
北海道三菱自動車販売株式会社

最小回転半径

4.8m

全高

1.745m

カーポートでも
楽々駐車

※価格・仕様は予告なく変更することがあります。

ポータブル電源
■  充電池タイプ：リチウムイオン充電池
■  充電池容量：86,400mAh/311Wh
■  最大外形寸法（W×H×D）：
　231mm×168mm×134mm
■  AC数：1口
■  AC出力：100V/2A・60Hz 200W（瞬間最大400w）
■  USB出力：最大24w DC5V/2.4A USB タイプA×2
■  DC出力：最大120w DC12V/10A シガーソケット×1

コンパクトボディの
入門モデル
¥50,050

■  充電池タイプ：リチウムイオン充電池
■  充電池容量：174,000mAh/626Wh
■  最大外形寸法（W×H×D）：
   300mm×192mm×193mm
■  AC数：2口
■  AC出力：100V/5A・60Hz 500W（瞬間最大1000w）
■  USB出力：最大30w  DC5V/2.4A USB タイプA×3
■  DC出力：最大120w DC12V/10A シガーソケット×1DC12V/7A  φ6.5mm DC端子×2

大容量の
中型モデル
¥78,540

■  充電池タイプ：リチウムイオン充電池
■  充電池容量：278,400mAh/1002Wh
■  最大外形寸法（W×H×D）：
  333mm×244mm×234mm
■  AC数：3口
■  AC出力：100V/10A・60Hz 1000W（瞬間最大2000w）
■  USB出力：最大60w USB タイプA×2 USB タイプB×2
■  DC出力：最大120wDC12V/10A シガーソケット×1

シリーズ最大
容量モデル
¥155,870様々な使用シーンに応える

高容量ポータブルバッテリー。
野外でのイベントやDIY、キャンプや
もしもの非常時に対応できます。
AC・USB・シガーソケットを搭載し
幅広い電子機器で使用できます。

標準
装備

■ 商品名：FS15
■ サイズ：15インチ
■ カラー：
　ブラックポリッシュ／レッドクリア
■ 価格（1本）
¥20,000（税込・取付工賃別）

■ 商品名：モンタグナ
■ サイズ：15インチ
■ カラー：
　ブラックポリッシュ／ブラッククリア
■ 価格（1本）
¥23,500（税込・取付工賃別）

【メーカー /ブランド】 RAYS / VOLK RACING
■ 商品名：
   TE37 KCR BZ EDITION
■ サイズ：15インチ
■ カラー：ブロンズ
■ 価格（1本）
¥43,000（税込・取付工賃別）

【メーカー /ブランド】 LEHRMEISTER / LMG【メーカー /ブランド】 LEHRMEISTER / LM-S

車中泊をもっと快適にする豊富なオプション
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万が一の時はもちろん、旅の思い出も
しっかり記憶しておける前後同時録画タイプ。
スマートフォンと接続することで
記録した映像の再生や各種設定も。

使用イメージ（冬） 使用イメージ（夏）

オリジナル10型ナビゲーション（パナソニック）

見やすさ美しさにこだわった
大画面10インチモデル。
ヘッドアップディスプレイ対応。
音声認識、逆走注意機能、
ドライブレコーダー連動機能を搭載した
高機能モデル。

