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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。



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。

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。

リアルーフスポイラー 取付費込¥31,290（消費税抜¥29,800）０２

サイドマーカーメッキカバー 取付費込　¥5,145（消費税抜　¥4,900）０７

ショートアンテナ 取付費込　¥2,100（消費税抜　¥2,000）７７

マフラーカッター 取付費込　¥3,465（消費税抜　¥3,300）０９

詳しくは21
ページ

詳しくは31
ページ
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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¥24,000（消費税抜¥22,858）２１

パーキングセンサー 取付費込¥45,000（消費税抜¥42,858）２２

ベーシックバーグラアラームシステム 取付費込¥18,000（消費税抜¥17,144）２６

詳しくは27
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23
ページ
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ナビゲーション主要機能表

ニーズにあわせて、多彩なシステムアップアイテムに対応。
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［C9A2 V6 650］

￥289,800※

P15

フロントブラインドモニター

バックモニター

iPod接続アダプター

USB接続アダプター

VICSビーコン

ETC連動［デンソー製］

iPod / USB接続アダプター

外部入力端子

マルチゲート

エコドライブアシスト

HDD 60GB

7型ワイド VGA

渋滞予測データ

CD / DVD

DSP / 車種別EQ

約5,500曲 最大6倍速録音

SDメモリーカード / USBメモリー対応

地デジ：12セグ / ワンセグ

最詳細 10m～ / 詳細市街地図

住所検索［約2,800万件］

高速道差分更新

Bluetooth  内蔵（ハンズフリーのみ）○R

アルパイン
HDDナビゲーション

フロントブラインドモニター

バックモニター

外部入力端子

iPod接続アダプター

USB接続アダプター（同梱）

VICSビーコン

ETC連動［三菱電機製］

iPod / USB接続アダプター

盗難多発地点警告

SSD 16GB

7型ワイド QVGA

渋滞予測データ

CD / DVD

音質補正

約1,300曲 最大12倍速録音

SDメモリーカード / USBメモリー対応

地デジ：ワンセグ

最詳細 5m～ / 詳細市街地図

住所検索［約3,500万件］

地図データ差分更新

［C9Y7 V6 650］

￥203,800※

P11

サンヨー
メモリーナビゲーション

フロントブラインドモニター

バックモニター

外部入力端子

iPod接続アダプター

USB接続アダプター（同梱）

VICSビーコン

ETC連動［三菱電機製］

iPod / USB接続アダプター

ピクチャービュー

SD 8GB＋8GB

7型ワイド VGA

渋滞予測データ

CD / DVD

車種別EQ

約2,000曲 最大2倍速録音

SDメモリーカード / USBメモリー対応

地デジ：12セグ / ワンセグ

最詳細 10m～ / 詳細市街地図

住所検索［約3,500万件］

地図データ差分更新

Bluetooth  内蔵○R

［C9CE V6 650］

￥245,400※

P13

クラリオン
メモリーナビゲーション

フロントブラインドモニター

バックモニター

外部入力端子

iPod接続アダプター

USB接続アダプター

VICSビーコン

ETC連動

iPod / USB接続アダプター

リアルタイムプローブ

メモリー 4GB

7型ワイド VGA

渋滞予測データ

CD / DVD

DSP / EQ

音楽録音

SDメモリーカード / USBメモリー対応

地デジ：ワンセグ

最詳細 10m～ / 詳細市街地図

住所検索［約3,600万件］

地図データ差分更新

Bluetooth  内蔵○R

［C9P6 V6 650］

￥203,800※

P9

パイオニア
メモリーナビゲーション

フロントブラインドモニター

バックモニター

外部入力端子

iPod接続アダプター

USB接続アダプター

VICSビーコン

ETC連動

iPod / USB接続アダプター

SD 4GB

7型ワイド EGA

渋滞予測データ

CD

音質補正

音楽録音

外部メディア対応

地デジ：ワンセグ

最詳細50m～

住所検索［約3,800万件］

地図データ差分更新

Bluetooth  ○R Bluetooth  ○R

［C9TA V6 650］

￥132,600※

P7

富士通テン
メモリーナビゲーション

●：標準装備　△：メーカーオプション　－：設定なし
［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。］

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＋AUXジャック（外部入力端子）

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イーター×2）

オーディオレス

13C 13C-V 13S 15C SPORT

● ● ● ● ●

△ △ △ △ △

● ● ● ●

ー △

13Cスマートエディション

●

△

●

ー △

13C-V HIDエディション

●

△

●

ー ー

ー

●

車両装備状況表

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

バックのときの後方視界の
確認をサポートします。

バック
モニター

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。

ETC
連動

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。

USB

iPodに保存した音楽を
車内で楽しむことができます。

iPod
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

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

全モデル地デジ内蔵 車種専用設計なのでジャストフィット取付け

安心の3年6万km保証3年
6万km 
保  証 

メーカー保証満了後に万一お車が
故障しても、保証修理が受けられる安心の
保証延長プランです。
※詳しくは営業スタッフにおたずねください。
　なお、一部取扱っていない店舗もございます。

5・6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 

エコドライブアシストエコドライブアシストエコドライブアシスト

全機種「ナビゲーションロック」
対応で盗難抑止に効果を発揮

警告ステッカー

※上記価格は「マツダ延長保証」＋「ナビゲーションロック」＋取付費込システム合計価格です。

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。

※装着イメージ（ナビ
ゲーション画面はハ

メコミ合成です。）

システムアップ
アイテム



アイテムの詳細は17頁以降もご覧ください。※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。

主要機能

7型ワイド EGASD 4GB

CD地デジ：ワンセグ
●縮尺切替／50mスケール～ ●ルート検索／5ルート同時

●住所検索／約3,800万件
●タウンページ検索／全国約900万件

●地図データ／2009年10月
●交通規制データ／2009年2月
●電話番号データ／2009年9月

ナビゲーション主要機能

システムアップアイテム

5年保証ナビゲーション（＊1）
ワンセグ内蔵

車内でもいつものテレビ番組が楽しめる
7.0型ワイド画面でワンセグ放送が楽しめます。チャンネルの切り替えもご家庭の
テレビのリモコンと同じチャンネル配置なので操作もカンタンです。

ケータイ連携

「ケータイリンク」を活用して最新情報をナビで入手
タウン情報や駐車場の空き情報などがわかる「ケータイリンク」にアクセス可能。
携帯電話で検索した目的地を赤外線でナビに送信するとルート案内をしてくれます。

表示機能 検索機能 データ内容 2010年春版

シンプルな画面

初心者でも使いやすい操作画面
ナビもAVもひとつの画面でコントロールできるシンプルな画面を採用しています。
タッチパネルなので、面倒な操作が苦手な方でも安心して使いこなせます。

カンタン操作

見やすいボタンや文字サイズを採用
誰もが見やすく使いやすいように、ボタンや文字の大きさに配慮しています。
目的地の設定や周辺スポット検索も迷うことなくスムーズに操作できます。

おすすめセット

オーディオレス車用

610
メモリーナビゲーション（CD）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥92,190（消費税抜¥87,800）C9TA 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
ナビゲーションロック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　¥3,000（消費税抜　¥2,858）C901 V6 023
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥98,790（消費税抜¥94,087）

取付費込システム合計価格¥115,800（消費税抜¥110,287）［KT0G］

システムNo.ATM0K［富士通テン］メモリーナビゲーションシステム

iPod接続ケーブル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥6,300（消費税抜¥6,000）C9T1 V6 572
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    ¥9,450（消費税抜   ¥9,000）［KT0D］

取付費込システム合計価格 ¥15,750 （消費税抜 ¥15,000）［KT0C］

560［富士通テン］iPod接続アダプターシステム

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¥2,100（消費税抜¥2,000）C9T7 V6 451
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¥14,700（消費税抜¥14,000）［KG2B］

システムNo.RCAV2550外部入力端子（映像/音声）

521

バックカメラ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥12,000（消費税抜¥11,429）C9N1 V7 532
カメラ取付キット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　¥5,660（消費税抜　¥5,391）DE1B V7 535
バックカメラコード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　¥3,000（消費税抜　¥2,858）DE1B V7 531
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥20,660（消費税抜¥19,678）

取付費込システム合計価格¥32,000（消費税抜¥30,478）［KV1N］

取付費込システム合計価格¥34,520（消費税抜¥32,878）［KV1M］

［パナソニック］バックモニターシステム

※字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。
※画面表示設定の変更により、固定式の目安線表示が可能です。

システムNo.PDTA1

システムNo.PDTA2

システムNo.BNDE5

システムNo.BNDE6

バック
モニター

iPod

外部
入力

＊1：マツダ延長保証へのご加入手続きが必要です。マツダ延長保証は、新車登録日から最長5年（ただし10万km）まで、
保証を延長する商品です。保証範囲は、マツダ延長保証の保証書に基づきます。

＊2：新車5年プラン￥16,800（税込）（新車登録日から1ヶ月以内にご加入いただいた場合）

7・8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 

■マツダ延長保証なし・ナビゲーションロックあり取付費込システム合計価格

シンプル＆簡単操作だから手軽に使えるエントリーモデル ■最詳細地図（50m）

■交差点拡大

※画面はハメコミ合成です。
※iPod本体は別売（市販品）です。
※iPod shuffle及びDockコネクタなしのiPodへの接続はできません。
※iPod接続アダプターは音声の再生が可能です。
※iPodビデオの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。

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。

メーカー
保証

5年間の
安心

※マツダ延長保証は、メーカー保証を延長する商品です。
　但し、メーカー保証とは保証内容が若干異なる部位がございます。
※マツダ延長保証による延長保証は、マツダ株式会社が指定するサービス工場以外で
　初回車検を受けられた車両には適用されませんので、ご注意ください。
※マツダ延長保証の加入条件、保証適用条件、ナビゲーション以外の保証部位、その他詳細に
　ついては店舗スタッフにおたずねください。但し、一部取扱っていない店舗もございます。

5年保証とは

ナビゲーションロック マツダ純正ショップオプションナビゲーションと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¥3,000（消費税抜¥2,858）

