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バンパー、ディフューザを一体でデザイン。ダイナミックなリアスタイルを演出します。
¡ボディ色＆カーボングレーのツートン塗装　¡材質：メトン

＜取り外した部品をお客様が不要な場合＞ 取付費込¥126,840（消費税抜¥120,800）［XA2J］
※取り外した部品については、販売店にて適切に処理します。

＜取り外した部品をお客様に返却する場合＞ 取付費込¥133,140（消費税抜¥126,800）［DB0R］
※上記価格には、取り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。
　お客様指定のあて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210×90×90cmとなります。一般マンション・戸建てには搬入できない場合があります。

本体価格¥121,800（消費税抜¥116,000）QNC1 50 220 ＊＊
＊全ボディ色を設定しています。
※8頁　リアアンダースカート、17頁　コーナーセンサー（ボイス付4コーナー）、
　27頁　マッドフラップ・リアとの同時装着はできません。
※装着の際には、標準装備の車両バンパーとの交換装着となります。

ライトウェイトスポーツカーのレスポンシブな走りを、より純粋に、よりアグレッシブに

楽しみたい。そんなオーナーの想いに応えて開発したコンセプトアイテムが

「MAZDASPEED」です。躍動感あふれるアピアランスをはじめ、操る楽しさを

加速させる機能性とデザインを追求しました。

純粋なスポーツファンのためのアグレッシブ＆ハイパフォーマンス。

風洞実験と実車による操縦安定性実験を繰り返し、空力性能の開発と
検証を行っているマツダスピードエアロパーツ。セット装着によりリフトバラ
ンスを最適化し、高速走行時の安定性をさらに向上させるとともに、車と
の一体感あるスタイリングを生み出します。

風洞実験風景

フロントノーズ 
ラジエター導風部の開口面積を拡大しているにも関わらず、空気抵抗を抑えマイナスリフト
を発生。下端部にはMAZDASPEEDオーナメントを配しています。
¡ボディ色＆カーボングレーのツートン塗装　¡材質：メトン

＜取り外した部品をお客様が不要な場合＞ 
取付費込¥129,990（消費税抜¥123,800）［XA2G］
※取り外した部品については、販売店にて適切に処理します。

＜取り外した部品をお客様に返却する場合＞ 
取付費込¥136,290（消費税抜¥129,800）［DB0P］
※上記価格には、取り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。
　お客様指定のあて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210×90×90cmとなります。一般マンション・戸建てには搬入できない場合があります。

本体価格¥121,800（消費税抜¥116,000）QNC1 50 020 ＊＊
＊全ボディ色を設定しています。
※8頁　フロントエアダムスカート、10頁　フォグランプベゼル、17頁　コーナーセンサー（ボイス付
4コーナー）、自光式ナンバープレートとの同時装着はできません。

※フォグランプと同時装着の際には、28頁適用リスト内のフォグランプステーが別途必要です。
※フロントノーズのキットには、マツダブランドマークが含まれます。
※装着の際には、標準装備の車両バンパーとの交換装着となります。

１ 

全車

サイドスカートセット 
サイドのボディラインと自然にマッチするデザインとし、整流効果も高い。アンダー部の
ブラックアウトがスポーティさを強調します。
¡ボディ色＆カーボングレーのツートン塗装　¡材質：ABS

＜取り外した部品をお客様が不要な場合＞ 
取付費込 左右セット¥87,150（消費税抜¥83,000）［XA2H］
※取り外した部品については、販売店にて適切に処理します。

＜取り外した部品をお客様に返却する場合＞ 
取付費込 左右セット¥93,450（消費税抜¥89,000）［DB0Q］
※上記価格には、取り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。
　お客様指定のあて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210×40×30cmとなります。一般マンション・戸建てには搬入できない場合があります。

本体価格¥84,000（消費税抜¥80,000）QNC1 70 900 ＊＊
＊全ボディ色を設定しています。
※8頁　サイドエアダムスカート、27頁　マッドフラップ・フロントとの同時装着はできません。
※装着の際には、標準装備の車両サイドエアダムとの交換装着となります。

２ 

全車

リアスポイラー 
トランクリッド後端に装着する3ピース構造のリップタイプ。空力性能の向上とともに
ボディラインにシャープさを加えます。　¡材質：ABS

＜フロントノーズと同時装着する場合＞ 
取付費込¥68,670（消費税抜¥65,400）［DY8N］
＜フロントノーズと同時装着しない場合＞ 
●セット 取付費込¥73,290（消費税抜¥69,800）［DY2S］
※メダルコードは「本体+エアガイド」です。
¡本体 本体価格 ¥63,000 （消費税抜 ¥60,000） QNC1 51 960 ＊＊
¡エアガイド 本体価格 ¥3,990 （消費税抜 ¥3,800） QNC1 50 A20
＊全ボディ色を設定しています。
※8頁　リアスポイラーとの同時装着はできません。
※フロントノーズと同時装着しない場合はエアガイドを必ず装着してください。

４ 

ソフトトップ
２４ 

リアバンパー ３ 

全車

■ Exterior Item 装着イラスト

リアバンパー スポーツサウンドマフラー

リアスポイラー

フロントノーズ

サイドスカートセット

※各種カラーバリエーションは28頁をご覧ください。

■最低地上高イラスト

サイドスカートセット

フロントノーズ
※ノーマル時より約13mmダウン
※ノーマル時より全長が約25mm
　長くなります。

リアバンパー
※ノーマル時より約41mmダウン
※ノーマル時より全長が約4mm
　長くなります。

※ノーマル時より約27mmダウン

約148mm

約124mm

約174mm

アルミホイール（マツダスピード）17×7.0J+55
鋳造品ならではの造形性の高さを生かしながら、鍛造品なみの高い剛性を可能にしてい
ます。スポーク部には「MAZDASPEED」ロゴと、専用のアルミ削りだしセンターキャップ
には、マツダのシンボルマークを配しています。
＜取り外した部品をお客様に返却する場合＞ 
取付費込 1台分¥203,280（消費税抜¥193,600）［DX4T］
※上記価格には、取り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。
　お客様指定のあて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。

本体価格 1本¥42,000（消費税抜¥40,000）QNC1 3H E55
※16インチ付車（VS・Roadster）に装着の際は、205/45R17タイヤが別途必要です。
※付属の専用センターキャップのみ装着可能です。
※センターキャップ、エアバルブ込価格です。
※メダルコードは1台分です。

９８ 

全車

ロゴ部分

センターキャップ

ロゴ部分

センターキャップ

1年 

1年 

1年 

1年 

1年 

3年 
1年 

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

3年または6万km保証付

1年または2万km保証付

3年
6万km  
保  証 
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カーボン調
素材アップ

MT用 AT用
素材アップ

トップ部分

ロゴ部分

コンソール側

ドア側

※写真はイメージです。

デコレーションパネル（カーボン調） 
新しいデザインのツヤ消しカーボン調プリントを採用。高い質感とスポーティさを強調します。
取付費込¥18,900（消費税抜¥18,000）本体価格¥15,750（消費税抜¥15,000）QNC1 V1 190 C1 ［DX7K］

５ 

全車

シフトゲートパネル（カーボン調） 
取付費込¥11,235（消費税抜¥10,700）
本体価格¥9,975（消費税抜¥9,500）QNC1 V8 187 C1 ［DX7D］

６ 

AT

シフトノブ（カーボン/アルミ） 
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、最適化された仕様で操作性にも優れてます。MT用に
は、シフトパターン付属。　¡トップ部：MAZDASPEEDエンブレム付

取付費込 各¥14,280（消費税抜¥13,600）
本体価格¥13,650（消費税抜¥13,000）
〈MT用〉 QNC1 46 030 ［DY7X］　〈AT用〉QNC2 46 030 ［DY7X］

７ 

全車

優れたボディ剛性を、ハードな走りのためにさらに強化。 

軽量でありながら高いボディ剛性を誇るロードスター。その性能をスポーツドライビングのために、より強化できるアイテムです。

パフォーマンスバーセット（ベースキット） 
ボディ下面のフロアトンネル回りの横剛性を補強し、同時に縦方
向のフロアパン剛性をサポート。
取付費込¥65,520（消費税抜¥62,400）
本体価格¥63,000（消費税抜¥60,000）QNC1 56 3A1 ［DY9M］

１８ 

MT

MT

パフォーマンスバーセット（追加キット） 
ベースキットとのセット装着でボディ剛性をさらに高め、高いGがか
かっている旋回時にもサスペンションを適正に機能させる役目を果
たします。
取付費込¥64,890（消費税抜¥61,800）
本体価格¥63,000（消費税抜¥60,000）QNC1 28 85X ［DY9N］
※装着の際には、パフォーマンスバーセット（ベースキット）が別途必要です。

１９ 

全車

クロスメンバーバー（リア） 
リアサスペンションのロアアーム左右の取付部を連結することで、
踏ん張りのきく強い足を実現します。
取付費込¥18,375（消費税抜¥17,500）
本体価格¥16,800（消費税抜¥16,000）QNC1 56 38Y ［DX3S］

２０ 

ストラットバー・フロント 
左右のストラットタワーを連結し、ボディ剛性をアップするストラット
バー。サスペンション取り付け部の剛性が向上し、スポーツ走行時
の機敏なステアリング操作を可能にする。
＜フロントサスタワーバー付車用＞ 
●取付費込¥48,720（消費税抜¥46,400）
〈ソフトトップ〉［DX1E］　〈パワーリトラクタブルハードトップ〉［DX1L］
＜フロントサスタワーバー無車用＞ 
●セット 取付費込¥54,012（消費税抜¥51,440）
〈ソフトトップ〉［DX1E］　〈パワーリトラクタブルハードトップ〉［DX1L］
¡本体 本体価格¥46,200（消費税抜¥44,000） QNC1 56 490
¡エアーカウルパネル 本体価格¥5,124（消費税抜¥4,880）NE57 56 35XA
¡フランジナット 本体価格¥84（消費税抜¥80）99940 0801B
※フロントサスタワーバー無車に装着の際には、エアーカウルパネルと
　フランジナット×2ヶが別途必要です。
※フロントサスタワーバー無車用のメダルコードは、「本体+エアーカウル
　パネル+フランジナット」です。
※フロントサスタワーバー付車に装着の際は、標準装備のフロントサス
　タワーバーとの交換装着となります。

２１ 

全車

スポーツエアフィルター 
標準品と互換性のある乾式不織布エレメントを採用。
集塵効果を損なうことなく吸気抵抗を約10％低減。吸
気効率を高め、スロットルレスポンス向上に貢献する。
取付費込¥10,185（消費税抜¥9,700）
本体価格¥8,925（消費税抜¥8,500）
QNC1 13 Z40 ［DY5L］

１７ 

全車

スポーツサウンドマフラー 
最新の音響解析により中低音領域の音質を作り込んでいます。加速騒音基準に適合させつつ、加速時には適度な音量で心地いい音色と、
軽快なアクセルレスポンスを実現します。　¡材質：ステンレス※1（テールパイプ部のみSUS304、バフ仕上げ）　¡テールパイプ部仕様：φ89.1、「MAZDASPEED」ロゴ入り

＜取り外した部品をお客様が不要な場合＞ 取付費込¥91,140（消費税抜¥86,800）［XA2F］ 
※取り外した部品については、販売店にて適切に処理します。

＜取り外した部品をお客様に返却する場合＞ 取付費込¥96,810（消費税抜¥92,200）［DB0M］
※上記価格には、取り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。お客様指定のあて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130×60×30cmとなります。

本体価格¥86,100（消費税抜¥82,000）QNC1 40 100
※8頁　リアアンダースカートとの同時装着はできません。
※1：ステンレス材は、一般的に防蝕、防錆性に優れた素材ですが、使用環境によっては錆や腐蝕が発生する場合があります。

１３ 

全車
２５ 

■取付位置イラスト

ニーパッドセット １１ 

全車

センターコンソール側と運転席ドア側にGを受けた際の体の姿勢変化を
サポートするニーパッドセットを設定。「MAZDASPEED」ロゴ入り。
取付費込 左右セット¥30,870（消費税抜¥29,400）
本体価格¥25,200（消費税抜¥24,000）
QNC1 64 22Z ［DY9H］
※ロールバー（セット）との同時装着はできません。
※13頁　スピーカーベゼル（アルミ調）と同時装着する際には、スピーカーベゼル（ア
ルミ調）を先に取付けてください。

５６ 

※スポーツオイルフィルター・マツダスピードスポーツオイルA-スペック・リミテッドスリップデフにつきましては、28頁の表をご覧ください。

ドアスイッチパネル（カーボン調） 

取付費込 左右セット¥15,960 
（消費税抜¥15,200）
本体価格¥11,550（消費税抜¥11,000）
QNC1 V1 200 C1 ［DX7B］

９ 

全車

ルームミラーカバー 
（カーボン調） 

取付費込¥10,290 
（消費税抜¥9,800）
本体価格¥9,030（消費税抜¥8,600）
QYY2 V1 450 C1 ［DY2B］

１０ 

全車

ショックアブソーバー（フロント/リア） 
ロードスターの軽快な走りを活かしたまま、ロール剛性を高め、
よりシャープでダイレクト感のあるハンドリングと「意のままに
操れる走りの質感」を生み出します。減衰力固定タイプ。
¡減衰力（伸/圧0.3m/sec時）
フロント：1276/705（935/507）　リア：899/609（706/440）
（　）は標準車

●セット 取付費込 1台分（フロント・リアセット）
　¥115,920（消費税抜¥110,400）［DY1Q］
¡フロント用 1本 本体価格¥21,000（消費税抜¥20,000）QNC1 34 700
¡リア用 1本 本体価格¥16,800（消費税抜¥16,000） QNC1 28 700
※NR-Aに装着の際には、単独装着はできません。
※装着の際には、フロント・リア各2本必要です。
※メダルコードは1台分です。

１４ 

　 ＋　  ＜スポーツスプリングセットとショックアブソーバーの同時装着の場合＞ 

取付費込 1台分（フロント・リア2本セット）¥151,620（消費税抜¥144,400）［DY1R］
※メダルコードは1台分です。

１４ １５ 

全車

ブレーキパッドセット（フロント/リア） 
制動初期の利きを向上させるとともに、スポーツドライ
ビングで高い耐フェード性を発揮。600℃程度までの
温度領域を安定的にカバーします。
＜フロント＞
取付費込¥23,100（消費税抜¥22,000）
本体価格¥19,950（消費税抜¥19,000）
QNC1 49 280 ［DY6A］
＜リア＞
取付費込¥23,310（消費税抜¥22,200）
本体価格¥18,900（消費税抜¥18,000）
QNC1 49 480 ［DY6B］

１６ 

全車

シフトパターンステッカー貼付位置

パーキングブレーキレバー（カーボン/アルミ） 
レバー部にリアルカーボンを、トップとボトムには
アルミ削り出しを採用しました。
¡レバーサイド部：MAZDASPEEDロゴ入り

