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何これ!? 新体感

100%電動 × リヤ駆動 × 低重心
走り出しからスィスィ発進。

曲がり角もクルっと曲がって、坂道だってサクサク登る。

でも車内はとても静か。

それは三菱のEVならではの “新しい乗り心地”です。

排出ガス100%オフ。楽しみながらエコできる、新しいモビリティライフ。

それが「MiEVする」ということ。
 

小さなボディに大きな驚きをのせて、

 いま、新しいアイ・ミーブが走り出す。

・ ・ ・

PHOTO：X　●ボディカラー：レッドメタリック
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何これ!? スィスィスィ～。

スイッチを押すと電気がパッと点くように、

走り出しからスィスィスィ～っと

発進するのが気持ちいい。

ロングホイールベースを採用したアイ・ミーブは、

コンパクトなのに高速安定性と直進性を実現しています。

また、新形状のフロントバンパー、サイドエアダム、

リヤバンパーを装備。空力特性を向上させ、

さらなる走行性能アップにつなげています。

よりダイナミックな印象を与える、新形状の
フロントバンパー、サイドエアダムを採用。

PHOTO：X　●ボディカラー：レッドメタリック
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何これ!? ク～ルクル。

急なカーブや狭い路地の曲がり角でも、

ク～ルクルっとスムーズに曲がるのがうれしい。

モーターを後ろに、バッテリーを床下に配置して

重心を低くしたアイ・ミーブは

リヤ駆動がもたらす取り回しの良さにより、

軽快で安定感のある走りが楽しめます。

●1 スターリングシルバーメタリック/ホワイトパール（MiEVデカール付）
レッドメタリック  ●MYアイ・ミーブ デザイン・ラッピングのブラックマスクとレーサーストライプ（ホワイト）装着車

ホワイトソリッド　●MYアイ・ミーブ デザイン・ラッピングのレーサーストライプ（レッド）装着車

スターリングシルバーメタリック

ライトニングブルーマイカ

●2
●3
●4

●5
●MYアイ・ミーブ デザイン・ラッピングについてはP19をご参照ください。
　詳しくは営業スタッフにおたずねください。

PHOTO：X

●2●1
●3

●4

●5
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シート生地には質感の高い素材を使い、

包み込まれるようなサポート感を追求。

ツートン配色の生地やステッチの採用により、

スタイリッシュな空間に仕上げました。

また、インパネにスイッチ類を集約し、

高い操作性を実現。リヤシートを倒せば

かさばるものも余裕で収納できるなど、

使いやすさを追求することで、

クルマに乗る楽しさを高めています。

心地よく、使いやすい。
乗り込むのが待ち遠しくなるインテリアです。

●メーター類は撮影のために点灯。 ●小物類は撮影のために用意したものです。

PHOTO：X　●ボディカラー：レッドメタリック ●内装色：ブラック&アイボリー
 ●ナビゲーションはディーラーオプション（画面はハメコミ合成）

●数値は社内測定値です。

約1250mm
約950mm
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エンジン

モーター

※グラフはイメージです。 ※グラフはイメージです。回転数

トルク

エンジン

モーター
速度

時間

グッとくる加速も、静かさも。EVならではの走りが楽しめます。

なるほど! 知るほど電気自動車はすごい。

＊：  保証適用に当たっては、次の項目をお守りいただきますよう、お願い申し上げます。
（1）取扱説明書に示す正しいお取扱いおよびお手入れの実施（2）法令で定められた日常点検、定期点検整備の実施（3）三菱自動車が指定する点検整備の実施と定期交換部品、および油脂類の指定どおりの交換
（4）定期点検整備の実施が証明できるメンテナンスノート（または定期点検整備記録簿）の携行

【安心の駆動用バッテリー保証】
駆動用バッテリーは、特別保証期間（新車を登録した日から8年以内かつ、走行距離16万km以内）に発生した故障等について保証します。また、
特別保証期間内に駆動用バッテリー容量が70%を下回った場合には、無償で修理・交換します＊。詳しくは営業スタッフにおたずねください。

合計88セル構成
（総電力量 16.0kWh） 電池セル 電池モジュール 駆動用バッテリー

耐久性が極めて高いリチウムイオン電池を搭載。
この電池セルを組電池化した電池モジュールを
つなぎ、大容量駆動用バッテリーとしています。

駆動用バッテリー

走り始めからグッと
力強く加速します。
アイ・ミーブの走りは、とにかく
力強さが自慢。走り始めから力強く、
大人4人が乗ってもグングン走れます。

気持ちのよい加速感が
つづきます。
モーターによるリヤ駆動でスムーズな
加速を実現。アクセルワークに対する
反応もよく、上質な走りが楽しめます。

まるで家にいるように
静かです。
エンジンがないから走っているときも、
止まっているときも、車内はとても静か。
オーディオサウンドもクリアに響くため、
まるで自宅にいるかのように過ごせます。

