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上質のカスタマイズで、創造性と刺激に満ちあふれるデミオへ。
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マツダ純正アクセサリーは、3年6万km保証付です。
※ただし、一部用品とマツダスピード/DAMD/KENSTYLE用品
　および消耗品は除きます。また消臭や撥水等の特殊機能については
　保証対象外です。保証期間は右記マークで表示しております。

3年6万km保証付

1年2万km保証付

※掲載価格はメーカー希望小売価格（消費税8％込）で参考価格です。

［MAZDASPEED］サイドアンダースカート
足元をブリリアントブラックで引き締め、サイドビューをよりスタイリッシュに印象づけるサイドアンダー
スカート。フロントアンダースカートとのブラックの統一感が、さらなるスポーティさを強調します。
取付費込価格¥42,552（消費税抜¥39,400）
本体価格¥39,960（消費税抜¥37,000）QDJE 51 P10APZ ［DC8A］
※色はブリリアントブラックです。ボディ色の設定はありません。
※16頁　マッドフラップ（フロント）との同時装着はできません。
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63

全車

EXTERIOR DRESS UP エクステリアドレスアップ デザインを極めたエアロで、デミオのスタイリングはさらなる高みへ。
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［MAZDASPEED］フロントアンダースカート
一目見てパフォーマンスを感じさせる躍動感のあるデザインがレーシーでダイナミックなイメージ
を高めています。
●セット 取付費込価格¥31,937（消費税抜¥29,572）［DA0Q］
●本体　　　　      本体価格¥28,080（消費税抜¥26,000）QDJE 50 AH0APZ 
●パックプライマー　本体価格 ¥617（消費税抜 ¥572）C900 V9 105
※色はブリリアントブラックです。ボディ色の設定はありません。※パックプライマーは保証対象外です。

※装着により標準バンパーの下端より35mm低くなります。

01

全車

01

ブリリアントブラック

ボディ色

［MAZDASPEED］リアルーフスポイラー
車両後方の空気の流れをスムーズにするリアルーフスポイラー。フロント・サイドアンダー
スカートに合わせたブリリアントブラックに加え、ボディ色の設定もあります。
取付費込価格¥31,752（消費税抜¥29,400）
本体価格¥25,920（消費税抜¥24,000）QDJ1 51 9N0 PZ ［DD0B］
※メダルコードはブリリアントブラックです。
※ボディ色（QDJ1 51 9N0 ＊＊ ［DD8N］）の設定もあります。カラーバリエーションは33頁をご覧
ください。

03

全車

03

ホワイト

ブラック

シルバー

※写真はイメージです。本品は透明フィルムにロゴを印刷しています。

73

105

［MAZDASPEED］
MAZDASPEEDステッカー
転写式。 ●サイズ：約13×150mm　
本体価格¥864（消費税抜¥800）
〈ブラック〉 QBM1 52 110 51 ［DQ2A］　
〈シルバー〉 QBM1 52 110 50 ［DQ2B］
〈ホワイト〉 QBM1 52 110 40 ［DQ2C］

73

全車

［MAZDASPEED］
MAZDASPEEDエンブレム
●サイズ：約20×100mm 
本体価格¥1,620（消費税抜¥1,500） 
QBM2 52 110 ［DQ1A］

105

全車

　フロントアンダースカート＋ 　サイドアンダースカート＋ 　リアルーフスポイラー（ブリリアントブラック）……………………………………セット 取付費込価格¥106,241（消費税抜¥98,372）［PB2F］

アクセサリーの装着イメージを360度で見ることができます。
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魅力的なデミオのスタイリングをひきたてるシャークフィンアンテナ。標準アンテナ同等のラジオ受信感度を確保しています。MAZDASPEEDのスタイリング
パーツに合わせたブリリアントブラックに加え、ボディ色の設定もあります。

室内側カバーボディ色

ブリリアントブラック

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/DAMD/KENSTYLE用品
　および消耗品は除きます。また消臭や撥水等の特殊機能については
　保証対象外です。保証期間は右記マークで表示しております。

3年6万km保証付

1年2万km保証付

※掲載価格はメーカー希望小売価格（消費税8％込）で参考価格です。

ホイールデカール
標準ホイールのデザインを生かしつつ、ソウルレッドの差し色で足元を
手軽にドレスアップします。
取付費込価格¥9,720（消費税抜¥9,000）
本体価格¥6,480（消費税抜¥6,000）D09V V3 030 ［DQ2N］
※色はソウルレッドです。ボディ色の設定はありません。
※26頁　ホイールコーティングとの同時装着はできません。
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87

10

＜室内側カバーを使用した場合＞

シャークフィンアンテナ・・ 本体価格¥13,638（消費税抜¥12,628）
　〈車両装備のロッドアンテナ付車用〉D0YH 79 930 PZ
　〈車両装備のシャークフィンアンテナボディ色付車用〉DJ01 V6 013
ホールカバー・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　¥2,916（消費税抜　¥2,700）DJ01 V6 015
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥16,554（消費税抜¥15,328）
取付費込システム合計価格¥19,146（消費税抜¥17,728）［KZ4B］

システムNo.ANTDJシャークフィンアンテナ

＜室内側カバーを使用しない場合＞

シャークフィンアンテナ・・ 本体価格¥13,638（消費税抜¥12,628）
　〈車両装備のロッドアンテナ付車用〉D0YH 79 930 PZ
　〈車両装備のシャークフィンアンテナボディ色付車用〉DJ01 V6 013
トリムクリップ・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　　¥237（消費税抜　　¥220）D09W 68 162×4
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥14,586（消費税抜¥13,508）
取付費込システム合計価格¥24,306（消費税抜¥22,508）［KZ4D］

※メダルコード［KZ4B］はブリリアントブラックです。
※ボディ色対応のメダルコードは［KZ4A］です。
※ボディ色対応シャークフィンアンテナの部品番号は「D0YH 79 930 ＊＊」です。
※カラーバリエーションは33頁をご覧ください。

※メダルコード［KZ4D］はブリリアントブラックです。
※ボディ色対応のメダルコードは［KZ4C］です。
※ボディ色対応シャークフィンアンテナの部品番号は「D0YH 79 930 ＊＊」です。
※カラーバリエーションは33頁をご覧ください。

＊一部グレードにボディ色のシャークフィンアンテナが標準装備されています。※シャークフィンアンテナ付車はブリリアントブラックのみ装着可能です。
※4WD車は車両の状態、駐車場の構造や車高検知システムにより、立体駐車場へ駐車できない場合があります。

※天井部を一部切り欠き、「室内側カバー」を使用して装着します。 ※天井部の全体を取り外して装着します。

サイドデカール（アッパー）
MAZDASPEEDのスタイリングパーツとセットで装着することで、よりスポーティで個性
的なスタイルを実現する魂動デザインを生かしたデカール。アッパーは耐候性能に優れ
たフッ素系素材。
取付費込価格¥27,432（消費税抜¥25,400）
本体価格¥21,600（消費税抜¥20,000）D09T V3 040 G1 ［DQ2D］
※ボディコーティング施工済の車両には装着できません。
※ドアエッジモール装着済の車両には装着できません。

04

全車

サイドデカール（ロア）
MAZDASPEEDのスタイリングパーツとセットで装着することで、よりスポーティで個性
的なスタイルを実現する魂動デザインを生かしたデカール。ロアは耐チッピング性能に
優れたウレタン素材。
取付費込価格¥22,248（消費税抜¥20,600）
本体価格¥18,360（消費税抜¥17,000）
〈ジェットブラックMc、ディープクリスタルブルーMcを除く全ボディ色用〉
D10A V3 040 D1 ［DQ2G］
〈ジェットブラックMc、ディープクリスタルブルーMc用〉
D10A V3 040 G1 ［DQ2F］
※ボディコーティング施工済の車両には装着できません。
※ドアエッジモール装着済の車両には装着できません。

05

全車

全車

16インチアルミホイール付車

100604 05

EXTERIOR DRESS UP エクステリアドレスアップ デカールとカラーコーディネーションであなたの個性にふさわしいスタイルを。

ドアミラーガーニッシュ（ソウルレッドクリスタルM）
リアアンダーガーニッシュとのコーディネートが楽しめるソウルレッド
クリスタルM。
●セット 取付費込価格¥6,480（消費税抜¥6,000）［EN0G］
●本体（右） 本体価格¥2,592（消費税抜¥2,400）B63B 69 1N1 PR
●本体（左） 本体価格¥2,592（消費税抜¥2,400）B63B 69 1N7 PR

＊ボディ色がソウルレッドクリスタルMの車には標準装備されています。

09

全車

ドアミラーガーニッシュ（ブリリアントブラック）
MAZDASPEEDのスタイリングパーツとの同時装着で、よりスポーティで統一感のあるスタイルを実現するブリリアントブラック。
取付費込価格¥8,856（消費税抜¥8,200）［EN3A］
本体価格¥7,560（消費税抜¥7,000）D23P V3 650 PZ

08

全車

ドアミラーガーニッシュ（ダークシルバー）
リアアンダーガーニッシュとのコーディネートが楽しめるダー
クシルバー。
取付費込価格¥8,856（消費税抜¥8,200）［EN3V］
本体価格¥7,560（消費税抜¥7,000）D23P V3 650 G4

129

全車

ソウルレッドクリスタルMブリリアントブラック ダークシルバー

12908

09

ダークシルバー

リアアンダーガーニッシュ
MAZDASPEEDのスタイリングパーツに合わせたブリリアントブラックのリアアンダーガーニッシュ。存在感のある
ダークシルバー・ソウルレッドクリスタルM仕様はドアミラーガーニッシュとのコーディネートが可能です。

07

全車

ブリリアントブラック ソウルレッドクリスタルM

取付費込価格¥19,656（消費税抜¥18,200）　本体価格¥15,120（消費税抜¥14,000）
〈ブリリアントブラック〉D09H V3 300 PZ ［DM4B］
〈ダークシルバー〉D09H V3 300 PM ［DM4C］
〈ソウルレッドクリスタルM〉D09H V3 300 PR ［DM4A］
※ボディ色の設定はありません。
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アクセサリーの装着イメージを360度で見ることができます。

ジェットブラックMc、ディープクリスタルブルーMc用
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マツダ純正アクセサリーは、3年6万km保証付です。
※ただし、一部用品とマツダスピード/DAMD/KENSTYLE用品
　および消耗品は除きます。また消臭や撥水等の特殊機能については
　保証対象外です。保証期間は右記マークで表示しております。

3年6万km保証付

1年2万km保証付

※掲載価格はメーカー希望小売価格（消費税8％込）で参考価格です。

ドライビングマインドをかき立てるアイテムがさらなる「走る歓び」を演出します。

AT用 MT用

ステアリングシフトスイッチ

＜クルーズコントロール/MRCC付車用＞
●セット 取付費込価格¥20,017（消費税抜¥18,535）［FP0G］
●本体 本体価格¥8,856（消費税抜¥8,200）D09H 66 3P0
●取付キット 本体価格¥4,390（消費税抜¥4,065）B62T V7 480
●コード 本体価格¥2,883（消費税抜¥2,670）B62S V7 481

＜クルーズコントロール/MRCC無車用＞
●セット 取付費込価格¥20,017（消費税抜¥18,535）［FP0G］
●本体 本体価格¥8,856（消費税抜¥8,200）D09H 66 3P0
●取付キット 本体価格¥4,390（消費税抜¥4,065）B62T V7 480
●コード 本体価格¥2,883（消費税抜¥2,670）B63B V7 481

45

素早いシフトや的確なブリッピング制御など、SKYACTIV-DRIVEならではの特徴をMT車を味わうように楽しめます。Dレンジのままでもステアリングスイッチ操作による一時的な
変速が可能なダイレクトモードに対応しています。

ロゴアップ

シフトパターンシール

※13Cはコネクティビティパッケージ付車のみ装着できます。
＊XD Touring、XD Touring L Package、XD Tailored Brown、XD Noble Crimsonには標準装備されています。

※ダミーレンズのため、点灯しません。※リフレクター（反射）機能はありません。

消灯時点灯時

リアアクセントレンズ
赤いレンズがアクセントとなり、リアビューをスタイリッシュに演出します。
取付費込価格¥13,629（消費税抜¥12,620）
本体価格¥8,445（消費税抜¥7,820）
D09V V4 620 ［DU4A］
※左右2ヶセット

112

リアフォグランプ無車

マフラーカッター
取付費込価格¥5,508（消費税抜¥5,100）
本体価格¥4,860（消費税抜¥4,500）
D09H V4 260 ［DT1A］

41

13C・13S・15MB

AT

アルミペダルセット（AT）
各ペダルの板厚や高さをしっかりと揃えることで、装着前と変わらない操作性を実
現。ブレーキペダルとクラッチペダルはラバー一体構造とし、足の滑りに配慮し、
デザインと機能性を兼ね備えています。
●セット 取付費込価格¥19,543（消費税抜¥18,096）［FS7B］
●アクセルペダル 本体価格¥7,236（消費税抜¥6,700）B45B V9 091A
●フットレスト 本体価格¥2,376（消費税抜¥2,200）D09V V9 095
●ブレーキペダル ※ 本体価格¥5,395（消費税抜¥4,996）K070 V9 093