大画面&
高画質モニターで、
家族や仲間たちとの
ドライブ・車中泊が
さらに楽しい時間に。

車室内の換気におすすめ。
アクリル製スモーク色。
フロント／リア左右4点セット。
MITSUBISHI MOTORSロゴ入り。

［全車］ MZ577006

MZ607849

［全車］ MZ604808（本体）／
　　　MZ604803（ハーネスキット）

リモコンエンジンスターター

社外ホイール

10.1型後席用モニター（ルーフ取付タイプ） エクシードバイザー

前後ドライブレコーダー（別体型2カメラタイプ）

※ホイールナット・タイヤは含まれておりません。

※掲載写真は、実物とイメージや仕様が異なる場合があります。※価格・仕様は予告なく変更する場合があります。※詳しくは販売店営業スタッフまでお問合せください。

（注1）交差点案内表示は、全方位カメラパッケージ車に本ナビゲーションを装着した場合に機能します。（注2）走行中はナビゲーションの画面でドライブレコーダーの操作・映像は表示できません。※1：ナビゲーションの拡張機器であるビデオ入出力ケーブル（RCA）と後席用モニターを装着する際に使用するビデオ入出
力ケーブル（RCA）は同一製品です。外部機器の映像入力用としてのビデオ入出力ケーブル（RCA）と後席用モニターを同時装着する場合でも、ビデオ入出力ケーブル（RCA）は1本のみで対応可能です。※2：音声は車両スピーカーからの出力のみとなります。※3：付属のリモコンは、機能に制限があります。（電源の
ON／OFF、画質の調整など）付属のリモコンで、ナビゲーションの操作はできません。※4：後席用モニター単体では映像は出ませんので、前席のナビゲーションと組み合わせてご使用ください。※5：後席用モニターの画面の開閉操作は手動式となります。※6：オリジナル8型ナビゲーションに接続する場合、別途ビデオ
入出力ケーブル（RCA）が必要となります。※7：本製品による暖機中はキーレスオペレーションシステムの作動距離が短くなる場合や作動しなくなる場合がありますが、故障ではありません。そのような場合は、本製品送信機によりエンジンを停止させてからご使用ください。※8：オリジナル10型ナビゲーション／オリジナル
8型ナビゲーションと接続可能です。単体でのご利用はできません。※9：本機に付属のmicroSDカードを必ず使用してください。付属のmicroSDカード以外は正しく動作しないことがあります。※10：microSDカードの記録容量が一杯になると、古い映像を消して上書きします。また、衝撃を検知して記録したデータが件数
を超えると、古いデータから順次消去されます。※11：手動録画／静止画はファイル数が上限に達するとそれ以上録画できません。※12：本機は必ずしも信号機の信号が記録できることを保証するものではありません。※13：LED式信号機は目に見えない高速で点滅しているため、本機で撮影すると、点滅して撮影される
場合があります。信号が映っていない場合は前後の映像や周辺の車両の状況から判断願います。信号機が映らない件については弊社は一切責任を負いません。※14：映像が記録されなかったことや記録された映像ファイルが破損していたことによる損害ならびに生じた損害については、弊社は一切責任を負いませ
ん。※15：本機は、事故の検証に役立つことを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。※16：本機で記録した映像は、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。また、本機をイタズラなどの目的では使用
しないでください。※17：機器により再生できない場合があります。また機器によりカードリーダーが必要な場合があります。※18：カードリーダーは構成部品に含まれませんので、パソコンにmicroSDカードまたはSDカードアダプターに適用したカードリーダーがない場合は、接続可能なカードリーダーを別途ご購入願います。

※全方位モニター用カメラパッケージ非装着車に取り付ける場合、バックドアルームラ
ンプ、リヤビューカメラ（映像表示切替機能付）の3品目を同時に装着できません。各々
組み合わせで2品目までは同時装着可能です。※全方位カメラパッケージ車に取り付
ける場合、バックドアルームランプとの同時装着はできません。
（注2）、※８、※9、※10、※11、※12、※13、※14、※15、※16※17、※18

■ 全方位カメラパッケージ車：¥338,338

MZ609939（本体）／MZ598426（オーディオ交換ガーニッシュ）／MZ598427（カメラコントローラーキット）／
MZ598428（ナビ電源ハーネス） MZ598350（ナビゲーションロック）

消費税抜価格：本体¥263,400+オーディオ交換ガーニッシュ（ピアノブラック）¥3,700+カメラコントローラーキット
¥27,600+ナビ電源ハーネス¥4,600+ナビゲーションロック¥3,000+参考取付工賃¥5,280 ■ システム合計価格：¥130,284

消費税抜価格：本体¥59,500+専用アタッチメント¥31,100+
HDMI接続ケーブル¥8,700+参考取付工賃¥19,140

■ システム合計価格：¥79,838
消費税抜価格：本体¥54,100+参考取付工賃¥18,480

■ 除く全方位モニター用カメラパッケージ車：¥317,174

MZ609939（本体）／MZ598426（オーディオ交換ガーニッシュ）
MZ609784（ナビゲーションアンテナキット）／MZ598350（ナビゲーションロック）