取付費込¥13,650（消費税抜¥13,000）
本体価格¥10,500（消費税抜¥10,000）
QNC1 44 034 ［DX1G］

８ 

全車

スポーティ3連メーター ９９ 

Roadsterのオーディオレス車（BOSEサウンドシステム付車を除く）

スポーティかつ一体感のあるコックピットを演出。ドライバー側へ向いている傾
斜文字板と全面フラットフェイスガラスの採用で、高い視認性を実現。水温/
油温/油圧を表示。表面ガラス部に「MAZDASPEED」ロゴ入り。
＜24頁のオーディオ（1DIN）と同時装着する場合＞ 
取付費込¥120,645（消費税抜¥114,900）
本体価格¥108,675（消費税抜¥103,500）QNC1 W2 400 ［FP0W］
※オーディオ（1DIN）についての詳細は、24頁をご覧ください。

＜24頁のオーディオ（1DIN）と同時装着しない場合＞ 
●セット 取付費込¥125,370（消費税抜¥119,400）［FP7C］
¡本体 本体価格¥108,675（消費税抜¥103,500）QNC1 W2 400 
¡オーディオ取付キット 本体価格　　¥3,675（消費税抜　　¥3,500）NC02 V6 025
¡1DINポケット 本体価格　　¥1,050（消費税抜　　¥1,000）C9K1 Ｖ6 195
※21～23頁ナビゲーションシステム、24頁2DINオーディオとの同時装着はできません。

約15～20mm※のローダウンによる低重心化で、安定した
操縦性を実現。また、精悍なシルエットも生み出します。
¡バネレート（N/mm）フロント：31.8（19.4）　リア：24.5（15.7）
　（　）は標準車
※グレードや装備品により車高のダウン量は変わります。

取付費込 1台分¥76,020（消費税抜¥72,400）
本体価格¥35,700（消費税抜¥34,000）
QNC1 34 01Z ［DY5R］
※27頁　 パワージャッキの使用はできません。
※NR-Aに装着の際には、単独装着できません。

スポーツスプリングセット １５ 

ソフトトップ

ソフトトップ

92

3年 
1年 

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

3年または6万km保証付

1年または2万km保証付

3年
6万km  
保  証 

1年 1年 

1年 1年 
1年 

1年 

1年 

1年 1年 

1年 

1年 1年 1年 

1年 

1年 

1年 

※下記の車台Ｎｏ.以降の車両にのみ装着可能です。
　ソフトトップ仕様･････････････････････････ NCEC-105822～
　パワーリトラクタブルハードトップ仕様･･･ NCEC-200033～
　これ以前の車両に装着する際には、センターパネル N154 55 210Aとの交換が必要です。

パフォーマンスバーベースキット

パフォーマンスバー追加キット

クロスメンバーバー・リア



サイドエアダムスカート 
リア側にかけて張り出しを強めたデザインで、径の大きなタイヤにも映える力感あふれる
スタイルに。ボディサイドの整流効果も高めます。
＜取り外した部品をお客様が不要な場合＞ 
取付費込 左右セット¥60,900（消費税抜¥58,000）［XA2K］
※取り外した部品については、販売店にて適切に処理します。

＜取り外した部品をお客様に返却する場合＞ 
取付費込 左右セット¥67,200（消費税抜¥64,000）［DB0S］
※上記価格には、取り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。
　お客様指定のあて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210×40×30cmとなります。一般マンション・戸建てには搬入できない場合があります。

本体価格¥57,750（消費税抜¥55,000）NF51 V4 910 ＊＊
＊全ボディ色を設定しています。
※3頁　サイドスカートセット、27頁　マッドフラップ・フロントとの同時装着はできません。

２３ 

全車

リアアンダースカート 
リアスタイルに、いっそうのボリューム感と精悍さを持たせ、印象的なアピアランス
を生み出します。
取付費込 左右セット¥44,940（消費税抜¥42,800）
本体価格¥36,750（消費税抜¥35,000）
NF51 V4 930 ＊＊ ［DB8E］
＊全ボディ色を設定しています。
※3頁　リアバンパー、6頁　スポーツサウンドマフラー、27頁　マッドフラップ・リアとの
　同時装着はできません。

２５ 

全車

３ １３ ８８ 

年齢や性別を超えて、世界中にファンが広がるロードスター。オープンカーを操り、

自分らしく表現する楽しさをお届けするために、「Joyful Open Sport」のコンセプト

では、クルマとの一体開発によるスタイリッシュでグローバルなデザイン、素材や

ディテールにこだわった上質感などを丁寧に造り込みました。

本物だけが持つ美しさと上質感をスタイリッシュに表現。

フロントエアダムスカート 
クルマと一体となった開発によるデザインで、後付け感がなく、マッチングも最適。
スピーディでシャープな印象と力強さを演出します。
取付費込¥38,430（消費税抜¥36,600）
本体価格¥31,500（消費税抜¥30,000）
NF51 V4 900 ＊＊ ［DB8B］
＊全ボディ色を設定しています。
※3頁　フロントノーズとの同時装着はできません。

２２ 

全車

１ 

リアスポイラー 
トランクリッド部にジャストフィットするリップタイプ。クルマとの一体感があり、リフト
バランスの向上にも貢献します。
取付費込¥24,150（消費税抜¥23,000）
本体価格¥21,000（消費税抜¥20,000）
N121 V4 920A ＊＊ ［DD8D］
＊全ボディ色を設定しています。
※3頁　リアスポイラーとの同時装着はできません。

２４ 

ソフトトップ４ 

■Exterior Item 装着イラスト

アルミホイール
（オリジナル）18×7JJ

フューエルリッド リアアンダースカート

リアスポイラー

シートバックバーベゼル
サイドマーカーリング・
サイドターンクリアレンズ

アウターハンドルカバー

フロントエアダムスカート

サイドエアダムスカート

ルームミラーカバー

フォグランプ+ベゼル

※各種カラーバリエーションは28頁をご覧ください。

■最低地上高イラスト

サイドエアダムスカート リアアンダースカート
※ノーマル時より約10mmダウン
フロントエアダムスカート

約152mm 約189mm約121mm

マツダ純正アクセサリーは、3年または6万km保証付です。 
3年

6万km  
保  証 

２ ８８ 



アルミ調 クローム調

アルミ調 クローム調

アルミ調 クローム調

ノーマル ホワイト・6000K クリア・5000K 点灯 消灯

ブルー

マルチコーティング クリア シルバー

質感と仕上げにこだわり、極薄アルミプレートを採用。高級感をいっそう引き出します。ツヤ消しのアルミ調仕上げと、光沢の美しい
クローム調仕上げが選べます。
取付費込 各左右セット¥10,290（消費税抜¥9,800）本体価格¥8,400（消費税抜¥8,000）
●アルミ調 〈アドバンストキーレスエントリー無車用〉 N121 V3 240［DN4P］ 〈アドバンストキーレスエントリー付車用〉 N122 V3 240［DN4P］
●クローム調 〈アドバンストキーレスエントリー無車用〉 NF14 V3 240［DN4R］ 〈アドバンストキーレスエントリー付車用〉 NF15 V3 240［DN4R］

アウターハンドルカバー（アルミ調/クローム調） ３２ 

３５ ３６ アルミホイール（オリジナル） 
17×7J

落ち着きのあるシルバーが演出する上質感。
スポークにはエッジを立たせたデザインを採
用し、シャープに足元を引き締めます。
＜取り外した部品をお客様に返却する場合＞ 
取付費込 1台分 
¥186,480（消費税抜¥177,600）［EA7Q］
※上記価格には、取り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
あて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。

本体価格 1本¥37,800（消費税抜¥36,000）
NE51 V3 810
※16インチ付車（VS・Roadster）に装着の際は、
205/45R17タイヤが別途必要です。

※センターキャップ、エアバルブ込価格です。
※メダルコードは1台分です。

２７ 

全車

アルミホイール（スパッタリング） 
17×7J

スパッタリングによる上質な輝きがメタリックさ
を強調。
＜取り外した部品をお客様に返却する場合＞ 
取付費込 1台分 
¥215,880（消費税抜¥205,600）［EA7P］
※上記価格には、取り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
あて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。

本体価格 1本¥45,150（消費税抜¥43,000）
N121 V3 810
※16インチ付車（VS・Roadster）に装着の際は、
205/45R17タイヤが別途必要です。

※センターキャップ、エアバルブ込価格です。
※メダルコードは1台分です。

２８ 

全車

アルミホイール（オリジナル） 
18×7JJ

クルマと一体となった開発が可能にした純正用品で
のホイールサイズアップ。18インチ化のためのボディ
強度やクリアランスを車両設計段階からしっかり織り
込みました。ルックスも上質なヨーロピアンデザインで、
とてもスタイリッシュ。
＜取り外した部品をお客様に返却する場合＞ 
取付費込 1台分 
¥203,280（消費税抜¥193,600）［EA7R］
※上記価格には、取り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。お客様指定のあて先に配送
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。

本体価格 1本¥42,000（消費税抜¥40,000）
NE53 V3 810
※装着の際には、215/40R18タイヤが別途必要です。
   （推奨タイヤ：PIRELLI PZERO NERO）
※センターキャップ、エアバルブ込価格です。
※メダルコードは1台分です。
※タイヤチェーンは使用できません。

２６ 

ホイールロックセット 
大切なアルミホイールを盗難から守ります。
マックガード社製。
本体価格  1台分¥6,300 
（消費税抜¥6,000）
C900 W3 495 ［EC2A］

２９ 

全車 スーパーキセノンビーム 
太陽光に近い白色発光を実現した6000K、白さと明るさのバランスが取れた5000Kの2タイプ
を設定。夜間走行の快適性とフロントマスクのスタイリッシュさを高めます。
＜ホワイト・6000K＞ 
取付費込 2ヶ¥44,310（消費税抜¥42,200）
本体価格¥41,790（消費税抜¥39,800）
C904 V7 210 S6 ［EF9D］
※NR-Aには装着できません。

＜クリア・5000K＞ 
取付費込 2ヶ¥39,060（消費税抜¥37,200）
本体価格¥36,540（消費税抜¥34,800）
C904 V7 210 S5 ［EF9C］
※NR-Aには装着できません。

３７ 

ディスチャージヘッドランプ付車

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。
リア用。
取付費込 左右セット¥5,040（消費税抜¥4,800）
本体価格￥3,150（消費税抜￥3,000）C901 V7 217 ［EF8M］
全車

ウインカーバルブ（シルバー） ３８ 

マルチコーティング

ブルー

クリア

ベゼル ※1

シルバー

ブラック

シルバー

ブラック

シルバー

ブラック

取付費込（消費税抜）

¥45,150（¥43,000）

¥44,100（¥42,000）

¥45,150（¥43,000）

¥44,100（¥42,000）

¥43,050（¥41,000）

¥42,000（¥40,000）

［EF0M］+［EF3W］

［EF0M］+［EF4G］

［EF2N］+［EF3W］

［EF2N］+［EF4G］

［EF6D］+［EF3W］

［EF6D］+［EF4G］

フォグランプ ※1
メダルコード

フォグランプ構成部品組合せ表
＜パワーリトラクタブルハードトップ（プレミアムパッケージを除く）・ソフトトップ用＞

※1：装着の際には「フォグランプ+フォグランプベゼル」が必要です。

マルチコーティング
－

シルバー

取付費込（消費税抜）

¥40,950（¥39,000）

¥45,150（¥43,000）

メダルコード

［EF0M］

［EF0M］+［EF3W］

ブルー
－

シルバー

¥40,950（¥39,000）

¥45,150（¥43,000）
［EF2N］

［EF2N］+［EF3W］

フォグランプ ベゼル ※2
＜パワーリトラクタブルハードトップ プレミアムパッケージ用＞

※2：プレミアムパッケージのフロントフォグランプ付車にはフォグランプ（クリア）とフォグランプベゼル
　   （ブラック）が標準装備されています。

フォグランプ（マルチコーティング/ブルー/クリア）  　　/
視認性を高め、スタイリッシュさも演出。好みの雰囲気と表情が選べる3つのカラーを設定しています。

３５ フォグランプベゼル（シルバー/ブラック） ３６ 

¡本体 ＜マルチコーティング＞ 取付費込¥40,950（消費税抜¥39,000）本体価格¥31,500（消費税抜¥30,000）N123 V7 220
 ＜ブルー＞ 取付費込¥40,950（消費税抜¥39,000）本体価格¥31,500（消費税抜¥30,000）N122 V7 220
 ＜クリア＞ 取付費込¥38,850（消費税抜¥37,000）本体価格¥29,400（消費税抜¥28,000）N121 V7 220

¡ベゼル ＜シルバー＞ 本体価格¥4,200（消費税抜¥4,000）N121 V7 247
 ＜ブラック＞ 本体価格¥3,150（消費税抜¥3,000）N123 V7 247
※フォグランプベゼルは3頁　フロントノーズとの同時装着はできません。１ 

ディタッチャブルハードトップ ３９ 

ソフトトップ

取付費込 ¥256,830（消費税抜¥244,600）
本体価格￥249,900（消費税抜￥238,000）
NFY2 R1 81XE ＊＊ ［ER8A］
＊全ボディ色を設定しています。
※ロールバー（セット）との同時装着はできません。

※各種カラーバリエーションは28頁をご覧ください。

ソフトトップ

ディタッチャブルハードトップ用スタンド 
本体価格¥25,725（消費税抜¥24,500）
N001 V4 810N ［HU8D］
ソフトトップ（ディタッチャブルハードトップ付車）

パワーリトラクタブルハードトップ
（プレミアムパッケージを除く） ソフトトップ

［EF0M］+［EF3U］

［EF2N］+［EF3U］

［EF2J］+［EF3W］

［EF2J］+［EF3U］

全車

サイドマーカーリング（アルミ調/クローム調） 
本物のアルミ素材を使用したダイキャストリングで、高い質感を引き出すとともに
本体重量にも配慮。落ちついた感じのツヤ消しのアルミ調仕上げと、スポーティ
さを演出する光沢の美しいクローム調仕上げの、2タイプの仕上げから選べます。
取付費込 左右セット¥8,085（消費税抜¥7,700）本体価格¥6,825（消費税抜¥6,500）
〈アルミ調〉N121 V3 770［EP2E］　〈クローム調〉NE85 V3 770［EP2F］

３３ 

全車

サイドターンクリアレンズ 
取付費込 左右セット¥9,870 
（消費税抜¥9,400）
本体価格¥7,350（消費税抜¥7,000）
N121 V7 175［DF0J］

３４ 

全車

フューエルリッド（アルミ調/クローム調） 
軽量のアルミ素材の2ピース構造でメカニカルなデザインと高級感を演出。クラシカルなイメージ
のツヤ消しのアルミ調仕上げと、スポーティさを意識した鏡面仕上げのクローム調仕上げの2タ
イプから選べます。
取付費込 ¥22,890（消費税抜¥21,800）
本体価格¥21,000（消費税抜¥20,000）

３１ 

全車

〈アルミ調〉 N121 V4 640（ソフトトップ用） N163 V4 640（RHT用） ［DF1B］
〈クローム調〉 N122 V4 640（ソフトトップ用） N164 V4 640（RHT用） ［DF1G］

RS

1年 

3年 

3年 

3年 

3年 3年 

3年 

3年 

3年 

3年 

3年 
3年 

3年 

3年 
1年 

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

3年または6万km保証付

1年または2万km保証付

3年
6万km  
保  証 



アルミ調
素材アップ

MT用

5MT

6MT

ATAT用

ウッド調
素材アップ

MT用 AT用

5MT

6MT

AT

シフトゲートパネル（アルミ調） 
取付費込¥11,235（消費税抜¥10,700）
本体価格¥9,975（消費税抜¥9,500）
N124 V8 187 ［FU6V］
※写真のパーキングブレーキレバーは標準装備品です。