フラつきにくく、
安定した走りです。
力強い駆動力と低重心による、
優れた操縦安定性を実現。
角を曲がるときの走りは
驚くほどスムーズです。

コンビネーションメーター
ドライブに役立つ情報を見やすく表示。操作もカンタンです。

専用の高効率モーター
発進直後から最大トルクを発揮し、力強く加速。
レスポンスが良く変速ショックもないため、
静粛性にも優れています。

その理由は

その理由は

最高出力 47 kW ［64PS］

最大トルク 160 N・m ［16.3kgf・m］

駆動用バッテリー モーター

床下中央に配置した駆動用バッテリー

●電池画像はイメージです。

駆動用バッテリー残量計
（満充電で16目盛）
駆動用バッテリーの残り容量の目安を表示。

目盛の減り方は運転状況や速度、

エアコンの使用状況などによって

異なります。

駆動用バッテリー警告灯
2目盛になると点滅し、

1目盛になると目盛と交互に点滅します。

充電ランプ（ブザー付）
充電中に点灯。

また、充電コネクター接続中に

Pからシフト操作すると、

ランプ点滅と警告音で

接続解除されていないことを

知らせます。

回生ブレーキ力警告灯
次のような状況で、回生ブレーキ力が

通常より低下したときに点滅します。

○駆動用バッテリーが満充電に近いとき、または満充電のとき。
○駆動用バッテリーの温度が高いとき、または低いとき。

Eco ゾーン / Power ゾーン
アクセルを踏み込むほど針が右に動き、

電力消費が増加していることを知らせます。

●回生レベルセレクター（パドル式）使用時は
シフトポジション（数字）が表示されます（P12参照）。

●回生ブレーキ力警告灯が点滅しても
フットブレーキは効きますので、
必要に応じてブレーキペダルを踏んで減速してください。

航続可能距離表示
（オド/トリップメーター内）
「直近の平均電力消費」

「現在のエアコンの作動状態」

などから、おおよその残りの

航続可能距離を表示します。

●表示される航続可能距離は、
実際の使用環境などによって
数値が変動します。
JC08モードでの
航続可能距離ではありません。

Charge ゾーン
減速するときは針がChargeゾーンを指し、

充電されていることを知らせます。

PHOTO：X　●ボディカラー：レッドメタリック PHOTO：X　●内装色 : ブラック&アイボリー ●メーター類は撮影のために点灯。

充電のとき。
とき。
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航続可能距離を延ばすための、7つのコツ。

パドルによる回生

ブレーキ力を、

セレクターレバーの

ポジションに

置きかえると

プラス
＋レバー

マイナス
－レバー

強
回生ブレーキ力

弱
回生ブレーキ力

セレクターレバー
うまく使えば、もっと効率よく走れます。

減速する時にモーターが発電機として働き、走行する車両が持っている運動エネルギーを電気に換えて、駆動用バッテリーに充電する機能のこと。

省電力なEcoポジション 力強いDポジション 回生が強いBポジション

回生ブレーキ機能とは

走行距離を意識した、よりエコな走りが楽しめます。

市街地走行に適したポジションです。

アクセル操作に即応した力強い走りが可能。 長い下り坂などでスピードを抑えた走りができます。

減速時に、より多くの充電が可能です。 セレクターレバー

普段の走行中は回生ブレーキを0ポジションに。1

減速するときは回生ブレーキをうまく使う。2
回生ブレーキを上記の表示5→4→3→2→1の順に操作して

減速すると、駆動用バッテリーへの充電効率が高まります。

回生のない0ポジションはクルマのムダな減速を抑えます。

そのため運動エネルギー効率が最も良い「慣性走行」による

なめらかな走りを可能にし、アイ・ミーブのエコな走行性能を

最大限に引き出します。

Ecoポジションをうまく使う。4
加速時にセレクターレバー

をEcoポジションにすると、

電気の出力を抑えられます。

シートヒーターを活用する。6
背面と座面、両方から体を直接暖めるので、冬場でも

快適。 暖房を控えてシート

ヒーター（運転席／助手席）

を使えば、電力消費の抑

制につながります。

※セレクターレバーをBポジションにしてパドルを長めに引くと、
走行中の0から5に操作することができます。

走り始める前にプレ空調を1分半。7
走り始める前に、普通充電ケーブルを接続した状態でクルマ

の風量調整ダイヤルと温度調整ダイヤルをともにMAXに

してプレ空調をかけると、1分半でエアコンの温源媒体の温

度が確保されるので、走行

中の電力消費の抑制につな

がります。

アクセルペダルを踏む時間を短くする。3
アクセルペダルを踏み込みすぎず、パワーメーターの針を

Ecoゾーンの範囲内で抑えると電気の出力を抑えられます。

さらに、アクセルペダルを踏む

時間を短くすると電力消費の

抑制につながります。

この範囲でコントロール

車間距離を長くとる

走行速度をなるべく一定に保つ。5
走行中は前方のクルマとの車間距離を長くとり、速度を

なるべく一定に保つように走行すると、電力消費の抑制に

つながります。

運転しながらカンタン操作。エコな走りを自在に操れます。

回生レベルセレクター（パドル式）
回生ブレーキの操作は、セレクターレバーだけではなく
パドルでも行えます。運転しながら手元で操作できるため、細かく
回生ブレーキ力をコントロールでき、楽しくエコドライブが実感できます。

最もエネルギー
効率の高い
「慣性走行」を
可能にします。

パドルを長めに引くことで、
セレクターレバー側で
選択している「B」「E」「D」の
いずれかのポジションに
戻ります。

回生ブレーキ力 弱弱強

回生ブレーキ力イメージ

省電力なEco 力強いD 回生のない0回生が強いB

航続可能距離圏内イメージ
札幌

東京

仙台

大阪
福岡

アイ・ミーブなら、エコドライブがもっと身近になります。

●回生ブレーキは、駆動用バッテリーが満充電に近いほど効きが弱くなり、満充電時には効かなくなります。この場合でもフットブレーキは効きますので、ブレーキペダルを踏んで減速してください。

パドルを操作すると、回生ブレーキ力の強弱が数字で表示されます。

小回りがきくから、毎日スマートに乗り回せます。

● 街中をキビキビ動けるパワフルな移動手段が欲しい人に

● クルマで毎日のお買い物をする人に

● 近場で使うセカンドカーが欲しい人に

● ガソリン代が気になる人に

● 近くの職場へクルマ通勤している人に　など

164km＊2アイ・ミーブの航続可能距離
一充電走行距離（国土交通省審査値）

アイ・ミーブは、フル充電からの航続距離164km ＊2。
毎日の買い物やちょっとしたお出かけを楽しむのにぴったりのクルマです。

＊1： 全国のドライバーアンケート調査によると、平日1日に走行する平均距離は、約90％の方が40km未満でした。
また休日でも約80％の方が60km未満という結果が出ています（自社調べ）。

たとえば…

＊2: 満充電の状態から走行可能な距離。一充電走行距離は定められた試験条件での値です。
お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて航続可能距離は短くなります。