消費税抜価格：本体¥263,400+オーディオ交換ガーニッシュ（ピアノブラック）¥3,700+
ナビゲーションアンテナキット¥5,700+ナビゲーションロック¥3,000+参考取付工賃¥12,540

MZ609894（本体）／MZ598432（専用アタッチメント）／
MZ598433（HDMI接続ケーブル）

オリジナル10型ナビゲーション装着車／
全方位カメラ付ナビパッケージ車 ¥20,328 消費税抜価格：本体¥16,500+

参考取付工賃¥1,980

¥73,810
消費税抜価格：本体¥46,200+
ハーネスキット¥14,300+参考取付工賃¥6,600

■アンサーバック機能 エンジン始動と停止をLEDランプと
メロディー音でお知らせ

乗車前に室内を快適に。
便利なアンサーバック機能付きで、
エンジンの始動と停止を
LEDランプとメロディー音で
お知らせします。※７

（注1）

オリジナルナビゲーション装着車

※1、※2、※3、※4、※5、※6

消費税抜価格
¥71,400

消費税抜価格
¥45,500

消費税抜価格
¥141,700

本体

フロントカメラ

リヤカメラ

YouTube公開中!
北海道三菱自動車オリジナル



専用フルベッドキット クッション付
落ち着いたカラーデザインのマットレスは取り外し簡単、女性も無理なく収納が可能。大人2人分のスペースを確保し、寝心地も一級品。

D：2の室内を
めいっぱい使い

遊びを極めた。

オーバーヘッドラック
天井にも収納スペースを確保。ちょっとした小物の収納に
最適です。走行中も荷崩れしにくいストッパー付き。

ダウンライト
夜も快適な、十分な光度をもった
ライトを全6灯装備。

専用テーブルセット
ボルトで簡単に取り外し可能。パソコンを置いたり、
食事をする場として。スライド式で利便性抜群。

ポータブル電源
車のバッテリーと別にたっぷり使える高容量ポータブル電源を
標準装備。車内ダウンライトやコンセントへ給電が可能。

網戸・
サンシェードセット
簡単取り外し可能な網戸で
車外のさわやかな風を
入れると同時に、蚊などの
侵入を防ぎます。

ルーフ防音加工

天井内張りに施した
防音加工により走行中は
もちろん車内での会話が
外に漏れるのを防ぎます。

純正フロアマット

ブラックを基調とした
シンプルなデザインマット。
DELICA D:2の刺繍ネーム入り。
抗菌・防臭・防ダニ機能付き。

断熱加工

車内内張りに断熱加工を
施し、夜間や早朝の冷気を
防ぎ、暖房効率を上げます。

Photo:21型 CUSTOM HYBRID MV
全方位カメラパッケージ 4WD
ボディカラー:スーパーブラックパール

※掲載写真は、実物とイメージや仕様が異なる場合があります。※予告なく仕様変更する場合があります。※詳しくは販売店営業スタッフまでお問合せください。

※装備内容は年式変更等により
　予告なく変更となる場合があります。
※写真はイメージです。

円
BODY COLOR

※有料色 ※有料色 ※有料色 ※有料色 ※有料色 ※有料色 ※有料色

※ピュアホワイトパール・グリッターバイオレットパール・プレミアムシルバーメタリックは26.400円（消費税抜価格24.,000円）高となります。
※メロウディープレッドパール／ブラック2トーンルーフ・フレイムオレンジパールメタリック／ブラック2トーンルーフ・スピーディーブルーメタリック／ブラック2トーンルーフは49,500円（消費税抜価格45,000円）高となります。
※ボディカラー、内装、シート色は、実際の色と異なって見える場合があります。ご購入の際には、実車・カラーサンプル等によってご確認ください。

ワイドナビゲーション＆バックカメラ
コンソールとの一体感に拘ったフルセグワイドナビを標準装備。
旅の道中にうれしいエンタメ機能はもちろん、普段使いでもワイド画面でナビも
見やすく便利です。Bluetooth／CD･DVD／USB／地デジ等各種に対応。

（消費税抜価格 3,136,363円）3,450,000

【特長装備】

週末が待ち遠しくなる。旅を極めた装備が心を躍らせる。

FEATURES EQUIPMENT