４１ 

AT

パーキングブレーキレバー（本革/アルミ） 
光沢アルマイト処理されたアルミと本革が、質の高いインテリアを演出。
取付費込¥13,650（消費税抜¥13,000）
本体価格¥10,500（消費税抜¥10,000）
N124 V8 190 ［FS4F］

４２ 

全車

ドアスイッチパネル（アルミ調） 
取付費込 左右セット¥15,960 
（消費税抜¥15,200）
本体価格¥11,550（消費税抜¥11,000）
N124 V1 200 ［FP3A］

４４ 

全車

全車

デコレーションパネル（ウッド調） 
工芸品やブランドバッグを思わせるオーセンティックなスポーツカーの楽しみが広がるアイテムです。
取付費込¥18,900（消費税抜¥18,000）本体価格¥15,750（消費税抜¥15,000）N121 V1 190 ［FU2Q］

４５ 

全車

シフトゲートパネル（ウッド調） 
取付費込¥11,235（消費税抜¥10,700）
本体価格¥9,975（消費税抜¥9,500）
N121 V8 187 ［FU8D］
※写真のパーキングブレーキレバーは標準装備品です。

４６ 

AT

パーキングブレーキレバー（ウッド） 
本木削り出しを採用。本物の上質さにこだわるユーザーに最適です。
取付費込¥13,650（消費税抜¥13,000）
本体価格¥10,500（消費税抜¥10,000）N121 V8 190 ［FS4G］

４７ 

全車

全車

シフトノブ（ウッド） 
本木削り出しの風合いが、工芸品を思わせる美しさと高級感を演出。
取付費込 各¥14,280（消費税抜¥13,600）
本体価格¥13,650（消費税抜¥13,000）
〈5MT用〉 N121 V8 170 ［FS1F］
〈6MT用〉 N122 V8 170 ［FS1F］
〈AT用〉 N123 V8 170 ［FS1F］
※写真のパーキングブレーキレバーは標準装備品です。

４８ ドアスイッチパネル（ウッド調） 

取付費込 左右セット¥15,960 
（消費税抜¥15,200）
本体価格¥11,550（消費税抜¥11,000）
N121 V1 200 ［FP3C］

４９ 

全車

シフトノブ（本革/アルミ） 
手にしっくりとなじむ本革と光沢アルマイト処理されたアルミにより、高級感と操作性を両立。
取付費込 各¥14,280（消費税抜¥13,600）
本体価格¥13,650（消費税抜¥13,000）
〈5MT用〉 N124 V8 170 ［FS1G］
〈6MT用〉 N125 V8 170 ［FS1G］
〈AT用〉 N126 V8 170 ［FS1G］
※写真のパーキングブレーキレバーは標準装備品です。

４３ 

デコレーションパネル（アルミ調） 
T型インストルメントパネルの印象を、光沢感を抑えたシックで上質なアルミ素材で、ひときわアップ。他アイテムとのフルコーディネートが楽しめます。
取付費込¥18,900（消費税抜¥18,000）本体価格¥15,750（消費税抜¥15,000）N124 V1 190 ［FU9P］

４０ 

全車

マツダ純正アクセサリーは、3年または6万km保証付です。 
3年

6万km  
保  証 



カラー

ロゴ部分

メッキ

素材アップ

運転席側

運転席用 本体

素材アップ

ロゴ部分

ロゴ部分

フロアマット 
上質なカーペット素材にヒールパッドとアルミ製ネームプレートを装着。2点止めのマットフックで、
すべり止め効果をさらに高めました。また、助手席用にもすべり止めのフックを設定。
取付費込 1台分¥20,160（消費税抜¥19,200）
本体価格¥18,900（消費税抜¥18,000）N121 V0 320A ［FE1H］

６２ 

全車

ルームミラーカバー（カラー/メッキ） 
ボディ色に合わせてコーディネート。光沢感を高めたメッキ仕上げも設定しています。
＜カラー（Roadsterロゴ入り）＞ 
取付費込¥10,290（消費税抜¥9,800）本体価格¥9,030（消費税抜¥8,600）
N121 V1 450 ＊＊ ［EN8A］
＊全ボディ色を設定しています。

＜メッキ＞ 
取付費込¥10,185（消費税抜¥9,700）本体価格¥8,925（消費税抜¥8,500）
D461 V1 450 ［EN8C］

６１ 

全車

全車

装着イラスト

装着イラスト

装着イラスト（開いた状態）

トゥルーレッド ギャラクシーグレーMc

装着時/開 装着時/開装着時/閉 装着時/閉

MT用

AT用

シートバックバーベゼル 
シートバックバーをボディ色に合わせてコーディネート。全ボディ色を揃え、より印象的なスタイリングが楽しめます。
取付費込¥12,390（消費税抜¥11,800）本体価格¥10,500（消費税抜¥10,000）N121 V1 690 ＊＊ ［FT9A］
＊全ボディ色を設定しています。
※VS・RSに装着の際には、標準装備のアルミ調との交換装着となります。

５０ 

全車 AT

スピーカーベゼル（アルミ調） 
ドアスピーカーにもアルミ調コーディネート
で統一感を。
取付費込 左右セット¥12,600 
（消費税抜¥12,000）
本体価格¥6,300（消費税抜¥6,000）
N124 V1 485 ［FT5K］

＊VS・RSおよびメーカーオプションのBose
　サウンドシステム付車には標準装備されて
　います。

５６ 

Roadster

黒のモノトーン内装のアクセントとして上質な光沢感を。
取付費込¥11,235（消費税抜¥10,700）
本体価格¥9,975（消費税抜¥9,500）
N127 V8 187 ［FU8V］
※写真のパーキングブレーキレバーは標準装備品です。

シフトゲートパネル（ピアノブラック） ５１ 

アッシュカップ 
ドアポケットホルダーには、灰皿タイプのカップも装着でき
ます。リッド付きで見た目もすっきり。
取付費込¥4,830（消費税抜¥4,600）
本体価格¥4,200（消費税抜¥4,000）
N121 V0 881 ［FT5J］
※　クリーンカップとの同時装着はできません。

５４ 

全車

５３ 

シガーライター 
取付費込¥3,297（消費税抜¥3,140）
本体価格¥1,407（消費税抜¥1,340）
S58B 66 250 ［FT3H］

５８ 

全車

アルミペダルセット（MT/AT用） 
スポーツドライビングの楽しさを実感できる優れた操作性。アルミのシャープな光沢がコックピットのアクセントになります。

５７ 

※各種カラーバリエーションは28頁をご覧ください。

ドアスイッチパネル（ピアノブラック） 
ピアノブラックの光沢をドアサイドにもコーディネート。
取付費込 左右セット¥15,960（消費税抜¥15,200）
本体価格¥11,550（消費税¥11,000）
N127 V1 200 ［FP3B］

５２ 

全車

エアベントベゼル（アルミ調） 
ツヤ消しアルミ調で、シックにベンチレーション
廻りを演出。
取付費込 1台分¥16,800（消費税抜¥16,000）
本体価格¥13,650（消費税抜¥13,000）
N121 V1 197 ［FU4Z］

５５ 

全車

スカッフプレート（貼付タイプ） 
エッチング仕様のアルミプレートをドアステップに貼付。シックなツヤ落としで、落ち着きと上質感を演出します。
取付費込 左右セット¥8,820（消費税抜¥8,400）本体価格¥6,300（消費税抜¥6,000）N126 V1 370 ［DM1P］

６０ 

全車

スカッフプレート（交換タイプ） 
ドアステップ部のプレートと交換装着する大型プレート。ツヤを落としたステンレスの上質な素材感がドアアプローチの印象をひとき
わ高めます。
取付費込 左右セット¥22,260（消費税抜¥21,200）本体価格¥21,000（消費税抜¥20,000）N121 V1 370 ［DM3D］

５９ 

全車

ラゲッジルームマット 
トランクフロア全面をカバーし、荷物を保護する事ができます。また、マットの裏面がボードになっているので、
トランクルーム内をフラットに使う事ができます。開閉式なので、収納ボックスへのアクセスも簡単です。
取付費込 1台分¥14,490（消費税抜¥13,800）本体価格¥12,600（消費税抜¥12,000）
N121 V0 381 ［FH1J］

６３ 

全車

クリーンカップ 
ドアポケットのボトルホルダーやカップホルダーに入れて
使用するカップタイプのゴミ箱。お菓子の包み紙や不要
になったレシートなど、車内で発生する小さなゴミをまとめ
るのに便利です。ドアポケットのカップホルダー用。
¡サイズ：H140×フタ部φ70×底部φ57（mm）

本体価格¥2,100（消費税抜¥2,000）
C901 V0 680 ［FT5H］
※　アッシュカップとの同時装着はできません。

５３ 

全車

５４ 

マツダ純正アクセサリーは、3年または6万km保証付です。 
3年

6万km  
保  証 

＜AT用＞ 
●セット 取付費込¥23,730（消費税抜¥22,600）［FS0T］
¡アルミアクセルペダル
本体価格¥9,219（消費税抜¥8,780） F151 V8 221

¡アルミフットレスト
本体価格¥2,373（消費税抜¥2,260） N121 V8 210

¡アルミブレーキペダル
本体価格¥8,358（消費税抜¥7,960） F152 V8 222B

※メダルコードは「アルミアクセルペダル+アルミフットレスト+アルミ
ブレーキペダル」です。

＜MT用＞ 
●セット 取付費込¥24,360（消費税抜¥23,200）［FS0S］
¡アルミアクセルペダル
本体価格¥9,219（消費税抜¥8,780） F151 V8 221

¡アルミフットレスト
本体価格¥2,373（消費税抜¥2,260） N121 V8 210

¡アルミブレーキ&クラッチペダル
本体価格¥8,358（消費税抜¥7,960） F151 V8 220A

※メダルコードは「アルミアクセルペダル+アルミフットレスト+アルミ
ブレーキ&クラッチペダル」です。

＊RSには標準装備されています。
VSとRoadsterのMT VSとRoadsterのAT

○R



ブラック レッド キャメル ブラック レッド キャメル
通常時

バッテリーカバーをはずした状態

拡大

点灯

スイッチ部消灯

ダウンスイッチ

アップスイッチ

点灯

消灯

ブラック サドルタン

ロゴ部分

ブラック

サドルタン

ロゴ部分ロゴ部分

エンジンスタートスイッチ操作手順 

設定手順 

回転数・BEEP音設定はエンジン停止、パーキングブレーキを引いているときのみ可能です。

回転数の設定手順

●回転数設定可能範囲：3,000～7,000rpm
●BEEP音（ピー）のON、OFFの設定が可能。
　（出荷時の設定はONになっています。）

②メーター内のシフトアップインジケーターと、回転数の表示灯が点滅し始めます。

④③で回転数を設定し、5秒間後にBEEP音（ピー）とともにシフトアップインジケーターが点滅から点灯（1秒間）に切り替わり設定
が決定されます。

③押し続けていたアップスイッチより手を離し、5秒間以内にアップスイッチ/ダウンスイッチにて回転数の設定を行います。

①アップスイッチを押しながら、IGキーをONの位置まで回し、3秒間以上そのままの状態を維持します。

BEEP音（ピー）の設定手順

②メーター内のシフトアップインジケーターと、Sound ON/OFFの表示灯が点滅し始めます。
③押し続けていたダウンスイッチより手を離し、5秒間以内に下記のスイッチ操作を行います。

①ダウンスイッチを押しながら、IGキーをONの位置まで回し、3秒間以上そのままの状態を維持します。

※左記の設定は、停車中かつエンジンも停止している場合のみ設定が可能です。
※シフトアップインジケーターを装着後、システムを有効にするために、各販売会社様にてWDS（World 
　Wide Diagnosis System）での設定が必要です。

●アップスイッチを押す：100rpmずつ増加（最高値7,000rpm）●ダウンスイッチを押す：100rpmずつ減少（最低値3,000rpm、
3,000rpmでダウンスイッチを押すとOFF表示となります。）（注）設定モード中に上記以外の操作を行った場合、回転数の設定は行われずに終了してし
まいますのでご注意ください。

●BEEP音無しにする場合：ダウンスイッチを押す（Sound OFF表示になります）●BEEP音有りにする場合：アップスイッチを押す（Sound 
ON表示になります）（注）5秒以上何も操作されなかった場合、その時に表示されている設定になりますのでご注意ください。

②クラッチ（MT車のみ）、ブレーキ
を踏み込みます。

①イグニッションキーをONの位置
まで回すと、スイッチ部が点灯
します。

③スタートスイッチを押すとセルが
回り、エンジンがかかります。エ
ンジンがかかるとリング照明が
消灯し、セルが自動停止します。

アーシングキット（MT/AT共用） 
アース線の増設により、ボディ、エンジン、バッテリーの電位差
を低減します。
取付費込¥24,360（消費税抜¥23,200）
本体価格¥19,950（消費税抜¥19,000）
N121 V8 600 ［HS0A］

７３ 

全車

ロードスターストラップ 
ロードスターのミニチュアモデルが付いた
本革製ストラップ。
本体価格 各¥3,990（消費税抜¥3,800）
〈サドルタン〉 N121 V0 456 89 ［FU9S］
〈ブラック〉 N121 V0 456 80 ［FU9W］

６５ 

全車

カードキーケース（本革） 
カードキー専用のおしゃれなレザーケースです。
マツダエンブレムの刻印入り。
本体価格 各¥3,990（消費税抜¥3,800）
〈ブラック〉 C901 V0 450 80［HU4E］
〈レッド〉 C901 V0 450 20［HU4F］
〈キャメル〉 C901 V0 450 42［HU4G］

６６ 

アドバンストキーレスエントリー付車

キーケース（本革） 
マツダリトラクタブルタイプキー用 

ブラック、サドルタンレザーのインテリア色に
合わせた専用のキーケースです。
本体価格 各¥7,035（消費税抜¥6,700）
〈サドルタン〉 N121 V0 455 89 ［FU9T］
〈ブラック〉 N121 V0 455 80 ［FU9X］

６４ 

全車

シフトアップインジケーター 
ドライバーが設定したエンジン回転数に達すると、サインランプとBEEP音でシフトアップのタイミングを告知。ジャストな
タイミングで心地よくスムーズなドライビングをサポートします。
取付費込¥14,910（消費税抜¥14,200）本体価格¥10,500（消費税抜¥10,000）
N123 V7 750 ［HS0H］　※WDSでのメーター設定が別途必要です。

７１ 

全車

START

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

６７ 

全車

START

エンジンスタートスイッチ ７２ 

全車

ドライビングへの期待感を高めるプッシュ式スイッチ。イグニッションONとともに点灯し、操作性だけで
なくインテリアとしても楽しめます。
取付費込¥23,310（消費税抜¥22,200）本体価格¥18,900（消費税抜¥18,000）
N123 V7 720 ［HR1A］
※17頁　プレミアムバーグラアラームシステム、18頁　マルチインフォメーションエンジンスターターシステム、
　   ベーシックエンジンスターターシステムとの同時装着はできません。
※装着時には、運転席インパネボックスは使用できません。

