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※1:「ナノイー」「nanoe」および「nanoe」ロゴマークはパナソニック株式会社の商標です。　 ※2:「アレルバスター  」および「アレルバスター  」ロゴマークはパナソニック株式会社の登録商標です。 ※上記掲載価格は消費税込価格です。

Interior
インテリア

Utility
ユーティリティ

Driving Support
ドライビングサポート

Security
セキュリティ

家と駐車場が離れている。縦列駐車が苦手...小物をキレイにまとめたい！お部屋のような心地よさを。

Pick Up item ●ピックアップアイテム

・「ナノイー※1」ディフューザー
取付費込¥27,000…………………

Pick Up item ●ピックアップアイテム

・マルチセンターコンソール
取付費込¥15,120…………………

・シートバックポケット
取付費込　¥9,800…………………

Pick Up item ●ピックアップアイテム

・パーキングセンサー（6センサー）
セット 取付費込¥45,000

・オートミラーシステム
取付費込¥24,000…………………

Pick Up item ●ピックアップアイテム

・アクティブバーグラアラームシステム
……

……

自分らしさを演出。

選ぶことの楽しさも、たっぷり！

デミオのショップオプション。

・アレルバスター  ※2搭載フィルター
取付費込　¥6,720…………………

Basic
ベーシック

もっと快適なカーライフを。

Pick Up item ●ピックアップアイテム

・ベーシックパック
取付費込セット合計価格¥62,820～…………………

・赤外線カットフィルム（スモークタイプ）
取付費込¥22,000………………………………

Navigation
ナビゲーション

ドライブに安心と楽しさを。

Sporty Pack
スポーティパック

スポーティなアクセントを！

Elegant Pack
エレガントパック

よりスタイリッシュに！

Pick Up item ●ピックアップアイテム

・ナビゲーションシステム
取付費込システム合計価格¥106,000～………………

・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………………

＜i-stop付車＞
取付費込システム合計価格¥51,000
＜i-stop無車＞
取付費込システム合計価格¥54,000
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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 

※掲載価格は
　消費税込価格です。

フォグランプ無車

２１

LEDフォグランプ 
（ブルーイルミネーション付）
＜フォグランプ付車＞
取付費込¥58,000［FM5J］
＜フォグランプ無車＞
取付費込¥67,000［FM５C］
※価格や部品番号など詳細は
　21頁の表をご覧ください。
外周部の3ヵ所がスモールライト
と連動してブルーに光り、周囲に
自車の存在をアピール。フォグ
ランプスイッチをONにすると、
ブルーイルミネーションは消灯し、
LEDフォグランプが発光。
（ホワイト・5000K（ケルビン））

９０

LEDバルブ（バックランプ） 
¡T16・6000K（ケルビン）
取付費込 2ヶセット¥8,610
本体価格￥7,350
C902 V9 671×2ヶ［FL1Z］
　※1台分は2ヶ必要です。
メダルコードは2ヶセットです。

９１

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

６１

フォグランプ（スーパーイエロービーム）
¡H11 ¡2400K（ケルビン）
●左右セット 取付費込¥43,600［EF8Y］
¡フォグランプ（クリア） 
　本体価格¥29,390 D08A V7 220
¡スーパーイエロービーム 
　本体価格¥5,600 C901 V9 810 ×2ヶ
¡フォグランプスイッチ 
　本体価格¥4,200 
　〈オートライト無車用〉DN21 66 122
　〈オートライト付車用〉DS52 66 122
※スーパーイエロービーム（バルブ）の保証
期間は1年となります。
※フォグランプ付車にスーパーイエロービー
ムを装着する際は、21頁　をご覧ください。

７６

６０

ドアミラーガーニッシュ（ジェットブラックMc）
取付費込¥6,000　本体価格¥4,740
＜LEDドアミラーウインカー無車用＞
D08A V3 650 51 ［DT8Z］
＜LEDドアミラーウインカー付車用＞
D07A V3 650 51 ［DT8Z］　

＊ジェットブラックMc色車・13-SKYACTIV 
SHOOTING STAR SPORT/DYNAMIC 
ROOFには標準装備されています。

７７

ショートアンテナ
本体価格¥2,100　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。 全車 全車

リアルーフスポイラー
＜ボディ同色＞
取付費込¥32,000　本体価格¥26,960
D07A V4 920 ＊＊［DE8B］
＜ジェットブラックMc＞
●リアルーフスポイラー無車用
取付費込¥32,000　本体価格¥26,960
D07A V4 920 51［DE8H］
●リアルーフスポイラー付車用
取付費込¥31,185　本体価格¥28,665
D07A 51 960 51［DE8L］
※詳しい適用やカラーバリエーションは
22頁の表をご覧ください。

１７

アルミホイール（14×5.5J）
ガンメタリック塗装
＜スチールホイール付車＞
取付費込1台分¥87,064［EA5M］
＜アルミホイール付車＞
取付費込1台分¥80,260［EA8B］
※価格や部品番号など詳細は
　22頁の表をご覧ください。

７８

LEDバルブ
（ライセンスプレートランプ）
¡T10ウェッジ球タイプ・6000K（ケルビン）
¡1ヶ
取付費込¥3,840
本体価格¥2,580　
C901 V9 671 ［FL6C］
全車

３０

ウインカーバルブ（シルバー）
取付費込各¥4,410
本体価格各¥3,150　
＜フロント用＞¡PY21W¡2ヶ
C900 V7 217 ［EF8J］
＜リア用＞¡WY21W¡2ヶ
C901 V7 217 ［EF8M］

全車

２４

全車

フォグランプ（スーパーブルービーム）
¡H11 ¡4300K（ケルビン）
●左右セット 取付費込¥43,600［EF6B］
¡フォグランプ（クリア） 
　本体価格¥29,390 D08A V7 220
¡スーパーブルービーム 
　本体価格¥5,600 C900 V9 810 ×2ヶ
¡フォグランプスイッチ 
　本体価格¥4,200 
　〈オートライト無車用〉DN21 66 122
　〈オートライト付車用〉DS52 66 122
※スーパーブルービーム（バルブ）の保証
期間は1年となります。
※フォグランプ付車にスーパーブルービー
ムを装着する際は、21頁　をご覧ください。

７９

５９

サイドマーカーメッキカバー
取付費込左右セット¥5,145
本体価格¥3,885
G22B V3 770 ［EP2B］
全車

２３

ドアミラーガーニッシュ（メッキ）
＜LEDドアミラーウインカー無車用＞
取付費込左右セット¥13,260
本体価格¥12,000　
G33C V3 650 ［EN6X］
＜LEDドアミラーウインカー付車用＞
取付費込左右セット¥13,260
本体価格¥12,000　
G33D V3 650 ［EN6X］
全車

２２

アルミホイール（14×5.5J）
高輝度塗装
＜スチールホイール付車＞
取付費込1台分¥87,064［EA4B］
＜アルミホイール付車＞
取付費込1台分¥80,260［EA8C］
※価格や部品番号など詳細は
　22頁の表をご覧ください。

８０

●その他のアイテムOther item

Sporty Pack ●スポーティパック

3年リアルーフスポイラー（ボディ同色）
取付費込¥32,000

１７

フォグランプ
（スーパーイエロービーム）

７６

取付費込¥43,600

ドアミラーガーニッシュ
（ジェットブラックMc）

７７

取付費込¥6,000
3年3年

ショートアンテナ632

本体価格¥2,100
3年

リアルーフスポイラー
（ジェットブラックMc）

１７

取付費込¥31,185～
3年

マフラーカッター１９

取付費込¥3,465
3年

アルミホイール（14×5.5J）
ガンメタリック塗装

７８

取付費込1台分¥80,260～
3年

フォグランプ
（スーパーブルービーム）

７９

取付費込¥43,600

サイドマーカー
メッキカバー

２３

取付費込¥5,145
3年3年

ドアミラーガーニッシュ
（メッキ）

２２

取付費込¥13,260
3年

マフラーカッター１９

取付費込¥3,465

3年 アルミホイール（14×5.5J）
高輝度塗装

８０

取付費込1台分¥80,260～
3年

Elegant Pack ●エレガントパック

Exterior Item
DRESS

UP
●エクステリアアイテム

７９632７６ ７８７７ １７

3年ブルーミラー（親水）
＜ヒーテッドドアミラー無車用＞取付費込¥15,000
＜ヒーテッドドアミラー付車用＞取付費込¥17,000

２１ LEDバルブ（ポジションランプ）
取付費込¥7,630

６１

ショートアンテナ
リアルーフスポイラー
（ジェットブラックMc）

ドアミラーガーニッシュ（ジェットブラックMc）

ドアミラーガーニッシュ（メッキ）

マフラーカッター

マフラーカッター

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

アルミホイール（ガンメタリック塗装）

アルミホイール（高輝度塗装）

サイドマーカーメッキカバー

１９１９ ２２２３ ８０

ブルーミラー（親水）
＜ヒーテッドドアミラー無車用＞
取付費込左右セット¥15,000
本体価格¥13,740　
G33E V3 660 ［EN3M］
＜ヒーテッドドアミラー付車用＞
取付費込左右セット¥17,000
本体価格¥15,740　
D01M V3 660 ［EN3M］

装着時

ノーマル

※写真はイメージです。当該車両とは異なります。 ノーマル ポジションランプポジションランプ

装着時

632

フォグランプ無車

全車（LEDヘッドランプ付車を除く）

マフラーカッター
取付費込¥3,465
本体価格¥2,835
D651 V4 260B ［EQ8Z］　
　※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。
全車

１９

LEDバルブ
（ライセンスプレートランプ）

取付費込¥3,840

３０ 1年 1年

装着時

LEDバルブ（バックランプ）
取付費込 2ヶセット¥8,610

９１

ノーマル バルブ

装着時

※写真はLEDドアミラーウインカー付車

1年 ウインカーバルブ（シルバー）
＜フロント用＞ 取付費込¥4,410
＜リア用＞ 取付費込¥4,410

２４

装着時（フロント）

装着時（リア）フォグ点灯時

3年LEDフォグランプ（ブルーイルミネーション付）
＜フォグランプ付車＞取付費込¥58,000
＜フォグランプ無車＞取付費込¥67,000

９０

イルミ点灯時 ノーマル

ノーマル

全車（13-SKYACTIV SHOOTING STAR
 SPORT/DYNAMIC ROOFを除く）

全車（13-SKYACTIV SHOOTING STAR
 SPORT/DYNAMIC ROOFを除く）



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 

※掲載価格は
　消費税込価格です。

インテリアパネルセット 
取付費込1台分¥20,000　本体価格¥14,330 
D08A V1 1Z0 ［FG8A］

＊13-SKYACTIV SHOOTING STAR SPORT/
DYNAMIC ROOF（ボディカラー：トゥルーレッド）
には標準装備されています。

全車

８１

アルミペダルセット
●セット取付費込¥20,000［FS4U］
¡アクセルペダル 
　本体価格¥10,136　D08A V9 091
¡ブレーキペダル 
　本体価格¥7,344　D08A V9 093
全車（MT車除く）

２０

フロアマット（スポーティ） 
〈13C・13C-V SMART EDITIONⅡ・15C〉
取付費込1台分¥26,000　本体価格¥24,740 
D08H V0 320［FG7A］
〈全車（13C・13C-V SMART EDITIONⅡ・15Cを除く）〉
取付費込1台分¥26,000　本体価格¥25,370 
D08J V0 320［FG7A］
全車

７４

フットランプ&イルミネーション
取付費込1台分¥14,910　本体価格¥10,500
D03P V7 050 ［FL0D］
全車

１３

ドアポケットイルミネーション
フロントドア用。
取付費込¥11,130　本体価格¥7,350
D03P V7 150 ［FL0L］
全車

１５

ダッシュボードイルミネーション
取付費込¥16,380　本体価格¥12,600
D651 V7 070 ［FW1F］
全車

１４

スカッフプレート
フロントはロゴ入り。
取付費込1台分¥13,650　本体価格¥10,500
D651 V1 370 ［DM3X］

全車

１６

フロアマット（ラグジュアリー）消臭機能付 
〈13C・13C-V SMART EDITIONⅡ・15C〉
取付費込1台分¥22,000　本体価格¥20,740 
D08F V0 320［FG5A］
〈全車（13C・13C-V SMART EDITIONⅡ・15Cを除く）〉
取付費込1台分¥22,000　本体価格¥21,370 
D08G V0 320［FG5A］
全車

０１

Other item

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
本体価格¥2,980　C901 V7 165 ［FL3L］

６６

Elegant Pack ●エレガントパック

Sporty Pack ●スポーティパック

Interior Item
DRESS

UP
●インテリアアイテム

●その他のアイテム

フロント

リア

インテリアパネルセット８１ 取付費込¥20,0003年

フロアマット（スポーティ）７４ 取付費込¥26,0003年
アルミペダルセット２０ 取付費込¥20,0003年

８１

２０

７４

１６

１６

０１

フットランプ&イルミネーション１３ 取付費込¥14,9103年

ダッシュボードイルミネーション１４ 取付費込¥16,3803年
ドアポケットイルミネーション１５ 取付費込¥11,1303年

スカッフプレート１６ 取付費込¥13,6503年

フロアマット（ラグジュアリー）
消臭機能付

０１ 取付費込¥22,0003年

全車

LEDバルブ
（ラゲッジルームランプ）

¡T10×31タイプ・13000K（ケルビン）¡1ヶ
取付費込¥4,240
本体価格¥2,980　C901 V7 165 ［FL3D］

６７

全車

※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。

※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。

1年

1年

※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。ナビゲーション画面はハメコミ合成です。

８１



サイドスカート リアアンダースカート
SPORT（標準サイドエアダムスポイラー装着車用） 全車

PHOTO:ベース車両/SPORT

（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。 
（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）塗装済は右記色の設定となります。その他ボディ色は、未塗装品を塗装して取付となります。（＊＊：色コード）　○ジェットブラックマイカ（色コード：51）　　○クリスタルホワイトパールマイカ（色コード：85） 
（注7）取付の際には、フロントアンダースポイラーが別途必要です。　（注8）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9）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10）コンプリートはフロントカナードスポイラー・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11）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へお願いします。）　①マッドガードRH（D01K 56 130）　②マッドガードLH（D01K 56 140）　（注12）メーカー希望小売価格は、送料込の価格です。 
（注13）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14）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。 
（注15）メーカーオプションのSRSエアバックシステム　カーテン＆フロントサイド付車には取付できません。　（注16）メーカーオプションのSPORTYパッケージ付車用 
（注17）メーカーオプションのSPORTYパッケージ付車を除く。 

適用リスト・価格表 ●：適用可　単位：円　※掲載価格は消費税込価格です。

３ ４

マフラーカッター

SPORT・15C・13C-V SMART EDITIONⅡ・13C（2WD）

８

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

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。

●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、メーカー希望小売価格（税込）で参考価格です。価格は販売会社が独自に定めていますので、詳し
くは販売会社におたずねください。●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

