） 

システム作動時は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。

作動時

警告ステッカー

ドア（リフトゲート含む）＆ボンネットが
無理矢理こじ開けられた際、
「車両ホーン」で警告！警告ステッカー付。

［バーグラアラーム機能］ 
（バーグラアラーム・ベースキット機能） 

システム作動時は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。

作動時

警告ステッカー

ドア（リフトゲート含む）＆ボンネットが
無理矢理こじ開けられた際、
「車両ホーン」で警告！警告ステッカー付。

［バーグラアラーム機能］ （バーグラアラーム・ベースキット機能） 

システム作動時は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。
作動時

ドア（リフトゲート含む）＆ボンネットが
無理矢理こじ開けられた際、
「車両ホーン」で警告！警告ステッカー付。

［バーグラアラーム機能］ 
警告ステッカー

（バーグラアラーム・ベースキット機能） 

システム作動時は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。

作動時

3年 

3年 

3年 

3年 

3年 

3年 

50cm
100cm

CVT・AT

２６ 
２８ ２６ 

３１ ２９ ３０ 
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２７ ２９ ３０ 



安心の3年6万km保証 

「安心」「お任せ」「ジャストフィット」。 
MAZDAの純正ショップオプションナビゲーション。 

車種専用設計なのでジャストフィット取付け 

［クラリオン］
 CD/MDコンビ
￥47,490

［クラリオン］
 CD/USBコンビ
￥38,040

［クラリオン］
 CD/USBコンビ
￥32,790

●オーディオ主要機能表 

主 要 機 能商 品 名

●標準装備状況表［ショップオプションナビゲーション／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。］ ●：標準装備　△：メーカーオプション　－：装着不可
グレード

装　備　内　容

2スピーカー（フロントドア×2）

AM/FMラジオ/CDプレーヤー

6スピーカー（フロントドア×2/リアドア×2/ドアミラーガーニッシュツィーター×2）

AUXジャック（外部入力端子）

オーディオレス

13C

△

●

△

13C-V

△

●

△

13S

△

●

△

15C

△

●

△

SPORT

△

－

●

CD-R/
RW

MD/
MDLP

MDグループ再生
Net MD

iPod
コントロール

USB
スロット

前面
AUX端子

AM
FM

DSP
EQ

アンプ出力
最大50W×4

MP3/
WMA
AAC

CD-R/
RW

MD/
MDLP

MDグループ再生
Net MD

iPod
コントロール

USB
スロット

前面
AUX端子

AM
FM EQ

アンプ出力
最大50W×4

MP3/
WMA
AAC

CD-R/
RW

MD/
MDLP

MDグループ再生
Net MD

iPod
コントロール

USB
スロット

前面
AUX端子

AM
FM EQ

アンプ出力
最大50W×4

MP3/
WMA
AAC

［クラリオン］
 CDコンビ
￥24,915

CD-R/
RW

MD/
MDLP

MDグループ再生
Net MD

iPod
コントロール

USB
スロット

前面
AUX端子

AM
FM EQ

アンプ出力
最大45W×4

MP3/
WMA
AAC

●ナビゲーション周辺機器 

バック
モニター

バックのときの後
方視界の確認をサ
ポートします。

多彩なシステムアップに対応 
※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は右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」は国内及びその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。  ※Bluetooth  は米国Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。
※ナビゲーションに収録されているデーター内容、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マツダ純正ナビゲーション及びオーディオシステムは、オーディオレス車専用です。
※マツダ純正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。従いまして
― マツダ純正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ETCシステム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。

ナビゲーション／オーディオに関する注意 

※装着イメージ（ハメコミ合成です。）

［サンヨー］
 HDDナビゲーション
￥317,300

●ナビゲーション主要機能表 

主 要 機 能商 品 名

［クラリオン］
 HDDナビゲーション
￥243,400

7型
モニター
（VGA）

CD／DVDHDD
40GB

渋滞予測 音楽録音
約4,000曲

7型
モニター
（VGA）

HDD
40GB

住所検索
約3,540万件

地デジ
（ワンセグ）

音楽録音
約4,000曲

iPod接続
対応

Bluetooth
内蔵

iPod接続
対応

Bluetooth
内蔵

地デジ
（12セグ）
（ワンセグ）

住所検索
約3,400万件

地図縮尺
5mスケール～

地図縮尺
10mスケール～ 渋滞予測 CD／DVD

○R

○R

全モデル地デジ内蔵 

［パイオニア］
 HDDナビゲーション
￥243,400

7型
モニター

HDD
40GB

住所検索
約3,450万件

地デジ
（ワンセグ）

音楽録音
約2,400曲

音楽録音
約2,400曲

iPod接続
対応

地図縮尺
10mスケール～ 渋滞予測 CD／DVD Bluetooth

対応

○R

［サンヨー］
 メモリーナビゲーション
￥167,800

7型
モニター

フラッシュ
メモリー
4GB

住所検索
約3,400万件

地デジ
（ワンセグ）

音楽録音 音楽録音
約2,400曲

iPod接続
対応

地図縮尺
25mスケール～ 渋滞予測 CD Bluetooth

対応

○R

※12セグ内蔵はサンヨー製HDDナビゲーションのみ 

外部
入力

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。

VICS Blue
tooth

iPod USB
iPodに保存した音
楽を車内で楽しむ
ことができます。

USBメモリーに保存
した音楽を車内で楽
しむことができます。

光・電波ビーコンに
対応し、詳細な道路
情報がわかります。

Bluetooth でハンズ
フリー通話や音楽
再生ができます。

○R

ETC
連動

キャッシュレスで料金支払
いがスムーズ。ナビゲー
ションとの連動もできます。

● ● ● ● ●

△ △ △ △ △

15・16頁のマツダ純正アクセサリーは、3年6万km保証付です。 
3年

6万km  
保  証 

○R

メリット 1

メリット 3

メリット 2

メリット 4



サンヨー製 クラリオン製 機能あり 機能なし

17・18頁のマツダ純正アクセサリーは、3年6万km保証付です。 
3年

6万km  
保  証 

12セグ＋ワンセグ内蔵、高精細VGAモニターに加え 
充実のAV機能を搭載したハイエンドナビ。 

オーディオレス車用 

本体価格￥294,800（消費税抜¥280,762）

システムアップアイテム　周辺機器とナビゲーションの組み合わせでもっと便利に快適に！

※ナビゲーションと連動させるには、拡張ケーブル［本体価格¥6,300（消費税抜¥6,000）
C9YA V6 381［HC5Z］］が別途必要です。

※ナビゲーションと連動させるには、拡張ケーブル［本体価格¥5,250（消費税抜¥5,000）
C9M9 V6 381 CL［HC5X］］が別途必要です。

高精細VGAモニター搭載、ガイドブック感覚の表示など 
エンターテインメント機能が充実。 

オーディオレス車用 

本体価格￥220,900（消費税抜¥210,381）

※各システムの詳細は29頁をご覧ください。
※商品について詳しくは『ナビゲーション＆オーディオ商品カタログ』をご覧ください。

システムアップアイテム　周辺機器とナビゲーションの組み合わせでもっと便利に快適に！

機能あり 機能なし

詳しくは21頁を
ご覧ください。

詳しくは22頁を
ご覧ください。

ETC
連動

外部
入力

バック
モニター

詳しくは21頁を
ご覧ください。

詳しくは22頁を
ご覧ください。

ETC
連動

外部
入力

バック
モニター

※画面はハメコミ合成です。  ※iPod本体、SDメモリーカード、USBメモリーは別売（市販品）です。　※1：AACはCD-R/RWからの再生はできません。  ※2：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。  ※3：iPod shuffle及びDockコネクタなしのiPodへの接続はできません。iPodビデオの再生が可能です。ただし、iPod touchのビデオ再生には対応していません。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。

※画面はハメコミ合成です。  ※iPod本体、SDメモリーカード、USBメモリーは別売（市販品）です。　※1：USBメモリーを接続するには、USB接続アダプターが別途必要です。  ※2：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。  ※3：iPod shuffle及びDockコネクタなしのiPodへの接続はできません。iPodビデオの再生が可能です。ただし、iPod touchのビデオ再生には対応していません。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。

〔表示機能〕●詳細市街地図／1,161エリア●縮尺切替／5mスケール～ 
〔検索機能〕●ルート検索／5ルート同時　●住所検索／約3,400万件 

●職業別電話番号検索／全国約1,000万件
●個人宅電話番号検索／約3,000万件 

〔データ内容：2008年6月版〕●地図データ／2007年12月
●交通規制データ／2007年4月
●電話番号データ／2007年10月

ナビゲーション 
主要機能 

「12セグ・ワンセグチューナー内蔵」で高画質＆多彩なサービスに対応 

高画質・高精細な映像を誇る「広視野角＆VGAモニター」 

通常の車載モニターの約4倍、115万画素の高精細

VGAモニターを搭載。緻密な地図画面や３Ｄ描画を

なめらかに見やすく表示するとともに、地上デジタル

放送やDVDビデオの映像も臨場感豊かな鮮明画像

で映し出します。また、上下・左右どの方向からも見や

すい広視野角LCDを採用。運転席からも助手席か

らも、またナビ取付け面が傾斜している車種でも、き

れいな映像が見られます。

〔表示機能〕● 詳細市街地図／1,375エリア● 縮尺切替／10mスケール～ 
〔検索機能〕● ルート検索／最大8ルート同時　● 住所検索／約3,540万件 

● 職業別電話番号検索／全国約1,000万件
● 個人宅電話番号検索／約3,000万件 

〔データ内容：2008年6月版〕● 地図データ／2007年10月
● 交通規制データ／2007年4月
● 電話番号データ／2007年11月

ナビゲーション 
主要機能 

高画質・高精細な映像を誇る「広視野角＆VGAモニター」 

地図と同時に周辺スポット情報を画像で表示「ピクチャービュー」 

バック
モニター

外部
入力 VICS

iPod
※3

USB

ETC
連動

取付費込システム合計価格¥317,300（消費税抜¥302,191）［KR2E］
システムNo.8YH0V501［サンヨー］HDDナビゲーションシステム 

バック
モニター

外部
入力

VICS

iPod
※3

ETC
連動

取付費込システム合計価格¥60,900（消費税抜¥58,000）［KF1P］ システムNo.BCDE0A
521［クラリオン］バックモニターシステム 

取付費込システム合計価格¥12,600（消費税抜¥12,000）［KG2S］ システムNo.RCAV0

551 外部入力端子（映像・音声） 

取付費込システム合計価格 ¥14,700 （消費税抜 ¥14,000） ［KA1F］
取付費込システム合計価格 ¥8,400 （消費税抜 ¥8,000） ［KR2J］