１１０ １０９ 
７９ 

ノーマル

装着時

ブルーミラー（撥水） 
ブルーの鏡面が、ヨーロピアンテイストを演出し、眩しさを軽減
します。更に撥水加工により、雨天時の視認性が向上、快適
なドライブをサポートします。鏡面交換タイプ。左右セット。
取付費込 左右セット¥11,550（消費税抜¥11,000）
本体価格¥10,290（消費税抜¥9,800）
N121 V3 665［EN3B］ 
 

１０３ 

全車

※写真は装着例です。当該車両とは異なります。

携帯ストラップ 
牛革本来の素材感を活かした携帯ストラップ。グレーのステッチを
アクセントとして使用し、高い質感に仕上げました。
¡本体：牛革　¡ロゴ部分：真ちゅう（ソフトニッケルメッキ加工）

本体価格 ¥1,575（消費税抜¥1,500）
QAB6 80 513 ［HU4N］

１１１ 

全車

シンプルでスタイリッシュなネックストラップ。メタルに刻印された
ロゴが印象的で、どのようなシーンにもマッチします。
¡ロゴ部分：真ちゅう（ニッケルメッキ加工、ヘアライン調仕上げ）
¡ストラップ部：ポリエステル（長さ約50cm)、長さ調整アジャスター・安全装置付

本体価格 ¥1,890（消費税抜¥1,800）
QAB6 80 515 ［HU4T］

ネックストラップ １１２ 

全車

キーホルダー 
上品でシックなデザインのオリジナルキーホルダー。
¡本体：牛革
¡ロゴ部分：真ちゅう（ソフトニッケルメッキ加工）

本体価格 ¥1,680（消費税抜¥1,600）
QAB6 80 511 ［HU4W］

１１３ 

全車

数量限定 数量限定 数量限定 

※いずれの商品も数量限定販売です。在庫がなくなり次第販売終了となります。

ロゴ部分ロゴ部分

フットランプ＆イルミネーション 
ドアオープン時に運転席と助手席の足元を照らすフットランプにイルミネーション機能を追加。スモールランプ点灯時には照度を落とした間接照明として足元をほのかに照らします（ON/OFFスイッチ付）。
車両の照明色に近い赤色発光で、室内の雰囲気をより印象的にします。
取付費込¥17,640（消費税抜¥16,800）本体価格¥12,600（消費税抜¥12,000）N127 V7 050 ［FL1H］

８１ 

全車

※写真の照度は、実物とは異なります。

ドアオープン時（フットランプ機能）

スモールランプ点灯時（イルミネーション機能）

3年 

3年 

3年 

3年 

1年 

3年 
1年 

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

3年または6万km保証付

1年または2万km保証付

3年
6万km  
保  証 



フロント リア インジケーター部

消灯時
センサー部

キー収納時

点灯時

9パターンの音声ガイドで障害物の位置をお知らせします。 
オートライト 

周囲の明るさを感知してスモールライト、
ヘッドライトを自動的に点灯・消灯します。
昼間でもトンネルの多い場所での消し
忘れや、エンジンオフ時の消し忘れも防
止できます。感度調整機能付です。
●セット 取付費込¥18,585 
（消費税抜¥17,700）［HK1K］
¡本体 本体価格¥11,550
（消費税抜¥11,000）C902 V7 330
¡取付キット 本体価格¥3,885
（消費税抜¥3,700）N123 V7 335
※　コーナーセンサー（ボイス付4コーナー）
との同時装着はできません。
※メダルコードは「本体+取付キット」です。

７８ 

全車

７７ 

マツダリトラクタブル 
タイプキー（追加用） 

●セット価格¥13,566 
（消費税抜¥12,920）［HK0W］
¡トランスミッター 本体価格¥7,350
（消費税抜¥7,000）N131 67 5RY
¡ブランクキー 本体価格¥6,216
（消費税抜¥5,920）G2YA 76 2GXA
※メダルコードは「トランスミッター+ブランク
キー」です。
※キーカット費用が別途必要です。詳しくは
営業スタッフにお問い合わせください。

８０ 

全車（アドバンストキーレスエントリー付車を除く）

コーナーセンサー（ボイス付4コーナー） 
低速時に幅寄せや縦列駐車・車庫入れ・狭い道路の走行などをおこなう場合、超音波センサーが近距離の障害物などを検知。音声とブザー音、表示ランプで障害物の位置および距離をお知らせし、スムーズなハンドル操作を
サポート。9パターンの音声ガイドで障害物の位置をお知らせします。
●セット 取付費込¥71,400（消費税抜¥68,000）［EQ5C］¡本体  本体価格¥46,200（消費税抜¥44,000） C902 V7 280  ¡取付キット  本体価格¥9,450（消費税抜¥9,000） N123 V7 284
※3頁　フロントノーズ、　リアバンパー、18頁　オートライトとの同時装着はできません。※メダルコードは「本体+取付キット」です。

７７ 

７８ ３ １ ソフトトップ

「前方です」「右前です」 「周辺です」

※その他6パターンの音声ガイドがあります。

■コーナーセンサー（ボイス付4コーナー）検知状況例
　センサー1ヶ所で障害物を検知したとき 　センサー2ヶ所で障害物を検知したとき 　センサー3ヶ所で障害物を検知したとき

    ベーシックバーグラアラームシステム・    アクティブバーグラア
ラームシステム・    プレミアムバーグラアラームシステム・    マル
チインフォメーションエンジンスターターシステム／※共に同時装
着はできません。    異常通報システム／※ ベーシックバーグラ
アラームシステム・    プレミアムバーグラアラームシステム・   ベ
ーシックエンジンスターターシステム・    マルチインフォメーション
エンジンスターターシステムとの同時装着はできません。    
　ベーシックエンジンスターターシステム／※   プレミアムバー
グラアラームシステム・    マルチインフォメーションエンジンスター
ターシステムとの同時装着はできません。    ベーシックエンジン
スターターシステム・　プレミアムバーグラアラームシステム・    
　マルチインフォメーションエンジンスターターシステム／※16
頁　エンジンスタートスイッチとの同時装着はできません。※一
般公道や閉め切った場所での使用はお止めください。※地域に
より車両の停止中にみだりにエンジンを稼働させた場合、条例に
より罰則を受ける場合がありますのでご注意ください。

アイテム装着時の注意事項

点滅パターンで
異常レベルを確認

パニック
ボタン

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

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

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

離れた場所からエンジン始動。出発前に車内は快適です。

警告ステッカー

バーグラアラーム機能 周辺監視機能 

車両への接近者を監視し、イタズラを受ける前に警告します。

エンジンスターター機能 アンサーバック機能 

異常通報機能 

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

●周辺監視センサー感知状況 

プラス 
アイテム 

LEDインジケーターが点滅
「監視システム作動中です」の音声

のぞき込み 

LEDインジケーターが
点滅

接近 

LEDインジケーターが点滅
「異常を感知しました」の音声

侵入 

キーレスエントリー以外の方法でドア、ボンネットが無理矢理こじ開
けられた場合、車のホーン音で警告を発します。警告ステッカー付。

［バーグラアラーム機能］ 

警告ステッカー

キーレスエントリー以外の方法でドア、ボンネットが無理矢理こじ開け
られた場合、車のホーン音で警告を発します。警告ステッカー付。

［バーグラアラーム機能］ 

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

［周辺監視機能］ 

アクティブバーグラアラームシステム マルチインフォメーションエンジンスターターシステム 

ベーシックエンジンスターターシステム 

バーグラアラーム機能 

不正な方法でドアかボンネットが開けられた時にホーンで警告します。

ベーシックバーグラアラームシステム 

バーグラアラーム機能 エンジンスターター機能 

周辺監視機能 

●周辺監視センサー感知状況 

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

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

■LEDインジケーター
※周辺環境及び
　設定内容により
　異なります。

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

LEDインジケーターが点滅
「異常を感知しました」の音声

侵入 

LEDインジケーターが点滅
「監視システム作動中です」の音声

のぞき込み 

LEDインジケーターが
点滅

接近 

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

［周辺監視機能］ 

キーレスエントリー以外の方法でドア、ボンネットが無理
矢理こじ開けられた場合、車のホーン音で警告を発します。
警告ステッカー付。

［バーグラアラーム機能］ 

バーグラアラームシステム Burglar Alarm System リモコンエンジンスターター Remote Control Engine Starter

●ドア・ボンネットを開けられた状態
ドアのアイコンが点滅

●バーグラアラーム機能からの異常通報
約20分間表示します

●セキュリティ状態
セキュリティ作動状態

●異常レベル別ブザー音設定
    （レベル別ミュート機能）

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

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

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

［異常通報機能］ 

［アンサーバック機能］ 

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

●エンジン状態
　（始動・停止）

●リアウインドー
　デフォッガーの
　（ON・OFF）状態

●通信エリア外表示 ●電池残量
　LOW表示

●アイドリング残時間※ ●車内温度

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

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

［エンジンスターター機能］ 
離れた場所から
エンジン始動。

インフォメーションスタート ストップ カーファインド

ミュート

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

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

［アンサーバック機能］ 

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

●エンジン状態
　（始動・停止）

●リアウインドー
　デフォッガーの
　（ON・OFF）状態

●通信エリア外表示 ●電池残量
　LOW表示

●アイドリング残時間※ ●車内温度

［カーファインド機能］ ［リアウインドーデフォッガー機能］ 

キーレスエントリー以外の方法でドア、ボンネット
が無理矢理こじ開けられた場合、車のホーン音
で警告を発します。警告ステッカー付。

［バーグラアラーム機能］ 

警告ステッカー

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

［バーグラアラーム機能］ 

［バーグラアラーム機能］ ［周辺監視機能］ 

［バーグラアラーム機能］ ［周辺監視機能］ 

［エンジンスターター機能］ 

［バーグラアラーム機能］ 

［アンサーバック機能］ ［異常通報機能］ 

［エンジンスターター機能］ ［アンサーバック機能］ ［異常通報機能］ 

●ドア・ボンネットを開けられた状態
ドアのアイコンが点滅

●バーグラアラーム機能からの異常通報
約20分間表示します

●セキュリティ状態
セキュリティ作動状態

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

［異常通報機能］ 

点滅パターンで
確認可能

●周辺監視機能からの異常通報

※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。

ボンネットOPEN「プップップッ」

ドアOPEN「プップップッ」

ボンネットOPEN「プップップッ」

ドアOPEN「プップップッ」

ボンネットOPEN「プップップッ」

ドアOPEN「プップップッ」

ボンネットOPEN「プップップッ」

ドアOPEN「プップップッ」

異常通報システム 

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

76
※装着の際にはアクティブバーグラアラームシステムが別途必要です。

50cm
100cm

作動時 感度調整
ダイヤル

警告ステッカー

［エンジンスターター機能］ 

全車

全車

全車

AT

ユーティリティアイテム Utility Item

ベーシック 
バーグラアラームシステム 

取付費込システム合計価格
¥22,785（消費税抜¥21,700）
※価格や部品番号などの詳細は28頁の表をご覧ください。

７４ 

アクティブバーグラアラームシステム 

取付費込システム合計価格¥57,435（消費税抜¥54,700）
※価格や部品番号などの詳細は28頁の表をご覧ください。 

７５ 

プレミアムバーグラアラームシステム 

取付費込システム合計価格¥133,875（消費税抜¥127,500）
［MIスティック仕様］
¡使用電池：CR2032×2ヶ　
¡電池寿命：エンジンスターターのみで使用の場合、約1年。異常通報機能でリモコン受信モードを「ON」にして使用の場合約2ヶ月。
※電池寿命は使用する環境・条件により異なります。　※価格や部品番号などの詳細は28頁の表をご覧ください。
※MIスティックは車両1台につき1個装着できます。

１０９ 

AT

ベーシックエンジンスターターシステム 
取付費込システム合計価格¥57,330（消費税抜¥54,600）
離れた場所からスイッチひとつでエンジンを始動・停止。寒い季節の暖気運転や発進前の冷暖房に
役立ちます。アイドリング時間の設定は3段階（5分・10分・20分）から選べます。生活防水機能付。
［リモコンエンジンスターター仕様］
¡使用電池：CR2032×1ヶ 　¡電池寿命：約2年。※電池寿命は使用する環境・条件により異なります。
※価格や部品番号などの詳細は28頁の表をご覧ください。 

７９ 

AT

マルチインフォメーションエンジンスターターシステム 

取付費込システム合計価格¥99,225（消費税抜¥94,500）
［MIスティック仕様］
¡使用電池：CR2032×2ヶ¡電池寿命：エンジンスターターのみで使用の場合、約1年。
異常通報機能でリモコン受信モードを「ON」にして使用の場合、約2ヶ月。
※電池寿命は使用する環境・条件により異なります。
※価格や部品番号などの詳細は28頁の表をご覧ください。
※MIスティックは車両1台につき1個装着できます。

１１０ 

異常を感知しました。

監視システム作動中です。

異常を感知しました。

監視システム作動中です。

マツダ純正アクセサリーは、3年または6万km保証付です。 
3年

6万km  
保  証 

７４ 
１０９ 

７４ 
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７９ 
１１０ 

１０９ 

１０９ 

１１０ 

１１０ 



安心の3年6万km保証 

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

車種専用設計なのでジャストフィット取付け 

〈 Bose サウンドシステム専用 〉 

［クラリオン］
 CD/MDコンビ
 ￥47,470

［クラリオン］
 CD/USBコンビ
 ￥38,020

［クラリオン］
 CD/USBコンビ
 ￥32,770※

［サンヨー］
 HDDナビゲーション
 ￥340,800

［クラリオン］
 HDDナビゲーション
 ￥266,900

●オーディオ主要機能表 

●ナビゲーション主要機能表 

主 要 装 備

主 要 装 備商 品 名

商 品 名

CD-R/
RW

MD/
MDLP

MDグループ再生
Net MD

iPod
コントロール

USB
スロット

前面
AUX端子

AM
FM

DSP
EQ

アンプ出力
最大50W×4

MP3/
WMA
AAC

CD-R/
RW

MD/
MDLP

MDグループ再生
Net MD

iPod
コントロール

USB
スロット

前面
AUX端子

AM
FM EQ

アンプ出力
最大50W×4

MP3/
WMA
AAC

CD-R/
RW

MD/
MDLP

MDグループ再生
Net MD

iPod
コントロール

USB
スロット

前面
AUX端子

AM
FM EQ

アンプ出力
最大50W×4

MP3/
WMA
AAC

7型
モニター
（VGA）

HDD
40GB

7型
モニター
（VGA）

HDD
40GB

［クラリオン］
 CDコンビ
 ￥24,895※

CD-R/
RW

MD/
MDLP

MDグループ再生
Net MD

iPod
コントロール

USB
スロット

前面
AUX端子

AM
FM EQ

アンプ出力
最大45W×4

MP3/
WMA
AAC

●ナビゲーション周辺機器 

メリット 1 メリット 2

全モデル地デジ内蔵 
メリット 4

多彩なシステムアップに対応 
メリット 5

車両装備との連動が可能に 
●Bose サウンドシステムに対応 

メリット 3

※ご使用前に必ず各製品に同梱されている取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。   
※安全のため、走行中に操作しないでください。前方不注意の原因となりますので、必ず安全な場所に停車させてから操作を行ってください。
※ハードディスク又は本体内蔵のメモリーに保存したデータはいかなる記憶媒体にも転送できません。  ※CDは右記のマークがあるものが再生可能です。
※CD-R/RW、DVD±R/±RWはディスクの種類、記録の状態によって再生できない場合があります。  ※CD-R/RW、DVD±R/±RWディスクのレーベル面や記録面にシール、シート、テープなどを貼らないでください。
※特殊形状のCDは再生できません。  ※ハイブリッドCDやコピーコントロール機能のついた規格外のCDについては動作保証しておりません。  ※CD-R/RW、DVD±R/±RW、SDカードなどをご使用の際は、必ずその製品の取扱説明書もご確認ください。
※MP3、WMA、AACなどのライティングソフトなどについては、各製品の取扱説明書をよくお読みください。  ※「iPod」は国内及びその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。  ※Bluetooth  は米国Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。
※ナビゲーションに収録されているデーター内容、および時期については、一部異なる場合があります。