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。

単品で取付作業をする場合

単品で取付作業をする場合

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。

※ナビゲーションロックなしでもご購入いただけます。 システムNo.ATM0V510 ［KT0E］

バックモニターの詳細は P17 をご覧ください

セット合計価格¥164,600（税込）

5年保証ナビゲーション

バックモニターシステム 

富士通テン メモリーナビゲーションシステム

※字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。
※画面表示設定の変更により、固定式の目安線表示が可能です。

取付費込システム合計価格¥14,700（消費税抜¥14,000）［KG2B］
550 外部入力端子（映像・音声）

取付費込システム合計価格¥9,450（消費税抜¥9,000）［KT0D］
506［富士通テン］iPod接続アダプターシステム

iPod

外部
入力

バック
モニター 取付費込システム合計価格¥32,000（消費税抜¥30,478）［KV1N］

521

￥132,600「マツダ延長保証（＊2）」＋「ナビゲーションロック」＋取付費込システム合計価格 （税込）

オーディオレス車用

［パナソニック］バックモニターシステム

※モニター画面はイメージです。



アイテムの詳細は17頁以降もご覧ください。※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。

7型ワイド VGAメモリー 4GB

CD／DVD地デジ：ワンセグ

最詳細10m～・詳細市街地図地図データ差分更新
●詳細市街地図／601エリア
●縮尺切替／10mスケール～

●ルート検索／6ルート同時
●住所検索／約3,600万件
●職業別電話番号検索／全国約860万件

●地図データ／2009年10月
●交通規制データ／2009年9月
●電話番号データ／2009年9月

ナビゲーション主要機能

システムアップアイテム

5年保証ナビゲーション（＊1）

表示機能 検索機能 データ内容 2010年4月版

521

バックカメラ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥12,000（消費税抜¥11,429）C9N1 V7 532
カメラ取付キット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　¥5,660（消費税抜　¥5,391）DE1B V7 535
バックカメラコード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　¥3,000（消費税抜　¥2,858）DE1B V7 531
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥20,660（消費税抜¥19,678）

取付費込システム合計価格¥32,000（消費税抜¥30,478）［KV1N］

取付費込システム合計価格¥34,520（消費税抜¥32,878）［KV1M］

［パナソニック］バックモニターシステム

※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。

608
メモリーナビゲーション（CD/DVDビデオ）・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥163,390（消費税抜¥155,610）C9P6 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
ナビゲーションロック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　¥3,000（消費税抜　¥2,858）C901 V6 023
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥169,990（消費税抜¥161,897）

取付費込システム合計価格¥187,000（消費税抜¥178,097）［KF0E］

システムNo.APM0K［パイオニア］メモリーナビゲーションシステム

オーディオレス車用

システムNo.PDPD1

iPod接続ケーブル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥4,725（消費税抜¥4,500）C9P7 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　¥7,875（消費税抜　¥7,500）［KF0C］

取付費込システム合計価格¥14,175（消費税抜¥13,500）［KF0B］

システムNo.PDPD2

558［パイオニア］iPod接続アダプターシステム

システムNo.USPB1

USB接続ケーブル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥4,725（消費税抜¥4,500）C9P6 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　¥7,875（消費税抜　¥7,500）［KQ0L］

取付費込システム合計価格¥14,175（消費税抜¥13,500）［KQ0K］

システムNo.USPB2

568［パイオニア］USB接続アダプタ－システム

システムNo.PUPB1

USB接続ケーブル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥4,725（消費税抜¥4,500）C9P6 V6 572
変換コード（USB-iPod）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥3,675（消費税抜¥3,500）C9P6 V6 270
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¥11,550（消費税抜¥11,000）［KQ0U］

取付費込システム合計価格¥17,850（消費税抜¥17,000）［KQ0R］

システムNo.PUPB2

システムNo.FSDE5

システムNo.FSDE6

システムNo.BNDE5

システムNo.BNDE6

578［パイオニア］iPod/USB接続アダプターシステム

511

フロントカメラ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥27,000（消費税抜¥25,715）C9S3 V7 532A
フロントカメラ取付キット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　¥9,510（消費税抜　¥9,058）C9G1 V7 535
フロントカメラコード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　¥4,000（消費税抜　¥3,810）DE1F V7 531
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥40,510（消費税抜¥38,583）

取付費込システム合計価格¥55,000（消費税抜¥52,383）［KV1J］

取付費込システム合計価格¥57,520（消費税抜¥54,783）［KV1H］

［ソニー］フロントブラインドモニターシステム

※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。

フロント
モニター

※iPodとUSBメモリーの両方をご使用になる方はこちらをお選びください。
　ただし、iPodとUSBメモリーを同時に接続することはできません。

バック
モニター

USB

iPod

iPod
USB

＊1：マツダ延長保証へのご加入手続きが必要です。マツダ延長保証は、新車登録日から最長5年（ただし10万km）まで、
保証を延長する商品です。保証範囲は、マツダ延長保証の保証書に基づきます。

＊2：新車5年プラン￥16,800（税込）（新車登録日から1ヶ月以内にご加入いただいた場合）

9・10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 

■マツダ延長保証なし・ナビゲーションロックあり取付費込システム合計価格

最新地図を3年間毎月無料更新。渋滞にも強く、
常に最適ルートに誘導するエコロジー＆エコノミーナビ

■詳細市街地図（50m）

■交差点拡大

※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。
※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への接続はできません。
※iPod接続アダプター及びiPod/USB接続アダプターは
　音声及びビデオの再生が可能です。
※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。

○R

○R

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。

メーカー
保証

5年間の
安心

※マツダ延長保証は、メーカー保証を延長する商品です。
　但し、メーカー保証とは保証内容が若干異なる部位がございます。
※マツダ延長保証による延長保証は、マツダ株式会社が指定するサービス工場以外で
　初回車検を受けられた車両には適用されませんので、ご注意ください。
※マツダ延長保証の加入条件、保証適用条件、ナビゲーション以外の保証部位、その他詳細に
　ついては店舗スタッフにおたずねください。但し、一部取扱っていない店舗もございます。

5年保証とは

ナビゲーションロック マツダ純正ショップオプションナビゲーションと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¥3,000（消費税抜¥2,858）

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

いつでも地図更新

3年間毎月地図データは最新版
パソコンを使って毎月地図データをダウンロードすれば、いつでも地図は最新版にする事ができます。

渋滞対応力

最新の渋滞情報で快適ドライブ
最新地図データとリアルタイムプローブ情報を活用したルート案内で燃費にやさしく、
快適ルートに誘導します。

3年間更新無料。無償更新サービス期間は、2010年7月～2014年4月を予定しています。
更新には4GBもしくは8GBのSDカード（SDHC）が別途必要です。

※Bluetooth  対応携帯電話が必要です。

充実のAV対応力

充実のAV対応力で快適ドライブを演出
DVD、SD、iPod系、USB、Bluetooth  AVプロファイルに対応しています。
最先端のLED＆VGAモニターを採用し、音場設定（7Band EQ ＆ VSC）機能
搭載だから、DVD再生時は美しい映像と共にダイナミックな音質で楽しめます。

エコドライブ

エコドライブをサポートし、運転評価もしてくれる
エコスコアでは、発進・加速状況からエコ運転状況を点数化。
エコ運転履歴も確認でき、毎月のエコ運転度も評価してくれます。
エコ運転の貢献度がわかる、エコプライズ機能搭載。

○R

○R

　　　　 Windows7/Windows Vista Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic SP1以降、
　　　　 Windows XP Home/Pro SP3以降のOSを有したパソコン及びSDHCに対応した
　　　　 SDメモリーカードスロットが必要となります。
動作環境

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。

単品で取付作業をする場合

単品で取付作業をする場合

単品で取付作業をする場合

単品で取付作業をする場合

単品で取付作業をする場合

パイオニア メモリーナビゲーションシステム

※iPodとUSBメモリーの両方をご使用になる方はこちらをお選びください。
　ただし、iPodとUSBメモリーを同時に接続することはできません。

※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。

※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。

取付費込システム合計価格¥11,550（消費税抜¥11,000）［KQ0U］
578［パイオニア］iPod/USB接続アダプターシステム

取付費込システム合計価格¥55,000（消費税抜¥52,383）［KV1J］
511［ソニー］フロントブラインドモニターシステム

取付費込システム合計価格¥7,875（消費税抜¥7,500）［KQ0L］
568［パイオニア］USB接続アダプタ－システム

USB

取付費込システム合計価格¥7,875（消費税抜¥7,500）［KF0C］
558［パイオニア］iPod接続アダプターシステム

iPod

フロント
モニター

iPod
USB

バック
モニター 取付費込システム合計価格¥32,000（消費税抜¥30,478）［KV1N］

521［パナソニック］バックモニターシステム

オーディオレス車用

￥203,800「マツダ延長保証（＊2）」＋「ナビゲーションロック」＋取付費込システム合計価格 （税込）

※ナビゲーションロックなしでもご購入いただけます。 システムNo.APM0V508 ［KQ0T］



アイテムの詳細は17頁以降もご覧ください。※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。システムアップアイテム

5年保証ナビゲーション（＊1）

●詳細市街地図／1,331エリア
●縮尺切替／5mスケール～

●ルート検索／5ルート同時
●住所検索／約3,500万件
●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

●地図データ／2009年9月
●交通規制データ／2009年11月
●電話番号データ／2009年10月

ナビゲーション主要機能

表示機能 検索機能 データ内容 2009年12月版

サンヨー メモリーナビゲーションシステム

※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¥6,300（消費税抜¥6,000）C9YA V6 381［HC5Z］］が別途必要です。

取付費込システム合計価格¥17,850（消費税抜¥17,000）［KR2T］
554［サンヨー］iPod接続アダプターシステム

取付費込システム合計価格¥29,190（消費税抜¥27,800）［KR2V］
584［サンヨー］VICSビーコンシステム

iPod

取付費込システム合計価格¥26,580（消費税抜¥25,315）［HF0A］
661［三菱電機］スマートインETCシステム（音声タイプ）

ETC
連動取付費込システム合計価格¥12,600（消費税抜¥12,000）［KG2S］

541 外部入力端子（映像・音声）
外部
入力

VICS

※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。

取付費込システム合計価格¥55,000（消費税抜¥52,383）［KV1J］
511［ソニー］フロントブラインドモニターシステム

フロント
モニター

バック
モニター

※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。

取付費込システム合計価格¥32,000（消費税抜¥30,478）［KV1N］
521［パナソニック］バックモニターシステム

604
メモリーナビゲーション（CD/DVDビデオ）・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥163,390（消費税抜¥155,610）C9Y7 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
ナビゲーションロック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　¥3,000（消費税抜　¥2,858）C901 V6 023
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥169,990（消費税抜¥161,897）