561［サンヨー］iPod接続アダプターシステム 

システムNo.PDYC2

システムNo.PDYC1
ナビゲーションと同時に 
取付作業をする場合 

ナビゲーションと同時に 
取付作業をする場合 システムNo.VCYB2

取付費込システム合計価格¥36,351（消費税抜¥34,620）［KZ0E］
取付費込システム合計価格¥29,190（消費税抜¥27,800）［KV1D］

システムNo.VCYB1A

581［サンヨー］VICSビーコンシステム 

取付費込システム合計価格¥27,080（消費税抜¥25,791）［HC3P］ システムNo.8META

661［三菱電機］スマートインETCシステム（音声タイプ） 

取付費込システム合計価格¥27,080（消費税抜¥25,791）［HC3P］ システムNo.8META

661［三菱電機］スマートインETCシステム（音声タイプ） 

取付費込システム合計価格¥243,400（消費税抜¥231,810）［KD0A］
システムNo.8CH0V504［クラリオン］HDDナビゲーションシステム 

取付費込システム合計価格¥60,900（消費税抜¥58,000）［KF1P］ システムNo.BCDE0A
521［クラリオン］バックモニターシステム 

取付費込システム合計価格¥15,750（消費税抜¥15,000）［KG2W］ システムNo.RCAV3

554 外部入力端子（映像・音声） 

取付費込システム合計価格 ¥11,550 （消費税抜 ¥11,000） ［KA0Z］
取付費込システム合計価格 ¥5,250 （消費税抜 ¥5,000） ［KE0J］

574［クラリオン］USB接続アダプターシステム 

システムNo.USCA2

システムNo.USCA1
ナビゲーションと同時に 
取付作業をする場合 

ナビゲーションと同時に 
取付作業をする場合 

取付費込システム合計価格¥16,800（消費税抜¥16,000）［KA0F］
取付費込システム合計価格¥10,500（消費税抜¥10,000）［KE0H］

564［クラリオン］iPod接続アダプターシステム 

システムNo.PDCD2

システムNo.PDCD1
ナビゲーションと同時に 
取付作業をする場合 

取付費込システム合計価格¥36,561（消費税抜¥34,820）［KZ0H］
取付費込システム合計価格¥29,400（消費税抜¥28,000）［KE0D］

システムNo.VCCA1A

584［クラリオン］VICSビーコンシステム 

システムNo.VCCA2

MD
録音可能曲数 
約4,000曲 

最大14倍速 
録音 

疑似5.1ch 
DSP/EQ

最大 
45W×4

SDカード/ 
USBメモリー対応 

Bluetooth 
内蔵※2

AM/FM
地デジ 

（12セグ） 
地デジ 

（ワンセグ） 
TV 

（アナログ） 
DVDビデオ 
DVD±R/RW

CD 
CD-R/RW

MP3/WMA/ 
 AAC※1

HDD 
40GB

7型モニター 
（VGA） 

広視野角 
モニター 

ボイス 
コントロール 

タッチパネル 渋滞予測データ 
VICS 

（FM多重） 

家庭用TV向け電波の12セグ受信により高画質な映像

と「データ放送」「電子番組ガイド」「緊急警報放送」な

どの多彩なサービスが利用できます。チューナー内蔵な

のでチューナーを置くスペースも必要ありません。また、4

チューナー×4アンテナによりワンセグに比べ受信エリア

の狭い12セグ電波も様々な方向から電波を受信し高速

処理、安定した受信性能を実現しました。

4チューナー×4アンテナで受信性能を向上

■ 従来モデル 

従来の12セグ受信エリア 従来の12セグ受信エリア 

ワンセグ受信しか 
できなかったエリア 

■ 2008年モデル 

QVGAの画像高精細VGAの画像
※写真はイメージです。

4チューナー×4アンテナで受信エリア拡大 4チューナー×4アンテナで受信エリア拡大 

MD
録音可能曲数 
約4,000曲 

最大6倍速 
録音 

疑似5.1ch 
DSP/EQ

Bluetooth 
内蔵※2

最大 
50W×4

SDカード/ 
USBメモリー 対応※1

AM/FM
地デジ 

（12セグ） 
地デジ 

（ワンセグ） 
TV 

（アナログ） 
DVDビデオ 
DVD±R/RW

CD 
CD-R/RW

MP3/WMA/ 
AAC

HDD 
40GB

7型モニター 
（VGA） 

広視野角 
モニター 

ボイス 
コントロール タッチパネル 渋滞予測データ 

VICS 
（FM多重） 

通常モニターの約4倍の高画質で、細街区や道幅の違いなど各種ラインを繊細に表現し

たり、3Dで作成した建物や施設及び小さな文字フォントやアイコンを鮮明に表示するため、

情報を正確に認識できます。もちろん、地デジやDVDビデオなどの映像情報もワンランク上

の画質でお楽しみ頂けます。

高精細VGAの画像 QVGAの画像

※写真はイメージです。

高精細なワイドVGAディスプレイがデジタル映像の美しさを伝える

走行しながら常に周辺検索を実施

し、地図画面にスポット情報を写真

で案内します。写真にタッチすると

詳細情報や目的地設定を行うこと

ができ、観光マップ感覚で利用でき

る便利な機能です。

周辺のスポット情報を
写真で選ぶ

○R ○R



パイオニア製 サンヨー製 機能あり 機能なし機能あり 機能なし

19・20頁のマツダ純正アクセサリーは、3年6万km保証付です。 
3年

6万km  
保  証 

カスタマイズ可能なデザイン性に加え、 
高度渋滞予測機能などハイレベルなナビ機能を搭載。 

オーディオレス車用 

本体価格￥220,900（消費税抜¥210,381）

システムアップアイテム　周辺機器とナビゲーションの組み合わせでもっと便利に快適に！

HDDに匹敵するナビ機能＋ワンセグ内蔵を実現した 
エントリーモデル。 

オーディオレス車用 

本体価格￥145,300（消費税抜¥138,381）

システムアップアイテム　周辺機器とナビゲーションの組み合わせでもっと便利に快適に！

詳しくは21頁を
ご覧ください。

詳しくは22頁を
ご覧ください。

ETC
連動

外部
入力

バック
モニター

※画面はハメコミ合成です。  ※iPod本体、USBメモリーは別売（市販品）です。　※1：USBメモリーを接続するには、USB接続アダプターが別途必要です。  ※2：iPod shuffle及びDockコネクタなしのiPodへの接続はできません。iPodビデオの再生が
可能です。ただし、iPod touchのビデオ再生には対応していません。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。  ※3：Bluetooth  を使用の際には、ハンズフリー用又はAVプロファイル用
いずれかのアダプターが別途必要です。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。

詳しくは21頁を
ご覧ください。

詳しくは22頁を
ご覧ください。

外部
入力

バック
モニター

※画面はハメコミ合成です。  ※iPod本体、SDメモリーカードは別売（市販品）です。　※1：音楽データの再生には対応していません。　※2：iPod shuffle及びDockコネクタなしのiPodへの接続はできません。iPodビデオの再生が可能です。ただし、iPod 
touchのビデオ再生には対応していません。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。

※　　 携帯電話用Bluetooth   システムと　　 Bluetooth   アダプターシステムは同時装着できません。597 598

※各システムの詳細は29・30頁をご覧ください。
※商品について詳しくは『ナビゲーション＆オーディオ商品カタログ』をご覧ください。

〔表示機能〕●詳細市街地図／1,295エリア●縮尺切替／10mスケール～ 
〔検索機能〕●ルート検索／6ルート同時　●住所検索／約3,450万件 

●職業別電話番号検索／全国約950万件
●個人宅電話番号検索／約3,300万件 

〔データ内容：2008年4月版〕●地図データ／2007年9月  
●交通規制データ／2007年4月
●電話番号データ／2007年9月

ナビゲーション 
主要機能 

自分の好みに「メニューカスタマイズ」 

ワンランク上の渋滞予測「リアルタイムプローブ」 

全国の登録ユーザーが携帯電話を使って走行履歴を送信、より広域な 
渋滞情報を受信することができます。 

HDDに収録されている渋滞予測データに加えて、リアルタイムプローブはBluetooth 対応携帯電話

により専用サーバーを介し、他のナビユーザーから寄せられるリアルタイムな渋滞情報を取得。通常

のVICSでは得られない広域エリアの渋滞情報により最も早く目的地に着くルートを提案します。

〔表示機能〕●縮尺切替／25mスケール～ 
〔検索機能〕●ルート検索／5ルート同時　●住所検索／約3,400万件 

●職業別電話番号検索／全国約1,000万件
●個人宅電話番号検索／約3,000万件 

〔データ内容：2008年6月版〕●地図データ／2007年12月  
●交通規制データ／2007年4月
●電話番号データ／2007年10月

ナビゲーション 
主要機能 

高速レスポンス＋豊富な地図データ収録の大容量4GBフラッシュメモリー搭載 

ワンセグ地上デジタルTVチューナー内蔵 

4GBの大容量フラッシュメモリーに、多彩な地図表示や豊富な検索データを収録しています。

たとえば、リアルな3Dアイコン、3D立体交差点、方面看板や、検索データ件数は住所検索

（約3,400万件）、周辺検索（約450万件）などで、HDDナビに匹敵するデータ量です。

ワンセグ地上デジタルTVチューナーをナビ本体に内蔵してあります。ワンセグ放送は原理

的にゴーストの発生やブレがありません。車の中でもデジタル放送ならではの安定した映像

を楽しめます。

大容量4GBのフラッシュメモリーを搭載

バック
モニター

外部
入力

VICS

Blue
tooth
※3

iPod
※2

外部
入力

iPod
※2

USB ETC
連動

取付費込システム合計価格¥243,400（消費税抜¥231,810）［KP0K］
システムNo.8PH0V507［パイオニア］HDDナビゲーションシステム 

取付費込システム合計価格¥60,900（消費税抜¥58,000）［KF1P］
システムNo.BCDE0A521［クラリオン］バックモニターシステム 

バック
モニター 取付費込システム合計価格¥60,900（消費税抜¥58,000）［KF1P］

システムNo.BCDE0A521［クラリオン］バックモニターシステム 

取付費込システム合計価格¥12,600（消費税抜¥12,000）［KG2S］ システムNo.RCAV0

551 外部入力端子（映像・音声） 

取付費込システム合計価格¥25,200（消費税抜¥24,000）［KA0V］
取付費込システム合計価格¥18,900（消費税抜¥18,000）［KP1N］

577［パイオニア］USB接続アダプターシステム 

システムNo.USPA2

システムNo.USPA1
ナビゲーションと同時に 
取付作業をする場合 

ナビゲーションと同時に 
取付作業をする場合 

取付費込システム合計価格 ¥14,175 （消費税抜 ¥13,500） ［KA0P］
取付費込システム合計価格 ¥7,875 （消費税抜 ¥7,500） ［KP0T］