PHOTO：X　●ボディカラー：ホワイトソリッド

子どもを
習い事に見送り。

食材を買いにスーパーへ。

夕飯の準備のため帰宅。
そして自宅で充電。

平均的なドライバーの
平日 1 日の総走行距離

40km＊1
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充電は自宅でも、お出かけ先でもOK。遠出も余裕で楽しめます。

●普通充電には、電気自動車専用の配線とEV充電用コンセントが必要になります。  ●AC100V 充電ケーブルはディーラーオプションとなります。［AC100Vでの充電時間＊2は約21時間］  ●充電時間は目安であり、バッテリーの状態、車両の使用環境、
充電器の仕様によって異なります。また、高温時、低温時および充電中にエアコンを使用したときは充電時間が長くなる場合があります。　＊1 : 夜間料金適用には、別途電力会社への申し込みが必要です。　＊2 : 駆動用バッテリー残量計が1目盛
（警告灯と交互点滅）になってからの充電時間（P10参照）。＊3 : タイマー充電、プレ空調を使用する際は、普通充電口（運転席側）へ充電コネクターの接続が必要です（急速充電口［助手席側］接続時は機能しません）。

充電時間＊2の目安（AC200V / 15A）

自宅にいるときやお買い物をしている時間に充電

できるから、ガソリンスタンドへ行く手間もなく、

時間を有効利用できます。

普通充電給電口ランプ
LED照明で手元を明るく照らすので、夜や早朝でも
充電コネクターの付け外しがスムーズに行えます。

MiEVリモートシステム（メーカーオプション）
クルマから離れ、家の中にいてもシンプルなリモコン操作で3つの便利機能をコントロール。
あなたのEVライフをサポートします。

約7時間（満充電）設置工事について
詳しくはP25へ

充電中の空調機能

充電時間＊4 の目安
（急速充電器の出力が50kWの場合）

約30分（80%充電まで）

タイマー充電＊3
ご希望の時間に普通充電の設定が可能。
タイマー指定で夜間に充電すれば
電力需要の平準化にも貢献できます。
●予約操作完了までの間は、充電が行われます。

プレ空調＊3
充電中に空調の遠隔操作が可能。走行中の空調を
控えて、電力を節約できます。

バッテリー残量表示
レベル0～3の段階表示で、駆動用バッテリーの
残量がひと目で確認できます。

いつでもどこでも

普通充電
もっともっと遠くへ

急速充電
近隣の商業施設、高速道路のサービスエリア、道の駅など。

年々増えている急速充電スポット。

あなたのアクティブフィールドを拡げます。

●充電時間は目安であり、バッテリーの状態、車両の使用環境、充電器の仕様によって異なります。また、高温時、低温時および充電中にエアコンを使用したときは充電時間が長くなる場合があります。
●充電スポットにおける充電器のご使用条件等については、設置先におたずねください。＊4 : 駆動用バッテリー残量計が1目盛（警告灯と交互点滅）になってからの充電時間（P10参照）。

満充電近くまで急速充電すると、充電スピードが著しく遅くなり、充電時間も料金も余計にかかって
しまいます。駆動用バッテリー残量を確認し、容量が60%～80%になったら急速充電をやめるように
心がけると、おサイフにも次に充電器を使う方にも優しく、経済的かつ効率的です。

ワンポイントアドバイス

効率よく急速充電するために

全国に広がる充電スポット

三菱自動車では、NCSネットワークを利用できる充電カードと、EVライフを充実させる各種
サービスをパッケージしたサポートプログラム「三菱自動車 電動車両サポート」をご用意し
ています。詳しくはP24へ。

＊5 : NCSネットワークは、合同会社日本充電サービスが提供する、急速充電器および普通充電
器の全国ネットワークサービスです。＊6 : 2019年6月時点。一部店舗はNCSネットワークにつ
ながっていません。＊7 : 2019年6月時点（自社調べ）。

普通充電に比べて、充電時間が短い急速充電。充電器設置場所も年々増えているので、
ちょっとした立ち寄りの最中に、すばやく充電できます。

高速道路のサービスエリアやコンビニエンスストアの急速充電器、ショッピングセンターや宿泊施設の普通充電器。
これらの多くはNCSネットワーク＊5につながり、一枚の充電カードで利用することができます。もちろん、三菱自動車
販売店の急速充電器（全国約520店舗に設置。24時間対応は約360店舗）もNCSネットワークにつながっています。＊6

NCSネットワークの充電スポット検索はこちら

三菱自動車　電動車両サポート
ev-support.mitsubishi-motors.co.jp

●パワースイッチをONにすると、空調および充電が停止します。
再度充電を開始する場合、再課金が必要（有料充電時）になるおそれが
あります。●空調（充電）停止時にパワースイッチをACCのままにして
おくと、補機用バッテリーが上がる可能性があります。●充電中に
空調作動で電力を使うので、充電完了までの時間が長くなります。
また、普通充電中において、空調作動の電力消費が充電量より大きくなる
場合があるため、充電が完了しないことがあります。●急速充電や普通
充電によって供給される電力で空調作動するため、走行中に空調を
使うときよりも空調性能は制限されます。

急速充電中や普通充電中（充電ランプ点灯中）でも、
車内の空調機能が使えます。使用時は、パワースイッチ
をLOCKからACCへ操作し、エアコン操作パネルの
各ダイヤルおよびスイッチで、温風や冷風などの
温度を設定することができるので、いつでも車内を
快適にしておけます。
工場出荷時は、充電中の空調機能がOFFになっています。
機能を有効にする場合は、あらかじめ販売店でONに
設定変更する必要があります。

NCSネットワークの充電器は
このステッカーが目印

急速充電器     約6,200基＊7
普通充電器 約14,600基＊7
急速充電器     約6,500基＊7
普通充電器 約14,900基＊7

アイ・ミーブは100%電気自動車。専用の充電ケーブルで車両とEV充電用コンセントをつなぐだけで、
家やショッピングセンター、コインパーキングなどで手軽に充電できます。 また、家で充電する場合、
電力会社のプランによっては、夜間時間帯による充電で電気代を抑えることができます＊1。