43

※ブレーキペダル（AT）については以下の車台番号に装着可能です。
〈車台番号〉 DJ3FS  129216～ DJ5FS  135004～
 DJ3AS  102585～ DJ5AS  105342～
上記以前の車両に装着の場合はB45A V9 093となります。
※17頁　フットレストとの同時装着はできません。
AT

アルミペダルセット（MT）
各ペダルの板厚や高さをしっかりと揃えることで、装着前と変わらない操作性を実現。
ブレーキペダルとクラッチペダルはラバー一体構造とし、足の滑りに配慮し、デザインと
機能性を兼ね備えています。
●セット 取付費込価格¥19,543（消費税抜¥18,096）［FS7B］
●アクセルペダル 本体価格¥7,236（消費税抜¥6,700）B45B V9 091A 
●フットレスト 本体価格¥2,376（消費税抜¥2,200）D09V V9 095
●ブレーキ&クラッチペダル 本体価格¥5,395（消費税抜¥4,996）D09V V9 097
※17頁　フットレストとの同時装着はできません。

44

MT

［MAZDASPEED］シフトノブ（6MT用）
アルミ削り出しとリアルカーボンのコンビネーションがス
ポーティさを強調。重量・重心など最適なシフトフィール
にこだわり、操作性に優れています。
●アルミ・リアルカーボン
取付費込価格¥17,486（消費税抜¥16,191）
本体価格¥16,190（消費税抜¥14,991）
QBM1 46 030 ［FP7A］

106

6MT

スカッフプレート
ドアを開けた瞬間を彩るスカッフプレート。ヘアライン仕上げの
ステンレス製。DEMIOロゴ入のフロント用2枚セット。
取付費込価格¥12,744（消費税抜¥11,800）
本体価格¥10,800（消費税抜¥10,000）
D09V V1 370 ［FN3A］
※　スカッフプレート（イルミネーション付）との同時装着はできません。

42

123

全車

スカッフプレート（イルミネーション付）
ドアの開閉に連動して、フロント部の「DEMIO」ロゴが点灯し、
30秒後に自動消灯します。白色LED照明とステンレス調の表面
仕上げにより、足元を上品で洗練されたイメージに演出します。
●フロント用2枚セット ●イルミネーション付（白色）
●使用電池（リチウム電池CR2320/1台分4個）
取付費込価格¥29,808（消費税抜¥27,600）
本体価格¥27,216（消費税抜¥25,200）
D09W V1 370 ［HR0U］
※　スカッフプレートとの同時装着はできません。

123

42

116

116

全車

エンジンスタートスイッチ
（サテンクロームメッキ）
サテンクロームメッキのリングがさりげないアクセントに。
取付費込価格¥3,086（消費税抜¥2,858）
本体価格¥2,438（消費税抜¥2,258）
GKL1 66 3S0A ［FD2Q］

122

全車

※写真はイメージです。当該車両とは異なります。

100

112

123 106

122

フロントグリルガーニッシュ（ソウルレッドクリスタルM）
フロントフェイスをスポーティな印象に。ドアミラーガーニッシュ・リアアンダー
ガーニッシュ（ソウルレッドクリスタルM）とのコーディネートも可能です。
取付費込価格¥8,856（消費税抜¥8,200）［DM0E］
本体価格¥4,320（消費税抜¥4,000）
〈MRCC無車用〉D24V V4 250 PR
〈MRCC付車用〉D23P V4 250 PR
※ボディ色の設定はありません。

100

フロントグリルガーニッシュ付車

41

42

45

43 44

DRESS UP ITEM ドレスアップアイテム よりスタイリッシュで個性的なスタイルを。
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その輝きは、スタイリングにきらめく個性を与える。

※写真はイメージです。写真の色や照度は実際のものとは異なります。

LEDバルブ（ルームランプ）

LEDバルブ（マップランプ）

フットイルミネーション（ホワイト）

フットイルミネーション（ブルー）

LEDバルブ（ラゲッジルームランプ）
LEDに替えることで大幅に明るくなり、より広範囲が見えるようになります。
●T10×31タイプ ●6000K（ケルビン）
取付費込価格¥3,240（消費税抜¥3,000）
本体価格¥1,944（消費税抜¥1,800）
C902 V7 165 ［HR5H］

29

LEDバルブ（ライセンスプレートランプ）
透き通るような優しいLED光がリアビューを上品に演出します。
●T10ウェッジ球タイプ ●6000K（ケルビン）●2ヶ入り
取付費込価格¥4,536（消費税抜¥4,200）
本体価格¥3,240（消費税抜¥3,000）
C911 V9 670 ［HR5K］

30

フットイルミネーション
スモールランプに連動し常時足元を照らすフットイルミネーション。LEDの間接照明がナイトドライブを印象的に
演出してくれます。上質感のあるホワイト色、スポーティなブルー色の2種類の光をご用意しています。
取付費込価格¥9,828（消費税抜¥9,100）
本体価格¥5,940（消費税抜¥5,500）
〈ホワイト〉 D10A V7 050 ［HR2E］
〈ブルー〉 D09T V7 050 ［HR2D］

26

全車

LEDバルブ（マップランプ）
LEDに替えることで大幅に明るくなるので、文字が読みやすくなります。
●T10×31タイプ ●6000K（ケルビン）●1台分は2ヶ必要
取付費込価格 1台分¥5,184（消費税抜¥4,800）
本体価格¥1,944×2（消費税抜¥1,800×2）
C902 V7 165×2 ［HR4P］

27

マップランプ付車

LEDバルブ（ルームランプ）
LEDに替えることで大幅に明るくなるので、文字が読みやすくなります。
●T10×31タイプ ●6000K（ケルビン）
取付費込価格¥2,592（消費税抜¥2,400）
本体価格¥1,944（消費税抜¥1,800）
C902 V7 165 ［HR5G］

28

全車

全車

全車

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

3年6万km保証付

1年2万km保証付

※掲載価格はメーカー希望小売価格（消費税8％込）で参考価格です。

オーバーヘッドコンソールLEDダウンライト
スモール連動のLED白色光がシフト周りをほのかに照らす、室内間接照明
です。
●セット 取付費込価格¥10,908（消費税抜¥10,100）［HR8E］
●本体 本体価格¥4,320（消費税抜¥4,000）G46W 69 970 75
●取付キット 本体価格¥2,700（消費税抜¥2,500）D09T V7 130
※14頁　オーバーヘッドコンソールとの同時装着はできません。

126

※写真はイメージです。当該車両とは異なります。

108

マップランプ付車

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〉）●ピアノブラックベゼルタイプ
＜フォグランプ付車用＞
●セット 取付費込価格¥68,173（消費税抜¥63,125）［HM3C］
※標準装備のLEDフォグランプとの交換装着となります。
＜フォグランプ無車用＞
●セット 取付費込価格¥73,897（消費税抜¥68,425）［HM3D］
※価格や部品番号など詳細は33頁の表をご覧ください。
※　LEDフォグランプ、　デイライトキットとの同時装着はできません。34 143

LEDフォグランプ（ブルーイルミネーション付）31

全車

ウィンカーバルブ（シルバー）
ウィンカー消灯時は落ち着いたシルバーの輝きを、点灯時には鮮やかなアンバー色に発光します。
＜フロント用＞ ●WY21W ●2ヶ入り
取付費込価格¥5,184（消費税抜¥4,800）
本体価格¥3,240（消費税抜¥3,000）C901 V7 217A ［HV0A］
＜リア用＞ ●WY21W ●2ヶ入り
取付費込価格¥4,536（消費税抜¥4,200）
本体価格¥3,240（消費税抜¥3,000）C901 V7 217A ［HV0B］

32

全車

●ピアノブラック＆クロームメッキベゼル加飾タイプ
●セット 取付費込価格¥46,980（消費税抜¥43,500）［HM1B］
※価格や部品番号など詳細は33頁の表をご覧ください。
※　LEDフォグランプ（ブルーイルミネーション付）との同時装着はできません。

＊XD Touring、XD Touring L Package、XD Tailored Brown、XD Noble Crimsonには
標準装備されています。

31

LEDフォグランプ34

フォグランプ無車

ウェルカムランプ
ボディ両サイド下にあるランプがドア付近の足元を白く照らし、夜間の乗り降りをサポート
します。※ドア解錠時/ドアオープン時/イグニッションOFF時にそれぞれ点灯します。
※点灯時間はマツダコネクトで設定可能。（7.5秒、15秒、30秒、60秒）
＜［MAZDASPEED］サイドアンダースカート無車用＞ 
●セット 取付費込価格¥26,568（消費税抜¥24,600） ［HQ1A］
●本体 本体価格¥8,640（消費税抜¥8,000）C901 V3 540
●取付キット 本体価格¥7,560（消費税抜¥7,000）D23N V7 790
＜［MAZDASPEED］サイドアンダースカート付車用＞ 
●セット 取付費込価格¥26,568（消費税抜¥24,600） ［HQ1B］
●本体 本体価格¥8,640（消費税抜¥8,000）C902 V3 540
●取付キット 本体価格¥7,560（消費税抜¥7,000）D23N V7 790

130

全車

LEDヘッドランプ装着車

デイライトキット
LEDポジションランプを常時点灯させることで、他のクルマや歩行者からの被視認性を向
上させるキットです。エンジンONでLEDポジションランプのみが点灯し、メーターやセンター
ディスプレイは減光せず、テールランプも点灯しません。
※OFFスイッチ付。明るさは、ポジションランプ点灯時と同じです。
取付費込価格¥25,704（消費税抜¥23,800）
本体価格¥17,280（消費税抜¥16,000）D23P V7 790 ［HQ7A］
※　LEDフォグランプ（ブルーイルミネーション付）、11頁　コーナーガイド（自光式）との同時装着は
できません。

143

31 47

ILLUMINATION ITEM イルミネーションアイテム 光の彩りが、インテリアにさらなる上質感を。

126 143

130

27 31 34
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ETC2.0（DSRC）対応車載器（光ビーコン付）・・・・ 本体価格¥38,695（消費税抜¥35,829）BMD2 V6 380B
ETCボックス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　¥5,400（消費税抜　¥5,000）C901 V6 381D
電源接続キット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格　　¥926（消費税抜　　¥858）KE01 V6 029B
トリムクリップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格 ¥237（消費税抜 ¥220）D09W 68 162
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥45,258（消費税抜¥41,907）
取付費込システム合計価格¥56,274（消費税抜¥52,107）［HC9A］

［デンソー］スマートインETC2.0（DSRC）

モニター画面（画像はイメージです。）

カメラ装着位置

タイヤ止めのない駐車場でのバック操作など、運転席から見えにくい後方視界への不安を軽減してくれるバックモニター。
車庫入れや縦列駐車の際にも安心なドライビングをサポートします。
取付費込システム合計価格¥35,974（消費税抜¥33,313）

高速道路の渋滞情報や合流地点の車両通行情報、事故車の有無などの情報などが入手できるスマートインETC2.0（DSRC）で、
慣れない高速道路運転時の不安を軽減。また、一般道の交通情報の取得も可能です。

親水加工により、雨天時の視認性が向上。またブルー色により、夜間後続車のヘッドランプの眩しさを軽減し、
快適なドライブをサポートします。

ノーマル

ノーマル

装着時

装着時

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

左から合流車、注意 この先渋滞、追突注意

※画像はイメージです。

［パナソニック］バックモニター+カメラクリーナー

94

142

※ETC2.0（DSRC）対応車載器は単独での使用はできません。ナビゲーション用SDカードPLUSとの同時装着が必要です。詳しくは23頁をご覧ください。

約2.7m（後側黄色線）
約1.0m（手前黄色線）
約0.5m（赤線）

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

※字光式ナンバープレートは装着できません。
※カメラが映し出す範囲は限られていますので、後退時には必ず後方を直接見ながら運転してください。
※価格や部品番号など詳細は22頁をご覧ください。

バックカメラに雨滴などが付着し、モニターに映し出された後方映像が見えづらくなるのを高圧
空気で雨滴を瞬間的に吹き飛ばしてクリアにします。リバース連動により1.5秒間で約5回高
圧空気を噴射して雨滴を除去します。※すべての付着物（泥など）を除去することはできません。
取付費込システム合計価格¥49,798（消費税抜¥46,113）

取付費込システム合計価格¥20,304（消費税抜¥18,800）
［パナソニック］バックモニターパーキングセンサー（フロント追加用）

狭い駐車場での出入りや縦列駐車、離合時など車幅感覚の不安を軽減してくれるパーキングセン
サー。センサーが障害物を感知した時に、前後の距離や位置をわかりやすいようにブザー音でお知
らせ。安心のドライビングをサポートしてくれます。
＜AT車用＞
●セット 取付費込価格¥23,652（消費税抜¥21,900）［HK0F］
●取付キット 本体価格　¥9,720（消費税抜　¥9,000）D23N V7 28X
●コード 本体価格　¥3,240（消費税抜　¥3,000）D23N 67 290
●センサー（ボディ色） 本体価格¥2,160×2（消費税抜¥2,000×2）KD47 67 UC1 ＊＊×2
●ベゼル（ボディ色） 本体価格　¥270×2（消費税抜　¥250×2）KD47 67 UC5A＊＊×2
＜MT車用＞
●セット 取付費込価格¥28,512（消費税抜¥26,400）［HK0G］
●取付キット 本体価格　¥9,720（消費税抜　¥9,000）D23N V7 28X
●コード 本体価格　¥3,240（消費税抜　¥3,000）D23N 67 290
●センサー（ボディ色） 本体価格¥2,160×2（消費税抜¥2,000×2）KD47 67 UC1 ＊＊×2
●ベゼル（ボディ色） 本体価格　¥270×2（消費税抜　¥250×2）KD47 67 UC5A＊＊×2
●センサー（素材色ブラック） 本体価格¥2,160×2（消費税抜¥2,000×2）GMC8 67 UC1×2
●ベゼル（素材色ブラック） 本体価格　¥270×2（消費税抜　¥250×2）TK78 67 UC5A×2
＊全ボディ色を設定しています。カラーバリエーションは33頁をご覧ください。