567［パイオニア］iPod接続アダプターシステム 

システムNo.PDPB2

システムNo.PDPB1
ナビゲーションと同時に 
取付作業をする場合 

取付費込システム合計価格¥25,830（消費税抜¥24,600）［KA0Q］
取付費込システム合計価格¥19,530（消費税抜¥18,600）［KP1J］

597［パイオニア］携帯電話用Bluetooth  システム 

システムNo.BLPA2

システムNo.BLPA1
ナビゲーションと同時に 
取付作業をする場合 

ハンズフリー用 

取付費込システム合計価格¥31,080（消費税抜¥29,600）［KA0R］
取付費込システム合計価格¥24,780（消費税抜¥23,600）［KP1K］

598［パイオニア］Bluetooth  アダプターシステム 

システムNo.BLPB2

システムNo.BLPB1
ナビゲーションと同時に 
取付作業をする場合 

AV プロファイル対応 

※ナビゲーションと連動させるには、拡張ケーブル［本体価格¥5,250（消費税抜¥5,000）
C9P9 V6 381［HC6C］］が別途必要です。

取付費込システム合計価格¥30,051（消費税抜¥28,620）［KD0F］
取付費込システム合計価格¥22,890（消費税抜¥21,800）［KQ0S］

システムNo.VCPA1A

587［パイオニア］VICSビーコンシステム 

システムNo.VCPA2

取付費込システム合計価格¥27,080（消費税抜¥25,791）［HC3P］ システムNo.8META

661［三菱電機］スマートインETCシステム（音声タイプ） 

取付費込システム合計価格¥12,600（消費税抜¥12,000）［KG2S］ システムNo.RCAV0

551 外部入力端子（映像・音声） 

取付費込システム合計価格¥24,150（消費税抜¥23,000）［KA1D］
取付費込システム合計価格¥17,850（消費税抜¥17,000）［KR2H］

569［サンヨー］iPod接続アダプターシステム 

システムNo.PDYB2

システムNo.PDYB1
ナビゲーションと同時に 
取付作業をする場合 

取付費込システム合計価格¥167,800（消費税抜¥159,810）［KR2A］
システムNo.8YM00509［サンヨー］メモリーナビゲーションシステム 

597

MD
録音可能曲数 
約2,400曲 

Bluetooth 
対応※3

4倍速録音 DSP/EQ
最大 

50W×4
USBメモリー 
対応※1

AM/FM
地デジ 

（12セグ） 
地デジ 

（ワンセグ） 
TV 

（アナログ） 
DVDビデオ 
DVD-R/RW

CD 
CD-R/RW

MP3/WMA/ 
AAC

HDD 
40GB

広視野角 
モニター 

ボイス 
コントロール 

タッチパネル 渋滞予測データ 
VICS 

（FM多重） 
7型モニター 

「ナビゲーションのボタン色をクルマのイルミ色と合わせたい」「よく使うキーだけを表示したい」

など一人ひとりに合った使いやすさをカスタマイズ。ハードキー色やメニューデザイン、タッチ

キー色など、好みに合わせて様々な設定が可能です。

メニューデザイン

ハードキー

※リアルタイムプローブをご利用になるには、あらかじめユーザー登録が必要です。携帯電話のパケット通信料が別途かかります。
※Bluetooth  対応携帯電話（市販品）・　　  携帯電話用Bluetooth  システムが別途必要です。

VICS渋滞情報は、
実線で表示。

リアルタイム渋滞情
報は、破線で表示。

専用サーバー

走行履歴

渋滞情報

○R ○R

○R

○R

○R

○R

○R

○R ○R

※　　 Bluetooth   アダプターシステムにはハンズフリー通話機能はありません。598 ○R

MD
録音可能曲数 
約2,400曲 

Bluetooth 
対応※2

4倍速録音 DSP/EQ
最大 

50W×4
USBメモリー 
対応※1

AM/FM
地デジ 

（12セグ） 
地デジ 

（ワンセグ） 
TV 

（アナログ） 
DVDビデオ 
DVD-R/RW

CD 
CD-R/RW

MP3/WMA/ 
AAC

HDD 
40GB

広視野角 
モニター 

ボイス 
コントロール 

タッチパネル 渋滞予測データ 
VICS 

（FM多重） 
7型モニター 

録音可能曲数 MD
疑似5.1ch 
DSP/EQ

最大 
45W×4

Bluetooth 
対応 

録音速度 
SDカード 
 対応※1

AM/FM
地デジ 

（12セグ） 
地デジ 

（ワンセグ） 
TV 

（アナログ） 
DVDビデオ 
DVD±R/RW

CD 
CD-R/RW

MP3/ 
WMA

広視野角 
モニター 

ボイス 
コントロール 

タッチパネル 渋滞予測データ 
VICS 

（FM多重） 
フラッシュ 
メモリー4GB

7型モニター 

速い ルート探索時間 

速い 地図のスクロール 

速い リルート時間 

快適 操作レスポンス 

交差点3D表示 ジャンクション・ランプガイド 方面看板表示



本体

アンテナ

■装着位置図 ■ 
● 

1プッシュでETCが斜めに下がります。 ETCカードの出し入れがカンタンです。 サンバイザーの後ろに隠れるようにETCを
すっきり収納。

オーディオ用　iPod接続アダプター

［クラリオン］　　のオーディオシステム付車用 601

外部入力端子（映像・音声）　ショップオプションのナビゲーションシステム付車用

装着位置 本体正面

［サンヨー］　 　　 　［パイオニア］　　 のナビゲーションシステム付車用 501 509 507 ［クラリオン］　 　のナビゲーションシステム付車用 504

お手持ちのビデオカメラ等の映像機器と接続ができ、車載モニターで映像を楽しめます。 

スマートインETCシステム

スタイリッシュなフォルムがインテリアにぴったりフィット。
通行可否や利用料金を音声で案内。カード抜き忘れ時は警告音で
お知らせします。

アンテナ内蔵スピーカーによる高音質な音声案内が可能に。
音声ガイドのON/OFF設定が自由にでき、利用履歴も最大100件
まで対応。

料金案内、履歴確認など必要な情報を音声でお知らせします。
音声案内は5段階調整可能。カード挿し忘れ、抜き忘れ警告機能付。

ブザー音が動作状況を案内するシンプルタイプ。アンテナはLED
内蔵、フロントウインド貼付タイプ。

サンバイザーの後ろに 
ETCをすっきり収納できます。

サンバイザーの後ろに隠れるようにETCを収納。
1プッシュでETC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。

※走行中、映像は表示されません。

※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。詳しくは営業スタッフにお問い合わせください。
※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、車内の熱などが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。

ナビゲーションと組み合わせると料金支払い状況等がモニターに表示されます。

バックモニター［クラリオン製］ 

装着位置

リアバンパー内にバックカメラを装着し、車両デザインを崩さないように配慮しました。シフトレバーをリバース（R）
に入れると、モニター表示がカメラ映像へと自動的に切り替わり、後方視界の確認をサポートします。

バックカメラ視野範囲

■バックカメラ視野範囲イメージ図

車両後部
ライン

※バックモニターシステムと字光式ナンバープレートは組み合わせできません。
※モニターに映し出される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。
※ガイドライン表示機能はありません。

［サンヨー］　　      ［クラリオン］　　 
［パイオニア］　　 のナビゲーションシステム付車用 

504509501

507

リアスピーカーシステム

取付費込システム合計価格¥21,000（消費税抜¥20,000）［KV6N］
リアスピーカーシステム システムNo.16RDNA672

2スピーカー車

モニター画面（画像はイメージです。）

※実際のバンパーラインより20ｃｍ程度後方の位置を示しています。
擬似バンパーライン

※各システムの詳細は30頁をご覧ください。
※商品について詳しくは『ナビゲーション＆オーディオ商品カタログ』をご覧ください。
※装着イメージ（ハメコミ合成です。）

21・22頁のマツダ純正アクセサリーは、3年6万km保証付です。 
3年

6万km  
保  証 

※iPod本体は別売（市販品）です。　※728色バリアブルカラー。 
※1：22頁　　iPod接続アダプターシステムが必要になります。

iPod shuffle及びDockコネクタなしのiPodには接続できません。
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。　

※1

USBスロット AM/FM 最大50W×4前面AUX端子 DSP/EQ

CD 
CD-R/RW

MP3/ 
WMA/AAC

MD/ 
MDLP

MDグループ再生/ 
NetMD

iPod 
コントロール対応 

621
※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には接続できません。
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。

※2：本体に付属のUSBケーブルを使用しての接続となります。

※1

※2

USBスロット AM/FM 最大50W×4前面AUX端子 EQ

CD 
CD-R/RW

MP3/ 
WMA/AAC

MD/ 
MDLP

MDグループ再生/ 
NetMD

iPod 
コントロール対応 

※2

※1

USBスロット AM/FM 最大50W×4前面AUX端子 EQ

CD 
CD-R/RW

MP3/ 
WMA/AAC

MD/ 
MDLP

MDグループ再生/ 
NetMD

iPod 
コントロール対応 

※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には接続できません。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。

※2：USBメモリーを本体に挿入すると突起物となり、運転中に何らかの
危険を及ぼす場合があります。別売のUSBケーブル（市販品）を使用し、
安全な接続方法でご使用ください。

取付費込システム合計価格¥27,080 
（消費税抜¥25,791）［HC3P］

システムNo.8META

661［三菱電機］スマートインETCシステム（音声タイプ） 

取付費込システム合計価格¥26,580 
（消費税抜¥25,315）［HC3Q］

662［パナソニック］スマートインETCシステム（音声タイプ） 

システムNo.8NETA

取付費込システム合計価格¥26,580 
（消費税抜¥25,315）［HC3R］

システムNo.8DETB

663

661

［デンソー］スマートインETCシステム（音声タイプ） 

取付費込システム合計価格¥24,180 
（消費税抜¥23,029）［HC3S］

システムNo.8DETA

664［デンソー］スマートインETCシステム（ブザータイプ） 

連動の際必要な拡張ケーブル 連動できるナビゲーションシステム

¥5,250（消費税抜¥5,000）（C9P9 V6 381）［HC6C］

¥5,250（消費税抜¥5,000）（C9M9 V6 381 CL）［HC5X］

¥6,300（消費税抜¥6,000）（C9YA V6 381）［HC5Z］

ETC

三菱電機※1

19頁 507　［パイオニア］HDDナビゲーションシステム

18頁 504　［クラリオン］HDDナビゲーションシステム

17頁 501　［サ ン ヨ ー］HDDナビゲーションシステム

※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も、一部の場合についてはETC側からの音声案内があります。

