BLACK Edit i o n
■ 主要装備
BLACK Edition 特長装備

★：特長装備

●：標準装備

▲：メーカーオプション

（ベース車は20 G/ 24 Gとなります）

〈エクステリア〉★フロントグリル（ブラックメッキ）★ウインカー付電動格納式リモコンドアミラー(ブラックマイカ)＊1 ★サイドウインドウモール
（ブラック）★ルーフ（ブラックマイカ）＊1 ★ルーフレール（グロスブラック）★リヤスポイラー（ブラックマイカ）★サイドドアガーニッシュ（ブラッ
ク、ブラックマイカ加飾付）★ドアアウターハンドル（バータイプ、カラード）★スキッドプレート（ブラックマイカ、フロント／リヤ）★ファネル
ガーニッシュ（ブラックメッキ、フロント）★テールゲートガーニッシュ（ブラックメッキ）★18インチアルミホイール（ブラック塗装）
〈インテリア〉★シート生地（コンビネーション：スエード調素材 撥水機能付 機能性素材＊2、レッドステッチ付）★運転席・助手席シートヒー
ター ★運転席・助手席パワーシート ★天井色（ブラック）★インパネ&ドアトリムオーナメントパネル（ブラックカーボン調、ピンストライプ付）
★本革巻ステアリングホイール(メッキ&ピアノブラックアクセント、レッドステッチ付)＋本革巻シフトノブ（レッドステッチ付） ★アームレスト
（レッドステッチ付、ドアトリム／フロアコンソールボックス部）★メーターフード（レッドステッチ付）

エクステリア

●LEDヘッドライト(ロービーム／ハイビーム、光軸自動調整機構付) &LEDポジションランプ ●LEDリヤコンビランプ ●LEDフォグランプ ●ドアサッ
シュブラックアウト＊1 ●ホイールアーチモール ●リヤスポイラー ●サイドシルガーニッシュ(ブラック) ●LEDハイマウントストップランプ ●リヤデフォッ
ガー ●UVカット機能付プライバシーガラス(リヤドア／リヤクォーター／テールゲート) ●UVカットガラス(フロントウインドシールド／フロントドア)

インパネまわり

●ハイコントラストメーター(常時照明点灯タイプ／レオスタット[照度調整機能]) ●マルチインフォメーションディスプレイ（ECOスコア、ECOドライブア
シスト、トリップメーター、オドメーター、外気温計、平均燃費、航続可能距離、ドライブモードインジケーター〈4WD車〉、メンテナンス表示）●ECOモードス
イッチ ●ステアリングヒーター ●パドルシフト ●ドライブモードセレクター(プッシュボタン〈
) 4WD車〉●左右独立温度コントロール式フルオートエア
コン(クリーンエアフィルター付) ●タコメーター ●運転席フットレスト ●シートベルト非着用ウォーニング(全席) ●ゲート式シフトレバー(フロアタイプ)

シート仕様

●運転席パワーランバーサポート ●助手席シートバックポケット ●セカンドシートスライド&リクライニング(6:4分割) ●セカン
ドシートダブルアクションフォールディング(6:4分割)＊3 ●セカンドシートヘッドレスト 3 ●セカンドシートセンターアームレスト
(カップホルダー 2) ●サードシート ●サードシートワンタッチチルトダウン機構(5:5分割) ●サードシートヘッドレスト 2

インテリア

●ソフトパッド(インパネ上部、フロントドアトリム上部) ●シフトパネル(シルバーリング) ●フロントルーム&マップランプ ●リヤルームランプ ●ラ
ゲッジルームランプ ●フロントカップホルダー(フロアコンソール) ●センターコンソール下部ボックス ●サングラスポケット ●ドアポケット&ボトル
ホルダー(フロント／リヤ) ●グローブボックス(照明付) ●チケットホルダー付バニティミラー&ライト(運転席／助手席) ●ラゲッジフック 4 ●アシ
ストグリップ 4(セカンドシート右側 コートハンガー付) ●アクセサリーソケット（DC12V) 2(インパネ／ラゲッジルーム内) ●フロントフットランプ