※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。  

フロントバンパースポイラー

SPORT・15C・13C

６

フロントアンダースポイラー

全車

１

マフラーカッター

※M'z Customリアアンダースカート装着車

フロントカナードスポイラー

フロントアンダースポイラー装着車用

※装着の際には別途フロントアンダースポイラーが必要です。

２

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

シートカバー（注15） 

マフラーカッター 

DAMD

DD03 MZ 400 02

DD03 MZ 400 26

DD04 MZ 400 02

DD04 MZ 400 26

DD02 MZ 100

ブラック 

未塗装品 
塗装パターン 
①(注3)

未塗装品 
塗装パターン 
②(注3)

ブラウン 

ブラック 

ブラウン 
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（注16） 
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（注17） 

● 
（注17） 
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● 

● 

－ 

YJ28

YJ29

YJD8

YJD9

YB31 テール径φ94

商　品　名 部品No.
発注 
コード 

SPORT 15C
13- 

SKYACTIV

13-SKYACTIV  
SHOOTING  

STAR MAGENTA

13-SKYACTIV  
SHOOTING  
STAR SPORT

13-SKYACTIV  
SHOOTING  
STAR SPORT 
"Dynamic 
Roof"

13C-V 
SMART 
EDITION 
Ⅱ 

13C

2WD 2WD e-4WD

塗装費・ 
取付費込 
合計価格 

メーカー希望小売価格 
（注12） 

本体価格 

備　考 

M'z 
Custom

フロントアンダースポイラー 

サイドスカート 

フロントカナードスポイラー 
（フロントアンダースポイラー装着車用） 

リアアンダースカート 

コンプリート（注10） 
（上記 3点セット） 

DT03 MZ 9H0 ＊＊ 

DT03 MZ 9H0 00

DT04 MZ 9H0 18

DT02 MZ 9A0 18

DT02 MZ 980 18

DT03 MZ 0Y0 18

塗装品 
（注6） 

塗装品 
（注8） 

未塗装品 

塗装品 
（注7/注8） 

塗装品 
（注8/注9） 

塗装品 
（注7/注8/注9） 

YB17

YB14

YB26

YB15

YB16

YB04

FRP製 
フロントアンダー 
スポイラ－装着車用 
FRP製 
標準サイドエアダム 
スポイラー装着車用 

FRP製（注14） 

FRP製（注14） 
標準サイドエアダム 
スポイラー装着車用 

ウレタン製 

本革調 
運転席・助手席・ 
後席シートセット 
（リア席中央 
ヘッドレスト付車用） 

１

２

３

４

５

６

７

７

８

２ ３ ４

シートカバー（ブラック）７

シートカバー（ブラウン）７

DT02 MZ 020

YB10 
（注4） 

● 
（注11） 

● 
（注11） 

－ － ● 
（注11） 

● 
（注11） YB11 

（注5） 
ＦＲＰ製(注13)

DT02 MZ 020

YB12 
（注4） 

● 
（注11） 

● 
（注11） 

－ － 

● 

● 

● 

－ 

● 

－ 

－ 

－ 

－ 

● 

● 

－ 

－ 

● 

● 

● 

－ 

● 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

● 

● 

● 

－ 

● 

－ 

－ 

－ 

● 

● 

● 

－ 

－ ● 
（注11） 

● 
（注11） YB13 

（注5） 

フロントバンパースポイラー 
（注1/注2） 

49,140  

 

36,750  

 

43,050  

 

51,450  

 

46,200  

 

138,600  

 

48,300  

 

48,300  

 

48,300  

 

48,300  

 

36,750  

 

36,750  

 

36,750  

 

36,750  

 

9,450 

56,140  

 

81,550  

 

46,830  

 

55,650  

 

51,240  

 

151,620  

 

123,200  

 

129,500  

 

119,700  

 

126,000  

 

49,350  

 

49,350  

 

49,350  

 

49,350  

 

10,290 

 

●カスタマイズ

●【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/
マツダ販売店又は、株式会社マツダE&Tへお問い合わせ願います。 

●【商品に関するお問い合わせ】 

●【塗装/取付について】 

マツダロジスティックス株式会社の 
各支店・営業所にお問い合わせ願います。 
http://www.mazdalogi.co.jp/

全車（13-SKYACTIV SHOOTING STAR MAGENTAを除く）

全車（13-SKYACTIV SHOOTING STAR MAGENTAを除く）



※写真は装着例です。

車内は、言ってみれば自分のお部屋みたいなもの。

だからこそ、あなたにとっていちばん心地いい空間に。

クルマだって、同じ
！ 

3年
3年

アームレスト（小物入れ付）

全車

３７

3年「ナノイー※」ディフューザー
取付費込¥27,000
全車

３８

アレルバスター   ※
搭載フィルター

３９

３４

アロマクルージング
本体価格各¥3,000
〈ベルガモットマンダリン〉C9B1 V7 890［HU8S］
〈柚子（ユズ）〉  C9B2 V7 890［HU8T］
〈スイートジャスミン〉  C9B3 V7 890［HU8U］
〈アウトドアスタイル〉  C9B4 V7 890［HU8V］
〈アーバンスカイ〉  C9B5 V7 890［HU8W］
〈スモークマイナス〉  C9B6 V7 890［HU8X］
全車

３５

エッセンシャルオイル
本体価格各¥1,500
〈ベルガモットマンダリン〉C9B1 V7 895［HU9C］
〈柚子（ユズ）〉  C9B2 V7 895［HU9D］
〈スイートジャスミン〉  C9B3 V7 895［HU9E］
〈アウトドアスタイル〉  C9B4 V7 895［HU9F］
〈アーバンスカイ〉  C9B5 V7 895［HU9G］
〈スモークマイナス〉  C9B6 V7 895［HU9H］
全車

腕を置いてゆったりリラック
ス。

さらに小物も収められる。
ダニも花粉も菌もこわくな

い。

車内をすこやかな空間にキ
ープ。

「ナノイー
※」搭載！うるおい美肌・美髪へ

清潔な車内空間づくり。

うるおい美肌・美髪効果のある「ナノイー※」を車内に放出させる「ナノイー※」発生装置。
「ナノイー※」は、マイナスイオンの約1,000倍以上※4（体積比）の水分量を有し、
お肌や髪にやさしい弱酸性です。さらに、脱臭※1・除菌★※2効果があるため、
車内空間をいつでも快適に保つことができ、花粉※3も抑制してくれるので、
快適なドライビングを実現します。

アレルバスター   ※搭載フィルターが
アレル物質やウイルスをキャッチ。
アレル物質はフェノール系
ポリマーが、ウイルスは緑茶
カテキンがコーティングし、
再飛散しても影響を及ぼしません。

豊富な水分量を持つ「ナノイー※」を車内に放出。

アレル物質やウイルスをフィルターでしっかりキャッチ。

お肌や髪にやさしい 脱臭※1・除菌★※2 花粉※3の抑制

なんか落ちつかない。

なんかくつろげない。

そんなマイルームは

イヤッ！

はね上げ時

開口時

３８ ¥33,720
取付費込セット合計価格「ナノイー※」

ディフューザー ３９

スイートジャスミン アーバンスカイベルガモットマンダリン 柚子（ユズ） アウトドアスタイル スモークマイナス

アイテム
ピックアップ

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 

３６

交換用パッドセット
本体価格¥300
C900 V7 89E ［HU9J］　
全車

エッセンシャルオイル
¡セット内容：エッセンシャルオイル（5P）、交換用パッド（1枚）
本体価格各¥1,500
全車

３５アロマクルージング
¡セット内容：ディフューザー（パッド付）、
　エッセンシャルオイル（3P）、交換用パッド（2枚）
本体価格各¥3,000
全車

３４ 交換用パッドセット
¡セット内容：交換用パッド（5枚）
本体価格¥300
全車

３６

３９

アレルバスター   ※搭載フィルター
取付費込¥6,720
本体価格¥5,460
D01G 61 J6X ［JM8L］
全車

取付費込¥6,720
全車

取付費込¥25,000

３７

アームレスト（小物入れ付）
取付費込¥25,000
本体価格¥21,850　D08A V0 630A ［FT6T］
　※11頁　マルチセンターコンソールとの同時装着はできません。
※パーキングブレーキレバーの操作スペースが少なくなるため、
装着した際パーキングブレーキレバーの操作がしにくくなります。
全車

４２

３８

「ナノイー※」ディフューザー
取付費込¥27,000
本体価格¥22,590
D07A V7 700 ［HD1J］　
　※16頁　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、　
　プレミアムバーグラアラームシステムとの同時装着はできません。
全車

５３

５４
５５

※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。３４

「ナノイー※」吹出口

「ナノイー※」ON/OFFスイッチ

※「アレルバスター  」および「アレルバスター  」ロゴマークはパナソニック株式会社の登録商標です。

※「ナノイー」「nanoe」および「nanoe」ロゴマークはパナソニック株式会社の商標です。
※「ナノイー」発生時は、わずかに音がします。
※「ナノイー」の効果は、季節・周囲環境（温度・湿度）、使用時間、個人によって異なります。　

※写真はイメージです。
　小物類は商品に含まれません。

※写真はイメージです。

※1：●試験依頼先：パナソニック（株）解析センター
●試験方法：250L試験空間で直接曝露し、6段階臭気
強度表示法による検証●脱臭の方法：ナノイーを放出
●対象：付着したタバコ臭●試験結果：30分で臭気
強度０．８低減。E02-090313MH-01 

※2：●試験機関：（財）北里環境科学センター
●試験方法：1ｍ3試験容器内で直接曝露し菌数を測定。
●抑制の方法：ナノイーを放出。●対象：浮遊した菌。
●試験した菌の種類:1種類。●試験結果：20分で99％
以上抑制。北生発20_0154_1号。 

※3：●試験機関：パナソニック（株）解析センター
●試験方法：45Ｌの試験容器内で直接曝露しＥＬＩＳＡ法
で測定。●抑制の方法：ナノイーを放出。●対象：衣服
などに染み付いたアレル物質（花粉）。●試験結果：
2時間で99%以上抑制。E02-080303IN-03。

※4：一般的な空気イオン（代表的な粒子径：1.3nm）と
ナノイー（代表的な粒子径（：13nm）との比較による。

★：1ｍ3の密閉空間の試験による20分後の効果であり、
実使用空間内での効果ではありません。

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。

手軽にアロマテラピーが楽しめ
る。

お気に入りの香りで車内を演
出。

とのコラボ商品です

明るく元気になれる
親しみのある柑橘の香り

リラックス品 名 香 り リフレッシュ 集中力 消 臭 抗菌・防虫 空間演出 その他

ベルガモット
マンダリン

柚子
（ユズ）

スイート
ジャスミン

アウトドア
スタイル

アーバン
スカイ

スモーク
マイナス

エッセンシャルオイル香りと効能

フレッシュさとほっとするような
優しさを持つ、和柑橘ゆずの香り

ジャスミンなどの花を中心とした、
甘く幸せな奥深い香り

自然のすがすがしい空気感を感じる、
ヒノキやハーブなどの香り

都会的で洗練された、シトラスハーブ
とウッドの爽快な香り

節煙のための一服アロマ。
さわやかなグレープフルーツの香り

※ニコチンを長持ちさせる芳香成分を含有し、節煙・禁煙をサポートします。

※

アレルバスター ※
搭載フィルター

※掲載価格は
　消費税込価格です。



４２

マルチセンターコンソール
取付費込¥15,120
本体価格¥12,600
D651 V0 620 ［FK0G］　
　 ※10頁　アームレスト（小物入れ付）
との同時装着はできません。

４３

グローブボックスポケット
取付費込¥8,190
本体価格¥6,300
D651 V0 865 ［FU5X］
全車

４４

バゲッジネット
＜助手席用＞
取付費込¥7,350
本体価格¥6,720
D651 V1 530 ［FT5C］
全車

４５

ラゲッジルームトレイ
取付費込¥13,230
本体価格¥12,600
D651 V0 370 ［FU8R］　
　※18頁　ラゲッジルームマットと
の同時装着はできません。

全車

3年マルチセンターコンソール

取付費込¥15,120
全車

４２

3年バゲッジネット
＜助手席用＞ 取付費込¥7,350
全車

４４

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。

■各収納スペースサイズ

③

①

②

装着時標準装備のセンターコンソールトレイマルチセンター
コンソール

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

マルチセンターコン
ソール

CDや携帯型オーディオ

などの収納に

ペンや化粧品など 

小物の収納に
携帯電話や 

お財布の置き場所に

カード類などバラバラに

なるものの置き場所に

不安定な荷物をネットで
しっかりとホールド。

整理整頓が面倒な小物の保管に。

使い勝手のよい収納ボックス。

こんな時
に

便利

バゲッジネット

シートバックポケット

3年グローブボックスポケット
取付費込¥8,190
全車

４３

3年シートバックポケット
取付費込¥9,800
全車

９２

中身がたくさん入っている 
荷物の固定に

壊れやすい荷物の 
持ち運びに

ショッピング袋を 
倒さず固定したい時に

ハンドバッグを 
立てて置きたい時に

こんな時
に

便利

さまざまな使い方に対応ができる収納
スペースと使い勝手の良いレイアウト

型崩れしないようクッション性のある
しっかりした生地を採用。抗菌・防臭機能付

ママサポート
としても最適

必要なときにパッと取りだせてこそ整理整頓。

アレコレ入れたいあなたにぴったりの、収納アイテムをご用意しています。

クルマだって、同じ
！ 

化粧品や携帯、メモ帳etc...。

ワタシのカバンは

小物が多くて

まとまんない。

４２ ¥24,920
取付費込セット合計価格マルチセンター

コンソール
９２ シートバック
ポケットアイテム

ピックアップ

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 

３７ ０８

全車

９２

シートバックポケット
取付費込¥9,800 
本体価格¥9,170
D08A V0 200 ［FT9W］　
　※20頁　ペットシートカバーとの
同時装着はできません。

