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キャリアに積載することで
室内を広く確保できます。

スタンドアローンで記録可能な
ドライブレコーダー。
専用のケーブルを用いることで
オリジナル7型ナビゲーション画面で
映像を再生することも可能です。

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。

ウィンタースポーツグッズを
キャリアに積載する
アタッチメント。
室内を濡れや汚れから守ります。
ベースキャリア【¥30,404】と
合わせてご使用ください。

北海道三菱自動車販売株式会社

※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

¥50,050 ¥78,540 ¥155,870消費税抜価格
¥71,400

消費税抜価格
¥45,500

消費税抜価格
¥141,700

■  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×1 DC12V/7A  φ6.5mm DC端子×2

■  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

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。

【メーカー】 DUNLOP

■ 商品名：FS15
■ サイズ：15インチ
■ カラー：シルバー
■ 価格（1本）

¥20,000（税込・取付工賃別）

■ 商品名：モンタグナ
■ サイズ：14インチ
■ カラー：シルバー
■ 価格（1本）

¥10,381（税込・取付工賃別）

■ 商品名：Violento KS
■ サイズ：14インチ
■ カラー：シルバー
■ 価格（1本）

¥8,162（税込・取付工賃別）

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

社外ホイール ※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。

車中泊をもっと快適にする豊富なオプション
充電用ソーラーパネル

ポータブル電源を充電できる
折りたたみ式で
持ち運びに便利なソーラーパネル。
太陽の向きに合わせて
簡単に移動できます。
モバイルバッテリー等も
充電が可能。

［全車］ MZ533074

MZ607911

ルーフキャリア

スキー&スノーボードアタッチメント

ドライブレコーダー リモコンエンジンスターター

※オリジナル7型ナビゲーション画面に映像出力を行う場合には、別途ビデオ入出力ケーブル（MZ609780）が
必要となります。オリジナル7型ナビゲーション画面で再生する場合、音声はドライブレコーダー本体からの出力と
なります。また、映像の再生操作、各種設定はドライブレコーダー本体で行います。ドライブレコーダーとナビゲー
ションを接続した場合、他の機器からのナビゲーションへの映像入力ができなくなります。なお、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や映像の表示はできません。※オリジナル7型ナビゲーション以外のドラ
イブレコーダー録画映像の確認方法は、PCビューアーソフトでのみとなります。※各種注意事項等の詳細は取扱
説明書でご確認ください。

※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。
⚠周囲の安全を十分に確認してご使用ください。
⚠一般公道および閉め切った場所（車庫など）では使用しないでください。 
⚠環境保護（騒音など）のため必要以上にエンジンをかけないでください。
⚠リモコンエンジンスターターでエンジンを始動した後は、ドアを開けるとエンジンが停止します。
⚠一部地域（兵庫県・埼玉県・京都府など）では、車両の停止中にエンジンをみだりに稼動させた
　場合、条例などに触れ、罰則を受けることがありますので十分ご注意ください。
⚠リモート格納ミラー標準装備車は、リモコンエンジンスターターでのエンジン始動時にドアミラー
　が開きますので、思わぬ事故を防止するためリモコンエンジンスターターを使用する際は、リモー
　ト格納機能を停止してからご使用ください。

¥42,680
消費税抜価格：本体¥38,800

フロントドライブレコーダー（MZ607911） 機能詳細

■ システム合計価格：¥42,460 消費税抜価格：本体¥32,000+
参考取付工賃¥6,600

MZ604808（本体キット）／
MZ604810（ハーネスキット）タウンボックス全車

MZ535001ベースキャリア装着車

¥21,252 消費税抜価格：本体¥18,000+
参考取付工賃¥1,320

¥81,070 消費税抜価格：本体キット¥46,200+
ハーネスキット¥20,900+参考取付工賃¥6,600

¥62,282 消費税抜価格：本体¥52,000+
参考取付工賃¥4,620

スキー板5～6セットまたは
スノーボード4枚積み。
サイズ：長さ63×幅789×高さ127（mm）。
製品重量：2.8kg。

サイズ：長さ1,840×幅1,445×高さ320（mm）。
スチール製、ブラック塗装。
最大積載重量：28.5kg(ルーフキャリア製品重量を除く)
装着時はルーフから約134mm高くなります。

※写真は当該車両とは
　異なります。

（注）標準装備のmicroSDカードの場合※microSDカード16GB／SDカードアダプタ同梱

※前後枠パイプは可倒式です。前後枠パイプを倒せば、長尺のものも積載可能です。

有効画素数

約300万
画素

水平:117°
垂直:63°

[解像度]
標準 1920×1080

［高画質］ 約100分
［標　準］ 約140分
［長時間］ 約200分

［G（衝撃）検知］ 10件
［駐車時G検知］ 40件
［スイッチ操作］ 20件

画像サイズ イベント録画件数（注）記録時間画角

コンパクトボディの
入門モデル

大容量の
中型モデル

シリーズ最大
容量モデル

標準
装備

YouTube公開中!
北海道三菱自動車オリジナル



就寝スペースを
確保しながら

旅の荷物も
しっかり積める。

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とバックカメラを標準装備。
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。

木目調2段シェルフ・専用テーブル・天井収納
明るい木目調のサイド/天井シェルフ、専用設計テーブルを装備。
ポータブル電源を内蔵し電源へのアクセスも容易です。

大型ベッドキット
専用設計フラットベッド。旅の疲れをしっかり癒す
ベッドキットは取り外しもワンタッチです。

床下収納
旅の荷物も床下にしっかり収納。

ベンチレーターファン
車内の空気を常に新鮮にする
密閉したまま換気可能なファンを搭載。

純正フロアマット
清潔感のあるスタンダードタイプ。前席、後席の2点セット。
MITSUBISHI MOTORSのロゴ入り。

脱着式網戸
簡単に取り外しができる
窓はめこみ式網戸を装備。

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。

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。

Photo:23型 G 4WDモデル
ボディカラー:パールホワイト（有料色）

※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。

センターダウンライト／間接照明
車内をしっかり照らす照明を装備。
ゆっくり読書にも最適です。BODY COLOR

※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。

〈前席マット〉

※有料色

※有料色は22,000円（消費税抜価格20,000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。

（消費税抜価格 2,709,090円）2,980,000円

あそびだって全力で。選りすぐりのパーツが心を刺激する。

【特長装備】

FEATURES EQUIPMENT