安全装備
●S-AWC[Super All Wheel Control]〈4WD車〉●アクティブヨーコントロール[AYC=Active Yaw Control]〈4WD車〉 ●アクティブスタビリ
ティコントロール[ASC=Active Stability Control] ●ABS (EBD付)[ABS=Anti-lock Brake System／EBD=Electronic Brake force
Distribution ( 電子制御制動力配分装置 )] ●マルチアラウンドモニター＊4 ●e-Assist：衝突被害軽減ブレーキシステム[FCM=Forward
Collision Mitigation system] 、車線逸脱警報システム[LDW=Lane Departure Warning] 、レーダークルーズコントロールシステム
[ACC=Adaptive Cruise Control]、オートマチックハイビーム[AHB=Automatic High Beam]、誤発進抑制機能(前進&後退時) ●パーキングセ
ンサー(フロント／リヤ) ●運転席&助手席SRSエアバッグ[SRS=Supplemental Restraint System（シートベルトを補助する乗員保護装置）] ●
SRSサイド&カーテンエアバッグ、運転席SRSニーエアバッグ ●ヒルスタートアシスト ●ブレーキアシスト ●エマージェンシーストップシグナルシステ
ム ●衝突安全強化ボディ（三菱自動車独自の衝突安全強化ボディ[RISE=Reinforced Impact Safety Evolution]）●頭部衝撃緩和インテリア
●フロントアジャスタブルシートベルトアンカー ●フロント3点式ELR付シートベルト(フォースリミッター&プリテンショナー付) ●セカンド3点式ELR
付シートベルト(3名分／左右席フォースリミッター&プリテンショナー付) ●サード3点式ELR付シートベルト(2名分) ●ISO FIX対応チャイルドシート
固定専用バー(セカンドシート左右席) ●チャイルドシート固定用テザーアンカー(セカンドシート左右席) ●チャイルドプロテクション(リヤドア)
▲後側方車両検知警報システム（レーンチェンジアシスト機能付）
メーカー
［ BSW=Blind Spot Warning ／ LCA=Lane Change Assist］
＋後退時車両検知警報システム
オプション
［ RCTA=Rear Cross Traffic Alert ］[ 価格 55 , 000 円（消費税抜価格 50 , 000 円）]

機能装備

●電動パーキングブレーキ／ブレーキオートホールド ●オートストップ&ゴー(AS&G) ●雨滴感応オートワイパー ●キーレスオペレーションシステ
ム(キーレスオペレーションキー 2)＊5＋エンジンスイッチ ●自動防眩ルームミラー（マルチアラウンドモニター付＊4）●エレクトリックテールゲート
(セーフティ機構付) ●225/55R18タイヤ(マッド&スノー) ●オートライトコントロール ●フロント可変間欠ワイパー ●リヤ間欠ワイパー ●電動パ
ワーステアリング ●センタードアロック(テールゲートを含む) ●全席パワーウインドウ(全席セーフティ機構付ワンタッチ式 全席オートアップ機能付
(運転席スイッチのみ)) ●スタビライザー(フロント／リヤ) ●電源モードOFF 戻し忘れ防止ブザー ●チルト&テレスコピックステアリング ●パンクタ
イヤ応急修理キット＊6 ●セキュリティアラーム＊7[盗難発生警報装置、国土交通省認可品] ●イモビライザー[国土交通省認可品] ●寒冷地仕様＊8
メーカーオプション

▲スペアタイヤ（応急用）＊6 [ 価格 11 , 000 円（消費税抜価格 10 , 000 円）]

オーディオ

●シャークフィンアンテナ ●オーディオ非装着（ワイド2DINスペース、
オーディオ取付キット）
＋6スピーカー ●ステアリング
オーディオリモコンスイッチ

メーカー
オプション

▲スマートフォン連携ナビゲーション＋AM／FMラジオ＋MP3／WMA／AAC／WAV再生対応＋
＊9
地図無料更新（1回）
＋地上デジタルTVチューナー(フルセグ)＋ステアリングカメラスイッチ＋
ボイスコマンド機能（音声操作）
＋リンクシステム[Bluetooth®通信対応ハンズフリー＆オーディオ機能、
USBポート 1＊10、充電用USBポート（フロアコンソールボックス背面） 2] ＊10
［価格231,000円（消費税抜価格210,000円）］
＊11
▲ミツビシパワーサウンドシステム
（8スピーカー）
〈4WD車〉
［価格 93,500円（消費税抜価格85,000円）］