取付費込システム合計価格¥60,900（消費税抜¥58,000）［KF1P］
システムNo.BCDE0A

521 バックモニターシステム 

取付費込システム合計価格 

¥47,490（消費税抜¥45,229）［KE2P］

システムNo.7CCMA601

［クラリオン］CD/MDコンビシステム 

取付費込システム合計価格 

¥24,915（消費税抜¥23,729）［KE2A］

システムNo.6CCDAA604

［クラリオン］CDコンビシステム 
取付費込システム合計価格 

¥32,790（消費税抜¥31,229）［KE0M］

システムNo.8CCUA603

［クラリオン］CD/USBコンビシステム 

オーディオと同時に 
取付作業をする場合 

取付費込システム合計価格¥22,050（消費税抜¥21,000）［KA0E］
取付費込システム合計価格¥15,750（消費税抜¥15,000）［KE0F］

システムNo.PDCC1

621［クラリオン］iPod接続アダプターシステム 

システムNo.PDCC2

取付費込システム合計価格¥12,600（消費税抜¥12,000）［KG2S］
システムNo.RCAV0551 外部入力端子（映像・音声） 

取付費込システム合計価格¥15,750（消費税抜¥15,000）［KG2W］
システムNo.RCAV3554 外部入力端子（映像・音声） 

取付費込システム合計価格 

¥38,040（消費税抜¥36,229）［KE0P］

システムNo.8CCUB602

［クラリオン］CD/USBコンビシステム 

USBスロット AM/FM 最大45W×4前面AUX端子 EQ

CD 
CD-R/RW

MP3/ 
WMA/AAC MD/MDLP

MDグループ再生/ 
NetMD

iPod 
コントロール対応 

システムアップ 
アイテム 

iPod
※1

iPod



ISO-FIX方式のチャイルドシートに
2つの機構を追加、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。だから誰でも簡単装着できるISO-FIX方式。 

コネクター
固定状況

全てのチャイルドシートは、国内最新基準のECE44/04を取得しています。 

ISO-FIX方式対応チャイルドシート 

■マツダISO-FIX対応チャイルドシート 

★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 

●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。

※ISO-FIX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 ②ピボットリンク
Britax-Romer社が開発した機構で、ISO-FIX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。

70cm

生後8カ月 12歳1歳半 3歳 4歳0カ月

80cm 95cm 100cm 150cm

ベビーシート（レーマー・ベビーセーフプレミアム）

チャイルドシート（レーマー・ロード）

マツダISO-FIX対応チャイルドシート

ジュニアシート（レーマー・キッドプラス）

参考年齢

身　　長

体　　重 9kg 13kg 15kg 18kg 36kg

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、誰でも簡単に装着できるのが、ISO-FIX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、最高水準の安全性を実現します。

■装着位置図 

お子様の成長に合わせて選べる豊富なサイズ展開で、装着のフィット感も抜群。お子様への安全とやさしさに配慮しています。 

※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：装着の際には、フロントシートを最後端までスライドさせた後、
　　前方向へ90mm（ノッチで9段階）以上に調整して装着してください。
※2：後席への装着を推奨します。やむを得ず助手席へ装着の際には、
　　シートを最後端までスライドさせて装着してください。
※3：装着の際には、シートの背もたれと隙間ができるため、ヘッドレストを
　　取り外して装着してください。

トップテザー
アンカー
取付状況

Lサイズ

＜折りたたみ時＞

Sサイズ

※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。

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。

ミントスプラッシュ

ラベンダーガーデン

ヒノキフレッシュ

レモングラスミスト

シトラスエアー

ベルガモットスイート

リラックス リフレッシュ 集中力 消  臭 殺菌・殺虫 空間演出

リラックス リフレッシュ 集中力 消  臭 殺菌・殺虫 空間演出

リラックス リフレッシュ 集中力 消  臭 殺菌・殺虫 空間演出

リラックス リフレッシュ 集中力 消  臭 殺菌・殺虫 空間演出

リラックス リフレッシュ 集中力 消  臭 殺菌・殺虫 空間演出

リラックス リフレッシュ 集中力 消  臭 殺菌・殺虫 空間演出

※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。

ベルガモットの明るい香りが心も身体も温まる幸せ空間を創ります 

レモングラスのさっぱりとした香りが虫を寄せ付けない快適な空間を創ります 

ヒノキのすがすがしい森林の香りが上質でクリーンな空間を創ります 

スペアミントの目が覚めるような香りがすっきりクールな空間を創ります 

ラベンダーの優しい香りが穏やかなリラックス空間を創ります 

ライムのさわやかな香りが気持ちをすっきりさせるリフレッシュ空間を創ります 

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、 
リラックス効果や眠気防止も期待できます。 

HOW TO 
CHOOSE
お子様の成長に 
合わせて選べます。 

シートベルトタイプのチャイルドシート 

アロマクルージング 
車内で手軽にアロマテラピーが楽しめます。
※1日1回2滴の使用で約1ヶ月くらい使用できます。
¡セット内容：ディフューザー、エッセンシャルオイル（3P）、パッド1枚

本体価格 各¥2,940（消費税抜¥2,800）
〈ミントスプラッシュ〉 C900 V0 888 A1［HU3E］ 〈ラベンダーガーデン〉 C900 V0 888 A2［HU3F］
〈ヒノキフレッシュ〉 C900 V0 888 A3［HU3G］ 〈レモングラスミスト〉 C900 V0 888 A4［HU3H］
〈シトラスエアー〉 C900 V0 888 A5［HU3J］ 〈ベルガモットスイート〉 C900 V0 888 A6［HU3K］ 全車

３２ エッセンシャルオイル（パッド付） 
¡セット内容：エッセンシャルオイル（5P）、パッド1枚

本体価格 各¥1,470（消費税抜¥1,400）
〈ミントスプラッシュ〉 C900 V0 889 A1［HU3L］ 〈ラベンダーガーデン〉 C900 V0 889 A2［HU3M］
〈ヒノキフレッシュ〉 C900 V0 889 A3［HU3N］ 〈レモングラスミスト〉 C900 V0 889 A4［HU3P］
〈シトラスエアー〉 C900 V0 889 A5［HU3Q］ 〈ベルガモットスイート〉 C900 V0 889 A6［HU3R］
※車内でご使用の際には、　アロマクルージングをお買い求めください。 全車

３３ 

３２ 

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¥19,950（消費税抜¥19,000）
C900 V1 281 ［GQ5B］
＜Sサイズ：W400×L400×H400ｍｍ＞ 
本体価格¥12,600（消費税抜¥12,000）
C901 V1 281 ［GQ5C］　

３４ ペットシートカバー 
前席後部から後席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：1,200×2,300ｍｍ　¡素材：綿

本体価格¥11,550（消費税抜¥11,000）
C901 V1 282 ［GQ5F］　

３５ 

全車

全車

マツダISO-FIX対応チャイルドシート 
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調節が簡単に行えます。
本体価格¥63,000（消費税抜¥60,000）
1056 W3 111 ［HU8P］　
全車

３８ 

ベビーシート（レーマー・ベビーセーフプレミアム） 
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。
サンシェードはキャリーハンドル固定型。
本体価格¥34,650（消費税抜¥33,000）
1054 W3 111 ［HU8L］
全車

３９ チャイルドシート（レーマー・ロード） 
大きく深いサイドウイングの側面衝突対応シートです。お子様の体にジャ
ストフィットする3段階調整ハーネスを装備。3段階リクライニング機能付。
本体価格¥37,800（消費税抜¥36,000）
1051 W3 111 ［HU8G］　
全車

４１ ジュニアシート（レーマー・キッドプラス） 
サイドサポート、特にショルダー部を強化した側面衝突対応シートです。
11段階.最大18cmの高さ調節が可能なヘッドレストや、3段階・7cmの幅
調整が可能なシートベンチでお子様の成長に合わせて調整可能です。
本体価格¥39,900（消費税抜¥38,000）
1055 W3 111 ［HU8M］　
全車

４２ 

３８ 

３９ 

４１ 

４２ 

サイズ
（ｃｍ）

W44×D45×H64

W44.5×D67.5×H58（キャリーハンドルUP時）

W46×D48×H68

W49.5×D49×H69～87

重量
（ｋｇ）

8.6

3.8

6.2

7.3

適用範囲の目安

体重

約9～18kg位まで

約13kg位まで

約9～18kg位まで

約15～36kg位まで

身長

約70～100cm位まで

約80cm位まで

約70～100cm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

生後8ヶ月～4歳位まで

3～12歳位まで

●：装着可能　△：条件付で装着可能　×：装着不可

マツダISO-FIX対応チャイルドシート

ベビーシート（レーマー・ベビーセーフプレミアム）

チャイルドシート（レーマー・ロード）

ジュニアシート（レーマー・キッドプラス）

商品名

シート装着条件

助手席（エアバッグ付）

前向き

×

×

△※2

△※2・3

後向き

×

×

×

×

後席・外席 

前向き

△※1・3

×

△※3

△※3

後向き

×

●

×

×

後席・中央席

前向き

×

×

×

×

後向き

×

×

×

×

■チャイルドシート装着方法適用表

３８ 

3年 

3年 3年 

3年 

3年 3年 3年 

3年 
1年 

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用品および消耗品は除きます。
　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

3年
6万km  
保  証 

　ペットシートカバー／※24頁　ISO-FIX対応チャイルドシートとの同時装着はできません。　　
　マツダISO-FIX対応チャイルドシート／※23頁　ペットシートカバーとの同時装着はできません。　　　　　チャイルドシート／※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。
３５ 
３８ ３８ 

３８ 
３５ 

アイテム装着時の注意事項

４２ ４１ ３９ 



リアフロント

ノーマル ホワイト・6000K クリア・5000K

スーパーブルービーム（ヘッドライト用） 
青くて白いキセノン光を実現した高品質ハロゲンバルブ。
取付費込 2ヶセット¥9,660（消費税抜¥9,200）本体価格¥8,400（消費税抜¥8,000）
C903 V7 210AH4×2ヶ ［EF5Y］　