取付費込システム合計価格¥187,000（消費税抜¥178,097）［KR3S］

システムNo.AYM0K［サンヨー］メモリーナビゲーションシステム

オーディオレス車用

システムNo.PDYD1

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）C9Y4 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¥17,850（消費税抜¥17,000）［KR2T］

取付費込システム合計価格¥24,150（消費税抜¥23,000）［KR2S］

システムNo.PDYD2

システムNo.FSDE5

システムNo.FSDE6

システムNo.BNDE5

システムNo.BNDE6

554［サンヨー］iPod接続アダプターシステム

※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。

521
バックカメラ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥12,000（消費税抜¥11,429）C9N1 V7 532
カメラ取付キット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　¥5,660（消費税抜　¥5,391）DE1B V7 535
バックカメラコード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　¥3,000（消費税抜　¥2,858）DE1B V7 531
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥20,660（消費税抜¥19,678）

取付費込システム合計価格¥32,000（消費税抜¥30,478）［KV1N］

取付費込システム合計価格¥34,520（消費税抜¥32,878）［KV1M］

［パナソニック］バックモニターシステム

541
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外部入力端子（映像/音声）

ETC車載器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥14,400（消費税抜¥13,715）C9MD 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）［HF0A］

システムNo.AMETA661［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¥6,300（消費税抜¥6,000）C9YA V6 381［HC5Z］］が別途必要です。

511
フロントカメラ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥27,000（消費税抜¥25,715）C9S3 V7 532A
フロントカメラ取付キット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　¥9,510（消費税抜　¥9,058）C9G1 V7 535
フロントカメラコード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　¥4,000（消費税抜　¥3,810）DE1F V7 531
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥40,510（消費税抜¥38,583）

取付費込システム合計価格¥55,000（消費税抜¥52,383）［KV1J］

取付費込システム合計価格¥57,520（消費税抜¥54,783）［KV1H］

［ソニー］フロントブラインドモニターシステム

※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。

フロント
モニター

VICSビーコンユニット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥27,300（消費税抜¥26,000）C9Y3 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）［KR2V］

システムNo.VCYC1A

584

システムNo.VCYC2

VICSビーコンユニット・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　¥27,300（消費税抜　¥26,000）C9Y3 V6 620
トリムクリップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥231×1ヶ（消費税抜¥220×1ヶ）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）［KR2U］

［サンヨー］VICSビーコンシステム
VICS

バック
モニター

外部
入力

iPod

ETC
連動

単品で取付作業をする場合

＊1：マツダ延長保証へのご加入手続きが必要です。マツダ延長保証は、新車登録日から最長5年（ただし10万km）まで、
保証を延長する商品です。保証範囲は、マツダ延長保証の保証書に基づきます。

＊2：新車5年プラン￥16,800（税込）（新車登録日から1ヶ月以内にご加入いただいた場合）

業界最大の1 6 G B大容量 S S D搭載  
妥協のない瞬速ナビ

■詳細市街地図（25m）

■交差点拡大

※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。
※iPod shuffle及びDockコネクタなしのiPodへの接続はできません。
※iPod接続アダプターは音声及びビデオの再生が可能です。
※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。

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。

メーカー
保証

5年間の
安心

※マツダ延長保証は、メーカー保証を延長する商品です。
　但し、メーカー保証とは保証内容が若干異なる部位がございます。
※マツダ延長保証による延長保証は、マツダ株式会社が指定するサービス工場以外で
　初回車検を受けられた車両には適用されませんので、ご注意ください。
※マツダ延長保証の加入条件、保証適用条件、ナビゲーション以外の保証部位、その他詳細に
　ついては店舗スタッフにおたずねください。但し、一部取扱っていない店舗もございます。

5年保証とは

ナビゲーションロック マツダ純正ショップオプションナビゲーションと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¥3,000（消費税抜¥2,858）

7型ワイド QVGASSD 16GB

CD／DVD地デジ：ワンセグ

最詳細5m～・詳細市街地図約1,300曲 最大12倍速録音

イルミネーション：7色

USB接続アダプター（同梱）：ナビゲーションに同梱のUSB接続ケーブルでiPodの再生（音声のみ）、操作、充電が可能です。（USBモード画面で操作可能）

主要機能

エコドライブ

「加速」や「減速」をグラフで表示。
「急加速」や「急減速」などには、チャイム音と画面メッセージでお知らせ。
警告に気を配ることで、ガソリンを節約でき、エコドライブにもつながります。

環境とお財布にやさしいドライブをサポート

エコドライブ評価画面

エコドライブ評価グラフ画面

安心のセキュリティ

盗難がよく発生する地点を、詳細情報とともにお知らせ
車上狙い発生などのデータをもとに、27府県の盗難多発地点を地図上の警告マークで
お知らせ、また盗難多発地点を目的地に設定したときや目的地付近を走行すると音声と
メッセージで注意を促します。警告マークをタッチ操作することで、その被害に関する
詳細情報を表示します。

危険度

1 6ＧＢ ＳＳＤ

ＨＤＤナビ同等の地図データを丸ごとのみ込む16ＧＢ ＳＳＤ
大容量16ＧＢ ＳＳＤでも、ＨＤＤナビ同等の詳細市街地図（縮尺5ｍまで）や3Ｄ表示を実現。
素早い検索やスムーズなスクロールなど、ナビ機能にも妥協ありません。
※ＳＳＤ：solid state device

音楽リッピング

人気の高い音楽録音機能を搭載
大容量16ＧＢ ＳＳＤで、最大1,300曲の録音／再生を実現。
さらに最大12倍速録音など、短時間での録音処理が可能。
他にもＳＤカード／ＵＳＢメモリー音楽再生など、ＡＶエンターテインメント機能を満載。

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。

単品で取付作業をする場合

単品で取付作業をする場合

単品で取付作業をする場合

オーディオレス車用

￥203,800「マツダ延長保証（＊2）」＋「ナビゲーションロック」＋取付費込システム合計価格 （税込）

11・12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 

■マツダ延長保証なし・ナビゲーションロックあり取付費込システム合計価格

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。

※ナビゲーションロックなしでもご購入いただけます。 システムNo.AYM0V504 ［KR3L］



アイテムの詳細は17頁以降もご覧ください。※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。

クラリオン メモリーナビゲーションシステム

システムアップアイテム

5年保証ナビゲーション（＊1）

●詳細市街地図／1,115エリア
●縮尺切替／10mスケール～

●ルート検索／5ルート
●住所検索／約3,500万件
●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

●地図データ／2009年9月
●交通規制データ／2009年11月
●電話番号データ／2009年11月

ナビゲーション主要機能

表示機能 検索機能 データ内容 2010年度版

＊1：マツダ延長保証へのご加入手続きが必要です。マツダ延長保証は、新車登録日から最長5年（ただし10万km）まで、
保証を延長する商品です。保証範囲は、マツダ延長保証の保証書に基づきます。

＊2：新車5年プラン￥16,800（税込）（新車登録日から1ヶ月以内にご加入いただいた場合）

13・14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 

■マツダ延長保証なし・ナビゲーションロックあり取付費込システム合計価格

ナビゲーション機能とエンターテインメント機能を
高次元でバランスさせた機能充実ナビ。

チューナー アンテナ

■詳細市街地図（50m）

■交差点拡大

※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。
※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への接続はできません。
※iPod接続アダプターは音声及びビデオの再生が可能です。
※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。

○R

○R

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。

メーカー
保証

5年間の
安心

※マツダ延長保証は、メーカー保証を延長する商品です。
　但し、メーカー保証とは保証内容が若干異なる部位がございます。
※マツダ延長保証による延長保証は、マツダ株式会社が指定するサービス工場以外で
　初回車検を受けられた車両には適用されませんので、ご注意ください。
※マツダ延長保証の加入条件、保証適用条件、ナビゲーション以外の保証部位、その他詳細に
　ついては店舗スタッフにおたずねください。但し、一部取扱っていない店舗もございます。

5年保証とは

ナビゲーションロック マツダ純正ショップオプションナビゲーションと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¥3,000（消費税抜¥2,858）

7型ワイド VGASD 8GB＋8GB※

CD／DVD地デジ：12セグ／ワンセグ

最詳細10m～・詳細市街地図約2,000曲 最大2倍速録音

※メインスロット（地図データ用）8GB＋サブスロット8GB

USB接続アダプター（同梱）：ナビゲーションに同梱のUSB接続ケーブルでiPodの再生（音声のみ）、操作、充電が可能です。（iPodモード画面で操作可能）

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

充実のAV機能

ミュージックキャッチャー機能搭載
最大約2,000曲のＣＤ楽曲を収録できます。（同梱の8ＧＢのＳＤメモリーカード使用時＊）
又、リストからアルバムやトラックを選択し再生する事ができます。

＊16ＧＢ以上のＳＤメモリーカード（SDHC）使用時は、最大約4,000曲収録できます。

エコドライブサポート 

省エネルート検索
目的地までの距離や高低差などを判断し、より燃料の消費量が少なくてすむルートを探索できます。
またオンライン交通情報を考慮した探索を行うこともできます。

快適音響

ドルビーボリューム搭載（車載機器国内初搭載機能）
テレビ番組からＣＭへの切り替わり時の音量の違いや、
各ソース間の音量差を自動調整し常に適正な音量を保つ機能を内蔵しています。

高画質＆高精細

ＶＧＡディスプレー＆フルセグチューナー内蔵   
細部まで表示するＬＥＤ液晶ＶＧＡディスプレーが、ＤＶＤ映像や地図画像をクリアに表現します。
また内蔵のフルセグチューナーで鮮明な地上デジタル放送が楽しめます。