131

点灯時

消灯時

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。
取付費込価格¥14,040（消費税抜¥13,000）
本体価格¥10,800（消費税抜¥10,000）
D09T V7 140 ［HT0C］
※ポール部分の取外しはできません。
※10頁　デイライトキットとの同時装着はできません。

47

全車

全車（360°ビューモニター付車除く）

全車（13Cのコネクティビティパッケージ無車・15MB・360°ビューモニター付車除く）
※価格や部品番号など詳細は22頁をご覧ください。

※価格や部品番号など詳細は22頁をご覧ください。

全車（13Cのコネクティビティパッケージ無車・15MB除く）

全車（13Cのコネクティビティパッケージ無車・15MB・360°ビューモニター付車除く）

ブルーワイドミラー（親水）

＜ヒーテッドドアミラー付車用＞
取付費込価格¥20,736（消費税抜¥19,200）
本体価格¥19,440（消費税抜¥18,000）B62T V3 660 ［EN0T］
＜ヒーテッドドアミラー無車用＞
取付費込価格¥18,576（消費税抜¥17,200）
本体価格¥17,280（消費税抜¥16,000）B63C V3 660 ［EN0T］

48

全車

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

3年6万km保証付

1年2万km保証付

※掲載価格はメーカー希望小売価格（消費税8％込）で参考価格です。

※画面はハメコミ合成です。

ノズル

＊360°ビューモニター付車には標準装備されています。
※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。

バックカメラクリーナー

※写真はイメージです。当該車両とは異なります。実際の形状とは異なります。

143

DRIVING SUPPORT ITEM ドライビングサポートアイテム 運転への不安をやわらげて、もっと気軽にもっと遠くへ。

47

48 94

131 142

マツダコネクト装着車

360°ビューモニター・　　バックカメラ付車用135 137
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機能性に優れたアイテムで、車内をより使いやすく。

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

Start
Stop

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

Answer
back

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

Rear
defogger

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

℃

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

Car
find

■リモコンエンジンスターター 機能表

暖機残り時間
暖機の残り時間を携帯機に
表示します。

min

※使用電池／コイン型リチウム電池CR2032×2ヶ
※電池寿命／約1年（5回/日）ただし、同梱した電池では電池寿命は保証できません。
※電池寿命は使用する環境・条件により異なります。
※一般公道や閉め切った場所での使用はお止めください。
※地域により車両の停止中にみだりにエンジンを稼働させた場合、条例により罰則を受ける
場合がありますのでご注意ください。

リモコンエンジンスターターに関する注意

Comfort Item 快適アイテム

Active Item アクティブアイテム

はね上げ時 開口時※写真はイメージです。当該車両とは異なります。

リモコンエンジンスターター
離れた場所からエンジン始動を可能にし、夏でも冬でも出発前に車内温度を快適に導くエンジ
ンスターター機能、離れた愛車の状態をチェックできるアンサーバック機能などさまざまな機能を
備えています。
●セット 取付費込価格¥57,599（消費税抜¥53,334）［HS1H］
●本体 本体価格¥47,314（消費税抜¥43,810）C920 V7 620A
●取付キット 本体価格　¥7,693（消費税抜　¥7,124）D09W V7 630

49 バーグラアラーム
不正な方法で車内に侵入された時にホーンで警告するバーグラアラーム。
システム作動時はLEDが点滅し、セキュリティ搭載機能車として威嚇します。
●セット 取付費込価格¥17,820（消費税抜¥16,500）［HP3A］
●本体 本体価格¥11,664（消費税抜¥10,800）D10J V7 510
●リレー 本体価格　¥1,620（消費税抜　¥1,500）D09W 67 730

50

トノカバー
荷室の収納物を車外の視線から保護するトノカバー。プライバシーを確保するとともに、セキュリティ
の向上を図ります。
取付費込価格¥11,448（消費税抜¥10,600）
本体価格¥10,800（消費税抜¥10,000）D09W 68 310A02 ［FH2N］

＊13S Touring、13S Touring L Package、XD、XD Touring、XD Touring L Package、Tailored Brown、
Noble Crimsonには標準装備されています。

53

ラゲッジルームマット
積み荷などから車内を保護する専用カーペットを採用したマットです。
取付費込価格¥7,668（消費税抜¥7,100）
本体価格¥7,020（消費税抜¥6,500）D09V V0 380 ［FH1N］
※　ラゲッジルームトレイ、16頁　 ラゲッジフラットボードとの同時装着はできません。

52

51

ラゲッジルームトレイ
濡れた物や汚れ物でも気にせず置ける防水トレイ。雨具やレジャー用品の収納に便利です。   
簡単に取り外すことができ、車内を常に清潔に保てます。
取付費込価格¥11,448（消費税抜¥10,600）
本体価格¥10,800（消費税抜¥10,000）D09V V0 360 ［FH2S］
※　ラゲッジルームマット、16頁　 ラゲッジフラットボードとの同時装着はできません。

51

52 124

124

カーゴボックス
荷室に積載できる可動式仕切り板がついた折りたたみ式収納ボックス。取り外し・持ち運びが可能
な保冷バッグ付で、普段の買い物にもアウトドアにも便利です。使わない時はコンパクトにたためるの
で場所をとりません。
全体サイズ：幅900mm×高さ320mm（最大）×奥行300mm
保冷バッグ：幅280mm×高さ320mm×奥行280mm
本体価格¥6,480（消費税抜¥6,000）
C900 V0 570 ［FH1Q］

103

LEDラゲッジランプ
ラゲッジルームの左右に配置した2ヶ所のLEDランプが、荷物を積む際に影を作らず見えやすく
します。リアゲートの開閉に連動して点灯し、不要時はスイッチで消灯することもできます。
取付費込価格¥13,608（消費税抜¥12,600）
本体価格¥9,720（消費税抜¥9,000）G46E V7 130 ［HR6R］

114

防水・防汚機能だけでなく、シンプルで洗練された造形を追求。立体的なDEMIOのロゴを
白で際立たせ、さらなる質感を演出しています。運転席・助手席・後席左右の4枚セットです。 
●材質：ラバー
取付費込価格 1台分¥15,120（消費税抜¥14,000）
本体価格¥14,472（消費税抜¥13,400）D10A V0 350 ［FH0G］
※15頁　フロアマット（ラグジュアリー）消臭機能付、19頁　フロアマット（デラックス）との同時装着はできません。
※運転席/助手席に「DEMIO」ロゴ付き。滑り止め機能付き。

107オールウェザーマット

57 66

眼鏡や小型サングラスなど小物の収納に大変便利です。
※ダウンライト機能はありません。
●セット 取付費込価格¥9,719（消費税抜¥9,000） ［FG0H］
●本体 本体価格¥4,600（消費税抜¥4,260）KD45 69 970C75
●取付キット 本体価格¥2,527（消費税抜¥2,340）D09V V0  510
※09頁　オーバーヘッドコンソールLEDダウンライトとの同時装着はできません。

108オーバーヘッドコンソール

USB使用イメージ

肌に触れる部分にソフト素材を使用し、快適なロングドライブをサポートするアームレスト。アームレスト
をはね上げることで、標準装着のカップホルダーも使用できます。またリッド内には小物入れスペース
を設けています。角度調整/スライド機構付、後席充電用USB端子付。（給電容量：最大2.1A）
●セット 取付費込価格¥35,640（消費税抜¥33,000） ［FG3C］
●本体 本体価格¥22,680（消費税抜¥21,000）
 〈2WD用〉D09V V0 630A 〈4WD用〉D10S V0 630A
●USB 本体 本体価格¥3,672（消費税抜¥3,400）C902 V7 450
●USB 取付キット 本体価格¥1,512（消費税抜¥1,400）D10J V7 451

109アームレスト（小物入れ&後席充電用USB端子付）

取付費込価格¥27,216（消費税抜¥25,200） ［FG0E］
本体価格¥22,680（消費税抜¥21,000）
〈2WD用〉D09V V0 630A　〈4WD用〉D10S V0 630A

54 アームレスト（小物入れ付）

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。

オールウェザーマット使用時における注意事項
運転席用のオールウェザーマットは、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。オールウェザー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。

警告ステッカー

運転席用

AT
全車

全車

全車
全車

全車

全車

全車

全車

マップランプ付車

13C・13S・15MB

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/DAMD/KENSTYLE用品
　および消耗品は除きます。また消臭や撥水等の特殊機能については
　保証対象外です。保証期間は右記マークで表示しております。

3年6万km保証付

1年2万km保証付

※掲載価格はメーカー希望小売価格（消費税8％込）で参考価格です。

126

COMFORT & SECURITY ITEM コンフォート＆セキュリティアイテム より快適により安全に。高機能サポートアイテム。

107

103

114

109

108

49 50

※原寸大ではありません。※実際の表示とは異なります。
商品スペック
■サイズ／W30×H97×L18mm（リング部を含む）
■重量／約50g（電池含む）
■通信距離／200m程度（周辺状況により異なります）
■日常生活防水

51 52

53

注：アームレスト使用時は、コマンダーの操作がしにくくなります。パーキングレバー操作時はアームレストをはね上げた状態で操作
してください。コンソールマルチトレイは使えなくなります。

※写真はイメージです。当該車両とは異なります。小物類は商品に含まれません。
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※写真は装着例です。当該車両とは異なります。小物類は商品には含まれません。



アクリルバイザー
車両と一体感のあるデザインを採用。走行時の風騒音にも配慮す
るなど、機能面もハイレベルで実現しています。
取付費込価格¥18,792（消費税抜¥17,400）
本体価格¥16,200（消費税抜¥15,000）D09V V3 700 ［DL0A］

58

自動格納ドアミラー
手動でのドアミラー格納の煩わしさを解消する便利アイテム。ドア
ロックに連動してドアミラーを自動で格納/展開できます。またドアミ
ラー格納状態で、離れた位置からドアロックの状況を判別できます。
取付費込価格¥12,096（消費税抜¥11,200）
本体価格¥10,800（消費税抜¥10,000）D23P 66 350 ［HJ2B］

＊13C・15MBを除く全車に標準装備されています。

61ナンバープレートホルダー 
フロントはスタイリングをより引き締めるブリリアントブラックのフレームを採用。ナンバープレートを
コンパクトに見せる効果もあります。フロント用：ブリリアントブラック、リア用：クロームメッキ
本体価格 各¥3,240（消費税抜¥3,000）
〈フロント用〉C905 V4 021A ［ES0F］　〈リア用〉C904 V4 021A ［ES0G］
※字光式ナンバープレートには使用できません。

59フロアマット（ラグジュアリー）消臭機能付
運転席用マットは車両装備のフックで確実に固定。フロアマットの
硬さもチューニングし、万が一のアクセルペダルへの引っ掛かりも
考慮した安全設計。
取付費込価格 1台分¥22,788（消費税抜¥21,100）
本体価格¥22,140（消費税抜¥20,500）D09W V0 320 ［FE1D］
※13頁　オールウェザーマットとの同時装着はできません。
※運転席/助手席に「DEMIO」メタル製プレート、滑り止め機能付。

57

107

全車

全車

全車

ナンバープレートロックボルト
マックガード社製。3ヶセット。
本体価格¥3,240（消費税抜¥3,000）
C900 W3 500 ［ES6C］

60

全車

13C・15MB

マッドフラップ（フロント）
タイヤから巻き上げられる泥などボディの汚れを防ぎます。
雨の日や土の駐車場での使用に便利。
素材色：ブラック
取付費込価格¥5,724（消費税抜¥5,300）
本体価格¥3,780（消費税抜¥3,500）D09V V3 450 ［DS0C］
※04頁　サイドアンダースカートとの同時装着はできません。

63

02

全車

マッドフラップ（リア）
素材色：ブラック
●セット 取付費込価格¥6,341（消費税抜¥5,872）［DS1D］
●本体 本体価格¥3,780（消費税抜¥3,500）D09V V3 460 
●パックプライマー 本体価格　¥617（消費税抜　¥572）C900 V9 105
※パックプライマーは保証対象外です。