４９ 

全車（ディスチャージヘッドランプ付車を除く）

全車（ディスチャージヘッドランプ付車を除く）

スーパーホワイトビーム（ヘッドライト用） 
定格・消費電力はそのままで、ディスチャージヘッドランプに近いパワフルな白色光が得
られます。
取付費込 2ヶセット¥8,610（消費税抜¥8,200）本体価格¥7,350（消費税抜¥7,000）
C902 V7 210 H4×2ヶ ［EF7S］　

５０ 

＜クリア・5000K＞ 
白さと明るさのベストバランスにより、視認性とドレスアップを両立。
よりスタイリッシュで快適な夜間走行を可能にします。
¡色温度5000K（ケルビン）¡85V35W

取付費込 2ヶセット¥37,800（消費税抜¥36,000）
本体価格¥36,540（消費税抜¥34,800）
C904 V7 210 S5 ［EF9F］　

スーパーキセノンビーム 
＜ホワイト・6000K＞ 
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。
¡色温度6000K（ケルビン）¡85V35W

取付費込 2ヶセット¥43,050（消費税抜¥41,000）
本体価格¥41,790（消費税抜¥39,800）
C904 V7 210 S6 ［EF9G］　
ディスチャージヘッドランプ付車用 ディスチャージヘッドランプ付車用

４８ 

スペアタイヤアタッチメント 
万一のためにスペアタイヤを装備しておきたいドライバー
のためのアイテム。スペアタイヤを優しく守るカバー付。
¡指定タイヤ：東洋ゴム　¡サイズ：T115/70D14 88M

取付費込¥15,120（消費税抜¥14,400）
本体価格¥12,600（消費税抜¥12,000）
D651 V8 360 ［FU9G］　
e-4WD

５９ 

アッシュカップ（LED照明付） 
カップホルダーにセットして使う白色LED照明付の灰皿です。
フタのMAZDAロゴマークがスイッチを兼ね、点灯時に光り
ます。ネオジウム磁石がガタツキを防ぎ、火消し部はアルミ
ダイキャストを使用しています。カップホルダー用。
¡サイズ：H100×フタ部φ80×底部φ63mm
¡ボタン電池交換用：CR2032（市販品）を1ヶ使用

本体価格¥2,625（消費税抜¥2,500）
C900 V0 880 ［FT5G］　
※実際とは光り方が異なる場合があります。 全車

５７ クリーンカップ 
ドアポケットのボトルホルダーに入れて使用するカップ
タイプのゴミ箱。お菓子の包み紙や不要になった
レシートなど、車内で発生する小さなゴミをまとめるのに
便利です。ドアポケットのボトルホルダー用。
¡サイズ：H140×フタ部φ70×底部φ57mm

本体価格¥2,100（消費税抜¥2,000）
C901 V0 680 ［FT5H］　
全車

５６ 

アレルバスター搭載フィルター 
アレル物質・ウィルス・細菌・カビなどをフィルターで捕捉し、抑制・除去して車内の空気を清潔に安全に保ちます。
アレル物質はフェノール系ポリマーが、ウィルスは緑茶カテキンがコーティングし、万一再飛散しても影響を及ぼしません。
¡アレル物質：花粉症・アレルギーの原因　¡ウィルス：インフルエンザなどの原因　¡細菌・カビ：シックハウス症候群などの原因

取付費込¥6,720（消費税抜¥6,400）本体価格¥5,460（消費税抜¥5,200）
D01G 61 J6X ［JM8L］　

＊SPORT・13C-V・メーカーオプションのフルオートエアコン付車には標準装備されています。

６０ 

全車（SPORT・13C-V・メーカーオプションのフルオートエアコン付車を除く）

シガーライター 
愛煙家のための安全で快適なドライビングをサポート
します。
取付費込¥5,250（消費税抜¥5,000）
本体価格¥3,360（消費税抜¥3,200）
EG21 V0 886 ［FT3H］　
※装着後は、カバーが閉まりません。

全車

全車

５８ 

マッドフラップ（フロント/リア） 
タイヤが跳ね上げる小石や泥からボディの下回りをガードします。素材色：ブラック。
＜フロント＞ 取付費込 左右セット¥5,985（消費税抜¥5,700）本体価格¥4,725（消費税抜¥4,500）
                       D651 V3 450 ［DT0A］　

＜リア＞ 取付費込 左右セット¥6,615（消費税抜¥6,300）本体価格¥4,725（消費税抜¥4,500）
 　　　　　   D651 V3 460 ［DT0B］　

全車（SPORT・13Sを除く）

全車

５３ 

ハーフカバー 
シートのやわらかな質感を残しつつ、ヘッド部分をカバーできる
ハーフタイプです。
取付費込 1台分¥11,340（消費税抜¥10,800）
本体価格¥9,450（消費税抜¥9,000）D651 V0 230 ［GP1G］　

５１ 

アクリルバイザー 
取付費込 左右セット¥20,370（消費税抜¥19,400）本体価格¥17,850（消費税抜¥17,000）D651 V4 530 ［DH0E］　
全車

４７ 

スタイリッシュなデミオのボディラインと調和する一体感のあるデザインを採用。走行時の換気などに効果的です。

ドライブをもっと快適に。 

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 1枚¥3,150（消費税抜¥3,000）C903 V4 021 ［ES0P］（1枚）［ES0J］（2枚）全車

４５ 
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¥3,150（消費税抜¥3,000）C900 W3 500 ［ES6C］ 全車

４６ 

取付費込 1台分¥9,450（消費税抜¥9,000）［ES1A］

＜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＞ 

＋ ４５ ４６ 

全車

フロアマット（スポーティ） 
運転席は「Demio」ロゴのメタルオーナメントとヒールパッド付。
取付費込 1台分¥18,060（消費税抜¥17,200）本体価格¥16,800（消費税抜¥16,000）D01G V0 320A ［FE7A］
SPORT

４３ 
フロアマット（カジュアル） 

消臭機能付。運転席は「Demio」ロゴの刺繍オーナメントとヒールパッド付。
取付費込 1台分¥18,060（消費税抜¥17,200）本体価格¥16,800（消費税抜¥16,000）D651 V0 320A ［FE7C］　
全車（SPORTを除く）

４４ 

ロゴ部分

スポーティ
カジュアル

熱やサビに強いハードな高耐久性素材を使用し、クールなスタイルを演出。盗難防止に効果の高い頑丈なボルトで大切なナンバープレートを守ります。

大切なナンバープレートをガード。 

インテリアを足元から演出するフロアマット。シート柄と調和する2種類のデザインを揃え、クルマのスタイルに合わせた居心地のよい空間を作り出します。

心地よい室内空間を足元から演出。 

毎日のドライブをもっとスムーズにするには使い勝手に優れた機能性も必要。デミオをいっそう便利に快適に高めてくれるアイテムを揃えました。

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 1台分¥6,300（消費税抜¥6,000）
C900 W3 495 ［EC2A］　
アルミホイール付車

５２ ※写真はイメージです。当該車両とは異なります。

ドアエッジモール 
ボディカラーと同色のモールでドアのエッジ部分を保護します。
フロントドア用。
取付費込 ¥6,510（消費税抜¥6,200）
本体価格¥5,250（消費税抜¥5,000）
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28頁を
　ご覧ください。

５４ 

全車

1年 

1年 

1年 

3年 

3年 

3年 
3年 

3年 

3年 3年 

3年 

3年 

3年 3年 

3年 3年 

3年 
1年 

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用品および消耗品は除きます。
　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

3年
6万km  
保  証 

４５ ４５ 

０４ ５３ 
５９ ２０ １９ 

０３ 
５１ 

１４ １５ 

４６ 
５０ ４９ 

アイテム装着時の注意事項
　ナンバープレートホルダー（フロント・リア共用タイプ）／※1台分は2枚必要です。※字光式ナンバープレートには使用できません。　　+　ナンバープレートホルダー（フロント・リア共用タイプ）+ナンバープレートロックボルト／※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。　　スーパーブルービーム（ヘッドライト用）・　スーパーホワイトビーム（ヘッドライト用）／※1台分は2ヶ必要です。※高効率設計の為、標準装備のバルブに比べて寿命が半分以下となります。※メダルコードは2ヶ分です。　　ハーフカバー／※
08頁　　シートカバー（ブラック/カームホワイト）との同時装着はできません。　　マッドフラップ（フロント/リア）／＜フロント＞※06頁　サイドアンダースポイラーとの同時装着はできません。＜リア＞※06頁　リアスパッツとの同時装着はできません。　 
　スペアタイヤアタッチメント／※10頁　ラゲッジルームマット、　ラゲッジルームトレイとの同時装着はできません。



※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。

スノーブレード 
＜運転席用＞ 本体価格¥5,355（消費税抜¥5,100）L1Y2 67 335 ［MS1H］
＜助手席用＞ 本体価格¥3,360（消費税抜¥3,200）D6Y3 67 335 ［MS1J］
＜リア用＞ 本体価格¥3,990（消費税抜¥3,800）D3Y5 67 335 ［MS0M］
全車

７０ 

ボディカバー 
ボディをホコリから守ります。日本防炎協会
認定。防炎タイプ。
本体価格¥15,750（消費税抜¥15,000）
D651 V2 113 ［ET0B］　
2WD

６１ 

タッチアップペイント 

本体価格 各¥787（消費税抜¥750）
8563 77 710 ＊＊ ［HT8A］　
＊全ボディ色を設定しています。カラーバリエーションは
　28頁をご覧ください。

全車
全車（メーカーオプションの165/70R14タイヤ付車を除く）

６２ 

静電アースプレート 
プレートに軽く触れるだけで、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可能。
取付費込¥3,990（消費税抜¥3,800）
本体価格¥2,100（消費税抜¥2,000）
C902 V0 970 ［HS0C］　
全車

６３ キーホルダー（本革） 
マツダエンブレムを刻印した本革製のオリジナルキー
ホルダー。使用している革には、牛革本来の自然な
風合いを活かした、天然の染色仕上げを施しました。
本体価格 各¥2,625（消費税抜¥2,500）
〈ブラック〉 C900 V0 435 80 ［HU3B］
〈レッド〉 C900 V0 435 20 ［HU3C］
〈キャメル〉 C900 V0 435 42 ［HU3D］
全車

６４ 

タイヤチェーン 
雪道や凍結路で確実にグリップ。
冬のドライブの必需品です。

＜165/70R14タイヤ用＞
本体価格¥7,875（消費税抜¥7,500）
Z41A W3 012 ［MK0G］

＜175/65R14タイヤ用＞
本体価格¥17,325（消費税抜¥16,500）
9964 92 6674 ［MK0G］

＜185/55R15タイヤ用＞
本体価格¥18,165（消費税抜¥17,300）
9964 91 5685 ［MK0W］　

６５ 

パワージャッキ 
パンタグラフタイプ。
本体価格¥20,790（消費税抜¥19,800）
1001 W3 525 ［HU1Y］
全車

６８ 

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えます。
¡単4乾電池3本（別途）使用
¡連続使用時間：最大100時間