〈車両へ装着の場合、以下の内容をご承知ください〉 
※本カタログに記載のマツダ純正ナビゲーション及びオーディオシステムは、オーディオレス車専用です。
※マツダ純正ナビゲーション及びオーディオは、車両装備（ステアリングオーディオスイッチ、Bose サウンドシステム）との連動、及び車両装着時の耐ノイズ性能向上の為に専用設計となっており、ベースとなった市販品
とは構造が異なります。従いまして

― マツダの指定機種以外では、ステアリングオーディオスイッチ、Bose   サウンドシステムは動作しません。
― マツダ純正ナビゲーション及びオーディオには、市販の拡張アクセサリー（カメラ、リアシートモニター、iPodアダプター）などは装着できないか、出来ても正常に動作しない事があります。またこの場合は保証対象外
になります。
※スマートインETCシステムは取り付け位置が独自の為、専用ハーネスが必要となりマツダ純正ETC専用品となります。
※アドバンストキーをナビゲーションモニターの周辺に置くと、エンジンの始動ができない場合があります。

ナビゲーション／オーディオに関する注意 

※装着イメージ（ハメコミ合成です。）

 ●標準装備状況表［ショップオプションナビゲーション／オーディオをお求めのお客様は③④オーディオレス＋4スピーカーをお選びください。］ ●：標準装備　△：メーカーオプション　－：装着不可
VSRSRoadster

装　備　内　容

③オーディオレス+4スピーカー

②Bose  サウンドシステム+MP3対応AM/FMラジオ/6連奏CDチェンジャー+7スピーカー

④オーディオレス+Bose  サウンドシステム+7スピーカー

①AM/FMラジオ/CDプレーヤー+4スピーカー

※スポーティ3連メーターと同時装着する場合は価格が異なります。詳しくは24頁をご覧ください。

電子制御6速オートマチック（アクティブマチック）6速マニュアル6速マニュアル電子制御6速オートマチック（アクティブマチック）5速マニュアル

ー ● ●

△ △ △

● ー ー

△ △ △

※1 ※1

※12セグ内蔵はサンヨー製HDDナビゲーションのみ 

○R

※1:プレミアムパッケージを含みます。

マツダ純正アクセサリーは、3年または6万km保証付です。 
3年

6万km  
保  証 

7型
モニター
（VGA）

CD／DVDHDD
40GB

渋滞予測 音楽録音
約4,000曲

7型
モニター
（VGA）

HDD
40GB

住所検索
約3,540万件

地デジ
（ワンセグ）

音楽録音
約4,000曲

音楽録音
約4,000曲

音楽録音
約4,000曲

iPod接続
対応

7型
モニター

HDD
40GB

住所検索
約3,450万件

地デジ
（ワンセグ）

音楽録音
約2,400曲

Bluetooth
内蔵

iPod接続
対応

Bluetooth
内蔵

音楽録音
約2,400曲

iPod接続
対応

iPod接続
対応

iPod接続
対応

地デジ
（12セグ）
（ワンセグ）

地デジ
（12セグ）
（ワンセグ）

地デジ
（ワンセグ）

住所検索
約3,400万件

住所検索
約3,540万件

住所検索
約3,400万件

地図縮尺
5mスケール～

地図縮尺
10mスケール～

地図縮尺
5mスケール～

地図縮尺
10mスケール～

地図縮尺
10mスケール～

渋滞予測

渋滞予測

渋滞予測

渋滞予測

CD／DVD

CD／DVD

CD／DVD

CD／DVD

Bluetooth
対応

○R

○R

Bluetooth
内蔵

○R

Bluetooth
内蔵

○R

○R

［サンヨー］
 HDDナビゲーション
 ￥319,800

［クラリオン］
 HDDナビゲーション
 ￥245,900

［パイオニア］
 HDDナビゲーション
 ￥245,900

○R

外部
入力

ビデオカメラやポータブ
ルオーディオの映像や
音声を車内で楽しめます。

iPod
iPodに保存した音
楽を車内で楽しむ
ことができます。

USB
USBメモリーに保存
した音楽を車内で楽
しむことができます。

VICS
光・電波ビーコンに
対応し、詳細な道路
情報がわかります。

Blue
tooth

ETC
連動

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

Bluetooth でハンズ
フリー通話や音楽
再生ができます。

○R

○R

○R

○R

○R

○R



機能あり 機能なし 機能あり 機能なし

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

マツダ純正アクセサリーは、3年または6万km保証付です。 
3年

6万km  
保  証 

※下記の車台Ｎｏ.以降の車両にのみ装着可能です。
　ソフトトップ仕様･････････････････････････ NCEC-105822～
　パワーリトラクタブルハードトップ仕様･･･ NCEC-200033～
　これ以前の車両に装着する際には、センターパネル N154 55 210Aとの交換が必要です。

※下記の車台Ｎｏ.以降の車両にのみ装着可能です。
　ソフトトップ仕様･････････････････････････ NCEC-105822～
　パワーリトラクタブルハードトップ仕様･･･ NCEC-200033～
　これ以前の車両に装着する際には、センターパネル N154 55 210Aとの交換が必要です。

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

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

サンヨー製 

オーディオレス車用 

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

ナビゲーションと同時に 
取付作業をする場合 

ナビゲーションと同時に 
取付作業をする場合 

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

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

クラリオン製 

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

オーディオレス車用 

外部
入力

VICS

iPod
※3

ETC
連動

外部
入力

VICS

iPod
※3

USB

ETC
連動

詳しくは24頁を
ご覧ください。

ETC
連動

外部
入力

※画面はハメコミ合成です。  ※iPod本体、SDメモリーカード、USBメモリーは別売（市販品）です。　※1：AACはCD-R/RWからの再生はできません。  ※2：ハンズフリー、AVプロファイル対応。Bluetooth  対応機種については、マツダオフィシャルホームページ
内のアクセサリーサイトをご覧ください。  ※3：iPod shuffle及びDockコネクタなしのiPodへの接続はできません。iPodビデオの再生が可能です。ただし、iPod touchのビデオ再生には対応していません。接続可能なiPodの機種については、マツダオフィシャ
ルホームページ内のアクセサリーサイトをご覧ください。

詳しくは24頁を
ご覧ください。

ETC
連動

外部
入力

※画面はハメコミ合成です。  ※iPod本体、SDメモリーカード、USBメモリーは別売（市販品）です。　※1：USBメモリーを接続するには、USB接続アダプターが別途必要です。  ※2：ハンズフリー、AVプロファイル対応。Bluetooth  対応機種については、マツダオフィシャ
ルホームページ内のアクセサリーサイトをご覧ください。  ※3：iPod shuffle及びDockコネクタなしのiPodへの接続はできません。iPodビデオの再生が可能です。ただし、iPod touchのビデオ再生には対応していません。接続可能なiPodの機種については、マツダオ
フィシャルホームページ内のアクセサリーサイトをご覧ください。

オーディオレス＋Bose  サウンドシステム付車用 オーディオレス＋Bose  サウンドシステム付車用 

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

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

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

ナビゲーション 
主要機能 

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

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

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

ナビゲーション 
主要機能 

「12セグ・ワンセグチューナー内蔵」で高画質＆多彩なサービスに対応 

高画質・高精細な映像を誇る「広視野角＆VGAモニター」 

通常の車載モニターの約4倍、115万画素の高精細

VGAモニターを搭載。緻密な地図画面や３Ｄ描画を

なめらかに見やすく表示するとともに、地上デジタル

放送やDVDビデオの映像も臨場感豊かな鮮明画像

で映し出します。また、上下・左右どの方向からも見や

すい広視野角LCDを採用。運転席からも助手席か

らも、またナビ取付け面が傾斜している車種でも、き

れいな映像が見られます。

高画質・高精細な映像を誇る「広視野角＆VGAモニター」 

地図と同時に周辺スポット情報を画像で表示「ピクチャービュー」 

★Bose  サウンドシステム付車用には、本機能はありません。○R ★Bose  サウンドシステム付車用には、本機能はありません。

○R ○R

○ R
○ R

○R

取付費込システム合計価格¥319,800（消費税抜¥304,572）［KR3A］
システムNo.8YH0V501［サンヨー］HDDナビゲーションシステム 

取付費込システム合計価格¥340,800（消費税抜¥324,572）［KR3B］
システムNo.8YH2V503［サンヨー］HDDナビゲーションシステム 

取付費込システム合計価格¥16,380（消費税抜¥15,600）［KG2S］ システムNo.RCAV0

551 外部入力端子（映像・音声） 

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

561［サンヨー］iPod接続アダプターシステム 

システムNo.PDYC2

システムNo.PDYC1
ナビゲーションと同時に 
取付作業をする場合 

取付費込システム合計価格¥36,120（消費税抜¥34,400）［KZ0E］
取付費込システム合計価格¥29,190（消費税抜¥27,800）［KV1D］

システムNo.VCYB1

581［サンヨー］VICSビーコンシステム 

システムNo.VCYB2

取付費込システム合計価格¥24,980（消費税抜¥23,791）［HC2H］ システムNo.8METAA

666［三菱電機］ETC車載器（音声タイプ） 

取付費込システム合計価格¥245,900（消費税抜¥234,191）［KD0A］
システムNo.8CH0V504［クラリオン］HDDナビゲーションシステム 

取付費込システム合計価格¥266,900（消費税抜¥254,191）［KD0E］
システムNo.8CH2V506［クラリオン］HDDナビゲーションシステム 

取付費込システム合計価格¥19,530（消費税抜¥18,600）［KG2W］ システムNo.RCAV3

554 外部入力端子（映像・音声） 

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

574［クラリオン］USB接続アダプターシステム 

システムNo.USCA2

システムNo.USCA1
ナビゲーションと同時に 
取付作業をする場合 

取付費込システム合計価格¥36,330（消費税抜¥34,600）［KZ0A］
取付費込システム合計価格¥29,400（消費税抜¥28,000）［KE0D］

システムNo.VCCA1

584［クラリオン］VICSビーコンシステム 

システムNo.VCCA2

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

564［クラリオン］iPod接続アダプターシステム 

システムNo.PDCD2

システムNo.PDCD1
ナビゲーションと同時に 
取付作業をする場合 

取付費込システム合計価格¥24,980（消費税抜¥23,791）［HC2H］ システムNo.8METAA

666［三菱電機］ETC車載器（音声タイプ） 

本体価格￥294,800（消費税抜¥280,762）

本体価格￥315,800（消費税抜¥300,762）

本体価格￥220,900（消費税抜¥210,381）

本体価格￥241,900（消費税抜¥230,381）

MD
録音可能曲数 
約4,000曲 

最大 
14倍速録音 

疑似5.1ch 
DSP/EQ★ 

最大 
45W×4★ 

SDカード/ 
USBメモリー対応 

Bluetooth 
内蔵※2

AM/FM
地デジ 

（12セグ） 
地デジ 

（ワンセグ） 
TV 

（アナログ） 
DVDビデオ 
DVD±R/RW

CD 
CD-R/RW

MP3/WMA/ 
 AAC※1

HDD 
40GB

7型モニター 
（VGA） 

広視野角 
モニター 

ボイス 
コントロール 

タッチパネル 渋滞予測データ 
VICS 

（FM多重） 

家庭用TV向け電波の12セグ受信により高画質な映像

と「データ放送」「電子番組ガイド」「緊急警報放送」な

どの多彩なサービスが利用できます。チューナー内蔵な

のでチューナーを置くスペースも必要ありません。また、4

チューナー×4アンテナによりワンセグに比べ受信エリア

の狭い12セグ電波も様々な方向から電波を受信し高速

処理、安定した受信性能を実現しました。

4チューナー×4アンテナで受信性能を向上

■ 従来モデル 

従来の12セグ受信エリア 従来の12セグ受信エリア 

ワンセグ受信しか 
できなかったエリア 

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

■ 2008年モデル 

QVGAの画像高精細VGAの画像
※写真はイメージです。

MD
録音可能曲数 
約4,000曲 

最大6倍速 
録音 

疑似5.1ch 
DSP/EQ★ 

Bluetooth 
内蔵※2

最大 
50W×4★ 

SDカード/ 
USBメモリー 対応※1

AM/FM
地デジ 

（12セグ） 
地デジ 

（ワンセグ） 
TV 

（アナログ） 
DVDビデオ 
DVD±R/RW

CD 
CD-R/RW

MP3/WMA/ 
AAC

HDD 
40GB

7型モニター 
（VGA） 

広視野角 
モニター 

ボイス 
コントロール タッチパネル 渋滞予測データ 

VICS 
（FM多重） 

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

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

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

の画質でお楽しみ頂けます。

高精細VGAの画像 QVGAの画像

※写真はイメージです。

高精細なワイドVGAディスプレイがデジタル映像の美しさを伝える

走行しながら常に周辺検索を実施

し、地図画面にスポット情報を写真

で案内します。写真にタッチすると

詳細情報や目的地設定を行うこと

ができ、観光マップ感覚で利用でき

る便利な機能です。

周辺のスポット情報を
写真で選ぶ



機能あり 機能なし

2Din／1Din

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

■アンテナ装着位置図

■本体 ●アンテナ

■本体取付位置図

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

※センターコンソールボックス内に装着。
※装着例の写真はオリジナルオーディオ付車用
　外部入力端子（音声）です。
※走行中、映像は表示されません。

［クラリオン］ 　　  のオーディオシステム付車用 601

本体正面

■外部入力端子装着例

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

564

オーディオと同時に 
取付作業をする場合 

ナビゲーションと組み合わせると料金支払い状況等がモニターに表示されます。

※iPod本体・USBメモリーは別売（市販品）です。
※1：iPodに付属のUSBケーブルで接続できます。iPod shuffle及びDockコネクタなしのiPodには接続できません。

接続可能なiPodの機種については、マツダオフィシャルホームページ内のアクセサリーサイトをご覧ください。
※2：USBメモリーを本体に挿入すると突起物となり、運転中に何らかの危険を及ぼす