64

全車

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

3年6万km保証付

1年2万km保証付

※掲載価格はメーカー希望小売価格（消費税8％込）で参考価格です。

¥51,300（消費税抜¥47,500）セット合計価格 ［PB2N］

［セットプラン内容］

・フロアマット（ラグジュアリー）消臭機能付
・アクリルバイザー ・ナンバープレートロックボルト

・ナンバープレートホルダー（フロント用：ブリリアントブラック）
・ナンバープレートホルダー（リア用：クロームメッキ）

BASIC SET PLAN
ベーシックセットプラン

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

ロゴアップ（メタルオーナメント） リア用：クロームメッキ

〈ラベル例〉

リア

ラゲッジフラットボード
フラットな荷室で使い勝手を向上。ボード下の収納トレイには小物を整理／収納することができます。
・荷室をフラットにすることで大きな荷物や長尺物も安定して載せることが可能。（耐荷重50kg）
・荷室の床が約130mm高くなることでバックドア開口部との段差が小さくなり、荷物の載せ降ろしが容易に。
・収納トレイには緊急用工具や車検証、傘などの長尺物（920mmまで）が収納可能。防水タイプなので濡れ物の収納にも便利。
取付費込価格¥25,488（消費税抜¥23,600）
本体価格¥24,840（消費税抜¥23,000）D09V V0 590 ［FH4A］
※31頁　［DAMD］本革調シートカバー（タン）、　［DAMD］本革調シートカバー（ブラック）、14頁　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。

124

全車
5117 22 52

装着前

毎日のカーライフに、もっと便利で快適なアイテムを。ベーシックアイテム

※写真はイメージです。当該車両とは異なります。

58

61

63

64

124

59

60

57

ナンバープレートホルダー（フロント用）+（リア用）合計価格……………………………………………
…………

59 本体価格¥6,480（消費税抜¥6,000）［ES0Z］
ナンバープレートホルダー（フロント用）+（リア用）+ナンバープレートロックボルト合計価格 本体価格¥9,720（消費税抜¥9,000）［ES0W］59 60

BASIC ITEM  

素材アップ

ボードを
閉じた状態

フロント用：ブリリアントブラック

フロント

ボードを
半分開けた状態

ボードを
全開にした状態

収納トレイ ※小物類は商品に含まれません。
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シート形状

サンシェード
DEMIO専用形状でフロントウインドーにピッタリフィット。
素材や色、収納用ソフトケースにもこだわった質感の高いサンシェードです。
本体価格¥9,720（消費税抜¥9,000）
D09V V1 130 ［FZ1P］
※フロントガラス用。「DEMIO」ロゴ入り。
収納用ソフトケース付。

104

全車

フットレスト
運転中に左足を置くカーペットに装着するアルミ製フットレスト。常に足を置
く場所なので、汚れ・足滑りの防止に効果的です。アクセルペダル・ブレーキ
ペダルとの調和にも配慮した黒色としています。
取付費込価格¥3,780（消費税抜¥3,500）
本体価格¥2,484（消費税抜¥2,300）
C900 V9 095 ［FS3Z］
※8頁　　アルミペダルセットとの同時装着はできません。

116

全車

ドアハンドル傷付き防止シート
爪などによる細かなひっかき傷からボディを守る保護シート。装着しても目立たない透明シートで
見た目にも配慮をしています。
＜1台分（フロント・リア4枚セット）＞
●セット 取付費込価格¥5,940（消費税抜¥5,500）
本体価格¥3,348（消費税抜¥3,100）C900 V3 110A×2 ［DQ0G］
＜フロント用（2枚セット）＞
●取付費込価格¥2,970（消費税抜¥2,750）
本体価格¥1,674（消費税抜¥1,550）C900 V3 110A ［DQ0F］
※リアのみ装着したい場合はフロント用をご使用ください。
※ボディコーティングを施工の際には、先にドアハンドル傷付き防止シートを貼り付けてください。

115

全車

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

3年6万km保証付

1年2万km保証付

※掲載価格はメーカー希望小売価格（消費税8％込）で参考価格です。

ドアエッジモール
ドアを開けた時、ドアのエッジが壁などにぶつかって傷がつくのを防ぐアイテ
ムです。 
取付費込価格¥6,696（消費税抜¥6,200）
本体価格¥5,400（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33頁をご覧ください。
※フロント用2本セット

62

全車

オーナーのカーライフスタイルに合わせた、利便性アイテム。カーライフCAR LIFE  

115 116

アルミホイール（15×5.5J）
グレーメタリック
＜アルミホイール付車用＞
取付費込価格¥76,072（消費税抜¥70,440）［EA0A］
＜アルミホイール無車用＞
取付費込価格¥83,064（消費税抜¥76,920）［EA0A］
※装着の際には、185/65R15タイヤが別途必要です。
※価格や部品番号など詳細は33頁の表をご覧ください。

38アルミホイール（15×5.5J）
ガンメタリック
＜アルミホイール付車用＞
取付費込価格¥86,872（消費税抜¥80,440）［EA3Y］
＜アルミホイール無車用＞
取付費込価格¥93,864（消費税抜¥86,920）［EA3Y］
※装着の際には、185/65R15タイヤが別途必要です。
※価格や部品番号など詳細は33頁の表をご覧ください。

37 アルミホイール（16×5.5J）
切削ガンメタリック
取付費込価格¥97,672（消費税抜¥90,440）［EA4B］
※装着の際には、185/60R16タイヤが別途必要です。
※価格や部品番号など詳細は33頁の表をご覧ください。

39

全車 全車

ホイールロックセット（ブラック） 
マックガード社製。
本体価格¥8,100（消費税抜¥7,500）
C904 W3 495 ［EC0L］

120

アルミホイール付車

ホイールロックセット
マックガード社製。
本体価格¥6,480（消費税抜¥6,000）
C900 W3 495 ［EC0G］

40

アルミホイール付車

16インチアルミホイール付車

アルミホイール（16×5.5J）
切削グレーメタリック
取付費込価格¥97,672（消費税抜¥90,440）［EA5M］
※装着の際には、185/60R16タイヤが別途必要です。
※価格や部品番号など詳細は33頁の表をご覧ください。

132

16インチアルミホイール付車

［MAZDASPEED］
ホイールナットセット（ブラック） 
17/21ロングアダプター×1ヶ
17HEXナット×4穴用（16ヶ）
本体価格¥3,996（消費税抜¥3,700）
QMST LB 000 ［EC0H］

119

アルミホイール付車

ブルーゴールドレッド

ブレーキキャリパーペイント113
足元をスタイリッシュにドレスアップするキャリパー
ペイント。クオリティ豊かな色の質感が足回りをよ
りいっそう引き締めます。
取付費込価格¥9,612（消費税抜¥8,900）
本体価格¥3,780（消費税抜¥3,500）
〈レッド〉 K050 W0 A30 ［DW1A］
〈ゴールド〉 K050 W0 A31 ［DW1B］
〈ブルー〉 K050 W0 A32 ［DW1C］
全車

119

132 11337 38 39

120 40

55

赤外線カットフィルム（スモーク）
赤外線をカットし、車内の温度上昇をやわらげるとともに、紫外線もカットすることで、日焼け・シワ・シミ
対策にも効果を発揮します。エアコンの使用頻度を減らせるので燃費アップ。ガラスの飛散も防止
します。紫外線（UV）は約99％、赤外線（IR）は約53％カットします。
取付費込価格¥22,629（消費税抜¥20,953）
本体価格¥12,261（消費税抜¥11,353）
D09V V1 140 ［FJ0C］
※リアドア/リアゲート用。
※リアゲート部のフィルムは分割での装着となります。

55

全車

※施工部位：フロントキャリパー
※写真の色は実際のものとは見え方が異なる場合があります。
※写真はイメージです。当該車両とは異なります。
※塗装される部位は外側から見える範囲になります。

アクセサリーの装着イメージを見ることができます。

43 44

■装着位置図

ロゴアップ

収納用ソフトケース

レギュラー用 ハイオク用ディーゼル用※写真はイメージです。当該車両とは異なります。

133

133フューエルフィラーデカール
給油時のうっかりミスを防ぎます。
取付費込価格 各¥1,728（消費税抜¥1,600）
本体価格 各¥1,080（消費税抜¥1,000）　
〈ディーゼル用〉 C903 V9 750 ［DQ1E］
〈レギュラー用〉 C904 V9 750 ［DQ1F］
〈ハイオク用〉 C905 V9 750 ［DQ1G］
全車

DEMIO CUSTOMIZE&CARLIFE CATALOGUE 18DEMIO CUSTOMIZE&CARLIFE CATALOGUE 17

104 62



DEMIO CUSTOMIZE&CARLIFE CATALOGUE 20DEMIO CUSTOMIZE&CARLIFE CATALOGUE 19

※写真の色は実際のものとは見え方が異なる場合があります。
※写真はイメージです。当該車両とは異なります。※塗装される部位は外側から見える範囲になります。

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

3年6万km保証付

1年2万km保証付

※掲載価格はメーカー希望小売価格（消費税8％込）で参考価格です。

毎日のカーライフに、もっと便利で快適なアイテムを。カーライフCAR LIFE  

レスキューマンⅢ
万が一、事故が起きた場合に、自力で事故車から脱出
するための緊急脱出ツール。
●サイズ：W200×L30×H55mm ●重量：85g
●材質：ハンマー：超合金、ABS樹脂・カッター：ステンレス鋼
本体価格¥2,484（消費税抜¥2,300）
1003 W3 571 ［HU6M］
※フロントガラス等、合わせガラスは割れません。

LEDスポットライト
本体価格¥3,218（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。

76

全車

PEWAGチェーン
＜15インチ/16インチ共用＞
本体価格¥35,640（消費税抜¥33,000）
2567 V9 700 ［JZ0F］
※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。
※15MBの195/55R16タイヤ付車には装着できません。

74

全車

保安用品セット
緊急時の対応に必要な、停止表示板、反射ベスト、タイヤ
ストッパー、LED発電ライト、作業グローブ、工具一式を
セットにした保安用品セットです。収納ケース付。
●サイズ：W155×L470×H110mm ●重量：3.6kg
本体価格¥14,040（消費税抜¥13,000）
3015 77 209 ［HU9P］

75

全車

スノーブレード 
＜運転席用＞
本体価格¥5,508（消費税抜¥5,100）
D0Y0 67 335 ［JZ2A］
＜助手席用＞
本体価格¥5,142（消費税抜¥4,762）
B4Y0 67 335 ［JZ2B］
＜リア用＞
本体価格¥4,104（消費税抜¥3,800）
D3Y5 67 335 ［JZ2C］

78

全車

タッチアップペイント
本体価格 1本¥977（消費税抜¥905）
＊全ボディ色を設定しています。部品番号、カラーバリエーション
などの詳細は33頁をご覧ください。

80

全車

アドバンストキーケース（シリコンタイプ）
2ボタン用
本体価格¥1,440（消費税抜¥1,334）
〈ブルー〉 C902 V0 450 ［SA1W］
〈スモーク〉 C903 V0 450 ［SA1X］
〈ホワイト〉 C904 V0 450 ［SA1Y］
〈パープル〉 C911 V0 450 ［SA1Z］

69

全車

停止表示板
リフレクター付の昼夜兼用タイプ。高速道路走行時の
必需品です。
●収納時サイズ：W427×L119×H48mm ●重量：1.65kg
本体価格¥2,592（消費税抜¥2,400）
3016 77 880 ［HU7K］
※　保安用品セットには停止表示板が含まれています。

117

全車

75

高機能エアコンフィルター
取付費込価格¥6,156（消費税抜¥5,700）
本体価格¥4,860（消費税抜¥4,500）
D09V V9 030 ［JM8E］

56

全車

118

全車

メッシュポケット
●サイズ：220mm×80mm
取付費込価格¥4,628（消費税抜¥4,286）
本体価格¥3,332（消費税抜¥3,086）
G33C V1 530D ［FD6B］
※シート位置によっては、シートと干渉する場合があります。

67

全車

シートバックポケット
車内の小物を整理整頓できる収納ポケット。クッション性のある生地を使用しており、
500mlのペットボトルやボックスティッシュ、小物などをスマートに収納。背面にはタ
オルや本なども入れられます。抗菌・防臭機能付。
取付費込価格¥10,080（消費税抜¥9,334）
本体価格¥9,432（消費税抜¥8,734）
C900 V0 200 ［FR1A］
※21頁　ペットシートカバーとの同時装着はできません。

65

全車

85

※写真は装着例です。

との
コラボ商品です

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

71 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（5㎖）、
  交換用パッド（1枚）
本体価格 各¥1,543（消費税抜¥1,429）
〈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］
※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。

70

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（3㎖）、交換用パッド（2枚）
本体価格 各¥3,086（消費税抜¥2,858）
〈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］

70

全車

全車

交換用パッドセット
●セット内容：交換用パッド（5枚）
本体価格¥308（消費税抜¥286）
C900 V7 89E ［HU9J］

72

全車

65

67

70 71 72

※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。

素材アップ

アッシュカップ（LED照明付）
本体価格¥4,628（消費税抜¥4,286）
C904 V0 880 ［HZ0A］

68

全車

アッシュカップ
本体価格¥1,620（消費税抜¥1,500）
C235 64 660A ［HZ0B］

149

全車

68

149

ロゴアップ（刺繍オーナメント）

素材アップ

助手席用
運転席用

66

フロアマット（デラックス）
取付費込価格 1台分
¥18,468（消費税抜¥17,100）
本体価格¥17,820（消費税抜¥16,500）
D09V V0 320 ［FE1G］
※運転席に「DEMIO」刺繍入り、滑り止め機能付。
※13頁　オールウェザーマットとの同時装着はできません。