本体価格¥3,129（消費税抜¥2,980）
C900 V1 700 ［FL0F］
※サンバイザーには装着できません。　 全車

６９ 

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¥10,290（消費税抜¥9,800）
0653 77 209 ［HU7N］
全車

６７ 

PEWAGチェーン 
ジャッキアップなしで装着でき、耐摩耗性
に優れています。
本体価格 各¥29,221（消費税抜¥27,830）
〈175/65R14タイヤ用〉2062 W3 015 ［MG1A］
〈185/55R15タイヤ用〉2064 W3 015 ［MG1C］

６６ 

スチールホイール 
（14インチ） 

本体価格¥9,660（消費税抜¥9,200）
9965 35 6040 ［MT1E］

７１ 

ボディコーティング MGシリーズ 
光沢と質感のある艶、そして抜群の撥水性能を持ったコーティング。洗車機も使用でき、お手入れも簡単。
メンテナンスキット付。（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）
＜MG‐5＞サポート期間5年間 
コーティング施工費込¥53,000（消費税抜¥50,477）K815 W0 790 ［WA0J］
＜MG‐3＞サポート期間3年間 
コーティング施工費込¥43,000（消費税抜¥40,953）K813 W0 790 ［WA0H］
＜MG‐1＞サポート期間1年間 
コーティング施工費込¥33,000（消費税抜¥31,429）K811 W0 790 ［WA0G］
全車

７２ ホイールコーティング GOLD
特殊コーティング剤の使用で、ホイールをあらゆる汚れから守ります。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。
＜15・16インチ用＞ 
コーティング施工費込¥15,750（消費税抜¥15,000）［WC1C］
アルミホイール付車

７３ 

全車（SPORT※を除く）

※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。７２ ７３ 

オートソック 
急に降り出した雪や凍結時にも安心して使える「緊急タイヤ滑り止め」。
タイヤにかぶせるだけの簡単装着。布（ポリエステル）製で静かな走行が可能です。
また軽量・コンパクトなサイズで車内の収納にも困りません。
＜165/70R14・175/65R14・185/55R15・195/45R16タイヤ用＞
本体価格¥13,650（消費税抜¥13,000）
1005 W3 020 ［MB0E］

７５ 

全車

ブラック レッド キャメル

※写真はイメージです。

※SPORTのメーカーオプション175/65R14タイヤ
　及び185/55R15タイヤ付車には装着できます。

※SPORTのメーカーオプション175/65R14タイヤ
　及び185/55R15タイヤ付車には装着できます。

全車（SPORT※を除く）

3年 3年 3年 

3年 

3年 

1年 

3年 
1年 

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用品および消耗品は除きます。
　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

3年
6万km  
保  証 

　ボディカバー／※12頁　コーナーガイド（自光式）との同時装着はできません。　　タイヤチェーン／※必ず30km/h以下で走行してください。※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。　　PEWAGチェーン
／※必ず50km/h以下で走行してください。※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。　　オートソック／※いかなる路面状態においても、必ず50km/h以下で走行してください。※高速道路等における冬用タイヤ
規制時、又はチェーン規制時には通行できない可能性がありますのでご注意ください。　　スノーブレード／※標準ガラス・撥水ガラス共用。　　スチールホイール（14インチ）／※スノータイヤ用。　　 
　ボディコーティング MGシリーズ／〈MG-5・MG-3〉※サポート条件として、年1回、12ヶ月毎のメンテナンスサービスと、定期的なお客様の洗車が必要です。※コーティング施工費込価格は新車時のものです。※取扱っていない販売店もありますので、
営業スタッフにお問い合わせください。〈MG-1〉※サポート条件として、お客様による定期的な洗車が必要です。※コーティング施工費込価格は新車時のものです。※取扱っていない販売店もありますので、営業スタッフにお問い合わせください。
※MG-1については、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、営業スタッフにお問い合わせください。　　
　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）※コーティング施工費込価格は新車時のものです。※取扱っていない販売店もありますので、営業スタッフにお問い合わせください。

アイテム装着時の注意事項

６１ 

７０ 
７５ 

６６ ６５ ２５ 

７１ 
７２ 

７３ 

部品番号

本体価格（税抜価格）

取付費込価格（税抜価格）

フォグランプ無車

フォグランプ付車

マルチコーティング

フォグランプ

D01R V7 220

31,500（30,000）

35,910（34,200）

●

●

ブルー

D01P V7 220

31,500（30,000）

35,910（34,200）

●

●

クリア （注4）

D01N V7 220

26,250（25,000）

30,660（29,200）

●

フォグランプベゼル
（注4）

D01G V4 360

5,250（5,000）

－

●

●

●

フォグランプスイッチ （注4）

オートライト無車用

D652 66 122

4,200（4,000）

－

●

●

●

オートライト付車用

D656 66 122 取付費込価格
（税抜価格）

45,360（43,200）

45,360（43,200）

40,110（38,200）

35,910（34,200）

35,910（34,200）

下記メダルコードの
組み合わせで
ご注文ください。

EF2P+EF4B+FP0Z

EF2Q+EF4B+FP0Z

EF5N（注3）

EF2P

EF2Q

＜エアロバンパー用（SPORT・13S）＞

（注4）SPORT・メーカーオプションのフォグランプ付車にはフォグランプ（クリア）・フォグランプベゼル・フォグランプスイッチが標準装備されています。

部品番号

本体価格（税抜価格）

取付費込価格（税抜価格）

フォグランプ無車 

フォグランプ付車

マルチコーティング

D653 V7 220

31,500（30,000）

35,910（34,200）

●

●

ブルー

D652 V7 220

31,500（30,000）

35,910（34,200）

●

●

クリア （注2）

フォグランプ

D651 V7 220

26,250（25,000）

30,660（29,200）

●

フォグランプベゼル 
（注2）

D652 V4 360

3,150（3,000）

－

●

●

●

フォグランプスイッチ （注2）

オートライト無車用

D652 66 122

4,200（4,000）

－

●

●

●

オートライト付車用

D656 66 122 取付費込価格
（税抜価格）

43,260（41,200）

43,260（41,200）

38,010（36,200）

35,910（34,200）

35,910（34,200）

下記メダルコードの
組み合わせで
ご注文ください。

EF2P＋EF4B＋FP0Z

EF2Q＋EF4B＋FP0Z

EF5J（注3）

EF2P

EF2Q

＜ノーマルバンパー用（15C・13C-V・13C）＞
■フォグランプ構成部品組合せ表

（注2）メーカーオプションのフォグランプ付車にはフォグランプ（クリア）・フォグランプベゼル・フォグランプスイッチが標準装備されています。
（注3）メダルコードは、「フォグランプクリア+フォグランプベゼル+フォグランプスイッチ」のセットです。

●：Shop Options　（　）内は消費税抜きの価格です。

●：Shop Options　（　）内は消費税抜きの価格です。

部品番号

合計価格（税抜価格）

取付費込価格（税抜価格）

車
両
グ
レ
ー
ド
・
装
備

全車

CVT・AT

バーグラアラーム
（ベースキット）

D651 V7 510A

ー
10,500
（10,000）
14,280
（13,600）

●

●

●

●

●

 
 

周辺監視
センサー

C902 V7 410A

D651 V7 415
28,350
（27,000）
34,650
（33,000）

 
●

●

 
●

 
 

異常通報システム
（注8）

C900 V7 420A

D651 V7 425
35,700
（34,000）
37,590
（35,800）

 
 
●

 
 
 
 

MIスティック（リモコンエンジン
スターター）（注8）

C909 V7 620A

D653 V7 630
71,400
（68,000）
78,960
（75,200）

 
 
 
●

●

 
 

リモコンエンジンスターター（注8）
イモビライザー付車用

C906 V7 620C

D651 V7 630
45,675
（43,500）
52,605
（50,100）

 
 
  
 
 
●

 

イモビライザー無車用

C908 V7 620A

D652 V7 630
31,500
（30,000）
37,800
（36,000）

 
 
  
 
 
 
●

ボンネットスイッチ

D651 V7 629

ー
2,100
（2,000）
3,360
（3,200）

●

●

●

●

●

●

●

下記メダルコードの
組み合わせで
ご注文ください

本体+取付キット：黒
ボンネットスイッチ：青

HD4K+HD4B

HD4K+HD0G+HD4B

HD4K+HD0G+HD0H+
HD4B

HD4K+HR1N+HD4B

HD4K+HD0G+HR1N+
HD4B

HD0Q+HD4B

取付費込価格
（税抜価格）

17,640（   16,800）

52,290（   49,800）

89,880（   85,600）

96,600（   92,000）

131,250（125,000）

55,965（   53,300）

41,160（   39,200）

商品

●：Shop Options　（　）内は消費税抜きの価格です。■商品組合せ例

（注8）異常通報システム・MIスティック（リモコンエンジンスターター）・リモコンエンジンスターターは同時装着できません。

本体

取付キット

■Security Items商品組合せに関する注意事項
※下記表は装着できる商品の組合せ例を示したものです。ご注文の際には表の右欄にあるメダルコードの組合せでご注文ください。
※ボンネットスイッチが必要な場合は、1台につき1ヶで対応可能です。商品組合せ例以外の組合せの場合、各メダルコードを組み合わせてご注文ください。
　但し、ボンネットスイッチが重複する場合は、1ヶ分となるよう金額及びメダルコードを差し引きご注文をお願いします。

＜ご注文例＞ 13Sにベーシックバーグラアラームシステムとベーシックエンジンスターターシステムを同時装着した場合　メダルコード：［HD4K］+［HD0Q］+［HD4B］の組み合わせでご注文ください。

6

写
真

74

商品名

アルミホイール
（14×6J）（注7）

部品番号

1409 V3 810A

希望小売価格
（円）
1本分

21,000（20,000）

1.3L

2WD

13C

5MT

●

4AT

●

13C-V
CVT

●

13S

4AT

e-4WD

13C

4AT

●

13S

4AT

1.5L

2WD

15C

5MT

●

CVT

●

SPORT

5MT CVT

エアバルブ
9963 60 4140

1ヶ

535（510）

メッキナット
B002 37 160B

1ヶ
（注5）

294（280）

取付費込合計価格（円）

1本分

26,491（25,230）

1台分

105,964（100,920）

メダル
コード
（注6）

EA6P

ペ
ー
ジ No.

