
ACCESSORIES

2020年11月現在 〒211-8522  神奈川県川崎市中原区大倉町10番地
 
 

営業時間：月曜～金曜（所定の休日を除く） 9：00～12：00、13：00～17：00

このカタログに関するお問い合わせはお近くの三菱ふそう販売店、
または下記のお客様相談センターへどうぞ。

車両の取扱いは、所定の取扱い説明書などをよくご覧のうえ、定められた点検・整備などを確実に
実施し、常に良好な状態で正しくご使用ください。

MY FUSO
MY FUSOでは、車両をお好みのボディカラーや
オプション装備を選択しながら完成車両をシミュレーション

いただけます。今まで装着する事のなかった商品に

MY FUSOをお試しいただく事で出会えるかも知れません。
車両ご購入時の参考に、是非ご活用下さい。

ボディバリエーション、

モデル型式、キャブを選んで、

シミュレーション開始します。

全365色の中からキャブカラー、
ボディーカラーを選択。メッキパーツなどの

オプション品もお好みで選択可能です。

背景を街中や平地に切り替えたり、

車両を360度回転させる事で、車両の
全体像をイメージしやすくなります。

お客様だけのトラックをデザインする。

アクセサリーシミュレーションサイト

MY FUSO詳しくはこちらから

my f u s o . m i t s u b i s h i - f u s o . c o m



メッキミラーカバー （左右セット）
スーパーミラー用

メッキミラーカバー （左右セット）
メッキミラーステー （左右セット）
エコノミーミラー用

品格と風格をまとい、さらなる高みへ。

EXTERIOR SUPER GREAT/ACCESSORIES
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ブラックメッキミラーカバー （左右セット）
スーパーミラー用