PHOTO：X　●ボディカラー：レッドメタリック ●大型ルーフスポイラー、L型バイザー、ベースキャリア、サイクルアタッチメント（フォークダウン式）はディーラーオプション。
●マウンテンバイクや小物は撮影のために用意したものです。また、撮影のために窓を開けています。

PHOTO：X　●ボディカラー：レッドメタリック
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電動 DRIVE STATION

●電動 DRIVE STATIONについて詳しくは WEBで。

電動 DRIVE STATION
www.mitsubishi-motors.co.jp/special/dendo/

アイ・ミーブへの
充電も自宅への
給電も可能

停電時でも
蓄電した
電力が自宅で
使える

買電

V2H機器

ソーラー発電

給電

売電

自宅
充電

電力会社

電動車両

アイ・ミーブは移動する電力源。新しい暮らしを支えます。

＊2: 住宅との接続にはV2H機器が必要です。駆動用バッテリーの残量により、供給可能時間は異なります。また、給電できる容量には制限があります。

V2Hで、クルマの常識を変えていきます。

MiEV power BOX ミーブ パワーボックス（ディーラーオプション）

V2Hの主なメリット

V2H機器の一例

これからは、停まっているクルマも使う時代です。

クルマは移動するときにだけ使うもの。そんな常識が、「V2H」で変わりました。

V2HとはVehicle to Home（ビークル・トゥ・ホーム）の略で、

クルマと家をつなぎ、電力を相互供給するしくみのこと。

クルマの駆動用バッテリーに蓄えた電力を家で使うことができるから、

たとえば、停電や災害でライフラインが寸断されてしまった場合でも、

非常用電源として駆動用バッテリーから家への電力供給＊2が可能。

エアコンや調理機器などを使えるようになるのです。

移動する電力源として使えるアイ・ミーブで、暮らしを豊かに広げてみませんか。

電動 DRIVE STATIONは、電動車両（EV・PHEV）の意義であるエネルギーソースの多様性と、外部給電機能がもたらす災害時の価値を
具現化した次世代店舗です。太陽光発電システムとV2H機器を備え、太陽光発電による電動車両への充電と、電動車両から店舗への電
力供給を可能としています。また、一般家庭のダイニングルームを模した
「ライフスタイルコーナー」を設け、V2H機器による電力供給を実演する
「停電デモンストレーション」や、MiEV power BOXの能力を実演する
「1500W体感デモンストレーション」をおこなっています。

ブイ・トゥ・エイチ

TV ノートパソコン 携帯電話 洗濯機

ヘアドライヤー 電気炊飯器 電子レンジ 電気ケトル

MiEV power BOX

AC100Vで
最大1500Wまで

ミーブ パワーボックスを使えば、アイ・ミーブを電力源として様々なシーンで利用可能。

炊飯器でご飯を炊いたり、電気ポットでお湯を沸かしたり…。

食材を積み込んでオープンマルシェを開くこともできます。

キャンプやピクニック、お花見など、いろいろなシーンで家庭用の電化製品が使用できるので、

アウトドアレジャーや屋外イベントなど、アイデア次第で楽しみ方はもっと広がります。

アイ・ミーブでレジャーや屋外イベントを楽しもう。

PHOTO：X　●ボディカラー：レッドメタリック ●内装色 : ブラック&アイボリー ●小物類は撮影のために用意したものです。

アイ・ミーブを移動する電力源として使えるようにするミーブ パワーボックス。

大容量の駆動用バッテリーに蓄えられた電力をAC100Vで最大1500Wまで

取り出すことが可能。非常時や外出先など、シーンを問わず多彩な家電製品に給電する

ことができるので、屋外イベントをはじめ、非常時の電源としても大活躍。

一般家庭の約1日分＊1の電力消費量に匹敵する大容量の電気を利用できます。

＊1: 供給可能電力量は当社試算による（一般家庭での一日あたりの使用電力量を約10kWh/日として算出）。
●定格消費電力1500W以下でも使用できない機器があります。　●給電ケーブル長は約1.7m。　●詳しくは営業スタッフまでおたずねくだい。

●V2H機器について詳しくは、下記WEBをご覧いただくか、V2H機器取扱メーカーまたは営業スタッフにおたずねください。

www.ev-life.com/about_ev/v2h.html
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小さなボディに大きな安心を。
安全で快適なドライブを支援します。

こまやかな気配りがうれしい、数々のインテリジェント機能。
●三菱自動車独自の電子制御システム、エタックス。ETACS=Electronic Time and Alarm Control System　●ETACSは、各種カスタマイズ設定が可能です。追加機能およびカスタマイズについては、
販売会社での設定作業が必要となるものがあります。 工場出荷時の設定および操作方法の詳細は取扱説明書をご覧いただくか、営業スタッフにおたずねください。

SRSエアバッグ/ SRSカーテンエアバッグ
フロントシート乗員への前面からの衝撃を緩和するSRSエアバッグ（運転席／助手席）
に加え、全乗員の頭部への側面からの衝撃を緩和するSRSカーテンエアバッグを
標準装備しました。

SRS＝Supplemental Restraint System（シートベルトを補助する乗員保護装置）

●シートベルトを補助するSRSエアバッグは、前方向（運転席／助手席）または横方向（カーテン）からの、設定以上
の衝撃を感知したときのみ作動します。後方向からの衝撃には作動しません。SRSエアバッグは、あくまでもシート
ベルトを着用することを前提としたシステムですので、必ずシートベルトをご着用ください。なお、チャイルドシート
を助手席に後ろ向きで装着しないことなど、ご注意いただきたい項目があります。必ず取扱説明書をご覧ください。