７２

全車

※写真はイメージです。小物類は商品に含まれません。

●例えばこんな時

使用時※写真はイメージです。当該車両とは異なります。

グローブボックスポケット

よく使う小物をきちんと整理。ワンタッチで開け閉めOK。

ラゲッジルームトレイ

水濡れや汚れた荷物も積める。樹脂製の丈夫なトレイ。

ポケットを閉めた状態

3年ラゲッジルームトレイ

取付費込¥13,230
全車

４５

※写真はイメージです。小物類は商品に含まれません。

■芳香剤やゴミ袋が引っかけられる木製ボタン
付ストラップ。

■お菓子や化粧品、タオルなどをスマートに収納。
カードなども入れられる内ポケット付。

■地図や雑誌、ストールなども
スッキリ収納できる
　背面ポケット付。

キュートにおしゃれに車内を整理整頓

※写真はイメージです。小物類は商品に含まれません。当該車両とは異なります。

※掲載価格は
　消費税込価格です。



3年オートミラーシステム４７

3年

3年

全車

４６

■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

■センサーの検知距離とブザー音

※画像はイメージです。

障害物検知の警告音（ブザー）が
フロントとリアで異なります

フロントコーナー：高音

リアコーナー・バック：低音

点灯時 通常時

オートミラーシステム

パーキングセンサー

暗い道を安全に走行するための「安心アイテム」

車両間隔に自信のない方に。
ポールが車幅の目安としてサポート。

狭い場所での駐車が不安な方に。
駐車場にまっすぐ止められるようサポート。

運転席から見えづらい障害物を確認。

■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

低速時の幅寄せや縦列駐車に

狭いスペースに駐車するときに

オートミラー格納イメージ

作動時

※写真はイメージです。

通常時

スイッチ部
※リバース連動ミラーの「ON」
　「OFF」設定ができます。

3年

※画像はイメージです。

■ナビゲーションモニター画面

■バックモニター視野範囲イメージ

※画像はイメージです。

■ナビゲーションモニター画面

フロントブラインドモニターシステム

約180°の広い視野角で周囲を確認。
飛び出しなどの危険をいち早く察知。

バックモニターシステム

運転席から見えにくい後方を確認。
バックでの駐車をサポート。カメラ装着位置

白線や障害物を

バックカメラで確認しながら

安心して駐車。

見通しの悪い道での

子供の急な飛び出しなどを

いち早く察知。

■フロントブラインドモニター視野範囲イメージ

水平約180°

ドライバー
の視野角

死角をフロント
ブラインドモニター
でカバー

カメラ装着位置

コーナーガイド

バックリアコーナーフロントコーナー

大切なモノこそ、傷ついたときのショックは大！

運転のウマイ・ヘタの問題ではなく、

駐車や狭い道、ましてや暗い道はだれだって不安です。

人生には、

あとの祭りってよくある。

だからこそ、

ころばぬ先の杖が大事。 

４６ ¥69,000
取付費込セット合計価格パーキングセンサー

（6センサー）
４７ オートミラー
システム

見通しの悪い道での
急な飛び出しが
心配な時に

道が狭い住宅地で
運転する時に

曲がり角の
歩行者や自転車を
確認したい時に

バック運転時の
後方確認に

狭い場所や
混雑した場所での

駐車に

駐車時の障害物との

距離を音で確認！

アイテム
ピックアップ

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 

クルマだって、同じ
！ 

取付費込¥24,000
本体価格¥18,330
D651 V7 370C ［EN6S］
全車（手動格納式ドアミラー付車を除く）

フォグランプ（クリア）

＜オートライト無車用＞●左右セット 取付費込¥38,000［EF9W］
¡本体 本体価格¥29,390　D08A V7 220 　
¡フォグランプスイッチ 本体価格¥4,200　DN21 66 122

＜オートライト付車用＞●左右セット 取付費込¥38,000［EF9W］
¡本体 本体価格¥29,390　D08A V7 220 　
¡フォグランプスイッチ 本体価格¥4,200　DS52 66 122

＊メーカーオプションのフロントフォグランプ付車・SPORT・13-SKYACTIV SHOOTING STAR SPORT/
  DYNAMIC ROOFには標準装備されています。

フォグランプ無車

４９
パーキングセンサー（6センサー）

●セット 取付費込¥45,000［HD0Z］
¡本体 本体価格  ¥7,350　C931 V7 280
¡取付キット 価格 ¥11,400　D07A V7 28X
¡センサー 価格 ¥10,500　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22頁をご覧ください。

コーナーガイド（自光式）

取付費込¥14,000　本体価格¥10,850
〈全車（13C・13C-V SMART EDITIONⅡ・15Cを除く）用〉
D08A V7 140 ［EP1G］
〈13C・13C-V SMART EDITIONⅡ・15C用〉
D07A V7 140 ［EP0G］

４８

3年［ソニー］フロントブラインドモニターシステム 521

取付費込システム合計価格¥49,000［KV1J］
取付費込システム合計価格¥51,520［KV1H］

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しない場合

3年［パナソニック］バックモニターシステム523

取付費込システム合計価格¥32,000［KN4B］
取付費込システム合計価格¥34,520［KN4A］

ナビゲーション・ディスプレイ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・ディスプレイオーディオと同時に取付作業をしない場合

※ポール部分の取外しはできません。
※21頁　ボディカバーとの同時装着はできません。５８

※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。

※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。
※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。

画像はイメージです

画像はイメージです

※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。

バックでの
車庫入れの時に

シフトレバーをリバースに入れると、助手席側
ドアミラー鏡面が下向きになり、車体の左側後部の
確認がしやすくなります。また、キーレスロックに
連動してドアミラーを自動で格納できます。

スモールライトと連動してポールがブルーに発光

ショップオプションのナビゲーションシステム付車・［クラリオン］       ディスプレイオーディオ付車用621ショップオプションのナビゲーションシステム付車用

※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

スイッチ部

狭い曲がり角での取り回しに

込み入った場所での駐車や幅寄せに

バックでの車庫入れや縦列駐車の時に

全車

※掲載価格は
　消費税込価格です。



あなたがいない時にも、あなたの目となりアタマとなり、　キケンや状態を察知。

大切なおクルマをしっかりと見守っていきます。
クルマだって、同じ

！ 

電気もガスも水道もちゃんと止めたつもり。 なのに買い物中に気になっちゃう。

盗難や車上荒らしなど車両への接近者を監視！ 離れた場所から愛車とコミュニケーション

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。

上記の機能を
お好きな5つの種類の
システムから選べます。

の機能のみお望みの方 + の機能をお望みの方

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」などイタズラを受ける前に、
LEDインジケーターとボイスアラームで警告を発します。

寒い季節の暖気運転や発進前の冷暖房に役立ち、出発時の車内は快適です。

エンジンスターター機能 エンジンスターター機能（MIスティック）

離れた場所からエンジン始動！

アンサーバック機能

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。

接近 のぞき込み 侵入

LEDインジケーターが点滅
「異常を感知しました」の音声

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

LEDインジケーターが点滅

●周辺監視センサー感知状況

※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。
※動かない物体や窓ガラスより下の部分は検知しない場合もあります。

※周辺環境及び
　設定内容により
　異なります。

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。

■音声キャンセルスイッチ

■検知エリア

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。）

■LEDインジケーター
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。

感度調整
ダイヤル

点滅パターンで確認可能

MIスティックのみの機能となります。

周辺監視センサーからの異常通報機能 MIスティックのみの機能となります。

アイテム装着時の注意事項

　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／※共に同時装着はできません。　　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／※21頁　ボディカバーを装着した場合は、風雨などにより周辺監視機能が反応する場合があります。　　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・
　プレミアムバーグラアラーム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・　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／※10頁　 「ナノイー※1」ディフューザーと
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。

５５
５３ ５４ ５５ ３８

５１
５３ ５４

５５

５２
５８

５４ ５５ ５２

ベーシックバーグラアラームシステム
＜i-stop付車＞
取付費込システム合計価格¥15,000
＜i-stop無車＞
取付費込システム合計価格¥18,000
※グレードにより、価格や部品番号などが異なります。
　詳細は22頁の表をご覧ください。

５１

全車 全車

アクティブバーグラアラームシステム
＜i-stop付車＞
取付費込システム合計価格¥51,000
＜i-stop無車＞
取付費込システム合計価格¥54,000
※グレードにより、価格や部品番号などが異なります。
　詳細は22頁の表をご覧ください。

５２
プレミアムバーグラアラームシステム

＜i-stop付車＞
取付費込システム合計価格¥131,000
＜i-stop無車＞
取付費込システム合計価格¥134,000
※グレードにより、価格や部品番号などが異なります。
　詳細は22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。

５５ベーシックエンジンスターターシステム
＜i-stop付車＞
●イモビライザー付車用 
取付費込システム合計価格¥53,000
●イモビライザー無車用 
取付費込システム合計価格¥38,000
＜i-stop無車＞
●イモビライザー付車用 
取付費込システム合計価格¥56,000
●イモビライザー無車用 
取付費込システム合計価格¥41,000
※グレードにより、価格や部品番号などが異なります。
　詳細は22頁の表をご覧ください。

５３

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
＜i-stop付車＞
取付費込システム合計価格¥95,000
＜i-stop無車＞
取付費込システム合計価格¥98,000
※グレードにより、価格や部品番号などが異なります。
　詳細は22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。

５４

CVT・AT CVT・AT

ドアOPEN「プップップッ」

ボンネットOPEN「プップップッ」

の機能のみお望みの方 + + + ++ + + +の機能をお望みの方

作動時警告ステッカー

バーグラアラーム機能

周辺監視機能

MIスティックで愛車の状態を確認！

MIスティックに愛車の異常を通報！

MIスティックのみの機能となります。バーグラアラームからの異常通報機能

アンサーバック機能は

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は
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は
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。

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。

＜原寸サイズ＞

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。
■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

※1：「ナノイー」「nanoe」および「nanoe」ロゴマークはパナソニック株式会社の商標です。　

※一般公道や閉め切った場所での使用はお止めください。
※地域により車両の停止中にみだりにエンジンを稼働させた場合、条例により罰則を受ける場合がありますのでご注意ください。

［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。

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。

●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。

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。

※掲載価格は
　消費税込価格です。 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 

50cm



ロゴ部分

心地よい室内空間を足元から演出。

毎日のカーライフを充実させる、

デミオの「おすすめのベーシックパック」。

装着時

ロゴ部分

ナンバープレートホルダー
（フロント・リア共用タイプ）

本体価格 2枚¥6,300
C903 V4 021×2 ［ES0J］（2枚）［ES0P］（1枚）
全車

０４
3年

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
C900 W3 500 ［ES6C］
全車

０５
3年

3年

大切なナンバープレートをガード。

積載物を車外の視線から保護し、プライバシーを守る。

※写真はイメージです。
　バッグ類は商品に含まれません。

トノカバーを開けた状態

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。保証期間は下記マークで表示しております。 1年 1年2万km保証付

3年
6万km 
保  証 

■装着位置図

キー収納時

3年フロアマット（ラグジュアリー）消臭機能付

全車

０１

3年

3年

3年

　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。　　ナンバープレートロックボルト／※字光式ナンバー
プレートには使用できません。
　ラゲッジルームマット／※12頁　ラゲッジルームトレイとの同時装着はできません。

アイテム装着時の注意事項

０４

０８

０５

４５

リアフロント

マツダリトラクタブルタイプキー（追加用）

●セット 合計価格¥9,009
¡トランスミッター本体価格¥7,350　C236 67 5RYC 
¡ブランクキー   本体価格¥1,659　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。

１０

3年マッドフラップ（フロント/リア）
素材色：ブラック
＜フロント＞取付費込左右セット¥5,985
本体価格¥4,725　D651 V3 450 ［DT0A］

＜リア＞　  取付費込左右セット¥6,615
本体価格¥4,725　D651 V3 460 ［DT0B］

全車（SPORTを除く）

０６

3年赤外線カットフィルム（スモークタイプ）
リアドア＋リアゲートのセット。スモークタイプ。
取付費込¥22,000
本体価格¥11,920　D08A V1 140A ［FC8C］
※リアゲート部のフィルムは分割での装着となります。

７５

全車

全車

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
本体価格¥5,250
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22頁をご覧ください。
全車

０７

アドバンストキーレスエントリー付車

トノカバー
本体価格¥11,000
D651 68 310C02 ［FT7F］
全車

¥62,820［PB2H］

ベーシックパック
（標準付属品基本セット） ０１ ０２+ ０３+ ０４+ ０５+

取付費込セット合計価格 全車

フロアマット（スポーティ）の場合

０３

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
C900 W3 495 ［EC2A］

１２

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）

アドバンストキーケース（シリコンタイプ）
大切なキーをキズや汚れから守るシリコン素材のケース。
本体にぴったりフィットするので、装着したままキー操作ができます。
本体価格各¥1,400
〈2ボタン用：ブルー〉   C902 V0 450［SA0A］
〈2ボタン用：スモーク〉C903 V0 450［SA0B］
〈2ボタン用：ホワイト〉 C904 V0 450［SA0C］

１１

毎日のドライブをもっと快適に。

3年アクリルバイザー

全車

０２

取付費込左右セット¥20,370
本体価格¥17,850
D651 V4 530 ［DH0E］　

ロゴ部分

ロゴ部分

全車

3年ラゲッジルームマット
取付費込¥12,000
本体価格¥10,740
D08G V0 380 ［FT7H］

０８

3年 3年6万km保証付

＜ラベル例＞

フロアマット使用時における注意事項
運転席用のフロアマットは、安全のため、
固定フックに必ず取付けてください。
その他のマットを重ねて使用しないでください。
フロアマットや重ね敷きしたマットが車両の
ペダルに干渉して、ペダル操作に支障を
きたす場合があります。

ブルー

スモーク

ホワイト

ブルー：ロゴアップ

※アドバンストキーは商品に含まれません。

1年

素材アップ

アルミホイール付車

3年フロアマット（スポーティ）
運転席と助手席に「Demio」のメタルオーナメント付。運転席側ヒールパッド付。
＜13C・13C-V SMART EDITIONⅡ・15C＞
取付費込 1台分¥26,000　本体価格¥24,740　D08H V0 320 ［FG7A］
＜全車（13C・13C-V SMART EDITIONⅡ・15Cを除く）＞
取付費込 1台分¥26,000　本体価格¥25,370　D08J V0 320 ［FG7A］
全車

７４

3年フロアマット（カジュアル）
運転席に「Demio」の刺繍オーナメント付。
運転席側ヒールパッド付。
＜13C・13C-V SMART EDITIONⅡ・15C＞
取付費込 1台分¥18,000　
本体価格¥16,740　D08D V0 320 ［FE5N］
＜全車（13C・13C-V SMART EDITIONⅡ・15Cを除く）＞
取付費込 1台分¥18,000　
本体価格¥17,370　D08E V0 320 ［FE5N］

全車

０９

¥62,820［PB5H］

ベーシックパック（標準付属品基本セット）

９３ ０２+ ０３+ ０４+ ０５+
取付費込 
セット合計価格

フロアマット（マゼンタ）の場合

ロゴ部分

ステッチ部

3年フロアマット（マゼンタ）消臭機能付
運転席と助手席に「Demio」のメタルオーナメント付。運転席側ヒールパッド付。
取付費込 1台分¥22,000
本体価格¥21,370　D08K V0 320 ［FG5B］
13-SKYACTIV SHOOTING STAR MAGENTA

13-SKYACTIV SHOOTING STAR MAGENTA

９３

ハーフカバー
＜全車（13-SKYACTIV SHOOTING STAR MAGENTA・
13-SKYACTIVスポーティパッケージを除く）＞
取付費込1台分¥11,000
本体価格¥9,110　D08A V0 230 ［GP1J］
＜13-SKYACTIVスポーティパッケージ＞
取付費込1台分¥11,000
本体価格¥9,110　D07A V0 230 ［GP1J］