場合があります。別売のUSBケーブル（市販品）を使用し、安全な接続方法でご使用ください。

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

パイオニア製 

オーディオレス車用 

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

ナビゲーションと同時に 
取付作業をする場合 

USB

連動の際必要な拡張ケーブル 連動できるナビゲーションシステム

¥5,250（消費税抜¥5,000）（C9P9 V6 381）［HC6C］

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

¥6,300（消費税抜¥6,000）（C9YA V6 381）［HC5Z］

ETC

23頁 507　［パイオニア］HDDナビゲーションシステム

22頁 504  506　［クラリオン］HDDナビゲーションシステム

21頁 501  503　［サ ン ヨ ー］HDDナビゲーションシステム

※ナビゲーションと連動させた場合のブザー案内機能については、ＥＴＣ単独で使用する場合と動作が異なる場合があります。
※1：ナビゲーションと連動させた場合には、ナビゲーションとETC両方からの音声案内となります。
　　ETC側の音量をオフにしてご使用ください。ETC側の音量がオフの場合も、一部の場合についてはETC側からの音声案内があります。
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※画面はハメコミ合成です。  ※iPod本体、USBメモリーは別売（市販品）です。　※1：USBメモリーを接続するには、USB接続アダプターが別途必要です。  ※2：iPod shuffle及びDockコネクタなしのiPodへの接続はできません。iPodビデオの再生が可能
です。ただし、iPod touchのビデオ再生には対応していません。接続可能なiPodの機種については、マツダオフィシャルホームページ内のアクセサリーサイトをご覧ください。  ※3：Bluetooth を使用する際には、ハンズフリー用又はAVプロファイル用いずれかの
アダプターが別途必要です。Bluetooth  対応機種については、マツダオフィシャルホームページ内のアクセサリーサイトをご覧ください。

システムアップアイテム 

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

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

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

ナビゲーション 
主要機能 

自分の好みに「メニューカスタマイズ」 

ワンランク上の渋滞予測「リアルタイムプローブ」 

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

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

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

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

［クラリオン］CD/MDコンビシステム 
システムNo.7CCMA601

取付費込システム合計価格¥47,470（消費税抜¥45,210）［KE2P］
※オーディオレス車用（Bose   サウンドシステム付車には装着できません）。○R

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

666

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

667

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

668

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

669

取付費込システム合計価格¥245,900（消費税抜¥234,191）［KP0M］
システムNo.8PH0V507［パイオニア］HDDナビゲーションシステム 

取付費込システム合計価格¥16,380（消費税抜¥15,600）［KG2S］ システムNo.RCAV0

551 外部入力端子（映像・音声） 

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

577［パイオニア］USB接続アダプターシステム 

システムNo.USPA2

システムNo.USPA1
ナビゲーションと同時に 
取付作業をする場合 

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

567［パイオニア］iPod接続アダプターシステム 

システムNo.PDPB2

システムNo.PDPB1

ナビゲーションと同時に 
取付作業をする場合 

取付費込システム合計価格¥29,820（消費税抜¥28,400）［KZ0C］
取付費込システム合計価格¥22,890（消費税抜¥21,800）［KQ0S］

システムNo.VCPA1

587［パイオニア］VICSビーコンシステム 

システムNo.VCPA2

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

597［パイオニア］携帯電話用Bluetooth  システム 

システムNo.BLPA2

システムNo.BLPA1
ナビゲーションと同時に 
取付作業をする場合 

ハンズフリー用 

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

598［パイオニア］Bluetooth  アダプターシステム 

システムNo.BLPB2

システムNo.BLPB1
ナビゲーションと同時に 
取付作業をする場合 

AV プロファイル対応 

取付費込システム合計価格¥24,980（消費税抜¥23,791）［HC2H］ システムNo.8METAA

666［三菱電機］ETC車載器（音声タイプ） 

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

取付費込システム合計価格¥32,770（消費税抜¥31,210）［KE0M］
システムNo.8CCUA603

［クラリオン］CD/USBコンビシステム 

取付費込システム合計価格¥31,720（消費税抜¥30,210）［KD0X］
システムNo.8CCUM613

［クラリオン］CD/USBコンビシステム 

取付費込システム合計価格¥24,895（消費税抜¥23,710）［KE2A］
システムNo.6CCDAA604

［クラリオン］CDコンビシステム 

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

取付費込システム合計価格¥23,845（消費税抜¥22,710）［KE2C］
システムNo.6CCDMA614

［クラリオン］CDコンビシステム 

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

システムNo.PDCC1

621［クラリオン］iPod接続アダプターシステム 

システムNo.PDCC2

スポーティ3連メーターとの同時装着用システム 
スポーティ3連メーターとの同時装着用システム 

取付費込システム合計価格¥38,020（消費税抜¥36,210）［KE0P］

［クラリオン］CD/USBコンビシステム 
システムNo.8CCUB602

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

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

三菱電機※1666

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

597

取付費込システム合計価格 
¥24,980（消費税抜¥23,791）［HC2H］

［三菱電機］ETC車載器（音声タイプ） 

システムNo.8METAA

取付費込システム合計価格 
¥24,480（消費税抜¥23,315）［HC2J］

システムNo.8NETAA

［パナソニック］ETC車載器（音声タイプ） 

取付費込システム合計価格 
¥24,480（消費税抜¥23,315）［HC2K］

システムNo.8DETBA

［デンソー］ETC車載器（音声タイプ） 

取付費込システム合計価格 
¥22,080（消費税抜¥21,029）［HC2L］

システムNo.8DETAA

［デンソー］ETC車載器（ブザータイプ） 

本体価格￥220,900（消費税抜¥210,381）

※1

USBスロット AM/FM 最大50W×4前面AUX端子 DSP/EQ

CD 
CD-R/RW

MP3/ 
WMA/AAC

MD/ 
MDLP

MDグループ再生/ 
NetMD

iPod 
コントロール対応 

※iPod本体は別売（市販品）です。　※728色バリアブルカラー。 
※1：24頁　　iPod接続アダプターシステムが必要になります。iPod shuffle及びDockコネクタなしのiPodには接続できません。

接続可能なiPodの機種については、マツダオフィシャルホームページ内のアクセサリーサイトをご覧ください。
621

※iPod本体・USBメモリーは別売（市販品）です。
※1：iPodに付属のUSBケーブルで接続できます。iPod shuffle及びDockコネクタなしのiPodには接続できません。接続可能な

iPodの機種については、マツダオフィシャルホームページ内のアクセサリーサイトをご覧ください。
※2：本体に付属のUSBケーブルを使用しての接続となります。

※1

※2

USBスロット AM/FM 最大50W×4前面AUX端子 EQ

CD 
CD-R/RW

MP3/ 
WMA/AAC

MD/ 
MDLP

MDグループ再生/ 
NetMD

iPod 
コントロール対応 

※2

※1

USBスロット AM/FM 最大50W×4前面AUX端子 EQ

CD 
CD-R/RW

MP3/ 
WMA/AAC

MD/ 
MDLP

MDグループ再生/ 
NetMD

iPod 
コントロール対応 

MD
録音可能曲数 
約2,400曲 

Bluetooth 
対応※3

4倍速録音 DSP/EQ
最大 

50W×4
USBメモリー 
対応※1

AM/FM
地デジ 

（12セグ） 
地デジ 

（ワンセグ） 
TV 

（アナログ） 
DVDビデオ 
DVD-R/RW

CD 
CD-R/RW

MP3/WMA/ 
AAC

HDD 
40GB

広視野角 
モニター 

ボイス 
コントロール 

タッチパネル 渋滞予測データ 
VICS 

（FM多重） 
7型モニター 

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

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

キー色など、好みに合わせて様々な設定が可能です。

メニューデザイン

ハードキー

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

VICS渋滞情報は、
実線で表示。

リアルタイム渋滞情
報は、破線で表示。

専用サーバー

走行履歴

渋滞情報

USBスロット AM/FM 最大45W×4前面AUX端子 EQ

CD 
CD-R/RW

MP3/ 
WMA/AAC

MD/ 
MDLP

MDグループ再生/ 
NetMD

iPod 
コントロール対応 

○R

○R ○R

○R

○R

○R

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

○R

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

※下記の車台Ｎｏ.以降の車両にのみ装着可能です。
　ソフトトップ仕様･････････････････････････ NCEC-105822～
　パワーリトラクタブルハードトップ仕様･･･ NCEC-200033～
　これ以前の車両に装着する際には、センターパネル N154 55 210Aとの交換が必要です。

※下記の車台Ｎｏ.以降の車両にのみ装着可能です。
　ソフトトップ仕様･････････････････････････ NCEC-105822～
　パワーリトラクタブルハードトップ仕様･･･ NCEC-200033～
　これ以前の車両に装着する際には、センターパネル N154 55 210Aとの交換が必要です。

マツダ純正アクセサリーは、3年または6万km保証付です。 
3年

6万km  
保  証 



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

B
A

●ピボット
　リンク

お子様の成長に合わせて選べます。 

70cm
生後8カ月 12歳1歳半 3歳 4歳0カ月

80cm 95cm 100cm 150cm

マツダISO-FIX対応チャイルドシート

ジュニアシート（レーマー・キッドプラス）

参考年齢
身　　長

体　　重 9kg 13kg 15kg 18kg 36kg

■装着位置図

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

7.3

6.2 約9～18kg位まで

約15～36kg位まで

W46×D48×H68

W49.5×D49×H69～87

■チャイルドシート装着方法適用表
※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、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。

△：条件付で装着可能　×：装着不可

シート装着条件

助手席（エアバッグ付）

前向き 後向き

重量
（kg）

サイズ（cm）商品名

W44×D45×H64　マツダISO-FIX対応チャイルドシート △※1

△※1

△※1

×

×

×

　チャイルドシート（レーマー・ロード）

8.6

　ジュニアシート（レーマー・キッドプラス）

体重 身長 年齢

適用範囲の目安

約70～100cm位まで 生後8ヶ月～4歳位まで

約9～18kg位まで 約70～100cm位まで 生後8ヶ月～4歳位まで

約95～150cm位まで 3～12歳位まで

１００ 

１０１ 

１０２ 

マツダISO-FIX対応 
チャイルドシート 

本体価格¥63,000 
（消費税抜¥60,000）
1056 W3 111 ［HU8P］

１００ 

全車

ISO-FIX方式のチャイルドシートにピボットリンク機能を追加、高レベルの安全性を実現します。 

シートベルトタイプのチャイルドシート 

●ピボットリンク
Britax-Romer社が開発した機構で、ISO-FIXの取付け金具を「L字型」にすることで
衝突時の衝撃を下方に逃がします。
●衝突時、A、B軸で回転する為、衝突時の衝撃を下方へ逃がします。
※ISO-FIX対応チャイルドシートは、車両指定にて保安基準に適合しておりますので、
　マツダ純正チャイルドシートをご使用ください。 コネクター

固定状況

ディフューザー

本体裏のスイッチで

ON/OFF切り替え可能。

ON時は香りの強さを

2段階で調節できます。

ミントスプラッシュ

ラベンダーガーデン

ヒノキフレッシュ

レモングラスミスト

シトラスエアー

ベルガモットスイート

リラックス リフレッシュ 集中力 消  臭 殺菌・殺虫 空間演出

リラックス リフレッシュ 集中力 消  臭 殺菌・殺虫 空間演出

リラックス リフレッシュ 集中力 消  臭 殺菌・殺虫 空間演出

リラックス リフレッシュ 集中力 消  臭 殺菌・殺虫 空間演出

リラックス リフレッシュ 集中力 消  臭 殺菌・殺虫 空間演出

リラックス リフレッシュ 集中力 消  臭 殺菌・殺虫 空間演出

※写真は
　装着例です。
　当該車両とは
　異なります。

車内で手軽にアロマテラピーが楽しめます。 

100％天然のピュアエッセンシャルオイルを使用し、 

リラックス効果や眠気防止も期待できます。 

アロマクルージング 
¡セット内容：ディフューザー、エッセンシャルオイル（3P）、パッド1枚

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

全車

１０７ 

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

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

１０８ 
ベルガモットの明るい香りが心も身体も温まる幸せ空間を創ります 

レモングラスのさっぱりとした香りが虫を寄せ付けない快適な空間を創ります 

ヒノキのすがすがしい森林の香りが上質でクリーンな空間を創ります 

スペアミントの目が覚めるような香りがすっきりクールな空間を創ります 

ラベンダーの優しい香りが穏やかなリラックス空間を創ります 

ライムのさわやかな香りが気持ちをすっきりさせるリフレッシュ空間を創ります 

:

チャイルドシート（レーマー・ロード）

オリジナルオーディオ用iPod接続アダプター 

MP3対応AM/FMラジオ/ 
6連奏CDチェンジャー 

システムNo.NCR60

取付費込システム合計価格 ￥45,990（消費税抜¥43,800）［KG1Z］
＊1

※Bose  サウンドシステム付車には装着できません。
※VS・RSに装着の際は、標準装備のAM/FMラジオ/CDプレーヤーとの
　交換装着となります。
※8cmCDを使用する際には、8cmCDアダプターが別途必要です。
　8cmCDアダプター（1枚）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格¥315（消費税抜¥300）
 C9N1 V6 226

ヘッドユニット 

MDLP対応MDプレーヤー 
取付費込システム合計価格 ￥38,640（消費税抜¥36,800）［KV9B］

システムNo.NC00M

MDLP対応MDプレーヤー 

取付費込システム合計価格 ￥38,640（消費税抜¥36,800）［KV9B］

システムNo.NC00M1

（Bose  サウンドシステム付車用）
※Bose  サウンドシステム付車には装着できません。
※VS・RSに装着の際は、標準装備のAM/FMラジオ/CDプレーヤーとの交換装着となります。
※8cmCDを使用する際には、8cmCDアダプターが別途必要です。
　8cmCDアダプター（1枚）・・・・本体価格¥315（消費税抜¥300）C9N1 V6 226

MP3対応AM/FMラジオ/6連奏CDチェンジャー 
＋MDLP対応MDプレーヤー 

取付費込システム合計価格 ￥80,850（消費税抜¥77,000）［KG1U］

＊1

＋ 
システムNo.NCR6M

Select .1

＊1 CDは右記のマークがあるものが再生可能です。

注　意 

※CD-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。 本体正面

オリジナルオーディオシステム付車用

システムNo.RCA01640外部入力端子（音声） 
ポータブルオーディオなどからの音声を入力できます。
取付費込システム合計価格 ¥16,380（消費税抜￥15,600）［KG2R］
※装着位置につきましては、24頁の外部入力端子装着例をご覧ください。

iPod接続アダプターシステム 
取付費込システム合計価格 ¥36,750（消費税抜￥35,000）［KG2C］

システムNo.PDAFA629

システムNo.PDAFB630

iPod接続アダプターシステム 
取付費込システム合計価格 ¥23,100（消費税抜￥22,000）［KG2A］

マツダオリジナルオーディオ＋外部入力端子付車用 

マツダオリジナルオーディオ付車用 

※iPod本体は別売（市販品）です。
※iPod shuffle及びDockコネクタなしのiPodへの接続はできません。接続可能なiPodの機種については、マツダオフィシャル
ホームページ内のアクセサリーサイトをご覧ください。
※iPodビデオの再生には対応しておりません。     
※アーティスト名やアルバム名などのトラック情報の表示や、アーティスト名、曲名、アルバム名、ジャンル別のトラックサーチは　
できません。

●FF/REWボタンの操作で、ミュージックメニューの切り替えができます。
●iPod本体をiPod接続アダプターから外して、車外で聴いた後に
　接続しても、続きから曲／アルバムを継続して聴くことができます。
●iPod本体はグローブボックス内に収納できるため、盗難防止にも
　効果があります。
●iPod接続時の充電機能付。
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○R
○R

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

１０２ 

全車

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

１０１ 

全車

マツダ純正アクセサリーは、3年または6万km保証付です。 
3年

6万km  
保  証 

3年 
1年 

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

3年または6万km保証付

1年または2万km保証付

3年
6万km  
保  証 

3年 

3年 3年 

3年 

○R



－ 

－ 

－ 

－ 

写
真
No.