スタビリティコントロール機能
車両の横滑りを感知すると、４輪のブレーキ、モーターを自動的にコントロール。横滑りを抑えて

車両を安定させます。

トラクションコントロール機能
駆動時では、タイヤの過度なスリップを抑えスムーズな発進を実現します。さらにアイ・ミーブ

では、回生ブレーキ機能を働かせた減速時でも車両の安定性を維持します。

ASC＝Active Stability Control

●ASCは、あくまでドライバーの運転操作を補助するシステムです。無理な運転までは制御できません。安全運転
をお願いします。

衝突安全強化ボディ RISE（ライズ）
フロントに理想的な衝撃吸収構造であるフロントサイドメンバー、台形デッキ
クロスメンバー、井桁フレームを配置。前面衝突時、効率よく屈曲することで衝撃
をしっかり吸収・分散します。後面衝突時はモーターとフロアが衝撃を受け止め、
側面衝突時は大断面ストレートフレームとクロスメンバーが衝撃を分散。全方位
の衝撃に対応します。

RISE＝Reinforced Impact Safety Evolution

セキュリティアラーム
（盗難発生警報装置、国土交通省認可品）

リモコン操作でドアロック後、
リモコン操作以外の方法でドアが
開けられるとブザーとホーンで警告し、
ハザードランプの点滅で周囲に知らせます。

保険会社が提供する自動車保険の中には、万が一の事故の時に、「自動で事故連絡」「端末で通話」など、高度な緊急時対応サービスを提供する商品があります。
こうした高度な緊急時対応サービスは、ドライバーに快適性と安心をお届けするコネクテッド機能の中でも重要な機能のひとつです。三菱自動車は大切な
お客様によりいっそう安心してお乗りいただくため、こうした保険商品をおすすめします。

パワースイッチ切り忘れ警告ブザー

パワースイッチがLOCK以外の状態で
運転席のドアを開けると、
ブザーが断続的に鳴り、
パワースイッチの切り忘れを知らせます。

ヘッドライトオートカット

降車時にヘッドライトを消し忘れても、自動的に消灯。キーオフ後、
足元の照明として約 3分間点灯しておくこともできます。

ACC電源オートカット機能

パワースイッチがACCの位置のまま30分経過すると、
自動的にACC電源をカット。補機用バッテリーの電力消費を抑制します。

ドア連動ルームランプオートカット機能

ルームランプが点灯状態（ドア連動設定時）のままクルマから離れても、
30分後に自動消灯。補機用バッテリーの電力消費を抑制します。

ドアミラー自動展開・格納機能

キーレスオペレーションキーによる解錠・施錠に連動し、ドアミラーを
自動的に展開・格納します。

●販売会社での設定が必要となります。

車両接近通報装置アクティブスタビリティコントロール（ASC）
車両接近通報装置は、低速で走行しているとき、通報音で歩行者などに車両の
接近をお知らせします。発進後、車速が約35km/h以下の場合に前進時、後退時
ともに通報音が鳴ります。

高減速度回生ブレーキ時ストップランプ点灯機能
アクセルオフによる回生ブレーキ作動時に車両が強く減速した場合、ブレーキ
ペダルを踏んでいなくてもストップランプが自動的に点灯し、後続車に急減速中
であることを伝えます（回生ブレーキ：P12参照）。

フロントフォグランプ
霧などで視界が悪いときなどに、視認性を確保します。

台形デッキ
クロスメンバー

●保安基準第43条の7に適合。

フロント
サイドメンバー

井桁フレーム

大断面ストレート
フレーム

クロスメンバー

3つの安心でドライバーを守る

●商品の詳細については営業スタッフにおたずねください。 ●2019年3月 18-TC05529

●詳しくは営業スタッフにおたずねください。

車載通信機が強い衝撃を感知すると自動的にオペレーターに
つながり、救急車の手配などの事故対応を行います。1

ドライブレコーダーの映像を解析して、
事故状況の確認をサポート。2

ドライバーが意識を失うなどの状況では、GPSによる
位置情報を元に救急対応などのサポートを行います。3

ETACS

アイ・ミーブならではの安全性を追究。

新世代の電気自動車にふさわしい統合制御技術

MiEV OS（MiEV Operating System）
 ミーブ・オペレーティングシステム 

すべてのEVコンポーネント情報を集約し、アイ・ミーブを統合制御。バッテリー状態の常時

モニタリングや、回生ブレーキ機能によるエネルギー回収、滑らかで力強い発進制御、走行時の

ブレーキ優先制御など、高度な統合制御技術により、省エネを図りながら快適で安全・安心な

走行を可能にしています。

優れた防護構造でアイ・ミーブの衝突安全性を向上
高電圧システムは、直接触れることのない車外の床下に配置。さらに、すべての高電圧部品を

ボディ骨格の内側に配備し、その強固な防護構造により、全方位からの衝突ダメージに備えています。

また電池セルは、ひとつひとつ堅牢な金属ケースで保護。

すべての電池セルを高剛性バッテリーケースでパックし、

直接ボディ骨格に結合することでボディ剛性を高めました。

高剛性バッテリーケース
●MiEV OS（MiEV Operating System）とは、
三菱自動車が独自に開発した新世代電気自動車用の統合制御技術の総称です。

コネクテッド機能で万が一の事故も安心。おすすめの自動車保険
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X
16.0 kWh