■推奨ディーラーオプション
エンジンフードエンブレム
メーカー希望小売価格 8 , 492 円（消費税抜価格 7,720円）
●価格は参考取付工賃を含みます。
この他にも数多くのディーラーオプションをご用意しています。
詳しくはアウトランダー・アクセサリーカタログをご覧ください。

※消費税率10%での価格です。＊1：ボディカラーでブラックマイカ〈CI〉を選択した場合は標準装備となります。＊2：スエード調人工皮
革「グランリュクス®」(撥水機能付)と昇降温抑制機能を有する合成皮革「クオーレモジュレ®」を組み合わせたシートです。
「グラン
「クオーレモジュレ®」はセーレン株式会社の登録商標です。＊3:ヘッドレストを収納した後、周辺の安全を確認してから
リュクス®」
操作願います。＊4:カメラ映像は、スマートフォン連携ナビゲーション装着車はモニター画面に、オーディオ非装着車はルームミラー
注意:植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用のお客様は、電波により医療用電気機器に
内の画面に表示されます。＊5:
影響を受けるおそれがあります。詳しくは営業スタッフにおたずねください。＊6:スペアタイヤをオプション選択した場合、パンク
タイヤ応急修理キットは装備されません。＊7:機能を理解されてから使用いただくために、工場出荷状態では作動しません。詳しくは
営業スタッフにおたずねください。＊8:リヤヒーターダクト・ヒーテッドドアミラー装着。＊9:無料で、地図の最新化ができます。無料
更新は、初度登録から3年以内、1回限りとなります。新車納車時にお渡しする地図更新クーポンが必要です。詳しくは営業スタッフに
おたずねください。＊10 : 携帯電話や音楽プレーヤーの機種によっては、利用できる機能に制限があります。携帯電話の対応機種
については営業スタッフにおたずねください。＊11 :ミツビシパワーサウンドシステムを選択した場合は、スマートフォン連携ナビ
ゲーションとのセットとなります。
■ISO FIX対応チャイルドシート固定専用バーを使用する際は、必ず対応するチャイルドシートをお使いください。
■複数メーカーオプションの組み合わせはできない場合があります。詳しくは営業スタッフにおたずねください。
■メーカーオプションは車両ご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
■価格はメーカー希望小売価格で参考価格です。価格については各販売会社が独自に定めておりますので、詳しくは営業スタッフにおたずねください。
■取扱説明書:三菱自動車の車種やナビゲーション、オーディオなどの最新の取扱説明書がオンライン上(PDF形式)でご覧いただけます。

※その他の装備、性能に関しましてはアウトランダーカタログをご覧ください。

［e-Assistのご注意］●FCM、LDW、ACC、誤発進抑制機能、メーカーオプション
のBSW/LCA、RCTAは、対象物、交通（急な割り込みなど）、天候（雨・雪など）、道路
状況（連続するカーブなど）などの条件によっては正常に作動しない場合があります。
●FCMは、前方車両と歩行者に対して作動します。二輪車などは作動対象ではあ
りませんが、状況によって作動する場合があります。●ACCは、先行車両に対して
作動します。二輪車・歩行者などは作動対象ではありませんが、状況によって作動
する場合があります。●誤発進抑制機能は、進行方向の障害物を検知している場
合に作動します。二輪車・歩行者などは作動対象ではありませんが、状況によって
作動する場合があります。●BSW/LCA、RCTAは、後側方車両に対して作動します。
小型の二輪車・歩行者などは作動対象ではありませんが、状況によって作動する場
合があります。●FCM、LDW、ACC、誤発進抑制機能、BSW/LCA、RCTAは、ドラ
イバーの安全運転を前提としたシステムであり、運転操作の負担や衝突被害を軽減
することを目的としています。システムの検知性能・制御性能には限界があるため、
このシステムに頼った運転はせず、常に安全運転を心がけてください。