VGAの画像 QVGAの画像 

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。

単品で取付作業をする場合

単品で取付作業をする場合

単品で取付作業をする場合

テレビ番組 

通常視聴 

音量 

本編 CM

音量 

本編 CMテレビ番組 
ドルビーボリュームON

取付費込システム合計価格¥15,750（消費税抜¥15,000）［KG2W］
546 外部入力端子（映像・音声）

取付費込システム合計価格¥29,400（消費税抜¥28,000）［KC1W］
586［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。

取付費込システム合計価格¥26,580（消費税抜¥25,315）［HF0A］
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¥14,700（消費税抜¥14,000）［KC1S］
556［クラリオン］iPod接続アダプターシステム

iPod

外部
入力

VICS

ETC
連動

※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。

取付費込システム合計価格¥55,000（消費税抜¥52,383）［KV1J］
511［ソニー］フロントブラインドモニターシステム

フロント
モニター

バック
モニター

※字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。
※画面表示設定の変更により、固定式の目安線表示が可能です。

※iPod接続アダプターシステムとの同時装着はできません。

※外部入力端子との同時装着はできません。

※外部入力端子との同時装着はできません。

取付費込システム合計価格¥32,000（消費税抜¥30,478）［KV1N］
521［パナソニック］バックモニターシステム

606

メモリーナビゲーション（CD/DVDビデオ）・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥204,990（消費税抜¥195,229）C9CE 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
ナビゲーションロック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　¥3,000（消費税抜　¥2,858）C901 V6 023
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥211,590（消費税抜¥201,516）

取付費込システム合計価格¥228,600（消費税抜¥217,716）［KC1Z］

システムNo.ACM0K［クラリオン］メモリーナビゲーションシステム
オーディオレス車用

システムNo.PDCF1

iPod接続ケーブル（ナビゲーション用）・・・・・ 本体価格  ¥8,400（消費税抜  ¥8,000）C9C9 V6 572
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥11,550（消費税抜¥11,000）

取付費込システム合計価格¥14,700（消費税抜¥14,000）［KC1S］

取付費込システム合計価格¥21,000（消費税抜¥20,000）［KC1Q］

システムNo.PDCF2

システムNo.BNDE5

システムNo.BNDE6

システムNo.FSDE5

システムNo.FSDE6

556［クラリオン］iPod接続アダプターシステム

511

フロントカメラ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥27,000（消費税抜¥25,715）C9S3 V7 532A
フロントカメラ取付キット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　¥9,510（消費税抜　¥9,058）C9G1 V7 535
フロントカメラコード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　¥4,000（消費税抜　¥3,810）DE1F V7 531
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥40,510（消費税抜¥38,583）

取付費込システム合計価格¥55,000（消費税抜¥52,383）［KV1J］

取付費込システム合計価格¥57,520（消費税抜¥54,783）［KV1H］

［ソニー］フロントブラインドモニターシステム

※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。

521

バックカメラ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥12,000（消費税抜¥11,429）C9N1 V7 532
カメラ取付キット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　¥5,660（消費税抜　¥5,391）DE1B V7 535
バックカメラコード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　¥3,000（消費税抜　¥2,858）DE1B V7 531
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥20,660（消費税抜¥19,678）

取付費込システム合計価格¥32,000（消費税抜¥30,478）［KV1N］

取付費込システム合計価格¥34,520（消費税抜¥32,878）［KV1M］

［パナソニック］バックモニターシステム

※字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。
※画面表示設定の変更により、固定式の目安線表示が可能です。

ETC車載器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥14,400（消費税抜¥13,715）C9MD 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）［HF0A］

システムNo.AMETA661［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）C9M9 V6 381 CL［HC5X］］が別途必要です。

iPod

ETC
連動

フロント
モニター

バック
モニター

VICSビーコンユニット・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥27,510（消費税抜¥26,200）C9C3 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）［KC1W］

システムNo.VCCB1

586

システムNo.VCCB2

VICSビーコンユニット・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　¥27,510（消費税抜　¥26,200）C9C3 V6 620
トリムクリップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥231×1ヶ（消費税抜¥220×1ヶ）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）［KC1U］

［クラリオン］VICSビーコンシステム
VICS

単品で取付作業をする場合

オーディオレス車用

￥245,400「マツダ延長保証（＊2）」＋「ナビゲーションロック」＋取付費込システム合計価格 （税込）

546

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外部入力端子（映像/音声）
外部
入力

※iPod接続アダプターシステムとの同時装着はできません。

※ナビゲーションロックなしでもご購入いただけます。 システムNo.ACM0V506 ［KC0R］



アイテムの詳細は17頁以降もご覧ください。※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。

チューナー アンテナアルパイン HDDナビゲーションシステム

7型ワイド VGAHDD 60GB

CD／DVD地デジ：12セグ／ワンセグ

最詳細10m～・詳細市街地図約5,500曲 最大6倍速録音

イルミネーション：5色

●詳細市街地図／1,138エリア
●縮尺切替／10mスケール～

●ルート検索／5ルート同時
●住所検索／約2,800万件
●職業別電話番号検索／全国約900万件
●個人宅電話番号検索／約2,100万件

●地図データ／2009年12月
●交通規制データ／2009年1月
●電話番号データ／2009年12月

ナビゲーション主要機能

システムアップアイテム

5年保証ナビゲーション（＊1）

表示機能 検索機能 データ内容 2009年12月版

＊1：マツダ延長保証へのご加入手続きが必要です。マツダ延長保証は、新車登録日から最長5年（ただし10万km）まで、
保証を延長する商品です。保証範囲は、マツダ延長保証の保証書に基づきます。

＊2：新車5年プラン￥16,800（税込）（新車登録日から1ヶ月以内にご加入いただいた場合）

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 

■マツダ延長保証なし・ナビゲーションロックあり取付費込システム合計価格

全ての機能にこだわりのフルスペックHDD＆
2 0 1 1年度版地図更新ディスク付（無料）

■詳細市街地図（50m）

■交差点拡大

※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。
※Bluetooth  ハンズフリー対応。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への接続はできません。
※iPod/USB接続アダプターは音声及びビデオの再生が可能です。
※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。

○R○R

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。

メーカー
保証

5年間の
安心

※マツダ延長保証は、メーカー保証を延長する商品です。
　但し、メーカー保証とは保証内容が若干異なる部位がございます。
※マツダ延長保証による延長保証は、マツダ株式会社が指定するサービス工場以外で
　初回車検を受けられた車両には適用されませんので、ご注意ください。
※マツダ延長保証の加入条件、保証適用条件、ナビゲーション以外の保証部位、その他詳細に
　ついては店舗スタッフにおたずねください。但し、一部取扱っていない店舗もございます。

5年保証とは

ナビゲーションロック マツダ純正ショップオプションナビゲーションと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¥3,000（消費税抜¥2,858）

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

驚異のLED高画質

高画質LED液晶で地図も地デジも高精細
ディスプレイは高解像度のワイドVGAで、発色の良いホワイトLEDバックライト液晶を採用。
地デジもDVDソフトも高精細映像を鮮やかに再現します。ナビゲーションの地図表示でも、
画面上の文字をクリアに表示します。

フルスペック・最新メディア対応

詳細ナビ情報だけでなく、音楽メディアにも対応
大容量のナビデータベースで、駅の出口やビルの建物情報まで、
お客様の目的地までピンポイントでご案内します。
オーディオもHDDへの音楽録音だけでなく、SDカード対応や別売の
iPod/USB接続ケーブルにより、iPod/iPhone再生（音楽・動画）が可能です。

エコガイド機能

アクセルワーク診断で、楽しみながらエコドライブを実践   
お乗りのお車のアイコン表示ができるドライブインフォメーション画面では、
楽しみながらアクセルワークの診断ができる「エコガイド」機能を搭載。
急加速・急減速にはアラーム音と共に加速度表示でお知らせします。

○R

高速道ワンタッチ更新

最新の高速道路データ更新と2011年度版地図データ無料配布
新しく開通した高速道路など、最新の高速道データをBluetooth  やSDカードを使って、
年間最大５回更新できます。また、2011年度版更新地図ディスクを無料でご提供※します。
※ご利用には2011年7月31日までにアルパインホームページでの「お客様登録」が必要となります。

※掲載写真は効果をわかりやすくしたもので、実際とは異なります。

＜高速道路データ更新無料配信スケジュール（予定）＞ 

取付費込システム合計価格¥8,400（消費税抜¥8,000）［KK0K］
571［アルパイン］iPod/USB接続アダプターシステム

取付費込システム合計価格¥28,140（消費税抜¥26,800）［KK0N］
581［アルパイン］VICSビーコンシステム

iPod
USB

VICS

ETC
連動

※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。

取付費込システム合計価格¥55,000（消費税抜¥52,383）［KV1J］
511［ソニー］フロントブラインドモニターシステム

フロント
モニター

バック
モニター

※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。

取付費込システム合計価格¥32,000（消費税抜¥30,478）［KV1N］
521［パナソニック］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］
541 外部入力端子（映像・音声）

外部
入力

※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）C9D2 V6 381［HC6Q］］が別途必要です。

取付費込システム合計価格¥26,580（消費税抜¥25,315）［HC3V］
663［デンソー］スマートインETCシステム（音声タイプ）

※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。

521

バックカメラ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥12,000（消費税抜¥11,429）C9N1 V7 532
カメラ取付キット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　¥5,660（消費税抜　¥5,391）DE1B V7 535
バックカメラコード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　¥3,000（消費税抜　¥2,858）DE1B V7 531
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥20,660（消費税抜¥19,678）

取付費込システム合計価格¥32,000（消費税抜¥30,478）［KV1N］

取付費込システム合計価格¥34,520（消費税抜¥32,878）［KV1M］

［パナソニック］バックモニターシステム

HDDナビゲーション（CD/DVDビデオ）・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥249,390（消費税抜¥237,515）C9A2 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
ナビゲーションロック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　¥3,000（消費税抜　¥2,858）C901 V6 023
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥255,990（消費税抜¥243,802）