一充電走行距離（国土交通省審査値）
164km＊1

INTERIOR

COLOR VARIATION

●内装色 : ブラック&アイボリー ●インテリア写真はカットボディによる撮影。 ●メーター類は撮影用に点灯。

PHOTO：X　●ボディカラー : レッドメタリック

PHOTO：X　●ボディカラー：ホワイトソリッド

●MYアイ・ミーブ デザイン・ラッピングのレーサーストライプ（レッド）装着車。

●大型ルーフスポイラー、L型バイザー、ドアエッジモール、

　ナンバープレートフレーム（メッキ）、MiEVデカール（シルバーグラデーション）、

　ベースキャリア、サイクルアタッチメント（フォークダウン式）、

　15インチアルミホイールはディーラーオプション。

●MYアイ・ミーブ デザイン・ラッピングについてはP19をご参照ください。

　詳しくは営業スタッフにおたずねください。

●マウンテンバイクは撮影のために用意したものです。

メーカー希望小売価格

（消費税抜価格 ¥2,730,000）¥3,003,000 ※リサイクル料金10,500円が別途必要となります。

主要装備
● 普通充電機能
● 急速充電機能
● LEDヘッドライト
● ターンランプ（クリア）

● LEDリヤコンビランプ
● 電動格納式リモコンドアミラー（カラード）
● シートヒーター（運転席／助手席）
● キーレスオペレーションシステム

スターリングシルバーメタリック〈CD〉 ホワイトソリッド〈3E〉

スターリングシルバーメタリック/
ホワイトパール〈LD〉＊2（MiEVデカール付）

レッドメタリック〈RR〉 ライトニングブルーマイカ〈SB〉

N E W

N E W

2トーン有料色

特製ラッピングで、自分好みの一台に。
「MYアイ・ミーブ デザイン・ラッピング第5弾」開催中。
自分のセンスでアイ・ミーブを彩ってみませんか。

●詳しくは下記WEBをご覧いただくか、営業スタッフにおたずねください。

www.mitsubishi-motors.co.jp/lineup/i-miev/special/wrapping

DEALER OPTION

より便利に、より個性的に
ドレスアップ。

まっぷる＊3ガイドブック
130冊分の観光情報を
集録する「マップルナビ＊3」
を搭載した、ワンセグ・
DVD再生機能付の高機
能ユニット。

15インチアルミホイールクラリオン 2DIN－6.2型スマートフォン連携
ディスプレイユニット（マップルナビ＊3）

コントロールボックス付
充電ケーブル (AC200V・15A・10m) 

コントロールボックス付
充電ケーブル (AC100V・10A・5m) 

＊1: 満充電の状態から走行可能な距離。一充電走行距離は定められた試験条件での値です。
お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて航続可能距離は短くなります。
＊2 : 有料色［77,000円（消費税抜価格70,000円）高］となります。 ＊3 : 「まっぷる」および「マップルナビ」は株式会社昭文社の登録商標または商標です。また、「マップルナビ」は道路地図で定評のある昭文社の地図データと豊富なコンテンツを
活用したナビゲーションアプリで、本ユニットにインストールされているため、スマートフォンを接続せずにご利用いただけます。 ＊4 : 予約操作完了までの間は、充電が行われます。
●価格はメーカー希望小売価格で参考価格です（消費税10%での価格となります）。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。
●メーカー希望小売価格はパンクタイヤ応急修理キット、標準工具一式付価格です。販売会社でセットする付属品は別途扱いとなります。●保険料、税金（除く消費税）、登録等に伴う費用は別途申し受けます。
※リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者（譲渡人）は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者（譲受人）からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しく
は営業スタッフにおたずねください。●装備やオプションの組み合わせ等の詳細は、P22の主要装備をご覧ください。●ボディカラー、内装色、シート色は印刷インキの性質上、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。●“MOMO”はMOMO s.r.l社の登録商標です。 
〈免税について〉 ●環境対応車普及促進税制に基づき、ご購入時の自動車重量税が免税となります。またグリーン化特例対象となるため、新車登録翌年度の自動車税が軽減されます。詳しくは営業スタッフにおたずねください。
〈クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金（経済産業省管轄）について〉 ●定められた期限までに初度登録（届出）し、代金の支払いを完了させ、車両登録（届出）後、定められた期日までに次世代自動車振興センターに申請書を提出し審査により交
付が決定されると、センターから補助金が振り込まれます。 ●補助金を受給するには自家用自動車の場合4年間保有する義務があります。 ●クレジット契約等での購入の場合、「申請者」が真に車両の所有者であることを証明する書面として「保管場
所標章番号通知書（車庫証明書）」、又は「任意自動車保険契約書」が必要となります。 ●申請締切日前でも、補助金の年度予算超過の可能性が判明した時点で申請が締切となる場合があります。 ●国による他の補助金と重複して申請することは原則でき
ません。 ●地方自治体ごとに独自の補助金施策をおこなっている場合もあります。
詳しくは営業スタッフにおたずねください。

●画像はイメージです。

MAKER OPTION

プレ空調により、乗車前に遠隔操作で車内の快適性を向上。また、充電タイマーにより希望の時間に普通充電の
設定が可能です＊4。駆動用バッテリーの残量も表示。

●タイマー充電、プレ空調を使用する際は、普通充電口（運転席側）へ充電コネクターの接続が必要です（急速充電口［助手席側］接続時は機能しません）。

MiEVリモートシステム

MOMOシフトノブ
スポーティな球形ノブ。ビトロ調MOMOロゴ付。

ドアエッジモール
ドア開閉時のドアエッジ部の保護に。

L型バイザー
雨の日の車内の換気に便利。

MOMOサイドブレーキノブ
アルミ削り出し＋本革巻き。黒と銀の精悍なノブです。

MOMOスカッフプレート
乗降時にサイドシル部を保護します。
MOMOロゴプレート付。

大型ルーフスポイラー
２段ウイングとして効果を高めるほか、
迫力のリヤビューを演出。

●写真はMYアイ・ミーブ デザイン・ラッピングのブラックマスク、レーサーストライプ（レッド）装着例。

●詳しくはアイ・ミーブのアクセサリーカタログをご覧ください。
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類別 X

主要装備

〈その他標準装備〉 ●フロント＆リヤバンパー（フルカラード） ●フロント＆サイドエアダム ●ルーフスポイラー（ハイマウントストップランプ付） ●ドアハンドル（カラード） ●フードガーニッシュ 
●ルーフガーニッシュ

〈その他標準装備〉 ●液晶トリップ（A・B 2区間）＆ 航続可能距離表示＆オドメーター ●電動パワーステアリング ●レオスタット（照度調整機能） ●サービスリマインダー（定期点検時期お知らせ表示機能） 
●READY（走行可能）表示灯 ●充電ランプ（ブザー付） ●パワーユニット警告灯 ●パワーダウン警告灯