66

107

全車

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。

フロアマット使用時における注意事項

〈ラベル例〉

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ヶ入り
取付費込価格¥5,184（消費税抜¥4,800）
本体価格¥3,240（消費税抜¥3,000）
C911 V9 670 ［HR5J］

33

ハロゲンヘッドランプ付車

80

5大効果で車内環境を快適に保ちます。

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

PM2.5対策に※

高除塵

抗
ウィルス

抗菌・
防カビ 脱臭

安定
風量

ロゴアップ（ブルーのみ）

ブルー

スモーク

パープル

ホワイト

117 118

56 69

74 75



※ナビゲーション用SDカードは、車両1台に限り有効です。他の車に挿入しないでください。
（最初の車両にSDカードを挿入した後、別の車両に同じSDカードを挿入した場合、どちらか
のナビゲーション機能が使えなくなることがあります。）
※車両装備の専用スロットにSDカードを差し込むことでナビゲーションとして機能します。
※メダルコードは「ナビゲーションSDカード本体+ナビゲーション取扱説明書」です。

92
ナビゲーションSDカードPLUS本体・・・本体価格¥47,373（消費税抜¥43,864）G46Y 79 EZ1D
ナビゲーション取扱説明書・・・・・・・・・・・・・・・本体価格 ¥1,227（消費税抜 ¥1,137）G46E V6 601C
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥48,600（消費税抜¥45,001）
セット 合計価格¥48,600（消費税抜¥45,001）［KZ9A］

システムNo.E0MGJナビゲーション用SDカードPLUS

マツダコネクト装着車

バックカメラ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥28,463（消費税抜¥26,355）D09H 67 RC0
バックカメラコード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格  ¥3,086（消費税抜  ¥2,858）D23P 67 SH0
プロテクターテープ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥237×5（消費税抜 ¥220×5）GS1D 50 EM1A
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥32,734（消費税抜¥30,313）
取付費込システム合計価格¥35,974（消費税抜¥33,313）［KV5J］

システムNo.G01DJD135［パナソニック］バックモニター
＜車両装備のリアパーキングセンサー付車/リアフォグ無車用＞

バックカメラ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥28,463（消費税抜¥26,355）D09H 67 RC0
バックカメラコード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格  ¥3,086（消費税抜  ¥2,858）D24C 67 SH0
プロテクターテープ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥237×5（消費税抜¥220×5）GS1D 50 EM1A
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥32,734（消費税抜¥30,313）
取付費込システム合計価格¥35,974（消費税抜¥33,313）［KV5L］

システムNo.G01DJE137［パナソニック］バックモニター

バックカメラ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥28,463（消費税抜¥26,355）D09H 67 RC0
バックカメラコード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥3,086（消費税抜  ¥2,858）D23P 67 SH0
プロテクターテープ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格  ¥237×5（消費税抜¥220×5）GS1D 50 EM1A
バックモニターカメラクリーナー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格  ¥3,780（消費税抜  ¥3,500）C900 V7 540
バックモニターカメラクリーナー取付キット・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥4,860（消費税抜  ¥4,500）DJ01 V7 545
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥41,374（消費税抜¥38,313）
取付費込システム合計価格¥49,798（消費税抜¥46,113）［KY0C］

システムNo.G6DJ2D139［パナソニック］バックモニター+カメラクリーナー

バックカメラ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥28,463（消費税抜¥26,355）D09H 67 RC0
バックカメラコード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格  ¥3,086（消費税抜  ¥2,858）D24C 67 SH0
プロテクターテープ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥237×5（消費税抜¥220×5）GS1D 50 EM1A
バックモニターカメラクリーナー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格  ¥3,780（消費税抜  ¥3,500）C900 V7 540
バックモニターカメラクリーナー取付キット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格  ¥4,860（消費税抜  ¥4,500）DJ01 V7 545
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥41,374（消費税抜¥38,313）
取付費込システム合計価格¥49,798（消費税抜¥46,113）［KY0E］

システムNo.G6DJ2E141［パナソニック］バックモニター+カメラクリーナー

＜車両装備のリアパーキングセンサー付車/リアフォグ無車用＞

＜車両装備のリアパーキングセンサー付車/リアフォグ付車用＞

全車（13Cのコネクティビティパッケージ無車・15MB除く）

バックモニターカメラクリーナー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥3,780（消費税抜¥3,500）C900 V7 540
バックモニターカメラクリーナー取付キット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥4,860（消費税抜¥4,500）DJ01 V7 545A
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥8,640（消費税抜¥8,000）
取付費込システム合計価格¥20,304（消費税抜¥18,800）［KV8K］

システムNo.G6DJ1B142バックカメラクリーナー

※写真はイメージです。当該車両とは異なります。

NAVIGATION

車両装備と連携したシンプルで扱い易いナビナビゲーション用SDカードPLUS

※1：地図データ更新は、インターネットを通じてお客様ご自身で更新頂きます。通信費はお客様のご負担となります。
　　必要なPC環境などの詳細は、以下のWEBサイトをご確認ください。
　　http://mazda.map-update.jp/
　　お客様ご自身で地図データ更新ができない場合、販売会社が窓口となって対応するサービスもご用意しております。
　　サービス内容や費用などにつきましては営業スタッフにおたずねください。
　　メディア適用については、以下のWEBサイトをご確認ください。
　　http://infotainment.mazdahandsfree.com/vehicle_select?language=jp-JP
　　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。
※2：メーカーセットオプション

■交差点拡大図表示

■アクティブ・ドライビング・ディスプレイ
　装着車表示イメージ

■2画面地図表示

■高速入口イメージ図 ■難交差点拡大図表示

■基本機能

SD 16GB スマートフォン連携
（目的地転送）2画面地図表示 3年間無料地図更新※1

（地図データは年1回更新）

■車両標準装備

7型WVGAモニター Bluetooth®AM/FMラジオ iPod/iPhone※1
音楽再生

USBメモリー
音楽再生

ステアリングオーディオ
スイッチ対応CD/DVD/地デジ※2 コマンダー

コントロール

バックモニター・バックカメラクリーナー
見えにくい後方の視界をサポート

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

※目安線は固定式で常時表示されます。
ステアリング連動タイプではありません。
※商品の詳細は12頁をご確認ください。
※写真はイメージです。当該車両とは異なります。
実際の形状とは異なります。

バックモニター

バックモニター+ バックカメラクリーナー

※画面はハメコミ合成です。

＜車両装備のリアパーキングセンサー付車/リアフォグ付車用＞

項目 内容

検索

多言語対応

渋滞考慮

その他機能

●：機能あり　ー：機能なしナビゲーション機能一覧表

16GB

地図

データ

●
10ｍ～
●
●

2017年秋版
2017年4月
2016年11月
2017年1月

●

4ルート
英語、中国語（繁体、簡体）、韓国語

３Ｄ MAP
縮尺
交差点3D表示
2画面地図表示
データ内容
地図データ
交通規制データ
電話番号データ

ルート検索（中継地点を含む）
オートリルート
住所検索
タウンページ検索
施設検索
郵便番号検索
電話番号検索
FM ＶＩＣＳ
渋滞予測データ
渋滞考慮探索
ETC連動
ETC2.0（DSRC）連動

スマートフォン連携
（目的地転送）
コマンダーコントロール

メモリー容量

地図更新

音声認識

表示案内※1
音声案内 英語、中国語、韓国語

●
約4,300万件
約720万件

●
ー
●
●
ー
●※2

●（デンソー製）
●（デンソー製）

●（NaviCon対応）※3

●

3年間無料更新付
（地図データは年1回更新）

※1：一部の表示は言語対応の対象になりません。
※2：ETC2.0（DSRC）連動の場合のみ機能します。
※3：目的地1件転送にのみ対応
※「NaviCon」は株式会社デンソーの登録商標です。

360°ビューモニター・　　バックカメラ付車用135 137

全車（13Cのコネクティビティパッケージ無車・15MB・360°ビューモニター付車除く）

DEMIO CUSTOMIZE&CARLIFE CATALOGUE 22DEMIO CUSTOMIZE&CARLIFE CATALOGUE 21

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/DAMD/KENSTYLE用品
　および消耗品は除きます。また消臭や撥水等の特殊機能については
　保証対象外です。保証期間は右記マークで表示しております。

3年6万km保証付

1年2万km保証付

※掲載価格はメーカー希望小売価格（消費税8％込）で参考価格です。

ナビゲーション 毎日のドライブをより快適で楽しく、スマートに。

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

81

82

83

サイズ
（ｃｍ）

W44×D45×H64
W44×D65×H57（キャリングハンドルUP時）

W49×D45×H68～85

重量
（ｋｇ）

8.6
4.2
5.1

適用範囲の目安

体重

約9～18kg位まで
約13kg位まで

約15～36kg位まで

身長

約70～100cm位まで
約80cm位まで

約95～150cm位まで

年齢

生後8ヶ月～4歳位まで
生後1歳6ヶ月位まで
3～12歳位まで

ISOFIX対応チャイルドシート（ブリタックス・デュオプラス）
ベビーシート（ブリタックス・ベビーセーフ）
ジュニアシート（ブリタックス・キッドⅡ）

商品名
シート装着条件

助手席（エアバッグ付）
前向き
×
×

△※1・2

後向き
×
×
×

後席・外席
前向き
△※3
×

△※2・4

後向き
×
●
×

後席・中央席
前向き
×
×
×

後向き
×
●
×

ISOFIX◎2対応チャイルドシート

※チャイルドシートをご使用の際には、安全のため必ず取扱説明書を参照して、正しくご利用ください。
※1：やむを得ずチャイルドシートを助手席に装着する場合は、必ず助手席シートを最後端までスライドさせSRSエア
バッグからできるだけ遠ざけて装着してください。
※2：装着の際には、チャイルドシートとヘッドレストが干渉するため、ヘッドレストを取り外して装着してください。
※3：装着の際には、チャイルドシートとヘッドレストが干渉するため、ヘッドレストを上げた状態で装着してください。
※4：チャイルドシートのヘッドレストはピラートリムと干渉しない位置でご使用ください。

ベビーシート
（ブリタックス・ベビーセーフ）

82 ジュニアシート
（ブリタックス・キッドⅡ）

83

ペットシートカバー85ペットキャリア84

◎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

ペットシートカバー85ペットキャリア
＜Lサイズ：W650×L450×H460mm＞
本体価格¥20,520（消費税抜¥19,000） 
C900 V1 281 ［FZ6D］
＜Sサイズ：W400×L400×H400mm＞
本体価格¥12,960（消費税抜¥12,000） 
C901 V1 281 ［FZ6B］
※走行中は全ての開口部を閉じてご使用ください。
※本製品は、ペットの生命を守るためのものではありません。

84

お子様の成長に合わせて選べます。

参考年齢

身　長

体　重 36kg

150cm

18kg

100cm

15kg

95cm

13kg

80cm

9kg

70cm

生後8ヶ月0カ月

ISOFIX対応チャイルドシート
（ブリタックス・デュオプラス）

12歳4歳3歳1歳半

ベビーシート
（ブリタックス・ベビーセーフ）

ジュニアシート
（ブリタックス・キッドⅡ）

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。

ISOFIX対応チャイルドシート
（ブリタックス・デュオプラス）

81

全車

ISOFIX対応チャイルドシート
（ブリタックス・デュオプラス）
本体価格¥68,040（消費税抜¥63,000）
C916 V9 140 ［HU5D］
※　ペットシートカバーとの同時装着はできません。
※リア中央席は装着不可

81

85

全車

ベビーシート（ブリタックス・ベビーセーフ）
本体価格¥38,880（消費税抜¥36,000）
C916 V9 110 ［HU5F］
※　ペットシートカバーとの同時装着はできません。

82

85

全車

ジュニアシート（ブリタックス・キッドⅡ）
本体価格¥41,040（消費税抜¥38,000）
C916 V9 130 ［HU5G］
※　ペットシートカバーとの同時装着はできません。
※リア中央席は装着不可

83

85

全車

※写真は装着例です。当該車両とは異なります。 止水効果を持った、3層構造の生地を採用することで、車のシート生地を汚さないように考慮しています。
またカバーが汚れた場合は、手洗いすることができます。さらにファスナーで左右分割ができるので、同乗者も一緒に座ることが可能です。 パッドのストラップを引っ張れば、少ない動作でシート

ベルトを装着することができます。

●サイズ：D1,280×L1,830ｍｍ 
●材質：表生地：ポリエステル、中間生地：ポリウレタン、裏生地：ポリエステル
本体価格¥20,520（消費税抜¥19,000）
C900 V0 240 ［GF0A］
※　　　各種チャイルドシート、19頁　シートバックポケットとの
同時装着はできません。
※走行中は、ペットをペットキャリアに入れるなどしてください。
※本製品は、車両シート・フロアの汚れ防止が目的であり、ペット
の生命を守るものではありません。

65

全車

81 82 83

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

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

シートベルトサポートパッド
取付位置：運転席、助手席。
●材質：表面/ポリ塩化ビニル、裏面/ナイロン、
クッション材/ウレタン
本体価格¥6,048（消費税抜¥5,600）
C900 V0 750 ［FZ1A］