取付費込システム合計価格¥273,000（消費税抜¥260,002）［KK0U］

システムNo.AAH0K601［アルパイン］HDDナビゲーションシステム

オーディオレス車用

システムNo.PUAA1

iPod/USB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）C9A1 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　¥8,400（消費税抜　¥8,000）［KK0K］

取付費込システム合計価格¥14,700（消費税抜¥14,000）［KK0J］

システムNo.PUAA2

システムNo.BNDE5

システムNo.BNDE6

システムNo.FSDE5

システムNo.FSDE6

571［アルパイン］iPod/USB接続アダプターシステム

541

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外部入力端子（映像/音声）

663

ETC車載器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥14,400（消費税抜¥13,715）C9DJ 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）［HC3V］

システムNo.9DETB［デンソー］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）C9D2 V6 381［HC6Q］］が別途必要です。

511

フロントカメラ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥27,000（消費税抜¥25,715）C9S3 V7 532A
フロントカメラ取付キット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　¥9,510（消費税抜　¥9,058）C9G1 V7 535
フロントカメラコード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　¥4,000（消費税抜　¥3,810）DE1F V7 531
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥40,510（消費税抜¥38,583）

取付費込システム合計価格¥55,000（消費税抜¥52,383）［KV1J］

取付費込システム合計価格¥57,520（消費税抜¥54,783）［KV1H］

［ソニー］フロントブラインドモニターシステム

※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。

フロント
モニター

VICSビーコンユニット・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥26,250（消費税抜¥25,000）C9A1 V6 620
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥26,250（消費税抜¥25,000）

取付費込システム合計価格¥28,140（消費税抜¥26,800）［KK0N］

システムNo.VCAA1

581

システムNo.VCAA2

VICSビーコンユニット・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　¥26,250（消費税抜　¥25,000）C9A1 V6 620
トリムクリップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥231×1ヶ（消費税抜¥220×1ヶ）D651 68 162A
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥26,481（消費税抜　¥25,220）

取付費込システム合計価格¥35,301（消費税抜¥33,620）［KK0L］

［アルパイン］VICSビーコンシステム
VICS

バック
モニター

外部
入力

iPod
USB

ETC
連動

単品で取付作業をする場合

オーディオレス車用

￥289,800「マツダ延長保証（＊2）」＋「ナビゲーションロック」＋取付費込システム合計価格 （税込）

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。

単品で取付作業をする場合

単品で取付作業をする場合

単品で取付作業をする場合

※ナビゲーションロックなしでもご購入いただけます。 システムNo.AAH0V501 ［KK0R］



14頁  　　      ［クラリオン］メモリーナビゲーションシステム

12頁  　　      ［サンヨー］メモリーナビゲーションシステム

16頁　　        ［アルパイン］HDDナビゲーションシステム※2　

本体

アンテナ

■装着位置図
■ 

● 

スマートインETCシステム

※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。

※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ございます。
※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、一部の機能についてはETC側からの音声案内があります。
※2：ナビゲーションと連動させた場合、カード有効期限案内の機能は使えません。

三菱電機（音声タイプ）
パナソニック（音声タイプ）
デンソー（音声タイプ）
デンソー（ブザータイプ）

車載器

■機能一覧表

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）（C9M9 V6 381 CL）［HC5X］

￥6,300（消費税抜￥6,000）（C9YA V6 381）［HC5Z］

￥5,250（消費税抜￥5,000）（C9D2 V6 381）［HC6Q］

ETC

デンソー（音声タイプ）

三菱電機　※１

663

661

601

604

606

501

504

506

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

※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。

622

CD/USBコンビ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格¥27,300（消費税抜¥26,000）C9CF 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）［KC0N］

システムNo.9CCUB［クラリオン］CD/USBコンビシステム

CDコンビ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格¥14,175（消費税抜¥13,500）C9C8 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
1DIN ポケット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　¥1,050（消費税抜　¥1,000）C9C1 V6 195
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥20,925（消費税抜¥19,929）

取付費込システム合計価格¥25,965（消費税抜¥24,729）［KC0E］

システムNo.9CCDA623［クラリオン］CD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］

621 システムNo.7CCMA［クラリオン］CD/MDコンビシステム

システムNo.PDCC1

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

システムNo.PDCC2

631［クラリオン］iPod接続アダプターシステム
621

単品で取付作業をする場合

オーディオと同時に取付作業をする場合

　　ナビゲーションロック
マツダ純正ショップオプションナビゲーションと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¥3,000（消費税抜¥2,858）C901 V6 023［KG9U］

641

［クラリオン］　　　　　　    のオーディオシステム付車・　　  モニター付CDコンビシステム用

［クラリオン］　　 のオーディオシステム付車用

621 622 623 642

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。

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。

661 システムNo.AMETA

［三菱電機］
スマートインETCシステム（音声タイプ）
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。
カード有効期限や通行可否、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。
ETC車載器・・・・・・・・・本体価格¥14,400（消費税抜¥13,715）C9MD 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）［HF0A］

663 システムNo.9DETB

［デンソー］
スマートインETCシステム（音声タイプ）
カード有効期限、利用料金、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。
ETC車載器・・・・・・・・・本体価格¥14,400（消費税抜¥13,715）C9DJ 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）［HC3V］

662 システムNo.9NETA

［パナソニック］
スマートインETCシステム（音声タイプ）
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。
カード有効期限や利用料金を音声で案内。
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。
ETC車載器・・・・・・・・・本体価格¥14,400（消費税抜¥13,715）C9N9 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）［HC3L］

664 システムNo.9DETA

［デンソー］
スマートインETCシステム（ブザータイプ）
ブザー音が作動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。
カード有効期限案内機能はありません。
ETC車載器・・・・・・・・・本体価格¥12,000（消費税抜¥11,429）C9DH V6 380A
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）［HC3U］

システムNo.USCB1

システムNo.USCB2

USB接続アダプターシステムでiPodの再生（音声のみ）、操作、充電が可能です。
USB接続ケーブル（オーディオ用）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格¥2,100（消費税抜¥2,000）C9CA 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   ¥5,250（消費税抜　¥5,000）［KE0T］
取付費込システム合計価格¥11,550（消費税抜¥11,000）［KE0S］単品で取付作業をする場合

オーディオと同時に取付作業をする場合

［クラリオン］　　 モニター付CDコンビシステム用

複数行表示が可能な液晶カラーディスプレイを採用。
iPod/USBメモリーと接続時には漢字表記にも
対応し、曲名、アルバム名などを見やすく表示。

モニター付CDコンビ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格¥50,860（消費税抜¥48,439）C9CG V6 200
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥54,460（消費税抜¥51,868）

取付費込システム合計価格¥59,500（消費税抜¥56,668）［KD2Z］

［クラリオン］モニター付CDコンビシステム 642 システムNo.ACCDA

［クラリオン］USB接続アダプターシステム

※iPod本体は別売（市販品）です。　
※1：USB接続アダプターシステム（別売）が別途必要になります。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。iPodビデオの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。
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カード有効期限
音声案内

●
●
●
×

カード抜き忘れ
警告

●
●
●
●

ナビゲーション画面
表示（連動時）

●
×
●
×

履歴確認

●（100件）
●（100件）
●（100件）
×

MP3/WMA/AAC MDグループ再生/
NetMD

USBスロットiPod
コントロール対応

MD/MDLPCD
CD-R/RW

※1
前面AUX端子 AM/FM

最大50W×4DSP/EQ

MP3/WMA MDグループ再生/
NetMD

USBスロットiPod
コントロール対応

MD/MDLPCD
CD-R/RW

前面AUX端子 AM/FM

最大50W×4EQ

MP3/WMA/AAC MDグループ再生/
NetMD

USBスロットiPod
コントロール対応

MD/MDLPCD
CD-R/RW

前面AUX端子 AM/FM

最大50W×4EQ

※2※1

装着位置 本体正面

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。
※走行中、映像は表示されません。

リアスピーカーシステム

2スピーカー車

684

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
リアドアハーネス左・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格　　　　 ¥2,100 （消費税抜　　　　 ¥2,000） D651 67 220B
リアドアハーネス右・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格　　　　 ¥2,100 （消費税抜　　　　 ¥2,000） D651 67 210B
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］

システムNo.16RDNAリアスピーカーシステム

※価格や詳細は8、12、14、16頁をご覧ください。

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

ショップオプションオーディオ［オーディオレス車用］

※画面はハメコミ合成です。

※ナビゲーション機能はございません。フロントカメラとの接続はできません。

※モニター画面（画像はイメージです。）

おすすめセット

■ドライバー視野角イメージ

水平約180°

■フロントブラインドモニター視野角イメージ バックモニターと同時に装着すれば
死角エリアを大きくカバーしてくれます。

バックモニターフロント
ブラインドモニター

死角をフロント
ブラインドモニター
でカバー

※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。

※画像はイメージです。　※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。

バックモニター

フロントブラインドモニター

※写真はイメージです。当該車両とは異なります。 ※写真はイメージです。当該車両とは異なります。

■バックカメラ視野範囲イメージ図

※富士通テン・クラリオン製ナビゲーション・モニター付CDコンビシステムにおいては、画面表示設定の変更により、
　固定式の目安線表示が可能です。その他のナビゲーションは目安線の表示できません。
※カメラが映し出す範囲は限られていますので、後退時には必ず後方を直接見ながら運転してください。
※字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。

車両後部ライン

※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

装着位置

511［ソニー］フロントブラインドモニターシステム

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

606604608 601506504508 501

※システム内容は10、12、14、16頁をご覧ください。

※システム内容は8、10、12、14、16頁をご覧ください。

取付費込システム合計価格¥55,000（消費税抜¥52,383）［KV1J］
取付費込システム合計価格¥57,520（消費税抜¥54,783）［KV1H］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

［富士通テン］   　　   ［パイオニア］    　　  ［サンヨー］  　　    ［クラリオン］　  　    ［アルパイン］  　　     の
ナビゲーションシステム付車・［クラリオン］     モニター付CDコンビシステム用

606604608610 601506504508510 501

642

521  ［パナソニック］バックモニターシステム
取付費込システム合計価格¥32,000（消費税抜¥30,478）［KV1N］
取付費込システム合計価格¥34,520（消費税抜¥32,878）［KV1M］単品で取付作業をする場合