〈その他標準装備〉 ●ブラック&アイボリーインテリア ●エアアウトレットリング（光輝シルバー） ●ルームランプ（減光機能付） ●サンバイザー ●カードホルダー（グローブボックス）　
●カップホルダー（フロアコンソール前／後／助手席前） ●インパネシークレットボックス ●グローブボックス ●グローブボックスアッパートレイ ●アンダートレイ（運転席側） ●前席ドアポケット 
●アクセサリーソケット（DC12V）＊3 ●アシストグリップ（運転席×1、助手席×1、後席×2） ●全席パワーウインドウ（運転席セーフティ機構付ワンタッチ式） ●消臭天井

〈その他標準装備〉 ●充電中の空調機能＊8 ●センタードアロック（前後ドア／テールゲート連動） ●スタビライザー（フロント） ●ヘッドライトオートカット ●ヘッドライト消し忘れ警告ブザー 
●ACC電源オートカット機能 ●パワースイッチ切り忘れ警告ブザー ●ドア連動ルームランプオートカット機能 ●リヤデフォッガー ●充電ケーブル収納袋 ●パンクタイヤ応急修理キット＊9　
●フルフロアアンダーカバー

〈その他標準装備〉 ●衝突安全強化ボディ（RISE） ●頸部衝撃低減フロントシート ●頭部衝撃緩和インテリア ●ハイマウントストップランプ（バルブ式、ルーフスポイラー内蔵タイプ） 
●チャイルドプロテクション ●セキュリティアラーム（メーター内インジケーター付、盗難発生警報装置、国土交通省認可品） ●3点式シートベルト（フロント、プリテンショナー＆フォースリミッター付） 
●3点式ELR付シートベルト（リヤ、自立タイプシートベルトバックル） ●運転席シートベルト非着用ウォーニングランプ（ブザー付） ●ブレーキ警告ブザー

＊1：消費税率10%での価格です。＊2：ハーネスは6スピーカー用が標準装備されています。4スピーカーは2ツィーター＋フロント2スピーカーのセットです。＊3：灰皿は付いておりません。灰皿、シガーライターは
ディーラーオプションでご用意しています。＊4： 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。＊5：タイヤ、ホイールサイズが前後で異なります。＊6：外気温約マイナス10度以下では、暖房性能が充分に発揮できない場合があるので、メーカーオプションの電気温水式ヒーターをおすすめし
ます。＊7：標準装備されているヒートポンプエアコンの暖房機能と入れ替えとなります（冷房機能も装備されています）。＊8：工場出荷時は充電中の空調機能OFF。＊9：スペアタイヤは装備されません。＊10：
ISO FIX対応チャイルドシート固定専用バー（リヤ左右席）を使用する際は、必ず対応するチャイルドシートをご使用ください。■複数の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。

    メーカー希望小売価格＊1
（　　）は消費税抜価格

●標準装備    △メーカーオプション

エクステリア

インパネまわり

インテリア

シート仕様

機能装備

安全関連装備

オーディオ
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LEDヘッドライト（ベゼルメッキ、ロービーム：プロジェクタータイプ、光軸自動調整機構付） 
フロントフォグランプ
ターンランプ（クリア） 
リヤコンビランプ　　LED（クリアレンズ）
フロントツインアームシンクロワイパー（エアロワイパーブレード、車速感応可変間欠式、ミスト付） 
ドアサッシュブラックアウト
普通充電リッド（中蓋付、運転席側) 
急速充電リッド（中蓋付、助手席側) 
電動格納式リモコンドアミラー（カラード） 
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） 
UVカット機能付プライバシーガラス（リヤドア／テールゲート） 

回生レベルセレクター（パドル式） 
回生ブレーキ力警告灯 
コンビネーションメーター（デジタルスピードメーター、パワーメーター、駆動用バッテリー残量計、常時点灯式） 
本革巻ステアリングホイール／本革巻シフトノブ 
脱臭機能付クリーンエアフィルター（車室内VOC［揮発性有機化合物］低減） 
メーターリング（光輝シルバー）／ヒーターコントロールダイヤル（光輝シルバー） 

インナードアハンドル（光輝シルバー）／セレクターレバーインジケーターパネル（マットブラック＋シルバー加飾）／パワーウインドウスイッチパネル（シルバー）
フロントスカッフプレート（アルミパネル付） 
マップ&ルームランプ（フロント、減光機能付）
チケットホルダー付バニティミラー（運転席／助手席） 

フロントシート（セパレートタイプ、上下調整式ヘッドレスト） 
リヤシート（5：5分割独立リクライニング、上下調整式ヘッドレスト） 
シートヒーター（運転席／助手席） 
ハイトアジャスター（運転席:ポンプ式） 
シートバックポケット（運転席／助手席）

MiEVリモートシステム 
普通充電機能（リッドオープナー付、計器盤右下） 
急速充電機能（リッドオープナー付、運転席右下）
普通充電給電口ランプ
オートライトコントロール
リバースポジション連動リヤ間欠ワイパー＆ウォッシャー 
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1個付）＊4 
コントロールボックス付充電ケーブル（AC200V・15A・5m） 
車両接近通報装置 
回生ブレーキ（高減速度ストップランプ点灯機能付）
15インチスチールホイール＋フルホイールカバー＊5 
フロント145/65R15タイヤ 
リヤ175/55R15タイヤ 
ヒートポンプエアコン（MAXスイッチ付）＊6 
電気温水式ヒーター（MAXスイッチ付）＊7 
ヒーテッドドアミラー＋冷却水濃度アップ 

アクティブスタビリティコントロール（ASC）［OFFスイッチ付］ 
ABS（EBD付）＋ブレーキアシスト機構 
SRSエアバッグ（運転席／助手席） 
SRSカーテンエアバッグ 
ISO FIX対応チャイルドシート固定専用バー（リヤ左右席）＊10 
ISO FIX対応テザーアンカー 

ルーフアンテナ（可倒タイプ）
オーディオ非装着（2DINスペースあり、4スピーカー付）＊2

55,000円（50,000円）

0円

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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私たちは電動車両の普及を通じて、