■アルミホイール適用リスト

（注5）1本につき4ヶ必要、1台分で16ヶ必要です。　（注6）メダルコードは1台分のセットです。　（注7）メーカーオプションのアルミホイール付車、メーカーオプションの165／70R14タイヤ付車を除く。

●：Shop Options　（　）内は消費税抜きの価格です。

ベーシックバーグラアラームシステム

アクティブバーグラアラームシステム

マルチインフォメーションエンジンスターターシステム

プレミアムバーグラアラームシステム

ベーシックエンジンスターターシステム

ベーシックエンジンスターターシステム

2WD e-4WD 2WD

5MT 4AT CVT 4AT 4AT 4AT 5MT CVT 5MT CVT

トゥルー
レッド

オーロラ
ブルー
Mc

スピリティッド
グリーン
M

ラディアント
エボニー
Mc

アイシー
ブルー
M

パッション
オレンジ
Mc

メトロ
ポリタン
グレー
Mc

ブリリアント
ブラック

サンライト
シルバー
M

クリスタル
ホワイト
パール
Mc

アーク
ティック
ホワイト

5

6

26

27

写
真 商品名

フロントスパッツ

リアルーフスポイラー

リアスパッツ

サイドアンダー
スポイラー

ドアエッジモール

タッチアップペイント

1.3L

13C

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

13C-V

●

●

●

●

●

●

13S

▲

●

▲

●

●

13C

●

●

●

●

●

●

13S

▲

●

▲

●

●

1.5L

15C

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

SPORT

▲

●

▲

●

●

▲

●

▲

●

●

部品番号

D651 V4 900 ＊＊

D651 V4 920 ＊＊

D651 V4 930 ＊＊

D651 V4 910 ＊＊

C902 V3 150 ＊＊

8563 77 710 ＊＊

カラーコード

11

A4A

96

34J

57

36A

88

28W

1907

33Y27Y

アルミ
ニウム
M

50 86

36C

PZ 67

22V

85

34K

33

A4D

メダル
コード

DB8R

DE8B

DB8S

DB8T

DM8A

HT8A

ペ
ー
ジ

■ボディ色対応表 ●：Shop Options　▲：標準装備

No.

01

02

03

04

54

62



サンヨー製 

オーディオレス車用 

システムアップアイテム システムアップアイテム 

オーディオレス車用 

※ナビゲーションと連動させるには、拡張ケーブル［本体価格¥6,300（消費税抜¥6,000）
C9YA V6 381［HC5Z］］が別途必要です。

オーディオレス車用 

クラリオン製 サンヨー製 

バック
モニター

VICS

iPod

バック
モニター

外部
入力

VICS

VICS

Blue
tooth

iPod

外部
入力

iPod

USB

ETC
連動

ETC
連動

ETC
連動

外部
入力

オーディオレス車用 

パイオニア製 

バック
モニター

外部
入力

iPod

［クラリオン］　　 のオーディオシステム付車用 601

2DIN

1DIN

オーディオシステム 

スマートインETCシステム 

USB

バック
モニター

■ナビゲーション＆オーディオシステム詳細 

リアスピーカーシステム 

システムアップアイテム 

システムアップアイテム 

HDDナビゲーション（CD/DVDビデオ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥294,800 （消費税抜 ¥280,762） C9Y5 V6 650
オーディオ取付キット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥3,600 （消費税抜 ¥3,429） DE01 V6 025
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥298,400 （消費税抜 ¥284,191）

取付費込システム合計価格¥317,300（消費税抜¥302,191）［KR2E］

システムNo.8YH0V501［サンヨー］HDDナビゲーションシステム 

バックカメラキット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥34,650 （消費税抜 ¥33,000） C9C5 V7 532
カメラ取付キット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥7,350 （消費税抜 ¥7,000） DEC3 V7 535
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥42,000 （消費税抜 ¥40,000）

取付費込システム合計価格¥60,900（消費税抜¥58,000）［KF1P］ システムNo.BCDE0A

521［クラリオン］バックモニターシステム 

外部入力端子（映像/音声）・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥6,300 （消費税抜 ¥6,000） C900 V6 590
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥6,300 （消費税抜 ¥6,000）

取付費込システム合計価格¥12,600（消費税抜¥12,000）［KG2S］ システムNo.RCAV0

551 外部入力端子（映像・音声） 

iPod接続ケーブル（ナビゲーション用）・・・・・・・ 本体価格 ¥5,250 （消費税抜 ¥5,000） C9Y3 V6 572
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥5,250 （消費税抜 ¥5,000）

取付費込システム合計価格 ¥14,700 （消費税抜 ¥14,000） ［KA1F］
取付費込システム合計価格 ¥8,400 （消費税抜 ¥8,000） ［KR2J］

561［サンヨー］iPod接続アダプターシステム 

システムNo.PDYC2

システムNo.PDYC1
ナビゲーションと同時に 
取付作業をする場合 

VICSビーコンユニット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥27,300 （消費税抜 ¥26,000） C9Y2 V6 620
トリムクリップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥231 （消費税抜 ¥220） D651 68 162A
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥27,531 （消費税抜 ¥26,220）

取付費込システム合計価格¥36,351（消費税抜¥34,620）［KZ0E］ システムNo.VCYB1A

581［サンヨー］VICSビーコンシステム 
単品で取付作業をする場合 

ナビゲーションと同時に取付作業をする場合 
単品で取付作業をする場合 

ナビゲーションと同時に取付作業をする場合 

VICSビーコンユニット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥27,300 （消費税抜 ¥26,000） C9Y2 V6 620
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥27,300 （消費税抜 ¥26,000）

取付費込システム合計価格¥29,190（消費税抜¥27,800）［KV1D］ システムNo.VCYB2

［サンヨー］VICSビーコンシステム 

ETC車載器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥14,900 （消費税抜 ¥14,191） C9MB V6 380
ETCボックス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥5,250 （消費税抜 ¥5,000） C900 V6 381
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥20,150 （消費税抜 ¥19,191）

取付費込システム合計価格¥27,080（消費税抜¥25,791）［HC3P］ システムNo.8META

661［三菱電機］スマートインETCシステム（音声タイプ） 

HDDナビゲーション（CD/DVDビデオ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥220,900 （消費税抜 ¥210,381） C9CD V6 650
オーディオ取付キット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥3,600 （消費税抜 ¥3,429） DE01 V6 025
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥224,500 （消費税抜 ¥213,810）

取付費込システム合計価格¥243,400（消費税抜¥231,810）［KD0A］

システムNo.8CH0V504［クラリオン］HDDナビゲーションシステム 

バックカメラキット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥34,650 （消費税抜 ¥33,000） C9C5 V7 532
カメラ取付キット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥7,350 （消費税抜 ¥7,000） DEC3 V7 535
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥42,000 （消費税抜 ¥40,000）

取付費込システム合計価格¥60,900（消費税抜¥58,000）［KF1P］ システムNo.BCDE0A

521［クラリオン］バックモニターシステム 

外部入力端子（映像/音声）・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥6,300 （消費税抜 ¥6,000） C900 V6 590
外部接続用コード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥3,150 （消費税抜 ¥3,000） C9C6 V6 451
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥9,450 （消費税抜 ¥9,000）

取付費込システム合計価格¥15,750（消費税抜¥15,000）［KG2W］ システムNo.RCAV3

554 外部入力端子（映像・音声） 

iPod接続ケーブル（ナビゲーション用）・・・・・・ 本体価格 ¥7,350 （消費税抜 ¥7,000） C9C6 V6 572
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥7,350 （消費税抜 ¥7,000）

取付費込システム合計価格¥16,800（消費税抜¥16,000）［KA0F］
取付費込システム合計価格¥10,500（消費税抜¥10,000）［KE0H］

564［クラリオン］iPod接続アダプターシステム 

システムNo.PDCD2

システムNo.PDCD1
ナビゲーションと同時に 
取付作業をする場合 

USB接続ケーブル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥2,100 （消費税抜 ¥2,000） C9C8 V6 572
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥2,100 （消費税抜 ¥2,000）

取付費込システム合計価格 ¥11,550 （消費税抜 ¥11,000） ［KA0Z］
取付費込システム合計価格 ¥5,250 （消費税抜 ¥5,000） ［KE0J］

574［クラリオン］USB接続アダプターシステム 

システムNo.USCA2

システムNo.USCA1
ナビゲーションと同時に 
取付作業をする場合 

VICSビーコンユニット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥27,510 （消費税抜 ¥26,200） C9C2 V6 620
トリムクリップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥231 （消費税抜 ¥220） D651 68 162A
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥27,741 （消費税抜 ¥26,420）

取付費込システム合計価格¥36,561（消費税抜¥34,820）［KZ0H］ システムNo.VCCA1A

584［クラリオン］VICSビーコンシステム 

VICSビーコンユニット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥27,510 （消費税抜 ¥26,200） C9C2 V6 620
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥27,510 （消費税抜 ¥26,200）

取付費込システム合計価格¥29,400（消費税抜¥28,000）［KE0D］ システムNo.VCCA2

［クラリオン］VICSビーコンシステム 

※ナビゲーションと連動させるには、拡張ケーブル［本体価格¥5,250（消費税抜¥5,000）
C9M9 V6 381 CL［HC5X］］が別途必要です。

ETC車載器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥14,900 （消費税抜 ¥14,191） C9MB V6 380
ETCボックス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥5,250 （消費税抜 ¥5,000） C900 V6 381
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥20,150 （消費税抜 ¥19,191）

取付費込システム合計価格¥27,080（消費税抜¥25,791）［HC3P］ システムNo.8META

661［三菱電機］スマートインETCシステム（音声タイプ） 

※ナビゲーションと連動させるには、拡張ケーブル［本体価格¥5,250（消費税抜¥5,000）
C9P9 V6 381［HC6C］］が別途必要です。

ETC車載器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥14,900 （消費税抜 ¥14,191） C9MB V6 380
ETCボックス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥5,250 （消費税抜 ¥5,000） C900 V6 381
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥20,150 （消費税抜 ¥19,191）

取付費込システム合計価格¥27,080（消費税抜¥25,791）［HC3P］ システムNo.8META

661［三菱電機］スマートインETCシステム（音声タイプ） 

HDDナビゲーション（CD/DVDビデオ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥220,900 （消費税抜 ¥210,381） C9P4 V6 650
オーディオ取付キット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥3,600 （消費税抜 ¥3,429） DE01 V6 025
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥224,500 （消費税抜 ¥213,810）