ナビゲーション・モニター付CDコンビと
同時に取付作業をする場合

バックカメラ視野範囲

機能あり 機能なし

バックカメラ対応
MP3/WMA/AAC AM/FM 最大30W×4前面AUX端子

CD
CD-R/RW4.3型モニター iPod

コントロール対応
※1

642
4.3型カラーモニターを搭載し、
モニター画面上で後方確認ができます。
モニター付CDコンビシステム

＋
バックモニターシステム

セット合計価格¥91,500（税込）
［KD2Z］＋［KV1N］

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 



デザイン、質感、機能性を兼ね備えた
こだわりのショップオプションアイテムで
デミオの魅力をさらに引き出す。

VGAモニター

タッチパネル

渋滞予測データ

VICS（FM多重）

DVD-R/RW

CD-R/RW

DSP/EQ

Bluetooth

MP3/WMA/AAC

ナビゲーション主要機能用語説明

○R

○R

通常の車載モニター（QVGA）の約4倍の解像度で、高画質・高精細なモニター。

モニターに表示されているメニューやアイコンを指でタッチするだけで操作が可能です。

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。

市販のDVDビデオだけでなく、パソコンなどを使用して作成したDVDの再生が可能です。
DVD-Rは1回だけ書き込むことができ、DVD-RWはほとんどのDVDプレイヤーで再生可能なまま書き換えができるDVDのことです。

市販の音楽CDだけでなく、パソコンなどを使用して作成した自作の音楽CDの再生が可能です。
ＣＤ-ＲはＣＤへ1回だけ書き込むことができますが、消去はできません。ＣＤ-ＲＷは書き換えや消去ができるものです。

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。

高度なセキュリティを維持したまま、ケーブル接続技術の代わりとして機能する近距離無線技術です。
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。

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。

………

…………

……

………

…………

…………

……………

…………

……

マツダ純正ショップオプション ナビゲーション／オーディオに関する注意
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」は米国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。
※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。

〈車両へ装着の際、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システムは、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。

－

－

○

○

○

○

－

○
※1

○

○

○

1チューナー

○

－

－

○

－

○

○

○

○

○

○

○

50Ｗ×4

－

更新版SDカード差し替え

※2

  広視野角モニター

ボイスコントロール

  タッチパネル

    交差点3D表示

     オートリルート

  中継点経由探索

    郵便番号検索

 ＶＩＣＳ（ＦＭ多重）

  渋滞考慮探索

 目的地履歴

  メモリ地点登録

  自宅登録

  T Vチューナー

  AM/FMラジオ

   録音速度（再生同時）

  CDDB

  DVD CPRM/VRモード

  メモリースティック

ＳＤメモリーカード　　  　　　
 

 USBメモリー

  MP3

  WMA

  AAC

  Divx

  最大出力 × ch数

車両メンテナンス情報

地図バージョンアップ更新方法

 地図バージョンアップ次回更新時期

本　　体

ナビゲーション

主要機能

操作方法

ナビゲーション
機能 渋滞考慮

そ  の  他

A V 機 能 外部メディア対応

圧縮フォーマット

そ  の  他

○

－

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

4チューナー×4アンテナ

○

等倍速

○

○

－

○

○

○

○

○

－

－

45W×4

○

地図用SDカード差し替え

※3

○

－

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

4チューナー×4アンテナ

○

最大6倍速

○

○

－

○

－

○

○

○

○

－

50W×4

－

DVDによるHDD書き換え※
※3

○

－

○

○

○

－

－

○

－

○

○

○

1チューナー

○

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

40W×4

－

更新版SDカード差し替え

※3

○

－

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

1チューナー

○

最大8倍速

○

○

－

○

○

○

○

○

－

－

43W × 4

○

DVDによるメモリー書き換え

※3

地　　図

検　　索

地  デ  ジ

動　　画

音楽録音

※1： 渋滞考慮検索にはリアルタイムプローブ渋滞情報の入手が必要です。リアルタイムプローブ情報を利用するにはあらかじめBluetooth 対応携帯電話とユーザー登録が必要です。
※2：パイオニアのナビゲーションには地図データの差分更新機能があります。差分データ更新サービスを利用するにはパソコンなどの通信環境が必要です。
  　 また、あらかじめユーザー登録および専用PCリンクソフト「NAVI OFFICE」をパソコンにインストールする必要があります。無償更新サービスは2014年4月までを予定しています。
※3：次回更新時期の最新情報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。
※：アルパインホームページにて2011年07月31日までにお客様登録を実施して頂いた方のみ、2011年度版地図更新ディスクを無償でご送付させて頂きます。

○R

ナビゲーション機能一覧表   ○：機能あり　－：機能なし

富士通テン

C9TA V6 650

アルパイン

HDDメモリー

C9A2 V6 650

クラリオン

C9CE V6 650

サンヨー

C9Y7 V6 650

パイオニア

C9P6 V6 650

P7 P15P13P11P9

SD

SDHC



　フォグランプ（マルチコーティング/ブルー）／※　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）は装着できません。
　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。
　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（マルチコーティング／ブルー）には装着はできません。※1台分は2ヶ必要です。メダルコードは2ヶセットです。
０９
０５ ８２ ８３

８２ ８３ ０５
アイテム装着時の注意事項

ベース車両：グレード 1
5C

＊各種カラーバリエーションは36頁をご覧ください。

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。
　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

3年
6万km 
保  証 

＜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

スタイリッシュなデザ
インにアクセントを添

え、

スポーティでスマート
なルックスにイメージ

チェンジ。

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

。

スポーティ＆スマート！

それが私のデミオ。

リアビューをよりスマー
トな印象に。

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。

全車（SPORT・13Sを
除く）

０２
3年

装着前

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36頁の表をご覧

ください。

０５

3年

＜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

フロントフェイスをスポ
ーティに演出。

夜間の視認性を向上
させるだけでなく、フロ

ントフェイスのイメージ

チェンジも。バルブの
色やバンパーの形状

に合わせて選べます。

全車

ショートアンテナ
外観をよりスタイリッシュにします。

本体価格¥2,100（消費税抜¥2,000）
D350 V6 013 ［KF3B］
※受信性能は、標準装備されておりますアンテナより悪化します。
　郊外などの電波の弱い地域ではラジオを受信しにくくなります。

７７ 3年

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

3年

未装着時

装着時

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 3年

ノーマル

バルブ装着時

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 3年

全車

LEDバルブ
＜ポジションランプ＞
¡T10ウェッジ球タイプ・6000K（ケルビン）¡左右2ヶセット
取付費込¥7,630（消費税抜¥7,267）
本体価格¥4,480（消費税抜¥4,267）
C901 V7 160 ［FL3F］

８１ 1年

※写真はイメージです。当該車両とは異なります。

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

装着時（フロント） 装着時（リア）ノーマル ノーマル

スタイリッシュなデザ
インにアクセントを添

え、

スポーティでスマート
なルックスにイメージ

チェンジ。

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

。

アルミホイール（1
4×6J）

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36頁の表をご覧

ください。

７４
3年

※価格や部品番号など
詳細は

　32頁をご覧ください。

ホイール
ロックセット

５２
3年

アルミホイールの

盗難防止におすすめ
！

マックガード社製の

ホイールロックナット
で

しっかりガードします
！

アルミホイールで足回
りも軽やかに。

デミオのキュートなス
タイルにぴったりな6

本スポークのアルミ

ホイールで、見た目も
走りも軽快に。

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）

取付費込 2ヶセット¥6,860（消費税抜¥6,534）［EG3D］
本体価格¥5,600（消費税抜¥5,334）
C901 V9 810×2ヶ

８３
1年

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）
取付費込 2ヶセット¥6,860（消費税抜¥6,534）［EG3C］
本体価格¥5,600（消費税抜¥5,334）
C900 V9 810×2ヶ
フォグランプ（クリア）付車

フォグランプ（クリア）付車

８２
1年

クリアクリアクリアクリア

※写真はイメージです。
　当該車両とは異なります。

※写真はイメージです。
　当該車両とは異なります。

●装着位置イラスト

リアルーフスポイラーショートアンテナ

フォグランプ

リアルーフスポイラー
ショートアンテナ

アルミホイール
（14×6J）

点灯時点灯時 点灯時点灯時点灯時 点灯時

ー商品購入時の注意
点ー

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。



　 　シートカバー（ブラック/カームホワイト）／※32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］

※リアシートの一体可倒式シート車を除く。

全車（13Cスマートエディションを除く）

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］ 

※リアシートの一体可倒式シート車を除く。

全車（SPORT・15C・13Cスマートエディションを除く）

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ンプに連動して点灯。
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はフットランプとして、スモールランプ点灯時にはイルミネーションとして点灯します。
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）
D03P 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）D03P V7 150 ［FL0L］　

全車

１３

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足元をほのかに照らします。

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35頁をご覧ください。

３２

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。
　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

3年
6万km 
保  証 

3年

3年

3年

LEDバルブ
＜フロントルームランプ＞¡T10×31タイプ・13000K（ケルビン）¡1ヶ取付費込¥4,240（消費税抜¥4,039）本体価格¥2,980（消費税抜¥2,839）C901 V7 165 ［FL3L］
＜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¥4,240（消費税抜¥4,039）本体価格¥2,980（消費税抜¥2,839）C901 V7 165 ［FL3D］

全車

全車

７８

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
3年

リア

ロゴ
フロント

フットランプ＆
イルミネーション１２ダッシュボード

イルミネーション１１ ＋ ドアポケット
イルミネーション１３＋ ¥42,420（消費税抜¥40,400）取付費込

セット合計の場合
全車［FW1F］＋［FL0D］＋［FL0L］

ノーマル 装着例

バルブ
※写真はイメージです。　当該車両とは異なります。

1年



　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。　　ラゲッジルームトレイ／※　ラゲッジルームマッ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 １９２０

●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

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。
　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

3年
6万km  
保  証 

ブラック 
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］

　　　　　　　　　　　　　　　　　※リアシートの一体可倒式シート車を除く。

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

全車

２０

3年 

トノカバー
ラゲッジルーム内の積載物を車外の視線から保護し、プライバシーを守ります。
本体価格¥11,000（消費税抜¥10,477）
D651 68 310C02 ［FT7F］