４１ 3年

全車（13-SKYACTIV SHOOTING STAR MAGENTAを除く）

※掲載価格は
　消費税込価格です。

運転席と助手席に「Demio」のメタルオーナメント付。運転席側ヒールパッド付。
＜13C・13C-V SMART EDITIONⅡ・15C＞
取付費込 1台分¥22,000　本体価格¥20,740　D08F V0 320 ［FG5A］
＜全車（13C・13C-V SMART EDITIONⅡ・15Cを除く）＞
取付費込 1台分¥22,000　本体価格¥21,370　D08G V0 320 ［FG5A］

紫外線・赤外線からお肌を守り、快適な車内に。

※写真はイメージです。

赤外線カットフィルム4つの効果

エアコンの使用頻度を
減らせます。

万一ガラスが割れた
場合でも破片が

飛び散りにくく、安全です。

車内の温度上昇を
やわらげます。

エアコンの冷却効率を
補助します。

後席のお子様を
優しく守ります。

日焼け・シワ・シミ
対策に効果を発揮。

燃費の低下を
抑えます。

ガラスの飛散を
防止します。

■取付位置

紫外線

紫外線
約99％カット

赤外線約53％カット

赤外線

毎日使うものだからこそ、気持ちいいモノを  選ぶ。そう、クルマもね！

SKYACTIV専用

¥66,820［PB4H］

ベーシックパック（標準付属品基本セット）

７４ ０２+ ０３+ ０４+ ０５+
取付費込 
セット合計価格

全車



末永く輝きを維持するには努力も必要。
あなたに代わって、
長期間にわたり新車時の輝きを。

クルマだって、同じ
！ 

『あの頃キミは輝いていた。』
でも、輝きを保つために
何かしてくれた？

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

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

安心サポート。マツダの延長保証。 お得で安心。メンテナンスパッケージ。

５６

ボディコーティングMGシリーズ
＜MG-5＞サポート期間5年間
新車時施工価格¥53,000
K815 W0 790A ［WA0J］　
＜MG-3＞サポート期間3年間
新車時施工価格¥43,000
K813 W0 790A ［WA0H］　
＜MG-1＞サポート期間1年間
新車時施工価格¥33,000
K811 W0 790A ［WA0G］

５７

ホイールコーティング GOLD
＜14インチ用＞
新車時施工価格¥13,650［WC1B］
＜15・16インチ用＞
新車時施工価格¥15,750［WC1C］

※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。

ボディコーティングMGシリーズ
＜MG-5＞サポート期間5年間
新車時施工価格¥53,000
＜MG-3＞サポート期間3年間
新車時施工価格¥43,000
＜MG-1＞サポート期間1年間
新車時施工価格¥33,000

５６

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

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

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

※次回車検までの期間に応じたコースをご用意しています。また、よりお得な車検※1付のコースもございます。
※販売店によっては、設定コースの種類、コース名称やパッケージ内容が一部異なる場合があります。
※詳しくは販売店スタッフにおたずねください。なお、一部取り扱っていない販売店もございます。

次回車検前までの、6ヶ月毎の定期点検とエンジンオイル、オイ
ルフィルターの交換をパッケージにしました。
通常のメンテナンス価格より、お得な価格でご提供します。

ホイールコーティング GOLD
＜14インチ用＞  
新車時施工価格¥13,650
＜15・16インチ用＞  
新車時施工価格¥15,750
アルミホイール付車

５７

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

※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。

インテリアコーティング 
GOLD

新車時施工価格¥15,750

９４

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

こんな方に
おすすめ！

５６ボディコーティング MGシリーズ＜MG-5＞ ５７ホイールコーティング GOLD＜15・16インチ用＞ の場合

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

新車時施工費込セット合計価格¥68,750［WA0J］＋［WC1C］ アルミホイール付車

アルミホイール付車

※写真はイメージです。当該車両とは異なります。
※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。
※施工範囲は、ボディ外側面の塗装部のみになります。

５６５７

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

５６

５７

９４

アイテム装着時の注意事項

メーカー保証
終了後も安心! 

メンテナンスは 
マツダにおまかせ!

¥16,800新車5年プラン ¥19,9505年プラン

※写真は装着例です。当該車両とは異なります。
※撮影用のため、一部装着方法が異なります。
　実際はシートベルトでも固定します。
※走行中は全ての開口部を閉じてご使用ください。

※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。

＜折りたたみ時＞

Lサイズ

Sサイズ

シートベルトタイプのチャイルドシート

全てのチャイルドシートは、ECE R 44/04※1を取得しています。

70cm

生後8ヶ月 12歳1歳半 3歳 4歳0ヶ月

80cm 95cm 100cm 150cm

参考年齢

身　　長

体　　重 9kg 13kg 15kg 18kg 36kg

HOW TO CHOOSE お子様の成長に合わせて選べます。
チャイルドシート

ペットアイテム

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。ISOFIX※2対応チャイルドシート
チャイルドシートは正しく取り付けてこそ、お子様の安全を守ります。だからワンタッチで簡単に装着できるISOFIX方式。
チャイルドシート側下部のコネクターを車両側に装備された固定専用バーにワンタッチで押し込むだけで、簡単に装着できるのが、ISOFIX方式
（共通取付具方式）です。トップテザーによる固定やピボットリンクの採用によってチャイルドシートの前のめりを抑え、お子様への負担を軽減します。

■装着位置図

ジュニアシート（レーマー・キッドプラス SICT）

ISOFIX対応チャイルドシート（レーマー・デュオプラス）

ベビーシート（ブライタックス・ベビーセーフ）

家族と同じように、大切なペットも快適にドライブを過ごすためのペットアイテム

大切なお子さまやペットだからこそ、 
ドライブのときも確かな安心と快適を。クルマだって、同じ

！ 

愛情はたっぷり注いでいる。
でも、それだけじゃ守れないときもある。

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 

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 
C913 V9 140 ［HU4Q］

全車

６８

ベビーシート（ブライタックス・ベビーセーフ）
大きく深いサイドウイングの側面衝突対応シートです。ワンタッチ7段階調整が
可能なスライディングヘッドレスト付ハーネスを装備。車の外ではベビーキャリー、
家の中ではベビーラックとして使えるマルチユースな商品です。サンシェード付。
本体価格¥34,650　C913 V9 110 ［HU8L］
全車

６９

ジュニアシート（レーマー・キッドプラス SICT）
両サイドにある側面衝突対応パーツや大型ヘッドサポートによって、万一の
衝突時にお子様をしっかり守ります。11段階・最大18cmの高さ調節が可能
なヘッドレストと3段階・7cmの幅調節が可能なシートベンチによって、お子様
の成長に合わせて使用できます。
本体価格¥39,900　C913 V9 130 ［HU9M］
全車

７０

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：650×450×460mm＞
本体価格¥19,950
C900 V1 281 ［GQ5B］　
＜Sサイズ：400×400×400mm＞
本体価格¥12,600
C901 V1 281 ［GQ5C］
全車

全車

７１ 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

本体価格¥11,550
C901 V1 282 ［GQ5F］

７２

3年

3年

3年3年

3年

アイテム装着時の注意事項

　 　　チャイルドシート／※　ペットシートカバーとの同時装着はできません。　　
　ペットシートカバー／※12頁　シートバックポケット、　　　チャイルドシートとの同時装着はできません。
６８ ７２
７２

７０６９
６８９２ ７０６９

※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：やむを得ずチャイルドシートを助手席に装着する場合は、必ず助手席シートを最後端までスライドさせSRSエアバックから
できるだけ遠ざけて装着してください。　※3：装着の際には、チャイルドシートとヘッドレストが干渉するため、ヘッドレストを取り外して装着してください。

６８

６９

７０

サイズ
（ｃｍ）

W44×D45×H64

W44×D65×H57（キャリングハンドルUP時）

W60×D43×H68～86

重量
（ｋｇ）

8.6

4.2

6.9

適用範囲の目安

体重

約9～18kg位まで

約13kg位まで

約15～36kg位まで

身長

約70～100cm位まで

約80cm位まで

約95～150cm位まで

年齢

生後8ヶ月～4歳位まで

生後1歳6ヶ月位まで

3～12歳位まで

●：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（ブライタックス・ベビーセーフ）

ジュニアシート（レーマー・キッドプラス SICT）

商品名

シート装着条件

助手席（エアバッグ付）

前向き

×

×

△※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

×

×

△※3

後向き

×

●

×

■チャイルドシート装着方法適用表

■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。

コネクター
固定状況

トップテザーアンカー
取付状況

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

※掲載価格は
　消費税込価格です。

※1：検査代行手数料や法定諸費用等は含まれません。

全車

全車

コース内容

キレイは足元から始まる。

室内空間をいつでもクリーンに。

インテリアコーティング GOLD
新車時施工価格¥15,750［WB1A］　

９４

全車（本革及び合成レザーのフルシート付車を除く）

全車（本革及び合成レザーのフルシート付車を除く）

きらめき長持ちつやつやボディ。



部品番号

i-stop付車

i-stop無車

AT・CVT

合計価格（円）

取付費込価格（円）

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

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

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

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

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

バーグラアラーム
（ベースキット）

D651 V7 510B

－

周辺監視
センサー

C902 V7 410A

D651 V7 415

MIスティック
（リモコンエンジンスターター）

（注1）

C909 V7 620A

D653 V7 630B

C906 V7 620C

D651 V7 630B

C908 V7 620A

D652 V7 630B

11,220

15,000

29,700

36,000

46,070

53,000

31,700

38,000

D651 V7 629

－

1,740

3,000

72,440

80,000

●

● ●

● ●

● ●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

リモコンエンジンスターター（注2）

イモビライザー
付車用

イモビライザー
無車用

ボンネット
スイッチ

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

取付費込価格
（円）

15,000

HD4K+HD0G 51,000

HD4K+HD0G+HR1N 131,000

HD1H 53,000

HD1H 38,000

HD4K+HR1N 95,000

18,000

54,000

HD4K+HD4B

HD4K+HD0G+HD4B

HD4K+HD0G+HR1N+HD4B 134,000

HD1H+HD4B 56,000

HD1H+HD4B 41,000

HD4K+HR1N+HD4B 98,000

商　品　名

●：Shop Options　※掲載価格は消費税込価格です。

（注1）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2）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。

本　体

取付キット

■＜組合せ例＞

■デミオ 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合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注文をお願いします。

＜ご注文例＞ 13C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］+［HD1H］+［HD4B］の組み合わせでご注文ください。

全車
全車

保安用品セット
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、作業用グローブのセット。収納バッグ付。
本体価格¥10,290
0653 77 209 ［HU7N］

２９

全車

スノーブレード
＜運転席用＞本体価格¥5,355
L1Y2 67 335 ［MS1H］
＜助手席用＞本体価格¥3,360
D6Y3 67 335 ［MS1J］　
＜リア用＞本体価格¥3,990
D3Y5 67 335 ［MS0M］

２８

全車

アッシュカップ（LED照明付）
本体価格¥4,500
C904 V0 880 ［FT5Z］　

３２

全車

シガーライター
取付費込¥5,250
本体価格¥3,360
C900 V7 880 ［FT3H］

全車

静電アースプレート
フロントドア用。
取付費込¥3,990
本体価格¥2,100
C902 V0 970 ［HS0C］　

２７

全車

LEDスポットライト
本体価格¥3,129
C900 V1 700 ［FL0F］
　※サンバイザーには装着できません。

３１

スチールホイール（14インチ）
本体価格¥9,954
9965 36 6040 ［MT1H］
　※スノータイヤ用。

７３

※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。

PEWAGチェーン
＜175/65R14タイヤ用＞
本体価格¥29,221　2062 W3 015 ［MG1B］
＜185/55R15タイヤ用＞
本体価格¥29,221　2064 W3 015 ［MG1G］
※アルミホイールにチェーンを取り付けると、ホイールに
傷が付く恐れがあります。

※適応サイズは、新車時の標準ホイール・タイヤを基準
にしています。ホイール・タイヤの種類・メーカー等に
よって装着できない場合があります。

２５

全車（SPORT※を除く）

タイヤチェーン
＜175/65R14タイヤ用＞
本体価格¥17,325　9964 92 6674 ［MK0M］
＜185/55R15タイヤ用＞
本体価格¥18,165　9964 91 5685 ［MK0X］
※アルミホイールにチェーンを取り付けると、ホイールに
傷が付く恐れがあります。
※適応サイズは、新車時の標準ホイール・タイヤを基準
にしています。ホイール・タイヤの種類・メーカー等に
よって装着できない場合があります。

２６

全車（SPORT※を除く）

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

６５

スーパーキセノンビーム
¡D2S¡6000K（ケルビン）
取付費込2ヶセット¥31,060
本体価格¥29,800　
C904 V7 210 S6 ［EF9N］
　※1台分の価格です。

５０

全車

６２３３
タッチアップペイント
本体価格1本¥950 ［HT8A］
※全ボディ色を設定しています。
　部品番号、カラーバリエーションなどの
　詳細は22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 

※掲載価格は消費税込価格です。

Other Item ●その他のアイテム

3年保安用品セット
本体価格¥10,290
２９ 3年アッシュカップ（LED照明付）

カップホルダー用。
本体価格¥4,500

３２ 3年

3年

3年

3年 3年 3年

3年 3年

シガーライター
取付費込¥5,250
３３

スーパーキセノンビーム
¡D2S¡6000K（ケルビン）
取付費込2ヶセット¥31,060

５０ 1年

フォグランプ付車（LEDフォグランプ付車を除く）

フォグランプ付車（LEDフォグランプ付車を除く）

　 スーパーブルービーム（フォグランプ）
¡H11¡4300K（ケルビン）
取付費込 2ヶセット¥6,860
本体価格¥5,600
C900 V9 810×2ヶ ［EG3C］

　 スーパーイエロービーム（フォグランプ）
¡H11¡2400K（ケルビン）
取付費込 2ヶセット¥6,860
本体価格¥5,600
C901 V9 810×2ヶ ［EG3D］

５９

６０

ディスチャージヘッドランプ付車

　スーパーホワイトビーム（ヘッドランプ）
¡H4¡3800K（ケルビン）
取付費込2ヶセット¥8,610
本体価格¥7,350
C902 V7 210 H4×2ヶ ［EF8H］

　スーパーブルービーム（ヘッドランプ）
¡H4¡4000K（ケルビン）
取付費込2ヶセット¥9,660
本体価格¥8,400
C903 V7 210AH4×2ヶ ［EF6M］

ハロゲンヘッドランプ付車

ハロゲンヘッドランプ付車

６３

６４ディスチャージヘッドランプ付車

アイテム装着時の注意事項
　スーパーブルービーム（フォグランプ）・　スーパーイエロービーム（フォグランプ）／※フォグランプ（クリア）付車のみ。フォグランプ無車に装着する際は、03頁　・04頁　をご覧ください。※1台分は2ヶ必要です。メダルコードは2ヶセットです。   　スーパーホワ
イトビーム（ヘッドランプ）・　スーパーブルービーム（ヘッドランプ）／※ハロゲンヘッドランプ付車のみ。高効率設計のため標準装備のバルブに比べて寿命が半分以下となります。※1台分は2ヶ必要です。メダルコードは2ヶセットです。　 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。　　ボディカバー／※14頁　 コーナーガイド（自光式）との同時装着は出来ません。

５９ ６０ ７６ ７９
６４ ６５

６３

PEWAGチェーン
＜175/65R14・185/55R15タイヤ用＞
本体価格各¥29,221

２５ タイヤチェーン
＜175/65R14タイヤ用＞本体価格¥17,325
＜185/55R15タイヤ用＞本体価格¥18,165

２６

トゥルー
レッド

アクア
ティック
ブルー
Mc

ラディアント
エボニー
Mc

ブルー
リフレックス
Mc

ジェット
ブラック
Mc

クリスタル
ホワイト
パール
Mc

バーガンディー
レッド
Mc

ジール
レッド
Mc

写
真 商　品　名 部品番号

カラーコード

アルミ
ニウム
M

メダル
コード

ペ
ー
ジ

■デミオ ボディ色対応表

No.