145

全車

＜折りたたみ時＞

Lサイズ

Sサイズ

ファスナー開 ペットキャリアとの同時装着の場合

※写真は装着例です。当該車両とは異なります。

シートベルトサポートパッド145

ファスナー閉 ※当該車両とは異なります。

CHILD SEAT ＆ PET ITEM チャイルドシート&ペットアイテム 大切なお子様やペットに、確実な安全とたっぷりの愛情を。



全車

全車
ドライブレコーダー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥22,788（消費税抜¥21,100）C9T2 V7 590
ドライブレコーダー取付キット・・・・・・・・・ 本体価格　¥8,532（消費税抜　¥7,900）DJT2 V7 595
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ¥31,320（消費税抜¥29,000）
取付費込システム合計価格¥38,448（消費税抜¥35,600）［HF2A］

システムNo.GT500102［富士通テン］ドライブレコーダー

※ナビゲーションでの再生はできません。

ドライブレコーダー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥22,680（消費税抜¥21,000）C900 V7 590
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥22,680（消費税抜¥21,000）
取付費込システム合計価格¥29,808（消費税抜¥27,600）［HF3A］
※ナビゲーションでの再生はできません。

［マツダ］ドライブレコーダー システムNo.H0500144

［マツダ］ドライブレコーダーを装着する際には
●トリムクリップ 本体価格￥237×1ヶ（消費税抜¥220×1ヶ）D09W 68 162×1ヶが別途必要です。
（但し、ETCまたはETC2.0と同時に取付作業する場合は不要。）

パソコン画面

パソコンだけでなく、
スマートフォンで
映像確認が可能

駐車時にも
G検知による
映像録画が可能

夜間と逆光時の
視認性に強い

装着位置図 パソコン画面 装着位置図

安全運転の意識向上に
ドライブシーンを鮮明に録画する高200万画素 Full HD画質に対応。専用パソコンビューアーだけでなく、スマートフォ
ンを使った映像確認が可能。駐車時にも衝撃を検知し、映像を録画する事も可能です。さらに夜間や逆光時の視認性
にも強く、安心の車載品質であなたのカーライフをしっかりサポートします。

1/2.7インチCMOSイメージ
117°（水平）×70°（垂直）
microSDカード8GB
常時録画/手動録画/G（加速度）センサー録画
高画質モード：約130分　標準モード：約170分　長時間モード：約260分
○（G検知時）

カメラ
撮影素子
センサー

機能一覧表

富士通テン マツダ

レンズ画角
記録媒体
録画機能
常時記録
駐車時録画

幅55×長さ85×高さ36mm本体サイズ

○GPS
スマートフォンで映像確認が可能です。※Wi-Fi

◆ドライブレコーダーは、全ての状況において映像を記録することを保証したものではありません。また、事故の検証に役立つことも目的の一つ
とした製品ですが、証拠としての効力を保証するものではありません。◆ドライブレコーダーで記録した映像は、その使用目的や使用方法によって
は、被写体のプライバシーなどの権利を侵害する場合がありますのでご注意ください。◆映像が記録されなかった場合や記録された映像ファイ
ルが破損していた場合による損害、本機の故障や本機を使用することによって生じた損害については、弊社は一切責任を負いません。◆夜間にナ
ビの画面や昼間に太陽光を反射してダッシュボード等がガラスに映り込み、映像に残る場合があります。また、外部環境により映像画質が変化し
ます。◆商品詳細につきましては、マツダオフィシャルサイト内アクセサリー情報ライブラリーページに掲載の「取扱説明書」をご覧ください。

ドライブレコーダー使用時における注意事項200万画素（Full HD）
1/3.0インチCMOSイメージ
115°（水平）×65°（垂直）
microSDカード8GB
常時録画/手動録画/G（加速度）センサー録画
約120分　モード切替はありません。
ー

幅50×長さ75×高さ38mm

○
ー

100万画素（HD）

※スマートフォンの適合機種については、以下のWEBサイトをご確認ください。

DRIVE RECORDER ドライブレコーダー もしもの時でもドライバーをしっかりサポート。

スマートインETC2.0（DSRC）/ETC ETC2.0（DSRC）対応車載器

ナビゲーションとの連動で
ETC2.0サービスに対応

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「ETC2.0（DSRC）対応車載器」との高速・大容量通信によ
り、広範囲の道路交通情報を使ったルート探索や安全運転支援
情報を受信できるなど様々なサービスを利用することができます。

※ETC車載器との同時装着はできません。

※今後、導入が予定されている全ての「ETC2.0サービス」の対応を保証するものではありません。

ETC用
アンテナ

光ビーコン用
アンテナ

94

■装着位置

本体

■ETC用アンテナ取付位置 ■光ビーコン用アンテナ取付位置

アンテナ

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

●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。

ETC車載器
※ETC2.0（DSRC）対応車載器との同時装着はできません。

95 97

98 99

ナビゲーション連動タイプ

※写真はイメージです。当該車両とは異なります。

ETC機能一覧＜ナビゲーション連動なし＞

料金案内※2 カード有効期限切れ警告※2

履歴確認※3 カード抜き忘れ警告

料金案内 カード有効期限切れ警告

履歴確認 カード抜き忘れ警告

ETC部機能一覧＜ナビゲーション連動タイプ＞※1

※1：ナビゲーション用SDカードPLUSが装着されている場合の機能です。ナビゲーション用SDカードPLUS
が装着されていない場合、マツダ コネクトでの表示がされません。ほか一部音声案内がブザー音による警告
となります。なお、ブザー音を出すためには、ETC2.0（DSRC）/ETC車載器での音量設定が必要です。
※2：画面表示と音声にて案内・警告します。※3：車載器本体の利用履歴確認スイッチを押すと車載器から
の音声で履歴が確認可能です。画面表示はありません。

カードの出し入れも簡単。
サンバイザーの後ろにETC2.0（DSRC）/ETC車載器をスマートに収納。

ETC/ETC2.0（DSRC）優雅でスマートなドライブを楽しめる、高機能アイテム。

※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。

ETC2.0（DSRC）/ETCに関する注意

※ETC2.0（DSRC）対応車載器は単独での使用はできません。ナビゲー
ション用SDカードPLUSとの同時装着が必要です。
※インターネット接続サービス及び有料駐車場等での料金決済サービス
には対応していません。

※ETC2.0（DSRC）対応車載器はETC機能付です。

ナビゲーション連動タイプ ※ナビゲーション用SDカードPLUSと組み合わせてお使いください。 ナビゲーション連動なし

97 システムNo.CDETB
ETC車載器・・・・・・・本体価格¥14,812（消費税抜¥13,715）C9DK V6 380B
ETCボックス・・・・・・ 本体価格　¥5,400（消費税抜　¥5,000）C901 V6 381D
電源接続キット・・・ 本体価格　　¥926（消費税抜 ¥858）KE01 V6 029B
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・ ¥21,138（消費税抜¥19,573）
取付費込システム合計価格¥28,266（消費税抜¥26,173）［HC7W］

［デンソー］スマートインETC 99 システムNo.CNETB
ETC車載器・・・・・・・本体価格¥14,812（消費税抜¥13,715）C9NB V6 380A
ETCボックス・・・・・・ 本体価格　¥5,400（消費税抜　¥5,000）C901 V6 381D
電源接続キット・・・ 本体価格　　¥926（消費税抜 ¥858）KE01 V6 029B
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・¥21,138（消費税抜¥19,573）
取付費込システム合計価格¥28,266（消費税抜¥26,173）［HC7X］

［パナソニック］スマートインETC

98 システムNo.CMETB
ETC車載器・・・・・・・本体価格¥14,812（消費税抜¥13,715）C9MF V6 380A
ETCボックス・・・・・・ 本体価格　¥5,400（消費税抜　¥5,000）C901 V6 381D
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・¥20,212（消費税抜¥18,715）
取付費込システム合計価格¥27,340（消費税抜¥25,315）［HC7Y］

［三菱電機］スマートインETC

※ナビゲーションとの連動はできません。

※ナビゲーションとの連動はできません。 ※ナビゲーションとの連動はできません。
全車 全車

全車

ETC車載器・・・・・ 本体価格¥20,212（消費税抜¥18,715）BMD1 V6 380B
ETCボックス・・・・ 本体価格　¥5,400（消費税抜 ¥5,000）C901 V6 381D
電源接続キット・・・ 本体価格　　¥926（消費税抜 ¥858）KE01 V6 029B
トリムクリップ・・・・・本体価格 ¥237（消費税抜 ¥220）D09W 68 162
システム合計価格・・・・・・・・・・・ ¥26,775（消費税抜¥24,793）
取付費込システム合計価格¥35,847（消費税抜¥33,193）［HC3S］

95 システムNo.DDEL2［デンソー］スマートインETC

マツダコネクト装着車
マツダコネクト装着車

ETC2.0（DSRC）対応車載器（光ビーコン付）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格¥38,695（消費税抜¥35,829）BMD2 V6 380B
ETCボックス・・・・・・・・・ 本体価格　¥5,400（消費税抜　¥5,000）C901 V6 381D
電源接続キット・・・・・・ 本体価格　　¥926（消費税抜 ¥858）KE01 V6 029B
トリムクリップ・・・・・・・・・ 本体価格 ¥237（消費税抜 ¥220）D09W 68 162
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥45,258（消費税抜¥41,907）
取付費込システム合計価格¥56,274（消費税抜¥52,107）［HC9A］

システムNo.DDDL294
［デンソー］
スマートインETC2.0（DSRC）
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マツダ純正アクセサリーは、3年6万km保証付です。
※ただし、一部用品とマツダスピード/DAMD/KENSTYLE用品
　および消耗品は除きます。また消臭や撥水等の特殊機能については
　保証対象外です。保証期間は右記マークで表示しております。

3年6万km保証付

1年2万km保証付

※掲載価格はメーカー希望小売価格（消費税8％込）で参考価格です。



121 86

87
88

125車両用クレベリン

※上記商品　　　   　　　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。12186 87 88 146 79 125

＜MG-5＞サポート期間5年間　新車時施工価格¥54,515（消費税抜¥50,477）K815 W0 790C ［WA0J］
＜MG-3＞サポート期間3年間　新車時施工価格¥44,229（消費税抜¥40,953）K813 W0 790C ［WA0H］
＜MG-1＞サポート期間1年間　新車時施工価格¥33,943（消費税抜¥31,429）K811 W0 790C ［WA0G］

86 ボディコーティングMGシリーズ
●容量：200㎖
本体価格
¥3,240（消費税抜¥3,000）
K200 W0 362 ［FZ0N］ 

79レザークリーナー
施工費込価格
¥3,240（消費税抜¥3,000）
本体価格¥1,296（消費税抜¥1,200）
K195 W0 A36
※カートリッジ1本使用。全車

防錆アンダーコーティング
新車時施工価格
¥34,560（消費税抜¥32,000） 
［WA5K］

121
＜15・16インチ用＞
新車時施工価格
¥16,200（消費税抜¥15,000）
［WC1C］

87 ホイールコーティングGOLD

全車
アルミホイール付車 本革シート車 全車（本革及び合成レザーのシート付車を除く）全車

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

3年6万km保証付

1年2万km保証付

※掲載価格はメーカー希望小売価格（消費税8％込）で参考価格です。

新車時施工価格
¥16,200（消費税抜¥15,000）
［WB1A］
※本革及び合成レザー及びグランリュクス®の
シート車及び消臭マット類には施工できません。

88 インテリアコーティング GOLD

http://www.mazda.co.jp/carlife/service/parts/■ メンテナンス部品の詳細はWEBでご覧いただけます。 ※通信費用はお客様ご負担となります。 ※携帯電話の機種・契約により、ご利用できない場合がございます。

マツダが目指す人馬一体の走りは、高いクオリティを持つマツダ純正の各部品が連動することにより発揮されます。マツダ純正部品

「マツダ車のプロ」という安心の保証とメンテナンス、信頼の純正部品で、いつまでも「走る歓び」を。

メーカー保証期間を最長7年まで延長できます。
カーライフでの万が一の故障に備えておきたい方へおすすめです。

［新車5年プラン/5年プラン］
新車登録から3年（ただし6万kmまで）で終了となる一般保証を、2年間延長できるプラン
です。万が一の故障でも無料で修理します。

［新車7年プラン］
新車5年プラン/5年プランにご加入の方のみを対象とし、保証期間を更に2年間延長で
きる特別プランです。エンジンやトランスミッションなどの大きなトラブルも0円～最高5万
円で修理ができます。

※新車5年プランは、初度登録日から3ヵ月以内（ただし2万kmまで）にご加入いただけるプランです。
　初度登録日から3ヵ月(ただし2万kmまで)を超えた場合は、5年プランへのご加入になります。
※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。

マツダ車のプロによる点検と消耗品交換（以下）をセットにしたメンテナンスパッケージです。

［パッケージ内容 ＊30ヶ月コースの場合］
●エンジンオイル交換（6ヶ月毎、計5回）
●オイルフィルター交換（1年毎、計2回）
●12ヶ月点検（1年毎、計2回）：法令で定められた点検整備です。
●マツダセーフティチェック（1年毎、計2回）：12ヶ月点検や車検の合間に、日頃なかなか
　チェックできない箇所をマツダ車のプロがお客様に代わって点検するマツダのオリジナル
　サービスです。