21 メッキ調ドアハンドルガーニッシュ 
（運転席側）

18 メッキクォーターガーニッシュ
リヤクォーターウインド付車を除く
標準キャブ車

メッキフェンダー （左右セット） ※A3キャブ用は2021年発売予定

メッキドアガーニッシュ （左右セット）

04 メッキフロントグリル

01 メッキフロントリッドカバー

メッキステップウォール （左右セット） 
メッキステップアッパー （左右セット）

メッキステップロア （左右セット）

メッキサイドガーニッシュ （左右セット）

メッキマッドガードカバー （左右セット）

ナンバープレートフレーム 
（スチールメッキ仕様）リヤ用
トラクタ車には、リヤ用が装着できません。
※2021年法規対応品に変更予定

20 メッキ調アンダーウインド
ガーニッシュ （助手席側）

19 メッキ調ドアハンドルガーニッシュ 

フロントパネルサイドメッキカバー（LED付）

02 メッキグリルアッパーモール
03 メッキフロントパネルサイドカバー（左右セット）

メッキセンター
キャップセット

メッキホイール
キャップセット

07 08 09
10

22

25

2423

11
12
13
14
15
16
17

05

メッキバンパートップモール06

キズ消しワックス
メッキフィニッシャー
メタルポリッシュ
メタルパーツポリッシュ
洗浄撥水剤
アルミホイールクリーナー

※2021年発売予定

※写真は撮影用特別仕様車。
※メッキバンパー、メッキコーナーパネルは
　メーカーオプションでのご注文となります。

装着オプション
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メッキフロントリッドカバー

メッキグリルアッパーモール

メッキフロントパネル
サイドカバー（左右セット）

メッキバンパートップモール

メッキ調ドアハンドルガーニッシュ

メッキ調アンダー
ウインドガーニッシュ

メッキミラーカバー

メッキクォーターガーニッシュ

ドラッグフォイラー

L型バイザー

メッキドアガーニッシュ
（左右セット）

メッキフェンダー（左右セット）

メッキステップウォール
（左右セット） 
メッキステップアッパー
（左右セット）

メッキステップロア（左右セット）

FUSO純正
メンテナンス用品



ドアエッジモール ドアエッジラバー

54

実用性に優れたアイテムが、仕事の効率を一段と高める。

EXTERIOR SUPER GREAT/ACCESSORIES

エアロルーフデッキ
デッキカバー
レグカバー （1台分セット）

32 フロントウインドバイザー
（ステンレス製） スーパーミラー装着車

46 マッドガード （2枚セット）

可倒式キャブタラップ （左右セット）

43 トラクタ用固定式キャブバックタラップ
（ステンレス製） トラクタ車

可動式キャブタラップ （ステンレス製）（左右セット）
ドラッグフォイラーとの同時装着はできません。

専用ルーフデッキ 
標準ルーフ車
ルーフオンシュノーケル付車を除く

標準ルーフ収納時

収納時 ハイルーフ収納時

30 L型バイザー （2分割タイプ 左右セット）
スーバーミラー装着車

ドラッグフォイラー

31 ベンチレーションバイザー （左右セット）
L型バイザー非装着車には付けられません。

41 固定式キャブタラップ
（スチール製）（左右セット） 

42 固定式キャブタラップ
（ステンレス製）（左右セット）ショートキャブ車

3533 看板灯 （ELタイプ）
ドラッグフォイラー・ルーフデッキに装着できます

34 看板灯 （電球タイプ）
ルーフデッキに装着できます

看板灯 （LED）
ルーフデッキに装着できます

■ 細かな所から実用性を向上させる各種バイザー

■ 大切な１台を傷から守る保護パーツ

■ 用途に合わせて選べる各種タラップ

■ 実用性だけでなく風格も高める灯火装置
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3736 LEDリヤコンビネーションランプ
3連タイプ

38 LEDリヤコンビネーションランプLEDリヤコンビネーションランプ
2連タイプ

クリアレッド クリアレッド

※シーケンシャルタイプは2019年型以降（車体番号:520001～）の車両で使用可能です。 使用するに当たり、三菱ふそう販売店にて仕様変更作業が必要です。



76

SUPER GREAT/ACCESSORIES

47 木目調パネル （AMT車用） 48 黒木目調パネル （AMT車用） 49 グレー木目調パネル （AMT車用）

54 本革ステアリングカバー

■ 高級感、実用性で選べる各種シートカバー

53 シートカバー（透明ビニール）51 シートカバー（革調） 52 シートカバー（ブラック）50 シートカバー（革調）

上質な空間で、心地よい運転を。

INTERIOR



機能的なアイテムが、居心地をさらに高める。

INTERIOR SUPER GREAT/ACCESSORIES
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■ コックピットの実用性を高めるLEDイルミネーションパーツ

55 LEDフットランプ （青） 56 LEDフレキシブルランプ （白）

57 LEDステップランプバルブ 58 LEDドアランプ （青）

67 カーペットマット（高級タイプ）（1台分セット） 68 ラバーマット（ブラック）（1台分セット）62 LEDアッシュトレイ61 IQOS専用スタンド

■ 車内の様々な所に設置でき、利便性を高める収納アイテム

63 リヤウインドコンソール

64 リヤウインドネットラック  
蓄冷式リヤクーラー付車には装着できません。

65 シートバックポケット （助手席）

66 マップホルダー

69 安眠戸60 ムートン調クッション59 ムートン調シートクッション （座面用）



心身ともにくつろげる、リラックスタイムを。

INTERIOR SUPER GREAT/ACCESSORIES
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■ ONとOFFをハッキリ区別する各種カーテン

■ 寒い日や暑い日も快適な時間をもたらすコンフォートパーツ

■ 高効率を発揮するための心身の疲れをとる寝具類

71 間仕切りカーテン

70 ラウンドカーテン

72 リヤカーテン ※サイドカーテンもご用意しております。

完全遮光タイプ
（プリーツ加工無）

カスタム生地
（黒/プリーツ加工有）

カスタム生地
（グレー/プリーツ加工有）

プリント生地
（グレー/プリーツ加工有・無）

カーテン新柄
（ウェーブブラウン）

73 高反発マットレス

74 布団セット 
敷きパッド、掛け布団（合い掛け、肌掛け）、まくら、
カバー（敷きパッド、掛け布団、まくら）、収納ケースの8点セット。 2021年発売予定

※24Vコンセントのない車両へは
別売のハーネスキットが必要です。

75 蓄熱式仮眠マット  
ひだまりくん（24Vコンセント仕様）

76 電気掛け毛布 あった丸

77 電気毛布 ぬくぬくブランケットEX
コントローラー（バッテリー内臓）

78 エアヒーター パーキングクーラー （助手席）

エアヒーター及びパーキングクーラーは、荷待ちや仮眠時の車内を快適にします。

燃費を削減しながらドライバーの満足度が向上する優れものです。

79
2021年発売に向け、
車内収納用品のセンターコンソール
及びベッド下収納を開発中。
※画像は開発中のサンプルです。
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安心稼働へと導く、サポートアイテムを。