ディープ
クリスタル
ブルー
Mc

メテオ
グレー
Mc

11

A4A

－

55

－

J41G

83

－

J42B

88

28W

－

50

50

－

51

－

J41W

85

34K

－

84

84

－

－

56

56

－

13

－

J42M

27

－

J42A

D07A V4 920 ＊＊03 17 リアルーフスポイラー（ボディ同色）

C931 V7 28Y ＊＊13 46 センサー（パーキングセンサー用）

C902 V3 150 ＊＊18 07 ドアエッジモール

8563 77 710 ＊＊
21 62 タッチアップペイント

＊＊＊＊ 77 710

DE8B

－

DM8A

HT8A

※13C、13C-V SMART EDITIONⅡ、13-SKYACTIVには、上記ボディカラーの他にアークティックホワイトの設定がございます。ご希望のお客様はカラーコード「33」（タッチアップペイントのみA4D）、または各アイテムのメダルコードにて発注してください。

注1：カラーコードは「デミオボディ色対応表」をご覧ください。
注2：ジェットブラックMcの車両には標準装備されています。標準装備のリアルーフスポイラーとの交換装着となります。

写
真 商　品　名 部品番号

メダル
コード

■デミオ リアルーフスポイラー適用表 ●：Shop Options　▲：標準装備　ブランク：装着不可

No.

17
リアルーフスポイラー
（ジェットブラックMc）

リアルーフスポイラー
（ボディ同色）

リアルーフスポイラー無車用

リアルーフスポイラー無車用

リアルーフスポイラー付車用（注2）

DE8B

DE8H 

DE8L

2WD e-4WD

13C
13-SKYACTIV 
SHOOTING STAR 

SPORT

13-SKYACTIV
SHOOTING STAR

SPORT
DYNAMIC ROOF

13-SKYACTIV
SHOOTING STAR
MAGENTA

15C SPORT 13C13-SKYACTIV

13C-V 
SMART 
EDITION
Ⅱ

●

●

▲

●

▲

●

▲

●

▲

▲

▲

▲

●

●

▲

●

●

●D07A V4 920 51

D07A 51 960 51

03

ペ
ー
ジ

D07A V4 920 ＊＊ 
（注1）

注1：1本につき4ヶ必要、1台分で16ヶ必要です。
注2：メダルコードは1台分のセットです。

写
真 商　品　名 部品番号

本体価格
（円）
1本分

メダル 
コード 
（注2）

1本分 1台分

■デミオ アルミホイール適用表 ●：Shop Options　▲：標準装備　ブランク：装着不可

No.

21

03

18

78

04 80

アルミホイール
（14×6J）

アルミホイール
（14×5.5J）
（ガンメタリック塗装）

アルミホイール
（14×5.5J）
（高輝度塗装）

EA8A

EA6P

101,260

105,964

25,315

EA5M87,06421,766

EA8B80,26020,065

EA4B87,06421,766

EA8C80,26020,065

26,491

－

294

－

294

－

294

535

535

535

535

535

535

－

525

－

525

－

－

2WD e-4WD 取付費込合計価格（円）

13C

13-SKYACTIV
SHOOTING 
STAR
SPORT
DYNAMIC 
ROOF

13-SKYACTIV
SHOOTING 
STAR

MAGENTA

15C SPORT 13C
センターキャップ
DT91 37 190

エアバルブ
9963 60 4140

メッキナット
B002 37 160B 
（注1）

13-
SKYACTIV

13C-V 
SMART 
EDITION
Ⅱ

●スチールホイール付車用

アルミホイール付車用

スチールホイール付車用

アルミホイール付車用

スチールホイール付車用

アルミホイール付車用

● ●

●

●

●

●

●

▲

●

●

▲

●

13-SKYACTIV 
SHOOTING 
STAR 
SPORT

●

▲

●

●

●

●

●

●

●

● ●
1409 V3 810A 21,000

15,750

15,750

9965 M6 5540

9965 M4 5540

ペ
ー
ジ

アルミホイール（14×6J）
＜スチールホイール付車＞
取付費込1台分¥105,964［EA6P］
＜アルミホイール付車＞
取付費込1台分¥101,260［EA8A］
※価格や部品番号など詳細は
　22頁の表をご覧ください。

１８

3年アルミホイール（14×6J）
取付費込1台分¥101,260～

１８

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。

５８

ボディカバー
本体価格¥15,750
D651 V2 113 ［ET0C］
2WD

1年

1年1年

1年

1年

1年

1年

1年

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

５８

ノーマル 装着時

５８ ４８

※標準装備のフォグランプとの交換装着となります。

■デミオ LEDフォグランプ（ブルーイルミネーション付）組合せ表    ●：Shop Options　※掲載価格は消費税込価格です。

適用

13-SKYACTIV

13-SKYACTIV SHOOTING STAR
  SPORT/DYNAMIC ROOF/MAGENTA

SPORT

フォグランプ付車※

B45B V4 600

46,000

本体
ブラケット

D08B V4 610

4,170

フォグランプスイッチ

オートライト無車用

DN21 66 122

4,200

オートライト付車用

DS52 66 122

4,200

52,960●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

61,330

61,330

52,960

61,330

61,330

58,000

67,000

67,000

58,000

67,000

67,000

FM5J

FM5C

FM5C

FM5J

FM5C

FM5C

本体価格
合計

取付費込
合計価格

メダル
コードD08A V7 235

6,960

取付キット

D07A V7 235

6,960

LEDフォグランプ（ブルーイルミネーション付）

フォグランプ無車

品名

部品番号

本体価格（円）

オートライト無車

オートライト付車

フォグランプ付車※

フォグランプ無車
オートライト無車

オートライト付車

13C

13C-V SMART EDITIONⅡ

15C



23・24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。

※掲載価格は
　消費税込価格です。

富士通テン

C9TD V6 650

¥106,000

アダプター別売

●：標準装備　－：設定なし

グレード

装　備　内　容

ステアリングオーディオリモートコントロールスイッチ

オーディオレス＋6スピーカー

オーディオレス＋2スピーカー

13C
13C-V

SMART EDITIONⅡ 13-SKYACTIV 15C SPORT

● ● ● ● ー

ー ー ー ー ●

● ● ●

13-SKYACTIV
SHOOTING STAR
MAGENTA

●

ー

●

13-SKYACTIV
SHOOTING STAR

SPORT

●

ー

●

13-SKYACTIV
SHOOTING STAR

SPORT DYNAMIC ROOF

●

ー

● ● ●

■車両装備状況表

デミオのナビゲーションシステムはショップオプションのみの設定です。※標準装備はオーディオレスのみとなります。

システムアップアイテム

ETCを利用した日時や料金履歴
をモニターに表示できます。

ETC
連動

走行中にも後席でDVDビデオ・
TVが楽しめます。

リアシート
モニター

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

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

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

DSRC
連動

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

 ●：機能あり　－：機能なし

C9PA V6 650

¥169,000

パイオニア

C9M4 V6 650A

¥199,000

三菱電機

DIATONE
SOUND.NAVI

多彩な
メディア対応

充実の
スマホ連携

スマホライクな
操作感

簡単
シンプルナビ

C9CF V6 650

¥169,000

クラリオン ケンウッド

SD 16GB SD 16GB SD 16GB

ナビゲーション主要機能表

メーカー名

部品番号

モニター

地デジ

ワイドVGAモニター

USBメモリー（音楽/動画）

CD音楽録音

付属SDカード

フリック＆ドラッグ

ピンチイン/ピンチアウト

iPod/iPhone※1（音楽）

ハンズフリー通話/AVプロファイル

メモリー媒体/容量

ステアリングオーディオスイッチ対応

12セグ/ワンセグ

CD/DVD

SDカード（音楽/動画）

車種別EQ

3年間無料地図更新

本体

AV機能

スマホライク操作

ショップオプションナビゲーションシステム

メモリー

7型

●

●

●

音楽のみ

音楽のみ

●

7型

●

●

●

●

●

●

7型

●

●

●

●

●

●

C9K2 V6 650

¥146,000
SSD 8GB
7型

●

●

●

●

●

● ● ● アダプター別売

●●

●

●

－

－

－

●

●

●

●

●

●

－

●

●

●

●

－

－

－

－

● ●

●

8GB 8GB 8GB －

－

－

Bluetooth○R

 ●：設定あり　－：設定なし

フロント
ブラインドモニター

バックモニター

リアシートモニター

外部入力
（映像・音声）

VICSビーコン※3

DSRC/ETC車載器連動

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。

● ● ●

● ● ●

● ●

●

●

● ●

● ● ●

● ● ●

システムアップ
アイテム

iPod/iPhone※1

Android端末MHL/
HDMI対応スマートフォン※2

※1：iPod/iPhoneビデオの再生及び接続可能なiPod/iPhoneの機種については、マツダオフィシャルホームページ内のアクセサリーサイトをご覧ください。 
※2：動作できるスマートフォンは限られています。詳しくはマツダオフィシャルホームページ内のアクセサリーサイトをご覧ください。 
※3：高速道路のVICSビーコン（2.4GHz）による情報提供は、ITSスポットサービスの開始や路側機の老朽化等に伴い、今後、ITSスポットによる情報提供に移行されます。詳しくはITS高度道路交通システム（国土交通省）のホームページにてご確認ください。 

HDMI接続 －

● ●

●

●

●

●

●

●
ETC車載器連動のみ

－

●付属ケーブル対応

●

音楽のみ

－

7型

●

ワンセグのみ

●

－

SD 8GB

●

●

－

●

－

●
音楽のみ　ビデオ非対応

－

－

※下記価格は取付費込システム合計価格です。

価　　格※

安心、快適なマツダ純正ナビゲーションであなたのドライブをしっかりサポート。

マツダのクルマを知りつくしているからこそできる、

ジャストフィットな装着を実現。さらに機能と保証もトータルで安心です。

クルマだって、同じ
！ 

テレビ、冷蔵庫、洗濯機、炊飯器etc...。

家電選びにかけては

妥協しないワタシ。

安心の
保証体制も充実

3年6万km保証など安心のサポート体制も充実

しています。

全国マツダ販売店による安心サポート

車両に最適な
音響環境を実現

車両に合わせて音質のセッティングを行い、最適

な音響環境を創出。車内で快適なサウンドを

お楽しみいただけます。

車両装備との
連動可能

ステアリングオーディオスイッチに

対応しています。

ナビゲーションロック付で
セキュリティも安心

全機種についた「ナビゲーションロック」は、

車上荒らしなどによるナビ盗難の抑止に優れた

効果を発揮します。

※写真はイメージです。当該車両とは異なります。

※画面はパイオニアです。 警告ステッカー

3年
6万km 
保  証 

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

●ステアリングオーディオスイッチ対応

3年間無料地図更新で
道路情報がいつも新鮮

パソコンのインターネット通信環境を用いて、新しい道路や

施設を収録した最新の地図データに更新することができます。
※富士通テン製メモリーナビゲーションを除く

※画像はクラリオンナビの車種別EQ設定画面です。 
※車種別EQは三菱電機、クラリオン、ケンウッド製
　ナビゲーションに装備されています。



取付費込システム合計価格オーディオレス車用

25・26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。

※掲載価格は消費税込価格です。

三菱電機 メモリーナビゲーションシステム
DIATONE SOUND.NAVI

チューナー アンテナ

￥199,000取付費込システム合計価格

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

■取付費込システム合計価格
オーディオレス車用

※モニター画面（画像はイメージです。） ■バックカメラ視野範囲イメージ図

狭い道や混雑した駐車場でのバック運転時に威力を発揮。
後方の確認しづらい視界をカメラによる映像でナビゲーションモニターに表示。
ナビゲーションに運転サポート機能をプラスしませんか！

ナビゲーションとカメラの連携でバック時の不安をサポート。
バックモニターシステムとの組合せをオススメします！

※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
［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
※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。

フロント
モニター

バック
モニター

外部
入力

HDMI

DSRC
連動

ETC
連動

※スマートインDSRCシステムとの同時装着はできません。
※システム内容は36頁をご覧ください。

※ナビゲーションと連動させるには、ETC拡張ケーブル
［本体価格¥5,250　C9MC V6 381［HC9C］］が別途必要です。

※スマートインETCシステムとの同時装着はできません。

※ナビゲーションとETCを連動させた場合、VICSビーコンシステムを装着することはできません。

主要機能

DIATONE高音質技術

DIATONE技術が生み出す、高音質ハイエンドオーディオ

シンプルマップ

知らない道の曲がるポイントをわかりやすく表示

無料地図更新

新しい地図データで快適なドライブ

車種別音場設定

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

これまでのカーナビとカーオーディオを凌駕する32bitD／Aコンバーターと64bit演算コア
DSPを採用。音源に含まれる音楽情報を忠実に微細な音までクリアに再現します。フロ
ントガラスがあたかもステージとなる、想像を超えた上質なサウンドを車内空間にもた
らします。

次に曲がる交差点をわかりやすく特定できる、シンプルマップを搭載。曲がるポイントや
進行方向が一目でわかるアイコン表示やカラーリングを採用、またルートを視認できる
わかりやすい表示でセーフティドライブをサポートします。シンプルマップのほかにも、通
常マップ、3Dビューマップ、2画面マップから選択可能です。

2014から2016年度版（3回分）の地図更新キット（DVD-ROM）を無料でご提供します。
新しい道路で快適に目的地までナビゲーションします。※

※無料地図更新キットは、パソコンとインターネット通信環境により三菱電機ホームページの
　「openinfo」からお申込みが必要です。（2017年7月31日まで）
　詳しくは、三菱電機ウェブサイトをご覧ください。