※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。
※検査代行手数料や法定諸費用などは含まれません。

愛車をいつもベストコンディションに保つために。

エンジンオイル交換 オイルフィルター交換

新車5年プラン￥17,280 5年プラン￥20,520 7年プラン￥32,400

マツダ延長保証

パックdeメンテ

メーカー一般保証   
3年（ただし6万kmまで）［エアコン・ナビゲーション等、特別保証以外の部品］

メーカー特別保証  5年（ただし10万kmまで）［エンジン・ブレーキなどの走行･安全にかかわる部品］

新車5年/5年プラン  
4-5年目の2年間を保証
（ただし10万kmまで） 7年プラン

6-7年目の2年間を保証
（ただし14万kmまで）

新車登録 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目

新車登録 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目

新車
1ヶ月
点検
（無料）

新車
6ヶ月
点検
（無料）

車検 車検 車検
マツダ
セーフティ
チェック

12ヶ月
点検

12ヶ月
点検

12ヶ月
点検

12ヶ月
点検

マツダ
セーフティ
チェック

マツダ
セーフティ
チェック

マツダ
セーフティ
チェック

マツダ
セーフティ
チェック

マツダ
セーフティ
チェック

パックdeメンテ
30ヶ月コース

パックdeメンテ
18ヶ月コース

パックdeメンテ
18ヶ月コース

バッテリー
エンジンをスタートさせたり、
車中に電力を供給する電源です。

定期点検で状態をチェック
24ヶ月～36ヶ月走行ごと

エアコンフィルター
エアコンに入る空気を
きれいにします。

12ヶ月／20,000km
走行ごと（早い方）

ブレーキパッド
ブレーキディスクを挟み、
摩擦力でブレーキをかけます。

残り2㎜が限度
30,000km～50,000km走行ごと

ブレーキシュー
内側からドラムを押さえつけ、
摩擦力でブレーキをかけます。

残り1㎜が限度
40,000km～60,000km走行ごと

交換時期目安 交換時期目安 交換時期目安 交換時期目安マツダi-stopの「走りの楽しさを途切らせない、瞬間再始動」を実現するため、マツダ車の特性と
独自の充電制御に合わせ、バッテリーメーカーと共同で専用開発したバッテリーです。車のパ
フォーマンスを最大限発揮する性能を、安心の保証（18ヶ月または3万km）で実現しています。

マツダ車にベストマッチした“専用開発i-stop（アイ・ストップ）車用バッテリー”
純正ならではのこだわり事例

■パックdeメンテに含まれない主な消耗部品

ボディコーティングMGシリーズ86

全車

エクステリア
プラスチックケア
本体価格¥5,000（消費税抜¥4,630）
K800 W0 7P0 ［EZ0A］

146

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

コーティングに関する注意

CARLIFE CARE カーライフ ケア 愛車を長く大切に。いつまでも「走る歓び」を体感いただくために。
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※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。

ホイールコーティングGOLD87

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。

美しさは足元から。

長期間に渡り、愛車をサビから守る、
防錆アンダーコーティング。

防錆アンダーコーティング121

柔軟性のある厚膜のアンダーコートと、内部の合わせ目・隙間に深
く浸透する防錆剤による「２層防錆」で、長期間に渡り、愛車をサビ
から守ります。愛車に長く乗られる方、スキーやマリンスポーツを楽
しまれる方、高速道路を頻繁に利用される方などにお勧めです。
［施工部位：下回り、下回り中空部、足回り］
※写真は施工例です。当該車両とは異なります。※一部取り扱っていない販売
店もございます。※Noxudol®はオーソン社の登録商標です。※地域によっては
施工部位・価格が異なる販売店もございます。

施工前 施工後

ホイールコーティングGOLD 車のデザイン上重要なアクセント※「未塗装樹脂
パーツ」に本来の“艶と黒さ”を与え、保ちます。

エクステリア プラスチックケア146

「エクステリア プラスチックケア」は
未塗装ゆえに環境の影響を受けやす
い、フェンダーモールなどのプラスチッ
クパーツをご自身でお手入れできる商
品です。プラスチック本来のしっとりと
した“艶と黒さ”を与え、見た目を引き締
めるとともに、その美しさを保ちます。

※「未塗装樹脂パーツ」＝プラスチックの未塗装部分

レザークリーナー79 車両用クレベリン125

56
柑橘類に含まれている天然精油成分を主としたクリーナーで、
本革シートについた汚れを簡単に除去します。

デリケートな本革の美しさを守ります。

Cleverin

※「クレベリン」は大幸薬品株式会社の登録商標です。

車両用
洗いたくても洗えない室内も、15分の除菌でリフレッシュ。
車内のウイルス作用を抑制・除菌・消臭できる、マツダ純正車内除菌サービスです。
　高機能エアコンフィルターを交換する際に、併せて施工することをおすすめします。

愛車の保有期間中にも、お客様のカーライフをサポートする商品を準備しています。

簡単なお手入れで、ボディにいつまでも
きらめくような美しい輝きを。

本商品にはサポート期間を設けており、期間を5年/3年/1年からお選び頂けます。
※サポート期間中は、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
無料で再施工致します。また、5年または3年のサポート期間をお選び頂いた場合は、年に一回、点検など
の際に、販売会社スタッフによるメンテナンスサービスを行い、ツヤ・撥水を蘇らせます。

クルマのボディをガラスの膜でコーティングし、塗装面を汚れや傷から強力に保護します。
また、撥水性能も付加しており、水洗いと付属の専用メンテナンスキットによる簡単なお手入
れで汚れを落とすことができます。
※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。）

ボディコーティングMGシリーズ

http://www.mazda.co.jp/carlife/service/care/coating/body/
■ ボディコーティングの詳細はWEBでご覧いただけます。

http://www.mazda.co.jp/carlife/service/care/coating/wheel/
■ ホイールコーティングの詳細はWEBでご覧いただけます。

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

こだわりのお手入れで「マツダデザイン」の輝きをいつまでも。



Be a driver. MAZDA DRIVING ACADEMY Be a driver. マツダ・ドライビング・アカデミー

http://www.mazda.com/ja/innovation/drivingacademy/

MAZDA FAN EVENT マツダファンイベント

専門のインストラクターやマツダの開発スタッフなどの講師陣による座学と実技を通じて、マツダのクルマ造りに一貫する『人馬
一体』の走りの理論と楽しさや運転技術の習得を目指すドライビングレッスン。日常では正しく身につけられない「走る・曲がる・止
まる」の基礎訓練から、サーキットを走る醍醐味を味わっていただきながら、運転技量や安全運転の意識向上に役立てていただけ
るよう、一人ひとりのニーズやレベルに応じたカリキュラムをご用意しています。

MAZDA FAN ENDURANCE マツダファン・エンデュランス

ルマン24時間レースで日本の自動車メーカーとして初めて、そして唯一の優勝を成し遂げたマツダのスピリッツを受け継いだ参加
型サーキットイベント。マツダ車オーナーなら誰でも、ナンバー付きの愛車で参加可能。燃料満タン無給油で2時間30分を走行する
ので、速さだけでなく燃費をコントロールしながら走るテクニックも重要です。

MAZDA FAN CIRCUIT TRIAL マツダファンサーキットトライアル

マツダ車を選んだファンが自身のドライビングと愛車のポテンシャルの限界をサーキットで体感する、マツダ車のみで行われる国内
唯一のJAF公認タイムアタック競技。一斉にスタートするレースとは違い、決められた時間内の中で自由に走行し、その中で1周の
ベストタイムを競います。マツダ車オーナーなら誰でも、ナンバー付きの愛車で参加できます。

走る歓びの醍醐味をサーキットで味わって頂くイベント。レーシングコースでのデモランやトークショーなどのモータースポーツコンテ
ンツだけでなく、マツダのクルマ造りを体感頂いたり、サーキットを楽しく走れるパレードランなど、クルマとの絆を深くする様々な企画
をご用意しています。

全車全車

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

3年6万km保証付

1年2万km保証付

※掲載価格はメーカー希望小売価格（消費税8％込）で参考価格です。

EVENT INFORMATION イベントインフォメーション 人生をより楽しく、豊かに。マツダが想う「走る歓び」をあなたへ。

全車
全車

強さ、軽さ、使い良さを高次元で実現するため、世界最小クラスの
90枚ギアと7段クロウによる駆動機構など、従来の常識を超え
た新しい設計を採用しています。

［究極の設計］ラチェットハンドル

六角形の各辺が緩やかに弧を描いており、この弧によって
「面」で力を伝えるよう設計・製造されています。

［美しさを究める］ソケット

口径部は応力が集中する部分を強化したKTC独自の「新やり形
形状」を採用。表面は丹念な磨き作業の後、耐剥離性、耐食性、
耐摩耗性に優れた硬質系クロムめっき仕上げ。

［独自の口径部］スパナ

自らの理想の形を追い求めた究極の工具、nepros（ネプロス）。
最高の機能と性能、上質な操作感と美しさに触れた時、他のハン
ドツールでは味わえない深い満足感を感じることができます。Produced by

プレミアムツールセット
（8点：9.5sqラチェット/エクステンション/ソケット、レンチ）
内容　・9.5sqラチェットハンドル ・9.5sqエクステンションバー 
       　・9.5sqソケット（六角）：サイズ 10,12,14
　　   ・コンビネーションレンチ：サイズ 10,12,14 ・専用ケース
本体価格¥59,400（消費税抜¥55,000） 1020 W3 550

147 プレミアムツールセット
（5点：6.3sqラチェット/エクステンション/ソケット）
内容　・6.3sqラチェットハンドル ・6.3sqエクステンションバー
       　・6.3sqソケット（六角）：サイズ 8,10,12 ・専用ケース
本体価格¥23,760（消費税抜¥22,000） 1010 W3 550

148

※単品設定はございません。
※納期に時間がかかる場合がございます。

KTCの最上級ブランド“ネプロス”のツールセットをベースに、コラボ製品オリジナルのグレーアルマイト塗装を施工。上質感をさらに引き立たせたプレミアムアイテムです。

工具メーカーKTCとのコラボが実現。

PREMIUM ITEM プレミアムアイテム 上質感のあるプレミアムアイテムで、オーナーとしてのさらなる誇りを。

http://www.mazda.com/ja/innovation/motorsports/■ モータースポーツ関連情報はWEBでもご覧いただけます。 ※通信費用はお客様ご負担となります。 ※携帯電話の機種・契約により、ご利用できない場合がございます。

※単品設定はございません。
※納期に時間がかかる場合がございます。

全車

車検証ケース（本革調）128

本体価格¥3,240（消費税抜¥3,000）
C900 V9 570［FT0B］

127

本体価格¥6,500（消費税抜¥6,019） C930 V0 450
※発注の際には部品番号で発注ください。

車載書類をスマートに収納できる質感
の高いケースです。ブランドロゴ刻印
入り。
収 納：車検証、自賠責保険証、取扱説明書・整備

手帳他の収納ポケット、名刺ホルダー。
サイズ：約W180×H230×D65mm
　　　（取扱説明書などの収納時）

国産レザーを使用し、全行程を革職人が手作業で完成させたレザー
アイテム。「マツダ アドバンストキー」に合わせた設計で、パンチ加工
された模様部分でOPEN/CLOSEボタン操作が可能です。ベルト
部分はリバーシブルで、そのときの気分で印象を変える事ができます。
ブランドロゴ刻印入り。

本革キーケース

※在庫限りで販売を終了させて頂く場合があります。

DEMIO CUSTOMIZE&CARLIFE CATALOGUE 27 DEMIO CUSTOMIZE&CARLIFE CATALOGUE 28



●29～32頁に掲載したカスタマイズパーツ（商品名に［KENSTYLE］［DAMD］のあるもの）は、保安基準適合商品ですが、一般市販部品の品質基準で製作しております。●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・風切音等、装着前の標準車本来の状態から変化する場合がありますので、
あらかじめご了承願います。●掲載画像は実際の商品・色とは異なって見える場合があります。●商品に関するご不明な点は、販売店またはマツダ（株）コールセンターまでご相談ください。

注意事項

［KENSTYLE］フォグランプガーニッシュ（メッキ）15［KENSTYLE］リアゲートガーニッシュ（メッキ）14 ［KENSTYLE］アウタードアハンドルカバー（メッキ）16

［KENSTYLE］センターダクトLED12［KENSTYLE］アッパーグリルガーニッシュ（メッキ）11 ［KENSTYLE］ドアミラーガーニッシュ（メッキ）13

［KENSTYLE］
アッパーグリルガーニッシュ（メッキ）
取付費込価格¥30,456（消費税抜¥28,200）
本体価格¥29,160（消費税抜¥27,000）
DJK1 V4 240 ［DH1N］
※32頁　センターデカールとの同時装着はできません。

11 ［KENSTYLE］
センターダクトLED
取付費込価格¥53,352（消費税抜¥49,400）
本体価格¥44,280（消費税抜¥41,000）
DJK1 V4 680 ［DH3B］
※点灯仕様：イグニッションオンで常時点灯

12 ［KENSTYLE］
リアゲートガーニッシュ（メッキ）
取付費込価格¥28,296（消費税抜¥26,200）
本体価格¥27,000（消費税抜¥25,000）
DJK1 V3 090 ［DH1L］
※32頁　センターデカールとの同時装着はできません。

