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OTHER ITEMS

149 メッキフィニッシャー

152 洗浄撥水剤150 メタルポリッシュ

148 キズ消しワックス

151 メタルパーツポリッシュ 153 アルミホイールクリーナー

154

147 洗車ブラシ

カーメイト商品多数取り揃え
人気メーカー「カーメイト」の商品を
ぜひ三菱ふそうでご購入ください。

ラインアップ
•iQOS 専用スタンド
•ノンスリップパッド トレータイプ
•ドクターデオ プレミアム
•カップホルダー　　　……など多数！

三菱ふそう販売店へお問い合わせください。

〒211-8522  神奈川県川崎市中原区大倉町10番地

受付時間：月～金曜（所定の休日を除く）9：00～12：00、13：00～17：00

この印刷物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。

公式SNS「＠FusoOfficial」で検索してください。



5 メッキミラーカバー
6 メッキミラーステー

マニュアル2ミラー用
（左右セット）

1 メッキグリル

6

15

3

4

5

12

2

1 メッキグリル

フロントエアダム

エクステンション

メッキステップウォール

ステップスカート

エクステンション

メッキミラーカバー

メッキミラーステー

メッキドアハンドル

ガーニッシュ

メッキフェンダー

※写真は撮影用特別仕様車。
※メッキバンパー、メッキフロントコーナーパネル、
　メッキヘッドランプベゼ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

2 フロントエアダムエクステンション
※メッキバンパーはメーカーオプションでのご注文となります。

3 メッキステップウォール （左右セット） 4 ステップスカートエクステンション （左右セット）

11 ドアエッジモール
（ステンレス製　左右セット）

14 メッキサイドクォーター
ガーニッシュ （左右セット）

16 メッキフェンダー
ショートキャブ用 （左右セット）

15 メッキフェンダー
フルキャブ用 （左右セット）

12 メッキドアハンドル
ガーニッシュ （左右セット）

7 メッキミラーカバー
8 メッキミラーステー

ヒーター付リモコン2ミラー用
（左右セット）

9 メッキミラーカバー
10 メッキミラーステー 

マニュアル3ミラー用
（左右セット）

よりスタイリッシュに、より堂々と。

EXTERIOR
FIGHTER/ACCESSORIES
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12 メッキドアハンドル
ガーニッシュ （左右セット）

13 メッキドア
ガーニッシュ （左右セット）



17 ドラッグフォイラー フルキャブ用

タラップ フルキャブ用 （左右セット）

※冷凍車用への設定はありません。

※エアロルーフデッキカバーは専用の
　ルーフデッキをご使用ください。

※広幅車のみ

25

プロの走りと仕事を支える、厳選アイテム。

EXTERIOR
FIGHTER/ACCESSORIES

タラップ

メッキホイールキャップ

ルーフデッキ

18 ドラッグフォイラー ショートキャブ用

22 専用ルーフデッキ

メッキホイールキャップ スタンダードタイプ30

タラップ ショートキャブ用 （右側のみ）26 可変式タラップ （左右セット）27

※エアロルーフデッキカバーは専用の
　ルーフデッキをご使用ください。

※L型バイザー非装着車には付けられません。

※図はイメージで
　説明のため
　強調されています。

L型バイザー部
ベンチレーション
バイザー部

22 専用ルーフデッキ
21 ルーフデッキカバー

バイザー

19 L型バイザー （左右セット）

20 ベンチレーションバイザー

24 ルーフデッキ （床板木製）

■ベンチレーションバイザーの効果イメージ

23 アルミ製ルーフデッキ （床板木製）

メッキホイールキャップ28

マッドガード

マッドガードフレーム
スチールメッキ仕様 （左右セット）

31 Wリヤマッドガード　黒地
（2枚セット）

32

Wリヤマッドガード　白地
（2枚セット）

33 Wリヤマッドガード　赤地
（2枚セット）

34

※広幅車のみ
メッキホイールキャップ スーパーエアロタイプ29

54

35 LEDリヤコンビ
ネーションランプ
3連タイプ

37 LEDリヤコンビ
ネーションランプ

36 LEDリヤコンビ
ネーションランプ
2連タイプ

※15年式以降の標準仕様車に採用されている後退灯一体式リヤコンビネーションランプ装着車には使用できません。
※19年式以降（車台番号：605001号車～）の車両でシーケンシャルタイプの使用をするに当たり、三菱ふそう販売店にて仕様変更作業が必要です。