SUPPORT SUPER GREAT/ACCESSORIES

82 6.1型液晶カラーモニター

91 防塵タイプ
CCDカラーカメラ
（シャッター付）

89 7.0型液晶カラーモニター 90 6.1型液晶カラーモニター

92 標準タイプ
CCDカラーカメラ
（シャッター無）

93 カメラプロテクター

87 標準タイプCCDカメラ
（シャッター無） 車高・車幅・重量・大型車規制を考慮した最適なルートを案内するトラック

ドライバー専用のカーナビアプリ。規制情報や渋滞情報の地図表示や

複数の配送先を回る際に便利な巡回経路検索など、嬉しい機能が満載です。

ご購入いただいたお客様には、365日間使えるシリアルナンバーをアプリに
入力いただくことで、スマートフォンでトラックカーナビをご利用になれます。

バックモニター（セーフティビジョン）　市光工業製三菱ふそう純正 リヤビューカメラ　

バックモニター（カービジョン）　三菱電機製

バックモニター（ナイスビューモニター）　日本ヴューテック製

※夜間専用の路線車両等には夜間の視認性にすぐれる白黒カメラをご使用ください。
※ケーブルなどの付属品については価格表をご覧ください。

88 7.0型液晶ドライブレコーダー付セーフティビジョン
※モニターは取付ステー 一体型となります。詳しくは価格表をご覧ください。※白黒カメラの設定もあります。
※ケーブルは価格表の資料欄をご覧ください。

86 7.0型液晶カラーモニター

80 リヤビューカメラ

※夜間専用の路線車両等には夜間の視認性にすぐれる白黒カメラをご使用ください。
※ケーブルなどの付属品については価格表をご覧ください。

画面はすべてハメ込み合成です。バックモニターは、あくまでもドライバー操作や視界を補助するシステムです。安全確認や周囲の状況確認は、必ずドライバー自身が行い、十分に注意しながら運転してください。

81 防塵タイプCCDカメラ（シャッター付）

トラックカーナビ
トラックドライバー専用アプリ！

83 防塵タイプCCDカメラ
（シャッター付）

84 防塵タイプCCDカメラ
（シャッター無）

85
標準タイプCCDカメラ
（シャッター無）

周囲の明るさに応じモニター表示画面が

自動的（カラー／白黒）に切り替わります。

カメラにマイクが内蔵されており、車両

後方の様子を音声でも把握できます。

※ケーブルなどの付属品については価格表をご覧ください。

94
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輸送ビジネスの効率化と安心の備えに。

OTHER ITEMS SUPER GREAT/ACCESSORIES

95 ETC2.0（三菱電機製） 96 ETC2.0（デンソー製） 114 LED作業灯

111 LEDサイドターンシグナル

107 USBソケット

110 LEDサイドマーカーランプ
（イエロー）

109 LEDハイマウント
ストップランプ

103 LED懐中電灯

98 愛車セット

116 三角停止表示板 117 非常信号灯 （懐中電灯付） 118 発炎筒 （ガラス破壊ピック付） 119 レスキューマンⅢ

102 ナンバープレート
ロックボルト

121 ステアリングロック 122 牽引ロープ
（6t～20t用　4タイプを設定）

123 タイヤストッパー （黄）

104 空気清浄器 （シガータイプ） 105 冷凍冷蔵庫
容量15L、DC24V・AC100V使用可能

127 ラストアレスター125 スーパースケット
エクセレント E-4000S

126 オイルコックチェンジャー

129 ギラレスワイパー 130 スノーブレード 131 タイヤチェーン

99 工具セット 100 ファーストエイドキット

108 LEDデイタイムランプ

115 路肩灯

120 ボイスアラーム
（DC 12／24V兼用）

97 ETCビルトインBOX
半分をETC収納に、半分を小物入れに使える、1DINサイズのBOXです。

※ETC車載器ご利用には手続き（セットアップ、取付、カード登録等）が必要です。
　詳しい内容については販売店にお問い合わせください。

ETC　有料道路自動料金収受システム

ETC2.0では、渋滞回避や安全運転に役立つ情報など、
さまざまな運転支援サービスを受けられます。

128 大型後部反射器

※タイヤチェーンについては、各種サイズと適用可否があります。タイヤチェーン専門カタログからお選びいただくか、三菱ふそう販売店へお問い合わせください。

101 洗車ブラシ

113 3型LEDサイドマーカー112 2型LEDサイドマーカー

アンバー イエロー

106 DCコンバーター

124 燃料タンク