取付費込システム合計価格¥243,400（消費税抜¥231,810）［KP0K］

システムNo.8PH0V507［パイオニア］HDDナビゲーションシステム 

バックカメラキット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥34,650 （消費税抜 ¥33,000） C9C5 V7 532
カメラ取付キット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥7,350 （消費税抜 ¥7,000） DEC3 V7 535
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥42,000 （消費税抜 ¥40,000）

取付費込システム合計価格¥60,900（消費税抜¥58,000）［KF1P］ システムNo.BCDE0A

521［クラリオン］バックモニターシステム 

外部入力端子（映像/音声）・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥6,300 （消費税抜 ¥6,000） C900 V6 590
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥6,300 （消費税抜 ¥6,000）

取付費込システム合計価格¥12,600（消費税抜¥12,000）［KG2S］ システムNo.RCAV0

551 外部入力端子（映像・音声） 

iPod接続ケーブル（ナビゲーション用）・・・・・・・ 本体価格 ¥4,725 （消費税抜 ¥4,500） C9P3 V6 572
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥4,725 （消費税抜 ¥4,500）

取付費込システム合計価格 ¥14,175 （消費税抜 ¥13,500） ［KA0P］
取付費込システム合計価格 ¥7,875 （消費税抜 ¥7,500） ［KP0T］

567［パイオニア］iPod接続アダプターシステム 

システムNo.PDPB2

システムNo.PDPB1
ナビゲーションと同時に 
取付作業をする場合 

VICSビーコンユニット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥21,000 （消費税抜 ¥20,000） C9P3 V6 620
トリムクリップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥231 （消費税抜 ¥220） D651 68 162A
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥21,231 （消費税抜 ¥20,220）

取付費込システム合計価格¥30,051（消費税抜¥28,620）［KD0F］ システムNo.VCPA1A

587［パイオニア］VICSビーコンシステム 
単品で取付作業をする場合 

ナビゲーションと同時に取付作業をする場合 

VICSビーコンユニット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥21,000 （消費税抜 ¥20,000） C9P3 V6 620
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥21,000 （消費税抜 ¥20,000）

取付費込システム合計価格¥22,890（消費税抜¥21,800）［KQ0S］ システムNo.VCPA2

［パイオニア］VICSビーコンシステム 

Bluetooth  ユニット（AV profile対応）・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥21,000 （消費税抜 ¥20,000） C9P3 V6 350
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥21,000 （消費税抜 ¥20,000）

取付費込システム合計価格¥31,080（消費税抜¥29,600）［KA0R］
取付費込システム合計価格¥24,780（消費税抜¥23,600）［KP1K］

598［パイオニア］Bluetooth  アダプターシステム 

システムNo.BLPB2

システムNo.BLPB1
ナビゲーションと同時に 
取付作業をする場合 

AV プロファイル対応 

携帯電話用Bluetooth  ユニット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥15,750 （消費税抜 ¥15,000） C9P2 V6 350
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥15,750 （消費税抜 ¥15,000）

取付費込システム合計価格¥25,830（消費税抜¥24,600）［KA0Q］
取付費込システム合計価格¥19,530（消費税抜¥18,600）［KP1J］

597［パイオニア］携帯電話用Bluetooth  システム 

システムNo.BLPA2

システムNo.BLPA1
ナビゲーションと同時に 
取付作業をする場合 

ハンズフリー用 

メモリーナビゲーション（CD）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥145,300 （消費税抜 ¥138,381） C9Y4 V6 650
オーディオ取付キット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥3,600 （消費税抜 ¥3,429） DE01 V6 025
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥148,900 （消費税抜 ¥141,810）

取付費込システム合計価格¥167,800（消費税抜¥159,810）［KR2A］

システムNo.8YM00509［サンヨー］メモリーナビゲーションシステム 

外部入力端子（映像/音声）・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥6,300 （消費税抜 ¥6,000） C900 V6 590
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥6,300 （消費税抜 ¥6,000）

取付費込システム合計価格¥12,600（消費税抜¥12,000）［KG2S］ システムNo.RCAV0

551 外部入力端子（映像・音声） 

iPod接続アダプター（ナビゲーション用）・・・ 本体価格 ¥14,700 （消費税抜 ¥14,000） C9Y2 V6 572
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥14,700 （消費税抜 ¥14,000）

取付費込システム合計価格¥24,150（消費税抜¥23,000）［KA1D］
取付費込システム合計価格¥17,850（消費税抜¥17,000）［KR2H］

569［サンヨー］iPod接続アダプターシステム 

システムNo.PDYB2

システムNo.PDYB1
ナビゲーションと同時に 
取付作業をする場合 

CD/USBコンビ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥27,300 （消費税抜 ¥26,000） C9CE V6 200
オーディオ電源コード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥2,100 （消費税抜 ¥2,000） C9C7 V6 029
オーディオ取付キット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥3,600 （消費税抜 ¥3,429） DE01 V6 025
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥33,000 （消費税抜 ¥31,429）

取付費込システム合計価格¥38,040（消費税抜¥36,229）［KE0P］

システムNo.8CCUB602［クラリオン］CD/USBコンビシステム 

CD/MDコンビ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥36,750 （消費税抜 ¥35,000） C9CC V6 200
オーディオ電源コード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥2,100 （消費税抜 ¥2,000） C9C7 V6 029
オーディオ取付キット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥3,600 （消費税抜 ¥3,429） DE01 V6 025
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥42,450 （消費税抜 ¥40,429）

取付費込システム合計価格¥47,490（消費税抜¥45,229）［KE2P］

システムNo.7CCMA601［クラリオン］CD/MDコンビシステム 

CDコンビ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥13,125 （消費税抜 ¥12,500） C9C4 V6 180
オーディオ電源コード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥2,100 （消費税抜 ¥2,000） C9C7 V6 029
オーディオ取付キット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥3,600 （消費税抜 ¥3,429） DE01 V6 025
1DIN ポケット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥1,050 （消費税抜 ¥1,000） C9C1 V6 195
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥19,875 （消費税抜 ¥18,929）

取付費込システム合計価格¥24,915（消費税抜¥23,729）［KE2A］

システムNo.6CCDAA604［クラリオン］CDコンビシステム 

iPod接続アダプター（オーディオ用）・・・・・・・・・・・ 本体価格¥12,600（消費税抜¥12,000）C9C5 V6 572
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥12,600（消費税抜¥12,000）

取付費込システム合計価格¥22,050（消費税抜¥21,000）［KA0E］
取付費込システム合計価格¥15,750（消費税抜¥15,000）［KE0F］

システムNo.PDCC1

621［クラリオン］iPod接続アダプターシステム 

システムNo.PDCC2
オーディオと同時に 
取付作業をする場合 

ETC車載器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥14,900 （消費税抜 ¥14,191） C9MB V6 380
ETCボックス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥5,250 （消費税抜 ¥5,000） C900 V6 381
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥20,150 （消費税抜 ¥19,191）

取付費込システム合計価格¥27,080（消費税抜¥25,791）［HC3P］

システムNo.8META661［三菱電機］スマートインETCシステム（音声タイプ） 

ETC車載器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥14,400 （消費税抜 ¥13,715） C9N8 V6 380
ETCボックス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥5,250 （消費税抜 ¥5,000） C900 V6 381
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥19,650 （消費税抜 ¥18,715）

取付費込システム合計価格¥26,580（消費税抜¥25,315）［HC3Q］

システムNo.8NETA662［パナソニック］スマートインETCシステム（音声タイプ） 

ETC車載器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥14,400 （消費税抜 ¥13,715） C9DF V6 380
ETCボックス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥5,250 （消費税抜 ¥5,000） C900 V6 381
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥19,650 （消費税抜 ¥18,715）

取付費込システム合計価格¥26,580（消費税抜¥25,315）［HC3R］

システムNo.8DETB663［デンソー］スマートインETCシステム（音声タイプ） 

ETC車載器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥12,000 （消費税抜 ¥11,429） C9DE V6 380
ETCボックス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥5,250 （消費税抜 ¥5,000） C900 V6 381
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥17,250 （消費税抜 ¥16,429）

取付費込システム合計価格¥24,180（消費税抜¥23,029）［HC3S］

システムNo.8DETA664［デンソー］スマートインETCシステム（ブザータイプ） 

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

●掲載内容は2008年11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。
●掲載価格は希望小売価格です。（　）内は消費税抜の価格です。●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。

T

USB接続アダプター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥15,750 （消費税抜 ¥15,000） C9P4 V6 572
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥15,750 （消費税抜 ¥15,000）

取付費込システム合計価格¥25,200（消費税抜¥24,000）［KA0V］
取付費込システム合計価格¥18,900（消費税抜¥18,000）［KP1N］

577［パイオニア］USB接続アダプターシステム 

システムNo.USPA2

システムNo.USPA1
ナビゲーションと同時に 
取付作業をする場合 

CD/USBコンビ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥21,000 （消費税抜 ¥20,000） C9C7 V6 180
オーディオ電源コード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥2,100 （消費税抜 ¥2,000） C9C7 V6 029
オーディオ取付キット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥3,600 （消費税抜 ¥3,429） DE01 V6 025
1DIN ポケット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥1,050 （消費税抜 ¥1,000） C9C1 V6 195
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥27,750 （消費税抜 ¥26,429）

取付費込システム合計価格¥32,790（消費税抜¥31,229）［KE0M］

システムNo.8CCUA603［クラリオン］CD/USBコンビシステム 

バックカメラキット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥34,650 （消費税抜 ¥33,000） C9C5 V7 532
カメラ取付キット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥7,350 （消費税抜 ¥7,000） DEC3 V7 535
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥42,000 （消費税抜 ¥40,000）

取付費込システム合計価格¥60,900（消費税抜¥58,000）［KF1P］ システムNo.BCDE0A

521［クラリオン］バックモニターシステム 

システムNo.16RDNA672リアスピーカーシステム 
リアスピーカー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥2,100×2ヶ （消費税抜 ¥2,000×2ヶ） D651 66 960×2ヶ
リアドアハーネス右・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥2,100 （消費税抜 ¥2,000） D651 67 210A
リアドアハーネス左・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥2,100 （消費税抜 ¥2,000） D651 67 220A
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥8,400 （消費税抜 ¥8,000）

取付費込システム合計価格¥21,000（消費税抜¥20,000）［KV6N］

3年 1年 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6万km保証付です。 
※ただし一部用品とマツダスピード用品および消耗品は除きます。保証期間は右記マークで表示しております。

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。

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。 

※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。
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※　　 携帯電話用Bluetooth   システムと　　 Bluetooth   アダプターシステムは同時装着できません。597 598
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DE3AS 105093～
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