－ 

－ 

－ 

－ （注4・5）

備　　　考

フロントノーズとフォグランプを同時装着する際に必要。

4.0R缶。レシプロエンジン用。SL 5W-40。

メダル
コード

DY4B

－ 

－ 

－ 

ペ
ー
ジ

9,870（9,400）

（注4）

（注4）

7,350（7,000）

2,625（2,500）

9,093（8,660）

120,750（115,000）

取付費込
希望小売価格
（円）

希望小売価格
（円）

QNC1 27 200

QNC1 51 6C0

QYY2 14 302

K004 W0 021

部品番号商　品　名

フォグランプステー ＊1

スポーツオイルフィルター ＊2

マツダスピードスポーツオイルA-スペック ＊2

リミテッドスリップデフ ＊1

●：Shop Options　（　）内は消費税抜きの価格です。■マツダスピード　用品適用リスト

（注4）取付に関しては各販売会社で対応。詳しくは営業スタッフにお問い合わせください。
（注5）参考取付時間：2.9h
 ＊1は1年2万km保証です。
 ＊2は保証対象外です。

部品番号

●：Shop Options■ロードスター　ボディ色対応表

（注1）メダルコードは、3頁　フロントノーズと同時装着する場合は［DY8N］、同時装着しない場合は［DY2S］。
（注6）取り外した部品をお客様が不要な場合［XA2G］、取り外した部品をお客様に返却する場合［DB0P］。 （注7）取り外した部品をお客様が不要な場合［XA2H］、取り外した部品をお客様に返却する場合［DB0Q］。
（注8）取り外した部品をお客様が不要な場合［XA2J］、取り外した部品をお客様に返却する場合［DB0R］。 （注9）取り外した部品をお客様が不要な場合［XA2K］、取り外した部品をお客様に返却する場合［DB0S］。

１ 

部品番号

合計価格（税抜価格）

取付費込価格（税抜価格）

本体

取付キット

取付費込価格
（税抜価格）

22,785
（21,700）

57,435
（54,700）

96,285
（91,700）

133,875
（127,500）

99,225
（94,500）

57,330
（54,600）

HD4A+HD4C+HD4B

HD4A+HD0G+
HD4C+HD4B

HD4A+HD0G+HD0H+
HD4C+HD4B

HD4A+HD0G+HR1T+
HD4C+HD4B
HD4A+HR1T+
HD4C+HD4B

HR1F+HD4C+HD4B

商品

車
両
グ
レ
ー
ド
・
装
備

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
中間ハーネス  ：赤
ボンネットスイッチ ：青

ベーシックエンジンスターターシステム

フロント リア

※写真はイメージです。
　当該車両とは異なります。

※写真はイメージです。
　当該車両とは異なります。

※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。

保安用品セット 
緊急時の対応に不可欠な、三角表示板、
タイヤストッパー、蛍光安全ベスト、工具セット、
LED発電ライト、作業用グローブをセットにした
保安用品セットです。収納バッグ付。
本体価格¥10,290（消費税抜¥9,800）
0653 77 209 ［HU7N］

９４ 

全車

パワージャッキ 
ジャッキに装着すると、ジャッキの上げ下ろし
がスイッチひとつで簡単に操作できます。
本体価格¥20,790（消費税抜¥19,800）
1001 W3 525 ［HU1Y］

９２ 

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。
取付費込 1台分¥6,510（消費税抜¥6,200）
本体価格¥5,250（消費税抜¥5,000）
E112 V3 150 ＊＊ ［DM8A］
＊全ボディ色を設定しています。

８７ 

全車

タッチアップペイント 
本体価格 1本¥787（消費税抜¥750）
〈ボディ色用〉8563 77 710 ＊＊ ［HT8A］
＊全ボディ色を設定しています。
〈マツダスピードエアロパーツ下部色用・カーボングレー〉
8563 77 710 28B［DX8T］

９１ 

全車

インテリアコーティング GOLD
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。
コーティング施工費込¥13,650（消費税抜¥13,000）［WB1A］
※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。
※上記価格は新車時のものです。
※取扱っていない販売店もありますので、営業スタッフにお問い合わせください。

９６ 

LEDスポットライト 
約10万時間という長寿命のLEDバルブを採用。360度回転する
明るい室内常備灯として、また着脱してアウトドアでも使えます。
¡単4乾電池3本（別途）使用 ¡連続使用時間：最大100時間

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

８９ 

全車

ナンバープレートロックボルト 
NASAや米軍でもセキュリティボルトとして使用されて
いる盗難防止アイテム。マックガード社製。3ヶセット。
本体価格¥3,150（消費税抜¥3,000）
C900 W3 500 ［ES6C］

９０ 

全車

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。
本体価格¥15,750（消費税抜¥15,000）
N122 W2 113 ［ET0D］

※　ハーフボディカバーとの同時装着はできません。

８５ 

８６ 

全車

８６ 

８５ ハーフボディカバー 
本体価格¥12,600（消費税抜¥12,000）
N121 W2 115 ［ET0E］

※　ボディカバーとの同時装着はできません。

８６ 

８５ 

ソフトトップ

タイヤが跳ね上げる小石や泥からボディを守ります。
＜フロント用＞ 
取付費込 左右セット¥12,390（消費税抜¥11,800）
本体価格¥10,500（消費税抜¥10,000）
N121 V3 450 ＊＊ ［DT8E］
＊全ボディ色を設定しています。
※3頁　サイドスカートセット、8頁　サイドエアダムス
カートとの同時装着はできません。

＜リア用＞ 
取付費込 左右セット¥10,920（消費税抜¥10,400）
本体価格¥8,400（消費税抜¥8,000）
N121 V3 460 ＊＊ ［DT8F］
＊全ボディ色を設定しています。
※3頁　リアバンパー、8頁　リアアンダースカートと
の同時装着はできません。 全車

マッドフラップ（フロント/リア） ８８ 

２５ ３ 

２３ ２ 

ホイールコーティング GOLD
特殊コーティング剤の使用で、ホイールをあらゆる汚れから守ります。親水
効果によって、汚れは水洗い程度でキレイに。機能保持約3年。
＜16インチ用＞
コーティング施工費込¥15,750（消費税抜¥15,000）［WC1C］
＜17・18インチ用＞
コーティング施工費込¥17,850（消費税抜¥17,000）［WC1D］
※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の施工となります。（内側面は施工いた
しません。）
※上記価格は新車時のものです。
※取扱っていない販売店もありますので、営業スタッフにお問い合わせください。

９７ 

アルミホイール付車

※各種カラーバリエーションは28頁をご覧ください。
※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。９５ ９６ ９７ 

ボディコーティング MGシリーズ 
光沢と質感のある艶、そして抜群の撥水性能を持ったコーティング。
洗車機も使用でき、お手入れも簡単。メンテナンスキット付。
（濃色車はブラシ傷が目立ちますので、手洗い洗車をおすすめします）
〈MG-5〉サポート期間5年間 
コーティング施工費込¥53,000（消費税抜¥50,477）K815 W0 790 ［WA0J］
※サポート条件として、年1回、12ヶ月毎に販売会社でメンテナンスサービスを受ける
事と、定期的なお客様の洗車が必要です。

〈MG-3〉サポート期間3年間 
コーティング施工費込¥43,000（消費税抜¥40,953）K813 W0 790 ［WA0H］
※サポート条件として、年1回、12ヶ月毎に販売会社でメンテナンスサービスを受ける
事と、定期的なお客様の洗車が必要です。

〈MG-1〉サポート期間1年間 
コーティング施工費込¥33,000（消費税抜¥31,429）K811 W0 790 ［WA0G］
※サポート条件として、お客様による定期的な洗車が必要です。
※上記価格は新車時のものです。
※取扱っていない販売店もありますので、営業スタッフにお問い合わせください。
※MG-1については、新車時以外の施工も可能です。お車の状態によってはお受けできない場合も
ございます。価格及び施工条件については、営業スタッフにお問い合わせください。

９５ 

全車

全車（本革及び合成レザーのフルシート付車を除く）

スノーブレード・フロント（標準ガラス/撥水） 
＜標準ガラス/運転席・助手席共用＞ 
本体価格¥3,570（消費税抜¥3,400）
W201 67 335 ［MS0E］（1ヶ） ［MS0C］（2ヶ）

＜撥水/運転席・助手席共用＞ 
本体価格¥3,780（消費税抜¥3,600）
G2YC 67 335 ［MS1L］（1ヶ） ［MS1K］（2ヶ）

全車 メーカーオプション付車

PEWAGチェーン ９３ 

ジャッキアップなしで装着でき、耐摩耗性にも優れています。
＜205/45R17タイヤ用＞ 
本体価格¥29,221（消費税抜¥27,830）
2069 W3 015 〈ソフトトップ〉［MG1A］ 
 〈パワーリトラクタブルハードトップ〉［MG1F］
＜205/50R16タイヤ用＞ 
本体価格¥29,221（消費税抜¥27,830）
2067 W3 015 〈ソフトトップ〉［MG1A］
 〈パワーリトラクタブルハードトップ〉［MG1F］
※必ず50km/h以下で走行してください。
全車

オートソック １１６ 

急に降り出した雪や凍結時にも安心して使える「緊急タイヤ滑り止め」。
タイヤにかぶせるだけの簡単装着。
布（ポリエステル）製で静かな走行が可能です。また軽量・コンパクトなサイズで
車内の収納にも困りません。
＜205/50R16・205/45R17タイヤ用＞ 
本体価格 各¥13,650（消費税抜¥13,000）
1013 W3 020［MB0N］

＜215/40R18タイヤ用＞ 
本体価格 ¥16,800（消費税抜¥16,000）
1014 W3 020［MB0P］
※いかなる路面状態においても、必ず50km/h以下で走行してください。
※高速道路等における冬用タイヤ規制時、又はチェーン規制時には通行できない可能性が
　ありますのでご注意ください。

全車

※写真はイメージです。

周辺監視
センサー

C900 V7 410A

N123 V7 415

28,350
（27,000）
34,650
（33,000）

異常通報
システム

C900 V7 420A

N123 V7 425

35,700
（34,000）
38,850
（37,000）

MIスティック
（リモコンエンジンスターター）

C909 V7 620

71,400
（68,000）
76,440
（72,800）

●

C906 V7 620C

N123 V7 630

45,675
（43,500）
49,455
（47,100）

中間ハーネス

N123 V7 790

－

●

●

●

●

●

●

ボンネット
スイッチ

C900 V7 629A

－

2,100
（2,000）
3,360
（3,200）

●

●

●

●

●

●

全車

AT

リモコンエンジン
スターター

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

※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。
※中間ハーネスとボンネットスイッチが必要な場合は、1台につき1ヶで対応可能です。商品組合せ例以外の組合せの場合、各メダルコードを組み合わせてご注文ください。
　但し、中間ハーネスまたはボンネットスイッチが重複する場合は、1ヶ分となるよう金額及びメダルコードを差し引きご注文をお願いします。

＜ご注文例＞ ソフトトップVS（6AT）車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：［HD4A］＋［HR1F］＋［HD4C］＋［HD4B］の組み合わせでご注文ください。

■ロードスター　商品組合せに関する注意事項

5MT 6AT 6AT6MT 6MT 5MT 6AT 6AT6MT 6MT

RSRoadster Roadster RHTVS VS RHTRS RHT

ソフトトップ パワーリトラクタブルハードトップ
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RS VSRoadster Roadster RHT

ソフトトップ パワーリトラクタブルハードトップ

RS RHT VS RHT
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5MT 6AT 6MT 6MT 6AT 5MT 6AT 6MT 6MT 6AT

カラーコード

35K A5M
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Mc

サンライト
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M

ストーミー
ブルー
Mc

ギャラクシー
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35J
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32S 32V
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（ベースキット）

N123 V7 510

－
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（10,000）
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●
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4,515
（4,300）

N123 V7 630
＋

C909 V7 639

●

●

●

●

●
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フロントノーズ

サイドスカートセット

リアスポイラー

リアバンパー

フロントエアダムスカート

サイドエアダムスカート

リアスポイラー

リアアンダースカート

シートバックバーベゼル

ルームミラーカバー（カラー）

マッドフラップ・フロント

マッドフラップ・リア

ドアエッジモール

タッチアップペイント

ディタッチャブルハードトップ

タッチアップペイント
（マツダスピードエアロパーツ下部色用） カーボングレー
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（注6）

HT8A

DX8T

（注7）

（注1）

（注8）

DB8B

（注9）

DD8D

DB8E

FT9A

ER8A

EN8A

DT8E

DT8F

DM8A

メダル
コード

22

－ 

QNC1 50 020

QNC1 70 900

QNC1 51 960

QNC1 50 220

NF51 V4 900

NF51 V4 910

N121 V4 920A

NF51 V4 930

N121 V1 690

NFY2 R1 81XE

N121 V1 450

N121 V3 450

N121 V3 460

E112 V3 150

8563 77 710

8563 77 71028B

ベーシックバーグラアラームシステム

アクティブバーグラアラームシステム

プレミアムバーグラアラームシステム

マルチインフォメーションエンジンスターターシステム

3年 

3年 

3年 

3年 3年 

3年 

1年 

1年 

3年 
1年 

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

3年または6万km保証付

1年または2万km保証付

3年
6万km  
保  証 



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

サンヨー製 

パイオニア製 

オーディオレス車用 

システムアップアイテム

オーディオレス車用 

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

オーディオレス車用 

システムアップアイテム

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

システムアップアイテム

クラリオン製 

［クラリオン］　　 のオーディオシステム付車用 601

2DIN

1DIN

USB

外部
入力

VICS

iPod

ETC
連動

USB

外部
入力

VICS

iPod
ETC
連動

Blue
tooth

■ロードスター　ナビゲーション＆オーディオシステム詳細

オーディオレス＋Bose  サウンドシステム付車用 ○ R オーディオレス＋Bose  サウンドシステム付車用 ○ R

オーディオシステム オリジナルオーディオ 

ETCシステム 

マツダオリジナルオーディオ付車用 

外部入力端子 

マツダオリジナルオーディオ付車用 

マツダオリジナルオーディオ＋外部入力端子付車用 

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

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

561［サンヨー］iPod接続アダプターシステム 

システムNo.PDYC2

システムNo.PDYC1
ナビゲーションと同時に 
取付作業をする場合 

ナビゲーションと同時に 
取付作業をする場合 

オーディオと同時に 
取付作業をする場合 

MP3-6CDラジオキット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥39,900 （消費税抜 ¥38,000） B33E 79 EGX
MP3-6CDパネルキット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥1,050 （消費税抜 ¥1,000） N123 79 BGX
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥40,950 （消費税抜 ¥39,000）