７６ 3年 

3年 

※写真はイメージです。
　バッグ類は商品に含まれません。

装着時

トノカバーを開けた状態

全車（13Cスマートエディションを除く）

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



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。

こんな時に便利

作動時

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。

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

■車両のフロント2ヶ所、リア4ヶ所に搭載したセンサーで、障害物を感知。障害物との距離によって3段階に変化するブザー音でお知らせします。
■ブザーは前後2ヶ所に音の高さが異なるものを設置。ブザーの音と聞こえる方向から、前後のどちらに障害物が近づいているかが分かります。
■センサー部分は、目立たないように車体と同じ塗装色です。

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。
低速時の狭い路地での走行や、縦列駐車・車庫入れ・幅寄せなどの際にセンサーが近距離の障害物
などを検知。ブザー音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。

パーキングセンサー
●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

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

　コーナーガイド（自光式）／※ポール部分の取外しはできません。※32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17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
スモールランプ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。

＜装着位置イラスト＞

バック（2センサー）

ブザー音障害物との距離

ピー0～50cm

ピッピッピッ50～100cm

ピッ・・ピッ・・ピッ・・100～150cm

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

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

パーキングセンサー（6センサー）

＜ボディ色（塗装済み）＞
●セット 取付費込¥45,000（消費税抜¥42,858）［HD0Z］
●本体価格¥7,350（消費税抜¥7,000）C930 V7 280A   ●取付キット価格¥11,400（消費税抜¥10,858）D03P V7 28X
●センサー価格 ¥10,500（消費税抜¥10,000）C931 V7 28Y ＊＊   ＊全ボディ色を設定しています。カラーバリエーションは36頁をご覧ください。

２２

フロントコーナー：高音 リアコーナー・バック：低音

コーナーガイド（自光式）

全車

オートミラーシステム
取付費込¥24,000（消費税抜¥22,858）
本体価格¥18,330（消費税抜¥17,458）
D651 V7 370B ［EN4J］　

２１

全車（13Cスマートエディションを除く）

3年

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）
D652 V4 180 ［EP0G］
全車

２５ 3年

点灯時 通常時

２５ ６１

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

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。
　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

3年
6万km 
保  証 

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
狭い道でもパーキングセンサー
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。
3年

通常時

バック

リアコーナー

フロントコーナー

※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。



　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。
　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。

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

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。

●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¥18,000（消費税抜¥17,144）
※価格や部品番号など詳細は36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¥54,000（消費税抜¥51,430）
※価格や部品番号などの詳細は36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¥134,000（消費税抜¥127,621）
［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36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¥56,000（消費税抜¥53,335）
＜イモビライザー無車用＞ 取付費込システム合計価格¥41,000（消費税抜¥39,049）
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36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¥98,000（消費税抜¥93,335）
［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36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。
　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

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 

感度調整
ダイヤル

50cm
100cm

CVT・AT

２６
３１ ２９ ３０

２７ ２９ ３０



リアフロント

ノーマル 装着時

スーパーブルービーム（ヘッドランプ）
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。
¡H4¡4000K（ケルビン）

取付費込 2ヶセット¥9,660（消費税抜¥9,200）［EF8S］
本体価格¥8,400（消費税抜¥8,000）
C903 V7 210AH4×2ヶ 

４９

ハロゲンヘッドランプ付車

ハロゲンヘッドランプ付車

スーパーホワイトビーム（ヘッドランプ）
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。¡H4¡3800K（ケルビン）
取付費込 2ヶセット¥8,610（消費税抜¥8,200）［EF8R］
本体価格¥7,350（消費税抜¥7,000）
C902 V7 210 H4×2ヶ 

５０

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。
¡D2S¡6000K（ケルビン）

取付費込 2ヶセット¥31,060（消費税抜¥29,581）本体価格¥29,800（消費税抜¥28,381）
C904 V7 210 S6 ［EF9N］

ディスチャージヘッドランプ付車

ディスチャージヘッドランプ付車

４８

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］　

６０

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）
C900 V7 880 ［FT3H］　
※装着後は、カバーが閉まりません。
全車

全車全車（13Cスマートエディションを除く）

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

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

セット合計価格 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36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
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。
　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

3年
6万km 
保  証 

トノカバー
ラゲッジルーム内の積載物を車外の視線から保護し、プライバシーを守ります。
本体価格¥11,000（消費税抜¥10,477）
D651 68 310C02 ［FT7F］

７６ 3年

※写真はイメージです。バッグ類は商品に含まれません。
装着時

トノカバーを開けた状態

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 1年

スーパーブルービーム（ハイビーム）
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。¡HB3¡4300K（ケルビン）
取付費込 2ヶセット¥6,860（消費税抜¥6,534）［EG3E］
本体価格¥5,600（消費税抜¥5,334）C900 V9 800×2ヶ

８４ 1年

全車

3年アッシュカップ
カップホルダーにセットして使うスマートなデザインの灰皿。
喫煙者の方の快適なドライビングをサポートします。
本体価格¥1,575（消費税抜¥1,500）
C235 64 660A ［FT5G］

５７

　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（ヘッドランプ）・　スーパーホワイトビーム（ヘッドランプ）／※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／※24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。　　ボディカバー／※27頁　コーナーガイド（自光式）との同時装着はできません。　　スーパーブルービーム（ハイビーム）／※1台分は2ヶ必要です。メダルコードは2ヶセットです。

４５ ４５
５１

８４
１４１５

４６
５０４９

アイテム装着時の注意事項

６１ ２５

■装着位置図

※リアシートの一体可倒式シート車除く。



※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

タッチアップペイント

本体価格 1本¥950（消費税抜¥905）
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36頁をご覧ください。

全車

全車

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 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。

＜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 36 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 790A ［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 790A ［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 790A ［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）

※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

　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。　　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／※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。※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、営業スタッフにおたずねください。＜MG-5・MG-3＞※サポート条件として、年1回、12ヶ月毎に販売会社でメンテナンスサービスを受け
る事と、お客様による定期的な洗車が必要です。＜MG-1＞※サポート条件として、お客様による定期的な洗車が必要です。※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）※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、営業スタッフにおたずねください。
　 　　チャイルドシート／※35頁　ペットシート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

７０
６６６５

７１ ７２

７３

アルミホイール付車

７２ボディコーティング MGシリーズ＜MG-5＞ ７３ホイールコーティング GOLD＜15・16インチ用＞ の場合 ¥68,750（消費税抜¥65,477）
［WA0J］＋［WC1C］

施工費込セット合計

ISOFIX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ISOFIX方式。

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。

ISOFIX方式対応チャイルドシート

■ISOFIX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。
※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。

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。

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）

ISOFIX対応チャイルドシート（レーマー・デュオプラス）

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、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、最高水準の安全性を実現します。

HOW TO CHOOSE 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：装着の際には、必ず助手席シートを最後端までスライドさせSRSエアバッグからできるだけ遠ざけ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。
　　ただし、13Cスマートエディションはヘッドレスト一体型シートのため、そのまま装着してください。

シートベルトタイプのチャイルドシート

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
の成長に合わせて調節が簡単に行えます。
本体価格¥63,000（消費税抜¥60,000）
1059 W3 111 ［HU8P］

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）
1057 W3 111 ［HU8L］
全車

３９

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）
1058 W3 111 ［HU8M］
全車

全車

４２

３８

３９

４２

サイズ
（ｃｍ）

W44×D45×H64

W44.5×D67.5×H58（キャリーハンドルUP時）

W49.5×D49×H69～87

重量
（ｋｇ）

8.6

3.8

7.3

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

●：装着可能　△：条件付で装着可能　×：装着不可

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（レーマー・ベビーセーフプレミアム）

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・3

後向き

×

×

×

後席・外席 

前向き

△※1・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

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。
　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

3年
6万km 
保  証 

キー収納時

3年マツダリトラクタブルタイプキー（追加用）
セット価格¥9,009（消費税抜¥8,580） 
¡トランスミッター本体価格¥7,350（消費税抜¥7,000）
　C236 67 5RYC
¡ブランクキー  本体価格¥1,659（消費税抜¥1,580）
　G2YA 76 201B
※アドバンストキーレスエントリー付車には装着できません。
※キーカット費用が別途必要です。詳しくは営業スタッフに
　おたずねください。

全車（メーカーオプションのアドバンストキーレスエントリー付車を除く）

８０

コーティングシリーズ

ボディコーティング MGシリーズとホイールコーティング GOLD同時施工の場合

※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。

７２７３

コネクター
固定状況 トップテザー

アンカー
取付状況

■装着位置図

３８ ３５４２３９



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+FP1Z

EF2Q+EF4B+FP1Z

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＋FP1Z

EF2Q＋EF4B＋FP1Z

EF5J（注3）

EF2P

EF2Q

＜ノーマルバンパー用（15C・13C-V・13Cスマートエディション・13C）＞
■フォグランプ構成部品組合せ表

（注2）13C-V HIDエディションおよび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
11,220
（10,686）
15,000
（14,286）

●

●

●

周辺監視
センサー

C902 V7 410A

D651 V7 415
29,700
（28,286）
36,000
（34,286）

●

●

MIスティック（リモコンエンジン
スターター）（注9）

C909 V7 620A

D653 V7 630A
72,440
（68,991）
80,000
（76,191）

●

●

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 630A
46,070
（43,877）
53,000
（50,477）

●

イモビライザー無車用

C908 V7 620A

D652 V7 630A
31,700
（30,191）
38,000
（36,191）

●

ボンネットスイッチ

D651 V7 629

ー
1,740
（1,658）
3,000
（2,858）

●

●

●

●

●

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+HR1N+HD4B

HD4K+HD0G+HR1N+
HD4B

HD0Q+HD4B

HD1F+HD4B

取付費込価格
（税抜価格）

18,000（17,144）

54,000（51,430）

98,000（93,335）

134,000（127,621）

56,000（53,335）

41,000（39,049）

商品

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

（注8）MIスティック（リモコンエンジンスターター）との同時装着はできません。
（注9）リモコンエンジンスターターとの同時装着はできません。

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。
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写
真

74

商品名

アルミホイール（14×6J）
（注7）

部品番号

1409 V3 810A

本体価格
（円）
1本分

21,000
（20,000）

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

トゥルー
レッド

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

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

写
真 商品名

1.3L

13C

4AT

13C-V
13C-V
HID

エディション

13Cスマートエディション
メーカーオプション
バリューパッケージ
装着車

13S 13C 13S

1.5L

15C SPORT
部品番号

D651 V4 920 ＊＊

C931 V7 28Y ＊＊

C902 V3 150 ＊＊

8563 77 710 ＊＊

カラーコード

11

A4A

カッパ－
レッド

32V

－

－

57

36A

88

28W

19

33Y

アルミ
ニウム
M

50 86

36C

PZ 67

22V

85

34K

33

A4D

メダル
コード

DE8B

－

DM8A

HT8A

ペ
ー
ジ

■ボディ色対応表 ●：Shop Options　▲：標準装備

No.