32bit高音質
D/Aコンバーター

24bit/Fsのイメージ図 32bit/Fsのイメージ図

64bit演算コア
DSP

■詳細市街地図 ■交差点拡大

ク
ル
マ
で
感
動
の

サ
ウ
ン
ド
を
実
現
す
る

高
音
質
ナ
ビ

■メニュー

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

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

CD/DVD

7型ワイドVGAモニター

ステアリングオーディオスイッチ対応

12セグ/ワンセグ

3年無料地図更新

CD音楽録音

Bluetooth○R

SD 16GB

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

メモリーナビゲーション（CD/DVDビデオ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥173,100　C9M4 V6 650A
オーディオ取付キット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格    ¥2,740　DE02 V6 025
ナビゲーションロック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格    ¥3,000　C901 V6 023
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥178,840

取付費込システム合計価格¥199,000［KM8A］

502 システムNo.DMM10［三菱電機］メモリーナビゲーションシステム

リアシート
モニター

※システム内容は35頁をご覧ください。

リアシートモニターシステムを装着する際には
¡トリムクリップ　本体価格¥231×1ヶ　D651 68 162A×1ヶ　が別途必要です。
（但し　ナビゲーションと同時に取付作業をする場合は不要。）

取付費込システム合計価格¥52,000［KM2D］
524 システムNo.RM750B［三菱電機］リアシートモニターシステム

※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。 ※システム内容は35頁をご覧ください。

取付費込システム合計価格¥51,520［KV1H］ システムNo.FSDE5

521

取付費込システム合計価格¥49,000［KV1J］ システムNo.FSDE6

［ソニー］フロントブラインドモニターシステム

ナビゲーションと同時に取付作業をしない場合

※字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。
※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。
※システム内容は35頁をご覧ください。

取付費込システム合計価格¥34,520［KN4A］ システムNo.DN101

523

取付費込システム合計価格¥32,000［KN4B］ システムNo.DN102

［パナソニック］バックモニターシステム

ナビゲーションと同時に取付作業をしない場合

iPod 変換コード（USB-iPod）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥5,250　C9M1 V6 270
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥5,250

システム合計価格¥5,250［KM9R］

システムNo.PDMA0532［三菱電機］iPod接続アダプターシステム

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

取付費込システム合計価格¥12,710［KM8X］ システムNo.HDMA1A

552

HDMI接続ケーブル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥8,300　C9M4 V6 572A
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥8,300

取付費込システム合計価格　¥9,560［KM8Y］ システムNo.HDMA2A

［三菱電機］HDMI接続アダプターシステム

ナビゲーションと同時に取付作業をしない場合

VICS

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

VICSビーコンユニット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥27,910　C9M1 V6 620
トリムクリップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　　¥231　D651 68 162A
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥28,141

取付費込システム合計価格¥36,961［KM0R］ システムNo.VCMA1

592

VICSビーコンユニット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥27,910　C9M1 V6 620
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥27,910

取付費込システム合計価格¥29,800［KM0U］ システムNo.VCMA2

［三菱電機］VICSビーコンシステム

ナビゲーションと同時に取付作業をしない場合

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

取付費込システム合計価格¥12,600［KG2S］

システムNo.RCAV0581外部入力端子（映像/音声）

取付費込システム合計価格¥26,580［HC7Y］
611 システムNo.CMETB［三菱電機］スマートインETCシステム（音声タイプ）

ITSスポット（DSRC）対応車載器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥30,570　C9MG V6 380
DSRC拡張ケーブル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　¥5,250　C9MB V6 381
ETCボックス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　¥5,250　C901 V6 381
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥41,070

取付費込システム合計価格¥48,000［HC9W］

603 システムNo.CMDSF［三菱電機］スマートインDSRCシステム

※iPodビデオを再生される方はこちらをお選びください。



27・28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。

※掲載価格は消費税込価格です。

パイオニア メモリーナビゲーションシステム チューナー アンテナ

￥169,000取付費込システム合計価格オーディオレス車用

■取付費込システム合計価格
オーディオレス車用

フロント
モニター

バック
モニター

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。

DSRC
連動

ETC
連動

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

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

●iPhone5を接続し「Linkwithモード」に対応させるケーブル

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

581 システムNo.RCAV0

※スマートインETCシステムとの同時装着はできません。

※モニター画面（画像はイメージです。） ■バックカメラ視野範囲イメージ図

狭い道や混雑した駐車場でのバック運転時に威力を発揮。
後方の確認しづらい視界をカメラによる映像でナビゲーションモニターに表示。
ナビゲーションに運転サポート機能をプラスしませんか！

ナビゲーションとカメラの連携でバック時の不安をサポート。
バックモニターシステムとの組合せをオススメします！

※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
［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
※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。

■詳細市街地図 ■交差点拡大

先
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■メニュー

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

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

CD/DVD

7型ワイドVGAモニター

ステアリングオーディオスイッチ対応

12セグ/ワンセグ

3年無料地図更新

CD音楽録音

Bluetooth○R

SD 16GB

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

主要機能

快適なナビ画面

画面表現が多彩だから「見やすい画面」を選択できます

便利な気配り検索

ただ単に探すだけで終わらない。ユーザーフレンドリーな検索機能。

無料地図更新

2017年4月まで何度でも、お得な無料地図更新が可能

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

検索したルート沿いのお店が道路の左右どちらにあるか表示したり、お店の営業時間
に合わせたアイコン表示をします。名称検索では入力した文字から「最近探したワード」
でも検索ができます。

更新

検索できた！

左側にあります

右側にあります

営業中

営業時間外

カーナビにとって地図の鮮度は最も重要な要素です。更新では新しい道路や新規スポット
も追加されるので、最近出来たショッピングセンターも検索、ルート設定が可能です。更新は
全データ更新（年2回）と差分データ更新（年4回）が無料で行えます。※

※初回の更新ご利用時に、パソコンとインターネット通信環境によりパソコンリンクソフト「NAVI OFFICE 2」をインス
トールが必要です。地図更新はナビ本体に入っている地図カード（16GB）にデータをダウンロードすることで更新
可能です。無料地図更新サービスは2017年4月の差分データまで（配信期間：2017年10月末日予定）

※価格はナビゲーションと同時に取付作業をする場合の価格です。■各種ケーブル

スマートフォン・携帯音楽プレーヤーとの連携

付属のUSB/iPodケーブルを使ってUSBオーディオやウォークマン 、iPod/iPhone（Dock
コネクター30ピン）の音楽/ビデオ再生が可能です。また別売ケーブルを使えばAndroid
端末用HDMI/MHL端子やiPhone5（ビデオ再生）にも接続可能です。

○R

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

iPhone5、ウォークマン など多彩なメディアに対応○R

※HDMI/MHL対応Android端末やiPhone5を接続する場合、　　　　　　の
ケーブルが別途必要です。ただし、同時使用はできません。

553 563 573

メモリーナビゲーション（CD/DVDビデオ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥143,100　C9PA V6 650
オーディオ取付キット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格    ¥2,740　DE02 V6 025
ナビゲーションロック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格    ¥3,000　C901 V6 023
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥148,840

取付費込システム合計価格¥169,000［KQ9A］

システムNo.DPM10503［パイオニア］メモリーナビゲーションシステム

リアシート
モニター

※システム内容は35頁をご覧ください。

リアシートモニターシステムを装着する際には
¡トリムクリップ　本体価格¥231×1ヶ　D651 68 162A×1ヶ　が別途必要です。
（但し　ナビゲーションと同時に取付作業をする場合は不要。）

取付費込システム合計価格¥52,000［KM2D］
524 システムNo.RM750B［三菱電機］リアシートモニターシステム

※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。　※システム内容は35頁をご覧ください。

取付費込システム合計価格¥51,520［KV1H］ システムNo.FSDE5

521

取付費込システム合計価格¥49,000［KV1J］ システムNo.FSDE6

［ソニー］フロントブラインドモニターシステム

ナビゲーションと同時に取付作業をしない場合

※字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。
※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。
※システム内容は35頁をご覧ください。

取付費込システム合計価格¥34,520［KN4A］ システムNo.DN101

523

取付費込システム合計価格¥32,000［KN4B］ システムNo.DN102

［パナソニック］バックモニターシステム

ナビゲーションと同時に取付作業をしない場合

VICS

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

取付費込システム合計価格¥30,051［KD0F］ システムNo.VCPA1

593

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

取付費込システム合計価格¥22,890［KQ0S］ システムNo.VCPA2

［パイオニア］VICSビーコンシステム

ナビゲーションと同時に取付作業をしない場合

HDMI接続ケーブル（Android端末用）・・・・・・・・・ 本体価格¥1,600　C9PC V6 572
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥1,600

システム合計価格¥1,600［KQ9W］

システムNo.DPH10553

［パイオニア］Android（HDMI）端末用接続アダプターシステム
573 システムNo.DPH20

HDMI接続ケーブル（iPhone5用）・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥1,600　C9PE V6 572
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥1,600

システム合計価格¥1,600［KQ9X］

［パイオニア］iPhone5用接続アダプターシステム

MHL接続ケーブル（Android端末用）・・・・・・・・・・ 本体価格¥3,400　C9PD V6 572
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥3,400

システム合計価格¥3,400［KQ9S］

563 システムNo.DPM00

［パイオニア］Android（MHL）端末用接続アダプターシステム

取付費込システム合計価格¥11,210［KQ9C］ システムNo.DPH01

533

HDMI接続ケーブル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥6,800　C9PB V6 572
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥6,800

取付費込システム合計価格　¥8,060［KQ9D］ システムNo.DPH02

［パイオニア］HDMI接続アダプターシステム

ナビゲーションと同時に取付作業をしない場合

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

取付費込システム合計価格¥12,600［KG2S］

外部入力端子（映像/音声）

ITSスポット（DSRC）対応車載器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥30,570　C9MG V6 380
DSRC拡張ケーブル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　¥7,050　C9PD V6 381
ETCボックス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　¥5,250　C901 V6 381
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥42,870

取付費込システム合計価格¥49,800［HC9F］

604 システムNo.CMDSBA［三菱電機］スマートインDSRCシステム

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

※スマートインDSRCシステムとの同時装着はできません。
※システム内容は36頁をご覧ください。

※ナビゲーションと連動させるには、ETC拡張ケーブル
［本体価格¥5,250　C9PC V6 381［HC9D］］が別途必要です。

取付費込システム合計価格¥26,580［HC7Y］
611 システムNo.CMETB［三菱電機］スマートインETCシステム（音声タイプ）



29・30頁のマツダ純正アクセサリーは、3年6万km保証付です。
3年

6万km 
保  証 

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。

※掲載価格は消費税込価格です。

クラリオン メモリーナビゲーションシステム チューナー アンテナ

￥169,000取付費込システム合計価格オーディオレス車用

■取付費込システム合計価格
オーディオレス車用

フロント
モニター

バック
モニター

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。

外部
入力

DSRC
連動

ETC
連動

※スマートインDSRCシステムとの同時装着はできません。
※システム内容は36頁をご覧ください。

※ナビゲーションと連動させるには、ETC拡張ケーブル
［本体価格¥5,250　C9MC V6 381 CL［HC9E］］が別途必要です。

※リアシートモニターと同時装着する場合、外部接続用コード（C9C7 V6 451）は不要です。
※外部入力端子との同時装着はできません。
※iPodビデオを再生される方はこちらをお選びください。

※リアシートモニターと同時装着する場合、外部接続用コード（C9C7 V6 451）は不要です。
※iPod接続アダプターシステムとの同時装着はできません。

※スマートインETCシステムとの同時装着はできません。

※モニター画面（画像はイメージです。） ■バックカメラ視野範囲イメージ図

狭い道や混雑した駐車場でのバック運転時に威力を発揮。
後方の確認しづらい視界をカメラによる映像でナビゲーションモニターに表示。
ナビゲーションに運転サポート機能をプラスしませんか！

ナビゲーションとカメラの連携でバック時の不安をサポート。
バックモニターシステムとの組合せをオススメします！

※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
［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
※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

使いやすいナビ機能

スマホライクな地図スクロールとリスト操作、AV/ナビ２画面表示

ピクチャービュー機能

周辺スポットを写真でガイド

無料地図更新

利用開始から3年間無料地図更新対応

エンターテインメント機能

独自機能「Intelligent Tune」「車速連動ボリューム」など搭載
独自の音響テクノロジーを本機へ集約。目の前に感じるヴォーカルの定位を前後左右
に個々のシートに調整できる「ヴォーカルイメージコントロール」をはじめ、圧縮オーディ
オデータを再生成する「サウンドリストアラー」、迫力のある重低音を実現する「バーチャ
ルバス」など、多彩なサウンドテクノロジーを装備しています。

スマートフォンライクな地図スクロールとリスト検索で安全でやさしいナビを実現。また、
ナビ画面を表示しながら動画を楽しむことができるAV/ナビ２画面機能を搭載。（走行
中はご覧になれません。）誘導音声とメニュー画面表示は、４カ国語から選べます。（日
本語、英語、中国語、韓国語）

地図全更新（年1回）と地図データ差分更新（年5回）を3年間無料でご提供します。※

最新スポットや新しい道路などが反映された最新地図が利用できます。
※地図更新はパソコン通信環境によりクラリオン専用ウェブから更新が可能です。地図更新は本体内蔵の地図カード
（16GB）にデータをダウンロードすることで更新できます。差分更新は2018年3月までを予定しています。

ドライブ中に近くのレストランや施設などのスポットを写真で表示。気になるスポットの
写真をタッチするだけで、電話番号や営業時間などのガイド情報を表示します。まるで
ガイドブックをめくるように気軽に寄り道を楽しめる機能です。

ご利用開始日から
（ナビ購入後購入後） 3年間無料年間無料ご利用開始日から
（ナビ購入後） 3年間無料

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

■詳細市街地図 ■交差点拡大
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■メニュー

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

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

CD/DVD

7型ワイドVGAモニター

ステアリングオーディオスイッチ対応

12セグ/ワンセグ

3年無料地図更新

CD音楽録音

Bluetooth○R

SD 16GB

メモリーナビゲーション（CD/DVDビデオ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥143,100　C9CF V6 650
オーディオ取付キット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格    ¥2,740　DE02 V6 025
ナビゲーションロック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格    ¥3,000　C901 V6 023
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥148,840

取付費込システム合計価格¥169,000［KC5Y］

504 システムNo.DCM10［クラリオン］メモリーナビゲーションシステム

リアシート
モニター

※システム内容は35頁をご覧ください。
※iPod接続アダプターシステムまたは外部入力端子と同時装着する場合、外部接続用コード
　（C9C7 V6 451）は1ヶで接続可能です。

リアシートモニターシステムを装着する際には
¡トリムクリップ　本体価格¥231×1ヶ　D651 68 162A×1ヶ　が別途必要です。
（但し　ナビゲーションと同時に取付作業をする場合は不要。）

取付費込システム合計価格¥54,800［KM8C］
525 システムNo.RM750D［三菱電機］リアシートモニターシステム

※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。　※システム内容は35頁をご覧ください。

取付費込システム合計価格¥51,520［KV1H］ システムNo.FSDE5

521

取付費込システム合計価格¥49,000［KV1J］ システムNo.FSDE6

［ソニー］フロントブラインドモニターシステム

ナビゲーションと同時に取付作業をしない場合

※字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。
※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。
※システム内容は35頁をご覧ください。