14 ［KENSTYLE］
フォグランプガーニッシュ（メッキ）
取付費込価格¥28,944（消費税抜¥26,800）
本体価格¥27,000（消費税抜¥25,000）
DJK1 V4 380 ［DH1F］

15 ［KENSTYLE］
アウタードアハンドルカバー（メッキ）
取付費込価格¥25,714（消費税抜¥23,810）
本体価格¥22,474（消費税抜¥20,810）
BMK1 V3 240 ［DH1M］

16［KENSTYLE］
ドアミラーガーニッシュ（メッキ）
取付費込価格¥25,223（消費税抜¥23,355）
本体価格¥23,927（消費税抜¥22,155）
BMK3 V3 650 ［DH1Q］

13

25 25

全車
全車

全車
全車 全車

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

3年6万km保証付

1年2万km保証付

※掲載価格はメーカー希望小売価格（消費税8％込）で参考価格です。

ケンスタイルCUSTOMIZE YOUR WORLD カスタマイズ
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SBS＆MRCC無車



インパネモールディング（サテンクロームメッキ）19

上質のグレード感をもたらすアクセントパーツ。インテリアを
よりスタイリッシュに演出します。

［DAMD］本革調シートカバー（タン）17

上質な雰囲気を演出する本革調シートカバー。
裏側にはウレタン材を随所に用い、立体的な
デザインと快適な座り心地を実現します。

●29～32頁に掲載したカスタマイズパーツ（商品名に［KENSTYLE］［DAMD］のあるもの）は、保安
基準適合商品ですが、一般市販部品の品質基準で製作しております。●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・風切音等、装着前の標準車本来の状態から変化する場合が
ありますので、あらかじめご了承願います。●掲載画像は実際の商品・色とは異なって見える場合があり
ます。●商品に関するご不明な点は、販売店またはマツダ（株）コールセンターまでご相談ください。

注意事項

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

3年6万km保証付

1年2万km保証付

※掲載価格はメーカー希望小売価格（消費税8％込）で参考価格です。

［DAMD］本革調シートカバー（タン）
取付費込1台分¥50,976（消費税抜¥47,200）
本体価格¥43,200（消費税抜¥40,000）
D09W V0 010 ［FK0U］
※16頁　ラゲッジフラットボードとの同時装着はできません。

※13C、15MBは6：4分割可倒式シート付車のみ装着できます。

17

124

全車（本革シート車を除く）

［DAMD］ドアトリム（本革調）（タン）
フロント＋リア4枚セット
取付費込価格¥33,264（消費税抜¥30,800）
本体価格¥28,080（消費税抜¥26,000）
DJD1 V1 200 ［FK0Z］

※13C、15MBは6：4分割可倒式シート付車のみ装着できます。

18

全車（本革シート車を除く）

インパネモールディング（サテンクロームメッキ）
●セット 取付費込価格¥10,044（消費税抜¥9,300）［FK2A］
●助手席側 本体価格¥2,160（消費税抜¥2,000）
 DA7A 55 150 02
●センタールーバー部 本体価格¥4,320（消費税抜¥4,000）
 DA7A 64 930 02
●ハザード部 本体価格¥1,620（消費税抜¥1,500）
 DA7A 55 31X 02

＊13S Touring、13S Touring L Package、XD Touring、XD Touring L 
Package、Tailored Brown、Noble Crimsonには標準装備されています。

19

全車

エアコンルーバー
（グロスブラック/サテンクロームメッキ）
セット 取付費込価格
¥18,144（消費税抜¥16,800）［FK6A］
本体価格¥5,400×3（消費税抜¥5,000×3）
D10S 64 730 0B×3  
※メダルコードは1台分です。

＊13S Touring、XD Touringには標準装備されています。

20

全車

インパネデコレーションパネル（グロスブラック）23

シックで落ち着いた室内空間を演出するピアノブラック調のインパネデコレー
ションパネル。スポーティな印象とともに大人の雰囲気を醸し出しています。

［DAMD］本革調シートカバー（ブラック）22

スタイリッシュな室内空間を演出するブラックの
本革調シートカバー。立体的なデザインと快適
な座り心地を実現するため、シートカバーの裏
には要所にウレタン材を用いています。

コンソールサイドデコレーションパネル
（グロスブラック）
●セット 取付費込価格¥5,616（消費税抜¥5,200）［FK2B］
●右 本体価格¥2,160（消費税抜¥2,000）D10L 64 23X 02
●左 本体価格¥2,160（消費税抜¥2,000）D10L 64 24X 02

24インパネデコレーションパネル（グロスブラック）
取付費込価格¥8,208（消費税抜¥7,600）
本体価格¥7,560（消費税抜¥7,000）
D10A 55 210C02 ［FK6B］

23 センターデカール
取付費込価格¥14,688（消費税抜¥13,600）
本体価格¥10,800（消費税抜¥10,000）
〈ライトシルバー〉 DJD1 V3 040 S2 ［DQ2H］
※推奨外板色：ソニックシルバーM、スノーフレイクホワイトパールMc、アークティックホワイトを除く全ボディ色
〈ダークシルバー〉 DJD1 V3 040 R2 ［DQ2J］
※推奨外板色：ソニックシルバーM、スノーフレイクホワイトパールMc、アークティックホワイト
※ボディコーティング施工済の車両には装着できません。
※29頁　［KENSTYLE］アッパーグリルガーニッシュ、　［KENSTYLE］リアゲートガーニッシュ
との同時装着はできません。

25

1411

全車

全車

全車

［DAMD］本革調シートカバー（ブラック）
取付費込1台分¥50,976（消費税抜¥47,200）
本体価格¥43,200（消費税抜¥40,000）
D09V V0 010 ［FK0W］
※16頁　ラゲッジフラットボードとの同時装着はできません。

※13C、15MBは6：4分割可倒式シート付車のみ装着できます。

22

全車（本革シート車を除く）
124

インパネモールディング（サテンクロームメッキ）

［DAMD］
ドアトリム（本革調）（タン）

18

シートカバーに合わせた本革調
のドアトリム。シートカバーとの同
時装着で、統一感のあるワンラ
ンク上の高級感を漂わせます。※写真はイメージです。当該車両とは異なります。

エアコンルーバー（グロスブラック/サテンクロームメッキ）20

サテンクロームメッキパーツをあしらったエアコンルーバー。
インテリアを彩る上品なアクセントです。

コンソールサイドデコレーションパネル（グロスブラック）24

ピアノブラック調でスタイリッシュ感と上質感を高めるコンソールサイド
パネル。インパネデコレーションパネルとの統一感を意識しています。

ダムドCUSTOMIZE YOUR WORLD カスタマイズ
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センターデカール25

本革調シートカバーに合わせたエクステリアのアクセントアイテム。ストライプのデザインが、デミオのスタイリングにさらなる個性を
もたらしてくれます。※ボディ色に合わせて2色を用意しています。

PLUS ONE ITEM＋

ライトシルバーライトシルバー ダークシルバーダークシルバー
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04 03 リアルーフスポイラー

06 10 シャークフィンアンテナ

11 131 パーキングセンサー（フロント追加用）

17 62 ドアエッジモール

20 80 タッチアップペイント

商 品 名 部品番号
メダル
コード
※2

ペ
ー
ジ

写
真　
No.

D0YH 79 930 ＊＊

＊＊＊＊ 77 710

8563 77 710 ＊＊

C902 V3 150 ＊＊

KD47 67 UC1 ＊＊

KD47 67 UC5A＊＊

QDJ1 51 9N0 ＊＊

カラーコード※1
■デミオ　ボディ色対応表

■デミオ　フォグランプ組合せ表

ダイナミック
ブルー
Mc

ディープ
クリスタルブルー
Mc

マシーングレー
プレミアム
M

セラミック
M

ディープ
クリムゾン
Mc

ソニック
シルバー
M

ジェット
ブラック
Mc

チタニウム
フラッシュ
Mc

ソウルレッド
クリスタル
M

スノーフレイク
ホワイトパール
Mc

1K

－

J44J

13

－

J42M

2M KM

－

－

2M

2Y

J46G

KM

NW

－－

J47AJ45R

E4

－

J45P

51

－

J41W

53

－

J42S

PR

－

J46V

64

DD8N（DD0B）

KZ4A（KZ4B）※3

※標準装備のフォグランプとの交換装着となります。

※1：13C・13S・XD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。
※2：（　）内はブリリアントブラックのメダルコードです。 ※3：室内側カバーを使用した場合のメダルコードです。室内側カバーを使用しない場合はKZ4C（KZ4D）となります。 

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。注3：センターキャップ/メッキナットは標準装備されているものを再利用してください。

商 品 名

部品番号

取付費込
合計価格
（円）

フォグランプ

D23P V4 600

本体

32,400
（30,000）

LEDフォグランプ（ブルーイルミネーション付）

B45B V4 600

本体

47,314
（43,810）

D23N V7 235A

取付キット

5,997
（5,553）

D09T V4 610

ブラケット

5,142
（4,762）

ブラケット

D23P 51 684

右用

540
（500）

D23P 51 694

左用

540
（500）

クロームメッキベゼル

D23P 50 C12

右用

1,620
（1,500）

D23P 50 C22

左用

1,620
（1,500）

ピアノブラックベゼル

D09T 50 C12

右用

1,620
（1,500）

D09T 50 C22

左用

1,620
（1,500）

D09W 67 730

リレー

1,620
（1,500）

フォグランプスイッチ

D24D 66 122

リアフォグ
無車用

3,456
（3,200）

D24E 66 122

リアフォグ
付車用

3,456
（3,200）

46,980
（43,500）
46,980

（43,500）
68,173

（63,125）
73,897

（68,425）
73,897

（68,425）

HM1B

HM1B

HM3C

HM3D

HM3D

メダル
コード

本体価格（円）

LEDフォグランプ
リアフォグ無車

フォグランプ付車※

フォグランプ無車

リアフォグ付車

リアフォグ無車

リアフォグ付車

HT8A
（DX8T）

エターナル
ブルー
Mc

ブリリアント
ブラック

25D

－

2P

－

J45B

PZ

－

－

－

PZ

－

－ －

DM8A

18 38 アルミホイール（15×5.5J）
（グレーメタリック）

18 37 アルミホイール（15×5.5J）
（ガンメタリック）

18 39 アルミホイール（16×5.5J）（切削ガンメタリック）

商 品 名 部品番号
本体価格
（円）
1本分

車両装備 センターキャップ
DT91 37 19013C

メダル
コード
（注2）

ペ
ー
ジ

写
真　
No.

9965 49 5550 14,580
（13,500）

17,280
（16,000）

19,980
（18,500）

D09V V3 810

9965 49 5560

スチールホイール付車用

スチールホイール付車用

アルミホイール付車用

アルミホイール付車用

●

●

13S

●

●

● ●

13S
Touring 
L Package

▲▲

●

XD 15MB

2WD/4WD

▲

●

XD 
Touring

13S 
Touring

●

●

▲

XD 
Touring
L Package 13S

Noble Crimson

XD

●

● ●

●

●

●

●

●

●

▲●

540（500）

－（注3）

540（500）

－（注3）

－（注3）

エアバルブ
9963 60 4140

550（510）

550（510）

550（510）

550（510）

550（510）

メッキナット
B002 37 160B
（注1）

302（280）

－（注3）

302（280）

－（注3）

－（注3）

取付費込
合計価格
（円）

83,064（76,920）

76,072（70,440）

93,864（86,920）

86,872（80,440）

97,672（90,440）

EA0A

EA0A

EA3Y

EA3Y

EA4B

18 132 アルミホイール（16×5.5J）（切削グレーメタリック）
19,980

（18,500）9965 48 5560 アルミホイール付車用 ● ▲ ●● －（注3） 550（510） －（注3） 97,672（90,440） EA5M

アルミホイール付車用

■デミオ　アルミホイール適用表

10 34

10 31

ペ
ー
ジ

写
真　
No.

●：Shop Options　▲：標準装備 ブランク：装着不可　（ ）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。

13S

Tailored Brown

XD

●

●

●

●

●

●

LEDフォグランプ
（ブルーイルミネーション付）

センサー
ベゼル

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● ●

● ●

●

●

●

● ● ● ●

●

●

●

●

●

●

●

●

● ●

● ●

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

マツダ純正アクセサリー

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

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。

●掲載内容は2017年11月現在のものです。●掲載商品の仕様、価格は予告なく変更することがあります。
●このカタログに掲載されている商品はショップオプションです。●掲載価格は、メーカー希望小売価格（消費税8％込）で参考価格です。
価格は販売会社が独自に定めていますので、詳しくは販売会社におたずねください。
●撮影、印刷条件により、実物色と多少違いが生じることがあります。●このカタログは地球環境にやさしい印刷用紙を使用しています。

DJ3FS 500001～
DJ5FS 500001～
DJ3AS 500001～
DJ5AS 500001～
DJLFS 500001～

適用車台番号

カタログNo.

2017.11発行年月日

31PDM150

http://www.mazda.co.jp/cars/demio/accessories/

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/DAMD/KENSTYLE用品および消耗品は除きます。また消臭や撥水等の特殊機能については保証対象外です。
保証期間は右記マークで表示しております。マークのない商品は保証対象外です。

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

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