21 リアルーフ
スポイラー02

27
センサー
（パーキング
　センサー用）

22

32
ドアエッジ
モール54

33
タッチアップ
ペイント62

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

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

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。
¡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

3年

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。

※写真は装着例です。

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

Lサイズ
＜折りたたみ時＞

Sサイズ
＜折りたたみ時＞

※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。

※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。

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］
全車（13Cスマートエディション除く）全車（13Cスマートエディション除く）

３５3年 3年

アイテム装着時の注意事項

　ペットシートカバー／※34頁　　　チャイルドシートとの同時装着はできません。３５ ３８３９４２

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。
　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

3年
6万km 
保  証 

※リアシートの一体可倒式シート車除く。 ※リアシートの一体可倒式シート車除く。
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2WD e-4WD 2WD

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

1.3L

13C

4AT

13C-V
13C-V
HID

エディション

13Cスマートエディション
メーカーオプション
バリューパッケージ
装着車

13S 13C 13S

1.5L

15C SPORT

●● ● ● ● ● ●●●



エムズ カスタム

デミオの個性を際立たせ、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。

PHOTO：ベース車両／SPORT

PHOTO：ベース車両／SPORT

PHOTO：ベース車両／SPORT

●本カタログに掲載したカスタマイズパーツは一般市販部品であり、マツダの純正部品とは異なります。●オーダーからパーツが入荷
するまで約2週間～3週間頂いております。それから塗装・取付を行いお客様に納車となります。●（株）マツダＥ＆Ｔがお届けするカス

タマイズパーツの保証期間は、用品取付時から1年間、その期間内でも走行距離2万kmまでとなります。●本カタログに掲載した商品は保安基準適合品
ですが、一般市販部品の為マツダの純正部品とは異なる品質基準で製作しております。従って製品の中には純正部品に比べ、耐久性・精度面で多少劣るも
のもあり、カスタマイズパーツ装着時にボディ面とパーツの間に多少隙間が生じる事があります。●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。●カスタマイズパーツの塗装色は、標準車の色と完全に一
致しない場合があります。●マフラーカッターは素材の特性上、熱で変色することがあります。●商品は原則として標準車（ノーマル車。特別仕様車除く）
への装着を前提としており、他の商品との同時装着ができない場合もあります。詳しくは販売店または右記お問い合わせ窓口までご相談ください。●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特性から大きく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。●このカタログに関するご不明な点は、販売店または右記
お問い合わせ窓口までご相談ください。●掲載価格は希望小売価格です。（　）内は消費税抜の価格です。●掲載商品の仕様、価格、発売時期は予告なく
変更する場合があります。 

注意事項 ●【商品のお取扱い】 

商品は全国のマツダ部品販売会社にてお取扱いしております。 

http://www.mspr.co.jp/accessory/

株式会社 マツダE&T
TEL 0120-246-499　FAX 082-283-5216

●【商品に関するお問い合わせ】 

●【塗装/取付について】 

マロックス株式会社の各支店・営業所にお問い合わせ願います。 

http://www.malox.co.jp/

※本カタログに掲載した商品は保安基準適合品ですが、一般市販部品の為マツダの純正部品とは異なる品質基準で製作しております。 
　したがって、保証期間・お問い合わせ窓口などマツダ純正部品とは異なりますのでご注意ください。  

フロントグリル内メッシュ：カーボングレーマイカ
ボディ色

カーボングレーマイカ ボディ色メッシュ：黒色樹脂コーティング

■装着イメージ 

サイドスカート リアアンダースカートフロントバンパースポイラー サイドスカート リアアンダースカートフロントアンダースポイラー

フロントグリル内メッシュ：カーボングレーマイカ

カーボングレーマイカ

カーボングレーマイカ カーボングレーマイカメッシュ：黒色樹脂コーティング マフラーカッター

※M'z Customリアアンダースカート装着車

リアアンダースカートサイドスカート

本商品はオーダーからパーツが入荷するまで約2週間～3週間、それから塗装・取付を行いお客様に納車となります。詳しくは営業スタッフにおたずねください。 購入時の注意点

（注1）「取外したベース車部品をお客様が不要な場合」と「お客様に返却する場合」で発注コードが異なります。※（注4）（注5）参照。 
（注2）フロントバンパースポイラーを取付されると、フロントフォグランプは取付できません。又、フロントバンパースポイラーとマツダShop Optionsのナンバープレートホルダーとの組合せは 
　　　保安基準に適合しないため、同時装着は絶対にしないでください。 
（注3）塗装パターンの選択ができます。詳しくは「塗装パターン」欄をご確認ください。 
（注4）取外したベース車部品をお客様が不要な場合（取外した部品については、販売店にて適切に処理します）。 
（注5）取外したベース車部品をお客様に返却する場合。塗装・取付費に、取外し部品の梱包およびお客様に返却する送料が含まれています。お客様指定の宛先に配送することができますので、 
　　　営業スタッフにご確認ください。梱包サイズは約185×60×70cmとなります。 
（注6）塗装色はカーボングレーマイカになります（ボディ色塗装ではありませんのでご注意ください）。 
（注7）マツダShop Optionsのマッドフラップ（リア）との同時装着はできません。  
（注8）コンプリートはフロントアンダースポイラー・サイドスカート・リアアンダースカートの3点セットとなります。 
（注9）取付の際には、右記部品が別途必要です。（部品発注はマツダ部品販売会社へお願いします。）　①マッドガードRH（D01K 56 130A）　②マッドガードLH（D01K 56 140A） 
（注10）希望小売価格は、送料込の価格です。　 
（注11）フロントバンパースポイラーを取付されると、けん引フックは使用できません。　 
（注12）リアアンダースカートを取付される際は、ダムド製マフラーカッターを同時装着されることをおすすめします。又、リアアンダースカートを取付されると、けん引フックは使用できません。 

123,200
（117,333） 

129,500
（123,333） 

119,700
（114,000） 

126,000
（120,000） 

64,050
（61,000） 

76,440
（72,800） 

64,960
（61,867） 

203,350
（193,667） 

10,290
（9,800） 

塗装費・取付費込 
合計価格 

（税抜価格） 

M'z 
Custom

DAMD

フロントバンパー 
スポイラー 
（注1/注2） 

フロントアンダースポイラー（注6） 

サイドスカート（注6） 

リアアンダースカート（注6/注7） 

コンプリート（上記3点セット） 
（注6/注7/注8） 

マフラーカッター 

塗装 
パターン①
（注3） 

塗装 
パターン② 
（注3） 

部品番号 

DT02 MZ 020

DT02 MZ 020

DT02 MZ 9H0

DT02 MZ 9A0

DT02 MZ 980

DT02 MZ 0Y0

DD02 MZ 100

発注コード 

YB10 
（注4） 

YB11 
（注5） 

YB12 
（注4） 

YB13 
（注5） 

YB14

YB15

YB16

YB01

YB31

DEMIO

SPORT

2WD
DBA-DE5FS

15C 13S

2WD
DBA-DE3FS

e-4WD
DBA-DE3AS

13C-V

2WD
DBA-DE3FS

13C

2WD
DBA-DE3FS

e-4WD
DBA-DE3AS

希望小売価格 
（注10） 

本体価格 
（税抜価格） 

48,300
（46,000） 

48,300
（46,000） 

48,300
（46,000） 

48,300
（46,000） 

30,450
（29,000） 

37,800
（36,000） 

31,500
（30,000） 

97,650
（93,000） 

9,450
（9,000） 

備　考 

FRP製 
未塗装品 
フロントアンダー 
スポイラー・ 
フロントグリル一体タイプ 
（注11） 

FRP製 
未塗装品 

FRP製 
未塗装品 

FRP製 
未塗装品 
（注12） 

FRP製 
未塗装品 
（注12） 

テール径φ94

商　品　名 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 
（注9） 

● 
（注9） 
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（注9） 
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（注9） 
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（注9） 

● 
（注9） 
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－ 

● 

● 
（注9） 

● 
（注9） 

－ 

－ 

● 

－ 
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・部品費は 
  未塗装品の 
  価格です。 
・塗装される際は 
  カーボングレー 
  マイカ色と 
  なります。 

■塗装パターン② ■塗装パターン① 

■装着位置イラスト 

マツダE&Tカスタマイズパーツは、1年2万km保証付です。1年
2万km 
保  証 

マツダE&T

●：適用可　単位：円



2011.04

適用車両No.

カタログNo.

発行年月日

31PDMAN

DE3AS 350002～
DE3FS 350004～
DE5FS 350005～

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。

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E&Tカスタマイズパーツは、1年ただし2万km保証付です。

マツダE&Tカスタマイズパーツについてのお問い合わせは、お近くの販売会社または（株）マツダE&Tへどうぞ
受付時間／平日（土・日・祝日除く） 9：00～12：00 13：00～17：00 
全国共通 フリーダイヤル 0120-246-499

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

マツダE&Tカスタマイズパーツ

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2011年4月現在のものです。●掲載商品の仕様、価格は予告なく変更することがあります。●このカタログに掲載されている商品はショップオプションです。
●掲載価格は希望小売価格です。（　）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。

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。

1年
2万km 
保  証 

マツダE&T

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。3年 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。1年
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。