取付費込システム合計価格¥34,520［KN4A］ システムNo.DN101

523

取付費込システム合計価格¥32,000［KN4B］ システムNo.DN102

［パナソニック］バックモニターシステム

ナビゲーションと同時に取付作業をしない場合

iPod

VICS

取付費込システム合計価格¥26,580［HC7Y］
611 システムNo.CMETB［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¥12,460［KE9U］ システムNo.DCP11

534

iPod接続ケーブル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥5,250　C9C9 V6 572
外部接続用コード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥2,800　C9C7 V6 451
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥8,050

取付費込システム合計価格　¥9,310［KE9W］ システムNo.DCP12

［クラリオン］iPod接続アダプターシステム

ナビゲーションと同時に取付作業をしない場合

VICSビーコンユニット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥27,510　C9C3 V6 620
トリムクリップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　　¥231　D651 68 162A
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥27,741

取付費込システム合計価格¥36,561［KC1U］ システムNo.VCCB1

594

VICSビーコンユニット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥27,510　C9C3 V6 620
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥27,510

取付費込システム合計価格¥29,400［KC1W］ システムNo.VCCB2

［クラリオン］VICSビーコンシステム

ナビゲーションと同時に取付作業をしない場合

外部入力端子（映像/音声）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥6,300　C900 V6 590
外部接続用コード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥2,800　C9C7 V6 451
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥9,100

取付費込システム合計価格¥15,400［KC6H］

582 システムNo.DCA00外部入力端子（映像/音声）

ITSスポット（DSRC）対応車載器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥30,570　C9NC V6 380
DSRC拡張ケーブル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　¥5,250　C9N7 V6 381 CL
ETCボックス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　¥5,250　C901 V6 381
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥41,070

取付費込システム合計価格¥48,000［HC9H］

602 システムNo.CNDSBB［パナソニック］スマートインDSRCシステム



31・32頁のマツダ純正アクセサリーは、3年6万km保証付です。
3年

6万km 
保  証 

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。

※掲載価格は消費税込価格です。

ケンウッド メモリーナビゲーションシステム チューナー アンテナ

￥146,000取付費込システム合計価格オーディオレス車用

■取付費込システム合計価格
オーディオレス車用

フロント
モニター

バック
モニター

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。

ETC
連動

※システム内容は36頁をご覧ください。

※ナビゲーションと連動させるには、ETC拡張ケーブル
［本体価格¥5,250　C9D3 V6 381［HC6S］］が別途必要です。

※モニター画面（画像はイメージです。） ■バックカメラ視野範囲イメージ図

狭い道や混雑した駐車場でのバック運転時に威力を発揮。
後方の確認しづらい視界をカメラによる映像でナビゲーションモニターに表示。
ナビゲーションに運転サポート機能をプラスしませんか！

ナビゲーションとカメラの連携でバック時の不安をサポート。
バックモニターシステムとの組合せをオススメします！

※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
［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
※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。

■詳細市街地図 ■交差点拡大
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操作ガイドを体験
http://www.mazda.co.jp/accessories/navi_audio/navigation/guide/kenwood.html

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

CD/DVD

7型ワイドVGAモニター

ステアリングオーディオスイッチ対応

12セグ/ワンセグ

3年無料地図更新

CD音楽録音※

Bluetooth○R

SSD 8GB

※SDカード（市販品）に録音可能

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

主要機能

その速さで、ナビの常識を塗り替えます。

ホーム画面

ホーム画面に大集合、スマートフォン感覚で操作が簡単。

無料地図更新

3年間毎年1回全更新対応

100m詳細地図表示

道幅がわかりやすい。高速スクロールにも対応
走行時使用頻度の高い100ｍ地図に、線画表示だけでなく、カラフルな100m詳細図
表示も可能です。実際の道幅がわかりやすく「一方通行」「交差点名」「施設」なども
表示し高速スクロールにも対応しています。

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

地図バージョンアップは、2014年、2015年、2016年度版を毎年地図更新が可能です。
新しく開通した道路も3年間毎年更新（無料更新サービス）することで、安心したドライブ
を楽しむことができます。※

※無料更新は初回利用時にケンウッド専用ウェブから「お客様登録」が必要です。本サービスはパソコンおよびイン
ターネット通信環境とSDHCカード（8GB）が別途必要です。無料更新サービスは2015年3月～2018年2月までを
予定しています。

「ホーム画面」には、エンターテインメント性と実用性を兼ね備えた、まったく新しいスタ
イルの操作体系を採用。再生中の楽曲情報やアルバムアート、美しいスペアナ。昼も
夜も視認性が高くデザインされた200ｍバーチャル3D地図（ホーム画面専用）。リアル
タイムに更新されるウィジェット情報。これらが1つの画面に凝縮されています。

彩速瞬間スクロール

無料地図更新 
3年間毎年1回 全更新対応 
道路データや地図データを
3年間無料で更新できます。

PC

SDHCカード

SD
HC

メモリーナビゲーション（CD/DVDビデオ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥120,100　C9K2 V6 650
オーディオ取付キット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格    ¥2,740　DE02 V6 025
ナビゲーションロック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格    ¥3,000　C901 V6 023
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥125,840

取付費込システム合計価格¥146,000［KU2A］

505 システムNo.DKM10［ケンウッド］メモリーナビゲーションシステム

リアシート
モニター

※システム内容は35頁をご覧ください。

リアシートモニターシステムを装着する際には
¡トリムクリップ　本体価格¥231×1ヶ　D651 68 162A×1ヶ　が別途必要です。
（但し　ナビゲーションと同時に取付作業をする場合は不要。）

取付費込システム合計価格¥52,000［KM2D］
524 システムNo.RM750B［三菱電機］リアシートモニターシステム

※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。　※システム内容は35頁をご覧ください。

取付費込システム合計価格¥51,520［KV1H］ システムNo.FSDE5

521

取付費込システム合計価格¥49,000［KV1J］ システムNo.FSDE6

［ソニー］フロントブラインドモニターシステム

ナビゲーションと同時に取付作業をしない場合

※字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。
※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。
※システム内容は35頁をご覧ください。

取付費込システム合計価格¥34,520［KN4A］ システムNo.DN101

523

取付費込システム合計価格¥32,000［KN4B］ システムNo.DN102

［パナソニック］バックモニターシステム

ナビゲーションと同時に取付作業をしない場合

iPod

VICS

外部
入力

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

取付費込システム合計価格¥12,600［KG2S］

システムNo.RCAV0581外部入力端子（映像/音声）

取付費込システム合計価格¥7,035［KU2C］ システムNo.DKP01

535

変換コード（USB-iPod）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥2,625　C9K2 V6 270
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥2,625

取付費込システム合計価格¥3,885［KU2D］ システムNo.DKP02

［ケンウッド］iPod接続アダプターシステム

ナビゲーションと同時に取付作業をしない場合

VICSビーコンユニット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥26,250　C9K2 V6 620
トリムクリップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　　¥231　D651 68 162A
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥26,481

取付費込システム合計価格¥35,301［KU2E］ システムNo.DKV01

595

VICSビーコンユニット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥26,250　C9K2 V6 620
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥26,250

取付費込システム合計価格¥28,140［KU2F］ システムNo.DKV02

［ケンウッド］VICSビーコンシステム

ナビゲーションと同時に取付作業をしない場合

取付費込システム合計価格¥26,580［HC7W］
613 システムNo.CDETB［デンソー］スマートインETCシステム（音声タイプ）



※掲載価格は消費税込価格です。

33・34頁のマツダ純正アクセサリーは、
3年6万km保証付です。

3年
6万km 
保  証 

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。

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」「iPhone」は米国及びその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。　
※「Android」は、Google Inc.の商標または登録商標です。　※「HDMI」は、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。　
※「MHL」は、MHL,LLCの商標または登録商標です。　※その他、商品名またはアプリケーション名は、各社の商標または登録商標です。　※リアルタイムプローブ渋滞情報はパイオニア株式会社が提供するサービスです。
※携帯電話を介したナビゲーション機能をご利用の際にかかる通信料はお客様の負担となります。　※ナビゲーションに収録されているデータ内容、および時期については、一部異なる場合があります。

〈車両へ装着の場合、以下の内容をご承知ください〉
※本カタログに記載のナビゲーション及びオーディオシステムは、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DSRC/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DSRC/ETC専用品となります。
※アドバンストキーをナビゲーションモニターの周辺に置くと、エンジンの始動ができない場合があります。

富士通テン メモリーナビゲーションシステム
見やすくキレイな高精細VGAディスプレイ採用
使いやすさにこだわった簡単ナビ

■詳細市街地図

オーディオレス車用
■取付費込システム合計価格

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。

主要機能

車内でいつものテレビ番組が楽しめる

高精細ＶＧＡディスプレイ＋ＬＥＤバックライト採用でキレイな描画

使いやすい２画面表示

地図や文字も細部まで明るく美しい描画で表現します。

ワンセグチューナ内蔵で、ドラマや
スポーツ番組などを楽しめます。
チャンネル操作も自宅のTVリモ
コンと同じで使い易い。
※走行中は映像表示されません。
　音声のみとなります。

ワンセグチューナ内蔵

7型ワイドＶＧＡ

シンプル2画面表示

※画面はハメコミ合成です。※iPod、iPhone、USBメモリーは別売（市販品）です。※iPod shuffle及びDockコネクタなしのiPodへの接続は出来ません。
※接続可能なiPodの機種については、マツダオフィシャルホームページ内のアクセサリーサイトをご覧ください。

ナビゲーションシステムおよび周辺機器に関する注意

よく使うボタンはトップ画面に集約。操作性を考えたメニュー表示で使いやすい。

￥106,000取付費込システム合計価格

オーディオレス車用

操作ガイドを体験
http://www.mazda.co.jp/accessories/navi_audio/navigation/guide/fujitsu-ten.html

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

CDのみ7型ワイドVGAモニター

ステアリングオーディオスイッチ対応

ワンセグのみSD 8GB

フロント
モニター

バック
モニター

渋滞予測データ
VICS（FM多重）

DSP/EQ

Bluetooth

MP3/WMA/AAC

ナビゲーション主要機能用語説明

○R

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

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

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。

……
………

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

……………

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

……………
…………

……

メモリー媒体/容量

広視野角モニター

ボタンイルミネーション

タッチパネル

ステアリングオーディオスイッチ対応

詳細市街地図

縮尺切替

交差点3D表示

リアルビュー(ドライバービュー)

データ内容

地図データ

交通規制データ

電話番号データ

ルート検索

オートリルート

中継点経由探索

ＶＩＣＳ（ＦＭ多重）

渋滞予測データ

渋滞考慮探索

音声案内

表示案内※3

目的地履歴

メモリ地点登録

自宅登録

エコドライブアシスト

チューナー×アンテナ

DVD±R/R(VRモード対応)

CD-R/RW

音楽：MP3/WMA/AAC

音楽：MP3/WMA/AAC

動画：WMV/MPEG-4/H.264

録音可能曲数

録音速度（再生同時）

CDDB

音楽：MP3/WMA/AAC

動画：WMV/MPEG-4/H.264

音楽再生

ビデオ再生

音楽/ビデオ再生

HDMI/MHL対応

本　　体

操作方法

ナビゲーション
機能 

渋滞考慮

多言語対応

そ  の  他

A V 機 能

CD音楽録音

SDカード

C　D

地  デ  ジ

DVDビデオ再生

USBメモリー

iPod/iPhone

AM/FMラジオ

DSP

EQ

スマートフォン連携

車両メンテナンス情報

最大出力 × ch数

NaviCon

その他アプリ※4

Android端末
スマートフォン

地　　図

デ  ー  タ

検　　索

ナビゲーション機能一覧表  ●：機能あり　－：機能なし

SD 16GB

●

ホワイト

●

●

1,334都市

10mスケール～

●

－

2013年4月版

2013年3月

2012年9月

2012年9月

5ルート同時

●

●

●

●※1

●

英語、中国語、韓国語

英語

●

●

●

●

4×4

●

●

●

●

－

最大999曲
※SDオーディオ規格準拠
（付属8GB SDカードの場合）

最大2倍速

●

●

－

●

●（アダプター別売）

－

HDMI接続のみ
（アダプター別売）

●

●

●（車種別）

45W × 4

●

－

●

三菱電機

C9M4
SD 16GB

●

ホワイト

●

●

1,334都市

10mスケール～

●

●

2013年4月版

2012年10月

2012年9月

2012年9月

6ルート同時

●

●

●

●※1

●

－

－

●

●

●

●

4×4

DVD-R/RWのみ

●

●

●

●

約1,850曲
（付属8GB SDカードの場合）

最大4倍速

●

●

●

●

●

●（アダプター別売）

●

●

●

50W × 4

●

Linkwith

●

パイオニア

C9PA
SD 16GB

●

2色（ホワイト/アンバー）

●

●

1,232都市

10mスケール～

●

交差点のみ

2013年6月版

2012年9月

2012年11月

2012年8月

5ルート同時

●

●

●

●

●

英語、中国語、韓国語

英語、中国語、韓国語

●

●

●

●

4×4

●

●

●

●

●

約2,000曲
（付属8GB SDカードの場合）

最大4倍速

●

●

●

●

●（アダプター別売）

－

－

●

●

●（車種別）

47W × 4

●

Smart Access

●

クラリオン

C9CF
SSD 8GB

－

ホワイト

●

●

1,334都市

10mスケール～

●

－

2012年10月版

2012年10月

2012年3月

2012年3月

5ルート同時

●

●

●

－

※2

－

－

●

●

●

●

4×4

●

●

●

●

●

SDカード（市販品）
に録音可能

最大4倍速

－

●

●

●（アダプター別売）

－

－

●

－

●（車種別）

50W×4

●

KENWOOD Music Info.