取付費込システム合計価格￥45,990（消費税抜¥43,800）［KG1Z］

システムNo.NCR60MP3対応AM/FMラジオ/6連奏CDチェンジャー 

HDDナビゲーション（CD/DVDビデオ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥294,800 （消費税抜 ¥280,762） C9Y5 V6 650
オーディオ取付キット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥3,580 （消費税抜 ¥3,410） NC02 V6 025
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥298,380 （消費税抜 ¥284,172）

取付費込システム合計価格¥319,800（消費税抜¥304,572）［KR3A］

システムNo.8YH0V501［サンヨー］HDDナビゲーションシステム 

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

取付費込システム合計価格¥16,380（消費税抜¥15,600）［KG2S］ システムNo.RCAV0

551 外部入力端子（映像・音声） 

HDDナビゲーション（CD/DVDビデオ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥315,800 （消費税抜 ¥300,762） NCY5 V6 650
オーディオ取付キット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥3,580 （消費税抜 ¥3,410） NC02 V6 025
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥319,380 （消費税抜 ¥304,172）

取付費込システム合計価格¥340,800（消費税抜¥324,572）［KR3B］

システムNo.8YH2V503［サンヨー］HDDナビゲーションシステム 

ETC車載器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥14,900 （消費税抜 ¥14,191） C9MB V6 380
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥14,900 （消費税抜 ¥14,191）

取付費込システム合計価格¥24,980（消費税抜¥23,791）［HC2H］ システムNo.8METAA

666［三菱電機］ETC車載器（音声タイプ） 

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

取付費込システム合計価格¥36,120（消費税抜¥34,400）［KZ0E］
取付費込システム合計価格¥29,190（消費税抜¥27,800）［KV1D］

システムNo.VCYB1

581［サンヨー］VICSビーコンシステム 

システムNo.VCYB2

ETC車載器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥14,900 （消費税抜 ¥14,191） C9MB V6 380
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥14,900 （消費税抜 ¥14,191）

取付費込システム合計価格¥24,980（消費税抜¥23,791）［HC2H］ システムNo.8METAA

666［三菱電機］ETC車載器（音声タイプ） 

ETC車載器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥14,900 （消費税抜 ¥14,191） C9MB V6 380
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥14,900 （消費税抜 ¥14,191）

取付費込システム合計価格¥24,980（消費税抜¥23,791）［HC2H］ システムNo.8METAA

666［三菱電機］ETC車載器（音声タイプ） 

HDDナビゲーション（CD/DVDビデオ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥220,900 （消費税抜 ¥210,381） C9CD V6 650
オーディオ取付キット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥3,580 （消費税抜 ¥3,410） NC02 V6 025
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥224,480 （消費税抜 ¥213,791）

取付費込システム合計価格¥245,900（消費税抜¥234,191）［KD0A］

システムNo.8CH0V504［クラリオン］HDDナビゲーションシステム 

HDDナビゲーション（CD/DVDビデオ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥241,900 （消費税抜 ¥230,381） NCCD V6 650
オーディオ取付キット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥3,580 （消費税抜 ¥3,410） NC02 V6 025
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥245,480 （消費税抜 ¥233,791）

取付費込システム合計価格¥266,900（消費税抜¥254,191）［KD0E］

システムNo.8CH2V506［クラリオン］HDDナビゲーションシステム 

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

取付費込システム合計価格¥19,530（消費税抜¥18,600）［KG2W］ システムNo.RCAV3

554 外部入力端子（映像・音声） 

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

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

564［クラリオン］iPod接続アダプターシステム 

システムNo.PDCD2

システムNo.PDCD1
ナビゲーションと同時に 
取付作業をする場合 

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

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

574［クラリオン］USB接続アダプターシステム 

システムNo.USCA2

システムNo.USCA1
ナビゲーションと同時に 
取付作業をする場合 

ナビゲーションと同時に 
取付作業をする場合 

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

取付費込システム合計価格¥36,330（消費税抜¥34,600）［KZ0A］
取付費込システム合計価格¥29,400（消費税抜¥28,000）［KE0D］

システムNo.VCCA1

584［クラリオン］VICSビーコンシステム 

システムNo.VCCA2

HDDナビゲーション（CD/DVDビデオ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥220,900 （消費税抜 ¥210,381） C9P4 V6 650
オーディオ取付キット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥3,580 （消費税抜 ¥3,410） NC02 V6 025
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥224,480 （消費税抜 ¥213,791）

取付費込システム合計価格¥245,900（消費税抜¥234,191）［KP0M］

システムNo.8PH0V507［パイオニア］HDDナビゲーションシステム 

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

取付費込システム合計価格¥16,380（消費税抜¥15,600）［KG2S］ システムNo.RCAV0

551 外部入力端子（映像・音声） 

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

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

567［パイオニア］iPod接続アダプターシステム 

システムNo.PDPB2

システムNo.PDPB1
ナビゲーションと同時に 
取付作業をする場合 

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

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

577［パイオニア］USB接続アダプターシステム 

システムNo.USPA2

システムNo.USPA1
ナビゲーションと同時に 
取付作業をする場合 

ナビゲーションと同時に 
取付作業をする場合 

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

取付費込システム合計価格¥29,820（消費税抜¥28,400）［KZ0C］
取付費込システム合計価格¥22,890（消費税抜¥21,800）［KQ0S］

システムNo.VCPA1

587［パイオニア］VICSビーコンシステム 

システムNo.VCPA2

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

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

597［パイオニア］携帯電話用Bluetooth  システム 

システムNo.BLPA2

システムNo.BLPA1
ナビゲーションと同時に 
取付作業をする場合 

ハンズフリー用 

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

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

598［パイオニア］Bluetooth  アダプターシステム 

システムNo.BLPB2

システムNo.BLPB1
ナビゲーションと同時に 
取付作業をする場合 

AV プロファイル対応 

CD/USBコンビ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥27,300 （消費税抜 ¥26,000） C9CE V6 200
オーディオ電源コード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥2,100 （消費税抜 ¥2,000） C9C7 V6 029
オーディオ取付キット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥3,580 （消費税抜 ¥3,410） NC02 V6 025
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥32,980 （消費税抜 ¥31,410）

取付費込システム合計価格¥38,020（消費税抜¥36,210）［KE0P］

システムNo.8CCUB602［クラリオン］CD/USBコンビシステム 

CD/MDコンビ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥36,750 （消費税抜 ¥35,000） C9CC V6 200
オーディオ電源コード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥2,100 （消費税抜 ¥2,000） C9C7 V6 029
オーディオ取付キット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥3,580 （消費税抜 ¥3,410） NC02 V6 025
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥42,430 （消費税抜 ¥40,410）

取付費込システム合計価格¥47,470（消費税抜¥45,210）［KE2P］

システムNo.7CCMA601［クラリオン］CD/MDコンビシステム 

CDコンビ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥13,125 （消費税抜 ¥12,500） C9C4 V6 180
オーディオ電源コード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥2,100 （消費税抜 ¥2,000） C9C7 V6 029
オーディオ取付キット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥3,580 （消費税抜 ¥3,410） NC02 V6 025
1DIN ポケット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥1,050 （消費税抜 ¥1,000） C9C1 V6 195
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥19,855 （消費税抜 ¥18,910）

取付費込システム合計価格¥24,895（消費税抜¥23,710）［KE2A］

システムNo.6CCDAA604［クラリオン］CDコンビシステム 

CDコンビ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥13,125 （消費税抜 ¥12,500） C9C4 V6 180
オーディオ電源コード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥2,100 （消費税抜 ¥2,000） C9C7 V6 029
オーディオ取付キット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥3,580 （消費税抜 ¥3,410） NC02 V6 025
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥18,805 （消費税抜 ¥17,910）

取付費込システム合計価格¥23,845（消費税抜¥22,710）［KE2C］

システムNo.6CCDMA614［クラリオン］CDコンビシステム 
スポーティ3連メーターとの同時装着用システム 

スポーティ3連メーターとの同時装着用システム 

CD/USBコンビ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥21,000 （消費税抜 ¥20,000） C9C7 V6 180
オーディオ電源コード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥2,100 （消費税抜 ¥2,000） C9C7 V6 029
オーディオ取付キット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥3,580 （消費税抜 ¥3,410） NC02 V6 025
1DIN ポケット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥1,050 （消費税抜 ¥1,000） C9C1 V6 195
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥27,730 （消費税抜 ¥26,410）

取付費込システム合計価格¥32,770（消費税抜¥31,210）［KE0M］

システムNo.8CCUA603［クラリオン］CD/USBコンビシステム 

CD/USBコンビ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥21,000 （消費税抜 ¥20,000） C9C7 V6 180
オーディオ電源コード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥2,100 （消費税抜 ¥2,000） C9C7 V6 029
オーディオ取付キット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥3,580 （消費税抜 ¥3,410） NC02 V6 025
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥26,680 （消費税抜 ¥25,410）

取付費込システム合計価格¥31,720（消費税抜¥30,210）［KD0X］

システムNo.8CCUM613［クラリオン］CD/USBコンビシステム 

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

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

システムNo.PDCC1

621［クラリオン］iPod接続アダプターシステム 

システムNo.PDCC2

ETC車載器・・・ 本体価格 ¥14,900 （消費税抜 ¥14,191）
C9MB V6 380

システム合計価格・・・・・・・・ ¥14,900 （消費税抜 ¥14,191）

取付費込システム合計価格 
¥24,980（消費税抜¥23,791）［HC2H］

ETC車載器・・・ 本体価格 ¥14,400 （消費税抜 ¥13,715）
C9N8 V6 380

システム合計価格・・・・・・・ ¥14,400 （消費税抜 ¥13,715）

取付費込システム合計価格 
¥24,480（消費税抜¥23,315）［HC2J］

システムNo.8METAA666 システムNo.8NETAA667

［三菱電機］ETC車載器（音声タイプ） ［パナソニック］ETC車載器（音声タイプ） 

ETC車載器・・・ 本体価格 ¥14,400 （消費税抜 ¥13,715）
C9DF V6 380

システム合計価格・・・・・・・ ¥14,400 （消費税抜 ¥13,715）

取付費込システム合計価格 
¥24,480（消費税抜¥23,315）［HC2K］

システムNo.8DETBA668

［デンソー］ETC車載器（音声タイプ） 
システムNo.8DETAA

ETC車載器・・・ 本体価格 ¥12,000 （消費税抜 ¥11,429）
C9DE V6 380

システム合計価格・・・・・・・・・ ¥12,000 （消費税抜 ¥11,429）

取付費込システム合計価格 
¥22,080（消費税抜¥21,029）［HC2L］

669

［デンソー］ETC車載器（ブザータイプ） 

※Bose   サウンドシステム付車には装着できません。
※VS・RSに装着の際は、標準装備のAM/FMラジオ/CDプレーヤーとの交換装着となります。
※8cmCDを使用する際には、8cmCDアダプターが別途必要です。
　8cmCDアダプター（1枚）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格¥315（消費税抜¥300）C9N1 V6 226

MP3-6CDラジオキット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥39,900 （消費税抜 ¥38,000） B33E 79 EGX
MP3-6CDパネルキット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥1,050 （消費税抜 ¥1,000） N123 79 BGX
MDLPキット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥27,300 （消費税抜 ¥26,000） GJ6E 79 APX
MDLPパネルキット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥6,300 （消費税抜 ¥6,000） N123 79 BCX
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥74,550 （消費税抜 ¥71,000）

取付費込システム合計価格￥80,850（消費税抜¥77,000）［KG1U］

システムNo.NCR6M

640 システムNo.RCA01

MP3対応AM/FMラジオ/6連奏CDチェンジャー 
＋MDLP対応MDプレーヤー 

※Bose   サウンドシステム付車には装着できません。
※VS・RSに装着の際は、標準装備のAM/FMラジオ/CDプレーヤーとの交換装着となります。
※8cmCDを使用する際には、8cmCDアダプターが別途必要です。
　8cmCDアダプター（1枚）・・・・本体価格¥315（消費税抜¥300）C9N1 V6 226

MDLPキット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥27,300 （消費税抜 ¥26,000） GJ6E 79 APX
MDLPパネルキット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥6,300 （消費税抜 ¥6,000） N123 79 BCX
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥33,600 （消費税抜 ¥32,000）

取付費込システム合計価格￥38,640（消費税抜¥36,800）［KV9B］

システムNo.NC00MMDLP対応MDプレーヤー 

MDLPキット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥27,300 （消費税抜 ¥26,000） GJ6E 79 APX
MDLPパネルキット（Bose   用）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥6,300 （消費税抜 ¥6,000） N131 79 BCX
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥33,600 （消費税抜 ¥32,000）

取付費込システム合計価格￥38,640（消費税抜¥36,800）［KV9B］

システムNo.NC00M1MDLP対応MDプレーヤー（Bose  サウンドシステム付車用） 

外部入力端子（音声）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥6,300 （消費税抜 ¥6,000） D461 V6 590
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥6,300 （消費税抜 ¥6,000）

取付費込システム合計価格￥16,380（消費税抜¥15,600）［KG2R］

外部入力端子（音声） 
 

システムNo.PDAFA629iPod接続アダプターシステム 
iPod接続アダプター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥13,650 （消費税抜 ¥13,000） C9F2 V6 572 JP
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥13,650 （消費税抜 ¥13,000）

取付費込システム合計価格 ¥23,100（消費税抜￥22,000）［KG2A］

システムNo.PDAFB630iPod接続アダプターシステム 
iPod接続アダプター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥13,650 （消費税抜 ¥13,000） C9F2 V6 572 JP
切替BOX・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 ¥10,500 （消費税抜 ¥10,000） TD13 79 CFZ
システム合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥24,150 （消費税抜 ¥23,000）
取付費込システム合計価格 ¥36,750（消費税抜￥35,000）［KG2C］

このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売会社または マツダ（株）コールセンターへどうぞ　全国共通 フリーダイヤル　　 0120-386-919 受付時間／平日 9：00～17：00 土・日・祝日 9：00～12：00 13：00～17：00

T

●掲載内容は2008年10月現在のものです。●掲載商品の仕様、価格は予告なく変更することがあります。●このカタログに掲載されている商品はショップオプションです。
●掲載価格は希望小売価格です。（　）内は消費税抜の価格です。●撮影、印刷条件により、実物色と多少違いが生じることがあります。●このカタログは地球環境にやさしい印刷用紙を使用しています。
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※　　 携帯電話用Bluetooth   システムと　　 Bluetooth   アダプターシステムは同時装着できません。597 598 ○R○R
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3年 1年 マツダ純正アクセサリーは、ジャストフィット＆ベストクオリティの 
3年または6万km保証付です。 
※ただし一部用品とマツダスピード用品および消耗品は除きます。保証期間は右記マークで表示しております。

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

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

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

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

P.21

P.23

P.22 P.24

P.24

P.25

※　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は

　下記の車台Ｎｏ.以降の車両にのみ装着可能です。
　ソフトトップ仕様･････････････････････････ NCEC-105822～
　パワーリトラクタブルハードトップ仕様･･･ NCEC-200033～
　これ以前の車両に装着する際には、センターパネル N154 55 210Aとの交換が必要です。
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