テールランプ

クリア

レッド

クリア

レッド



76

67

50

こだわりの室内で、仕事はさらに冴えわたる。

INTERIOR
インパネ部

黒木目調パネル

51 インパネ部
52 ドアトリム部
53 センターコンソール部

木目調パネル

54 インパネ部
55 ドアトリム部
センターコンソール部

カーボン調パネル

38 ビニールシートカバー 39 革調シートカバー 40 吸湿シートマット 41 メッシュシート
エプロンカバー

42 カーペットマット （ループ） 43 ラバーマット

47 ムートン調シートクッション
 （座面用）

48 ムートン調クッション

45 IQOS専用スタンド44 LEDアッシュトレイ 46 冷凍冷蔵庫
容量14L～38L 5タイプ

49 車載用 温・冷蔵庫
※温蔵4L・冷蔵7Lが同時に使用できます。
※センターコンソールを取り外しての装着となります。
　3名シートには装着できません。

56



完全遮光タイプ（黒） カスタム生地（黒） プリント生地（グレー） カーテン新柄（ウェーブブラウン）

98

いつも自分らしくあるための、居心地を追求。

運転席から手の届く場所に「使い勝手」を。

心休まる空間を作るアイテムも充実。

INTERIOR

57 ラウンドカーテン 完全遮光タイプ（プリーツ加工無）

59 間仕切りカーテン

60 リヤカーテン

58 ラウンドカーテンレール

FIGHTER/ACCESSORIES

※サイドカーテンもご用意しております。

62 ベッド フルキャブ用 63 収納式仮眠ベッド ショートキャブ用
※標準幅3名／広幅3名仕様車は、受注生産となります。

収納時

73 多機能収納ケース フルキャブ用 74 ノンスリップマット

※耐荷重29.4N（3kg）

71 リヤマルチバー＆
ユーティリティポケット 

70

※耐荷重29.4N（3kg）

72 リヤマルチバー＆大容量
ユーティリティポケット 

70

68 安眠戸

66 メッシュベッドマット

67 蓄熱式仮眠ベッド  一休さん

※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。

64 蓄熱式仮眠マット  
ひだまりくん（24Vコンセント仕様）

バッテリー

65 電気毛布 ぬくぬくブランケットEX

バッテリー 収納時

収納時

69 フロアコンソール

61 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 



88 7.0型液晶カラーモニター

89 6.1型液晶カラーモニター

91 標準タイプCCDカラーカメラ
（シャッター無）

92 カメラプロテクター

90 防塵タイプCCDカラーカメラ
（シャッター付）

93 バックセンサー基本セット
（センサー2個セット）
※セーフティビジョン装着車に設定。

86 標準タイプCCDカメラ
（シャッター無）

バックモニター（ナイスビューモニター）　ヴューテック製

85 7.0型液晶カラーモニター
※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。

87 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。
※ケーブルは価格表の資料欄をご覧ください。

バックモニター（カービジョン）　菱和製

83 防塵タイプ
CMOSカメラ
（シャッター無し）

82 防塵タイプ
CMOSカメラ
（シャッター有り）

84 標準タイプ
CMOSカメラ
（標準タイプ）

81 6.1型液晶カラーモニター
※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。

SUPPORT
FIGHTER/ACCESSORIES

1110

頼りになるサポートアイテムで、安全に、スムーズに。

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。

バックモニター　クラリオン製

80 防塵タイプ
CCDカメラ 
（シャッター無）

79 防塵タイプCCDカメラ 
（シャッター付）

78 モニター取付ステー

三菱ふそう純正 リヤビューカメラ　

バックモニター（セーフティビジョン）　市光工業製

※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。

6.5型液晶カラーモニター77

76 防塵タイプCCDカメラ（シャッター付）

75 リヤビューモニター
※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。

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。



94 SRVデジタコ 95 YAZAC-eye3T

96 DTG5 97 タコグラフ (平置き1DINタイプ)
※車載機の他に事務機（事務所単位で1セット）が必要となります。詳しくは、販売店へ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

AUDIO SYSTEMS

EMS

1312

エコドライブ管理システム EMS助成金対象機器

※トレードインシステムは標準装備オーディオ（AM/FMラジオ、
1DINオーディオ）を取外す場合の推奨オーディオです。

※装着の際にはスピーカー8Ω仕様に変更する必要があります。

画面はハメ込み合成です。

98 リヤカメラオーディオ
●CD再生機能（MP3/WMA対応）
　+AM/FMラジオ+時計/カレンダー機能
●小型カメラでも広範囲（水平135°、直角105°）をカバー。
●昼間（逆光）でも見やすい
　DIN位置搭載モニター（画面4.3インチ）

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。

102 ETCビルトインBOX101 ETC（三菱電機製）

99 ETC2.0（三菱電機製） 100 ETC2.0（デンソー製）
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。

画面はすべてハメ込み合成です。

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。

トラックカーナビ
トラックドライバー専用アプリ！103



OTHER ITEMS
輸送ビジネスの効率化と安心の備えに。

121 助手席サンバイザー117 看板灯 電球タイプ大（900mm）
118 看板灯 電球タイプ小（650mm）

113 サイドマーカーランプ
イエロー（LED省エネタイプ）

114 LEDサイドターン
シグナル

119 LED作業灯

112 LEDサイドマーカー
ランプ （イエロー）

120 大型後部反射器
ゼブラ型

138 スーパースケット
エクセレント　マイティ
EM-3000S  EM-4000S  EM-5000S

140 スーパースケット
MA-3000S  MA-4000T

139 スーパースケット
エクセレント
E-4000S  E-5000S  E-6000S

133 タイヤストッパー （黄）

126 三角停止表示板

125 保安セットB

127 非常信号灯 （懐中電灯付）

132 牽引ロープ
（6t～20t用　4タイプを設定）

130 レスキューマンⅢ

1514

FIGHTER/ACCESSORIES

106 居眠り防止装置

115 路肩灯 LH側
116 路肩灯 RH側

142 ラストアレスター

137 アルミ燃料タンク
（150L～300L 6タイプを設定）

※本体以外に取付ステーおよび固定バンドが
　別途必要となります。

143 ギラレスワイパー
144 ギラレススノーブレード

104 USBソケット

122 愛車セット

131 ボイスアラーム
（DC 12／24V兼用）

124 ファーストエイドキット123 工具セットA 146 タイヤチェーン
※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。

145 スノーブレード

105 空気清浄器 （シガータイプ）

135 ナンバープレート
ロックボルト

136 バッテリーロックナット134 ステアリングロック

128 発炎筒 （ガラス破壊ピック付） 129 緊急保安用信号機（赤旗）107 LED懐中電灯

141 オイルコックチェンジャー

LEDデイタイムランプ108 LEDハイマウント
ストップランプ

109

アンバー イエロー

2型LEDサイドマーカー110 3型LEDサイドマーカー111

タイヤチェーン
カタログ