－

ケンウッド

C9K2
SD 8GB

●

アンバー

●

●

1334都市

10ｍスケール～

－

－

2013年4月版

2012年10月

2012年9月

2012年9月

5ルート同時

●

●

●

－

－

－

－

●

●

●

－

1×1（ワンセグ）

－

●

－

－

－

－

－

－

MP3、WMAのみ

－

●（アダプター別売）

－

－

－

●

－

●

48W×4

－

－

－

富士通テン

C9TD

ウォークマン  ○R

※1：渋滞予測データに加えリアルタイムプローブ渋滞情報の入手が可能です。リアルタイムプローブ渋滞情報を利用するにはBluetooth○RのDUN（ダイヤルアップネットワーク）プロファイルに対応した携帯電話とユーザー登録が必要です。
※2：FM VICSおよびビーコンで受信した渋滞情報のみ対応。　※3：一部の表示は言語切り換えの対象となりません。　※4：アプリの詳細は、各ナビメーカーサイトもしくはダウンロードサイトでご確認ください。
※アプリを使用したスマートフォン連携や各メディアの再生は、すべての動作を保証するものではありません。

メモリーナビゲーション（CD）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥80,100　C9TD V6 650
オーディオ取付キット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格  ¥2,740　DE02 V6 025
ナビゲーションロック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格  ¥3,000　C901 V6 023
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥85,840

取付費込システム合計価格¥106,000［KT4B］

506 システムNo.DTM10［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。
※目安線表示はできません。
※システム内容は35頁をご覧ください。

取付費込システム合計価格¥51,520［KV1H］ システムNo.FSDE5

521

取付費込システム合計価格¥49,000［KV1J］ システムNo.FSDE6

［ソニー］フロントブラインドモニターシステム

ナビゲーションと同時に取付作業をしない場合

※字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。
※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。
※システム内容は35頁をご覧ください。

取付費込システム合計価格¥34,520［KN4A］ システムNo.DN101

523

取付費込システム合計価格¥32,000［KN4B］ システムNo.DN102

［パナソニック］バックモニターシステム

ナビゲーションと同時に取付作業をしない場合

iPod

外部
入力

583 システムNo.RCAV2

外部入力端子（映像/音声）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥6,300　C900 V6 590
外部接続用コード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥2,100　C9T7 V6 451
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥8,400

取付費込システム合計価格¥14,700［KG2B］

外部入力端子（映像/音声）

変換コード（USB-iPod）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥3,150　C9T1 V6 270
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥3,150

システム合計価格¥3,150［KT4C］

536 システムNo.DTP00［富士通テン］iPod接続アダプターシステム



リアシートモニターシステムを装着する際には　
¡トリムクリップ　本体価格¥231×1ヶ　D651 68 162A×1ヶが別途必要です。（但し ナビゲーションと同時に取付作業をする場合は不要。）

装着位置

本体正面 ※走行中、映像は表示されません。

※価格や詳細は26、28、30、32、33頁をご覧ください。

バックモニター

フロントブラインドモニター

※モニター画面（画像はイメージです。） ※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。　
※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。
※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。

※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

※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。

■バックカメラ視野範囲イメージ図

バックカメラ視野範囲 車両後部ライン

装着位置

リアシートモニターシステム

外部入力（映像・音声）

カードの出し入れも簡単。サンバイザーの後ろにDSRC/ETC車載器をスマートに収納。

スマートインDSRC/ETCシステム

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

35・36頁のマツダ純正アクセサリーは、
3年6万km保証付です。

3年
6万km 
保  証 

ナビゲーションと組み合わせて後席でもDVD・TVが楽しめます。

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

■フロントブラインドモニター視野角イメージ

死角をフロント
ブラインドモニター
でカバー

ドライバーの
視野角

■7.0型ワイドVGAモニター

※画面はハメコミ合成です。

ショップオプションの
ナビゲーションシステム付車用

［三菱電機製］ ［パナソニック製］

〈三菱電機製ナビゲーション用〉
取付費込システム合計価格¥48,000［HC9W］
〈パイオニア製ナビゲーション用〉
取付費込システム合計価格¥49,800［HC9F］

［三菱電機］スマートインDSRCシステム
〈クラリオン製ナビゲーション用〉
取付費込システム合計価格¥48,000［HC9H］

［パナソニック］スマートインDSRCシステム

ショップオプションナビゲーションシステム用

ショップオプションナビゲーションシステム/ディスプレイオーディオ用

取付費込システム合計価格¥51,520［KV1H］ システムNo.FSDE5

521

フロントカメラ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥21,000　C9S3 V7 532A
フロントカメラ取付キット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　¥9,510　C9G1 V7 535
フロントカメラコード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　¥4,000　DE1F V7 531
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥34,510

取付費込システム合計価格¥49,000［KV1J］ システムNo.FSDE6

［ソニー］フロントブラインドモニターシステム

ナビゲーションと同時に取付作業をしない場合

ナビゲーション・ディスプレイオーディオと同時に取付作業をしない場合

取付費込システム合計価格¥34,520［KN4A］ システムNo.DN101

523

バックカメラ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥12,000　C9N2 V7 532
カメラ取付キット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　¥5,660　DE2B V7 535
バックカメラコード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　¥3,000　DE1B V7 531
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥20,660

取付費込システム合計価格¥32,000［KN4B］ システムNo.DN102

［パナソニック］バックモニターシステム

524
リアシートモニター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥40,660　C9M3 V6 450 75
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥40,660

取付費込システム合計価格¥52,000［KM2D］

システムNo.RM750B［三菱電機］リアシートモニターシステム
525

リアシートモニター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥40,660　C9M3 V6 450 75
外部接続用コード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　¥2,800　C9C7 V6 451
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥43,460

取付費込システム合計価格¥54,800［KM8C］

システムNo.RM750D［三菱電機］リアシートモニターシステム
［クラリオン］　  ナビゲーションシステム用504［三菱電機］　 ［パイオニア］　 ［ケンウッド］　　

ナビゲーションシステム用
502 503 505

■リアシートモニター表示一覧表

地図表示時

DVDビデオ映像時 DVDビデオ映像 テレビ映像 外部入力映像

DVDビデオ映像 テレビ映像 外部入力映像

DVDビデオ映像 テレビ映像 外部入力映像

DVDビデオ映像 テレビ映像 外部入力映像

ナビゲーション画面 リアシートモニター表示画面内容 ナビゲーション画面 リアシートモニター表示画面内容

テレビ映像時

外部入力映像時

安全運転を支援
・合流支援情報　・渋滞末尾注意情報　など

広域の道路交通情報を受信

※画像はイメージです。

左から合流車、注意 この先渋滞、追突注意

■ナビゲーションモニター表示イメージ

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

■ フロントブラインドモニター/バックモニター

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

安全運転サポート
道路交通情報

ITSスポット

ITSスポット（DSRC）
対応車載器対応車載器

ITSスポット（DSRC）
対応車載器

高速・大容量通信

現在位置情報等

ナビゲーションシステムとの連動でITSスポットサービスに対応

ETC車載器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥14,400　C9NB V6 380
ETCボックス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　¥5,250　C901 V6 381
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥19,650

取付費込システム合計価格¥26,580［HC7X］

612 システムNo.CNETB

［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　C9DK V6 380
ETCボックス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　¥5,250　C901 V6 381
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥19,650

取付費込システム合計価格¥26,580［HC7W］

613 システムNo.CDETB

［デンソー］
スマートインETCシステム
（音声タイプ）

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

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

ETC車載器

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

※ITSスポット（DSRC）対応車載器との同時装着はできません。

ETC車載器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥14,400　C9MF V6 380
ETCボックス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　¥5,250　C901 V6 381
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥19,650

取付費込システム合計価格¥26,580［HC7Y］

611 システムNo.CMETB

［三菱電機］
スマートインETCシステム
（音声タイプ）

ETC部機能一覧表スマートインDSRCシステム（※１）と連動できるナビゲーションシステム

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

連動可能なDSRC車載器

［三菱電機］DSRC車載器

［パナソニック］DSRC車載器

連動できるナビゲーションシステム

［三菱電機］メモリーナビゲーションシステム

［パイオニア］メモリーナビゲーションシステム

履歴確認

三菱電機

パナソニック

●

●

●（100件）

●（100件）

－

●

カード有効期限
音声案内

カード抜き忘れ
警告

503

［クラリオン］メモリーナビゲーションシステム504

502 車 載 器

■ナビゲーション連動用拡張ケーブル
ナビゲーションとETC車載器をつなげて料金支払い状況などをモニターに表示 ■機能一覧表

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

ETC側の音量がオフの場合でも、一部の機能についてはETC側からの音声案内があります。

C9PC V6 381 ［HC9D］

C9MC V6 381［HC9C］

［デンソー］ETC車載器

［三菱電機］ETC車載器

［三菱電機］ETC車載器※2

［三菱電機］ETC車載器

ETC拡張ケーブル連動可能なETC車載器連動できるナビゲーションシステム

［ケンウッド］メモリーナビゲーションシステム用

［三菱電機］メモリーナビゲーションシステム用※1

C9D3 V6 381 ［HC6S］

本体価格

各￥5,250

履歴確認

三菱電機

パナソニック

デンソー

●

●

●

●（100件）

●（100件）

●（100件）

●

●

●

カード有効期限
音声案内

カード抜き忘れ
警告車 載 器

502

［パイオニア］メモリーナビゲーションシステム用503

C9MC V6 381 CL［HC9E］［クラリオン］メモリーナビゲーションシステム用504

505

※システム内容は各ナビゲーション掲載頁をご覧ください。※スマートインDSRCシステムはETC機能付です。※インターネット接続サービス及び有料駐車場等での料金決済サービスには対応していません。

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・ディスプレイオーディオと同時に取付作業をする場合

※iPod接続アダプターシステムまたは外部入力端子と同時装着する場合、
　外部接続用コード（C9C7 V6 451）は1ヶで接続可能です。

Monitor & Audio & DSRC/ETC モニター ＆オーディオ&DSRC/ETC
※掲載価格は消費税込価格です。

本体

アンテナ

■ 
● 

■装着位置図



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

マツダ純正ショップオプションオーディオの取付けに使用するネジをキー付ネジに交換することで、盗難抑止に役立ちます。
¡ネジ2ヶセット、ステッカー付

本体価格¥3,000 C901 V6 023 ［KG9U］

625

［クラリオン］　　 ディスプレイオーディオ・　　　　　オーディオシステム用622 623621

MP3/WMA iPod
コントロール対応 前面USBスロットCD

CD-R/RW

前面AUX端子 AM/FM 最大50W×4EQ

MP3/WMA 前面USBスロットCD
CD-R/RW

前面AUX端子 AM/FM 最大50W×4EQ

iPod
コントロール対応

※1

※CD-R、CD-RWや音楽圧縮ファイル（MP3、WMA、AACなど）の再生はできません。

※13-SKYACTIVスタイリッシュパッケージ付車に装着の場合、センターパネルはグロッシーダークグレー
　からブラックになります。（ハザードスイッチ部のパネルは除く）

リアスピーカーシステム

2スピーカー車

オリジナルオーディオ ステアリングオーディオスイッチ対応

スマートフォン連携ディスプレイオーディオシステム ステアリングオーディオスイッチ対応 ［オーディオレス車用］

ショップオプションオーディオ ステアリングオーディオスイッチ対応 ［オーディオレス車用］ 機能あり 機能なし

CDラジオキット・・・・・・・・・・ 本体価格¥25,700　D08A 79 AGX
AUXミニジャック・・・・・・・・・本体価格　¥1,470　DR61 66 DFX
外部入力端子用コード・・本体価格　¥2,530　DE01 V6 549
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・¥29,700

取付費込システム合計価格¥36,000［KU1B］

システムNo.DERC0A633

AM/FM/CDプレーヤー
（AUXジャック（外部入力端子）付）

※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。

外観をよりスタイリッシュにします。

本体価格¥2,100　D350 V6 013［KF3B］

632 システムNo.ANTENショートアンテナ

全車

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

バックカメラ対応

※画面はハメコミ合成です。

［クラリオン］　　 ディスプレイオーディオ用621

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

631
リアスピーカー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥2,100×2　DR93 66 960×2
リアドアハーネス Rh・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格  　¥2,100　D651 67 210E
リアドアハーネス Lh・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格  　¥2,100　D651 67 220E
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥8,400

取付費込システム合計価格¥21,000［KV6N］

システムNo.16RDNAリアスピーカーシステム

623

CDコンビ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥16,275　C9C9 V6 180
ステアリングスイッチアダプター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　¥7,350　C9C2 V6 608
1DIN ポケット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　¥1,050　C9C1 V6 195
オーディオ取付キット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　¥2,740　DE02 V6 025
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥27,415

取付費込システム合計価格¥32,455［KD2V］

システムNo.CCCDA［クラリオン］CDコンビシステム

622

CD/USBコンビ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥27,960　C9CH V6 200B
オーディオ取付キット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　¥2,740　DE02 V6 025
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥30,700

取付費込システム合計価格¥35,740［KD3D］

システムNo.CCCUA［クラリオン］CD/USBコンビシステム

ディスプレイオーディオ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥50,810　C9CJ V6 200
オーディオ取付キット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　¥2,740　DE02 V6 025
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥53,550

取付費込システム合計価格¥62,370［KC5P］

システムNo.DC000621［クラリオン］ディスプレイオーディオシステム

取付費込システム合計価格¥11,760［KE9R］システムNo.DCP01

537

iPod接続ケーブル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥5,250　C9C9 V6 572
外部接続用コード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥2,100　C9C5 V6 451
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥7,350

取付費込システム合計価格　¥8,610［KE9S］ システムNo.DCP02

［クラリオン］iPod接続アダプターシステム

ディスプレイオーディオと同時に取付作業をしない場合
取付費込システム合計価格¥7,560［KC5S］ システムNo.DCH01

557

HDMI（タイプD）接続ケーブル・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥3,150　C9CB V6 572
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥3,150

取付費込システム合計価格¥4,410［KC5V］ システムNo.DCH02

［クラリオン］HDMIマイクロケーブル（HDMI Micro接続用）

ディスプレイオーディオと同時に取付作業をしない場合

取付費込システム合計価格¥7,560［KC5W］ システムNo.DCH11

567

HDMI（タイプA）接続ケーブル・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥3,150　C9CC V6 572
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥3,150

取付費込システム合計価格¥4,410［KC5X］ システムNo.DCH12

［クラリオン］HDMIケーブル（HDMI変換ケーブル用）

ディスプレイオーディオと同時に取付作業をしない場合

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

※Android（HDMI）端末のスマートフォンのみ接続できます。
※HDMIケーブル（HDMI変換ケーブル用）との同時装着はできません。

※Android（MHL）端末のスマートフォンのみ接続できます。
　但し、接続には「MHL/HDMI変換ケーブル（市販品）」が別途必要です。
※HDMIマイクロケーブル（HDMI Micro接続用）との同時装着はできません。

T

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

マツダ純正アクセサリーは、ジャストフィット＆ベストクオリティの3年ただし6万km保証付です。
※ただし一部用品とマツダスピード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 http://www.mspr.co.jp/accessory/

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2013年12月現在のものです。●掲載商品の仕様、価格は予告なく変更することがあります。●このカタログに掲載されている商品はショップオプションです。
●掲載価格はメーカー希望小売価格（税込）で参考価格です。価格は販売会社が独自に定めていますので、詳しくは販売会社におたずねください。
●撮影、印刷条件により、実物色と多少違いが生じることがあります。●このカタログは地球環境にやさしい印刷用紙を使用しています。

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

保証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。

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

新車購入時から5年まで保証を延長。
5年目（ただし10万km）まで万が一の
故障に備えたカーライフをサポートします。3年 1年

※価格はディスプレイオーディオと同時に取付作業をする場合の価格です。

37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 

※掲載価格は消費税込価格です。

Monitor & Audio & DSRC/ETC モニター ＆ オーディオ & DSRC/ETC
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31PDMAX

DEJFS　164823～
DE3AS　506160～
DE3FS　563156～
DE5FS　503108～