社会に貢献していきます。

三菱自動車が電気自動車の研究を始めたのは、

東海道新幹線が開通し、前回の東京オリンピックが

開催された1964年（昭和39年）のことです。

それから40年以上におよぶ研究開発を経た2009年7月、

私たちは新世代の電気自動車「アイ・ミーブ」を、

“次の100年の扉を開くパイオニア”として

世界に先駆けて販売開始しました。

エネルギーソースに多様性を持つ電気を動力源とする

電動車両（EV・PHEV）は、日本が安定した

エネルギー需給構造を確立するために必要不可欠な

存在であり、国土強靭化（防災・減災）の観点からも

その重要性が増しています。

三菱自動車は電動車両のパイオニアとして、

電動車両の開発・生産・販売を行うだけでなく、

電動車両への共感を広げる活動を通じて

その普及に取り組み、持続可能な社会の

構築に貢献していきます。

三菱自動車　電動車両開発の歩み
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●大気汚染防止法

●第1次オイルショック

●第2次オイルショック

●排ガス規制強化

●COP3
  （京都議定書採択）

●エネルギー基本計画

●京都議定書発効

●国土強靭化基本法

●COP21
 （パリ協定採択）

1964  電気自動車の研究に着手
1966　

試作1号車
（三菱360バン改造）

1971

ミニキャブ EV

1980　

ミニキャブバン EV

1971　

ミニカ EV

1983

ミニカエコノ EV

1985

ミニキャブバン EV

1993　

リベロ EV

1995　

三菱 HEV

1998　

FTO-EV

2000　

エクリプス EV

2005　

コルト EV

2005　

ランサー
エボリューション 
MIEV

2006　

i MiEV（研究車両）

2013　

アウトランダー 
PHEV

2015　

アウトランダー 
PHEV

2011　

MINICAB-MiEV 
VAN

2009　

i-MiEV

1979　

デリカ EV

2013　

MINICAB-MiEV 
TRUCK

1991　

ランサーバン EV

2006　

2013　

1980　

コ

2

2009　

i MiEV

1983

2018　

i-MiEV



主要諸元 環境仕様

普通充電仕様

急速充電仕様

三菱自動車 電動車両サポート

「三菱自動車 電動車両サポート」は、三菱自動車の販売店のほか、高速道路のサービスエリア、コンビニエンスストア、道の駅、宿泊施設などに設置された
NCSネットワーク＊1の充電器をお得な料金で利用できる充電カードと、EV/PHEVのカーライフを充実させる各種サービスをパッケージした三菱自動車
ユーザーのためのサポートプログラムです。「ベーシック」「プレミアム」「コーポレート（法人向け）」の選べる3つのプランをご用意しています。詳しくは、
「三菱自動車 電動車両サポート」のリーフレットをご覧ください。

NCSネットワーク＊1の充電器がお得な料金
でご利用可能。レンタカー、レジャー施設・飲食
店などの優待サービス＊2もご提供。さらに、
「プレミアム」プランでは、普通充電器の利用
料金が無料に。

入会申し込み・料金プラン・サービス・
充電スポット検索などの詳細はWEBで。

充電器の満空状況がわかる「スマホアプリ」
や、全国の充電器情報を収録したロードマップ
「おでかけBOOK＊2」でお出かけが便利に。

帰宅費用補償付の充実・安心のロードサービ
スもご提供。さらに「プレミアム」「コーポレー
ト」プランでは、販売店での駆動用バッテリー
容量測定が無料に。

外観四面図 （単位:mm）

●仕様変更は、発表なく実施することがあります。なお、本仕様は、道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値です。＊1:軽自動車ではなく普通自動車となります。＊2：交流電力量消費率および一充電
走行距離は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて航続可能距離は短くなります。＊3：満充電の状態から走行可能な距離。
＊4:駆動用バッテリーから給電できる容量には制限があります。詳しくは営業スタッフにおたずねください。＊5：前後タイヤサイズが異なりますので、前後間のタイヤローテーションはできません。
●kW（キロワット）、N・m（ニュートンメートル）、Wh（ワットアワー）はSI（国際単位系）に準拠した表示です。●製造事業者 : 三菱自動車工業株式会社

＊1：この冷媒は大気放出の禁止、廃棄時の回収が必要です。＊2：GWP：Global Warming Potential （地球温暖化係数）フロン法において、カーエアコン冷媒は、2023年度までにGWP値150以下（対象の 
乗用車における国内向け年間出荷台数の加重平均値）にすることが求められております。＊3：厚生労働省が2002年1月に定めた指定物質で自動車に関する物質の指針値。

●AC100V充電ケーブルはディーラーオプションとなります。

車名・型式

類別

駆動方式

寸法·重量

性能

駆動用バッテリー

原動機

動力伝達装置

走行装置

車両仕様

排出ガス

温室効果ガス

車外騒音

環境負荷物質

車室内VOC

リサイクル関係

グリーン購入法

準拠規格／充電モード

定格電圧

定格周波数

最大定格電流

最大消費電力

準拠規格 

最大入力電流

全長  （mm）

全幅 （mm）

全高 （mm）

ホイールベース （mm）

トレッド　前／後 　（mm）

最低地上高 　（mm）

室内長 　（mm）

室内幅 （mm）

室内高 （mm）

車両重量  （kg） 

乗車定員  （名） 

最小回転半径  （m） 

交流電力量消費率＊2　　　　　　　（国土交通省審査値） （Wh/km） 

一充電走行距離＊2＊3　　　　　　   （国土交通省審査値） （km）  

種類 

総電圧  （V） 

総電力量＊4  （kWh） 

型式  

定格出力 （kW） 

最高出力 （kW［PS］）

最大トルク  （N・m［kgf・m］） 

最終減速比  

ステアリング形式 

サスペンション形式　前／後

主ブレーキ形式　前／後

タイヤサイズ＊5　前／後

車名・型式
 

類別 

モーター型式 

定格出力  （kW） 

 NOx（g/km） 

 NMHC （g/km）

  CO （g/km） 

HFC-134a＊1［GWP値：1430］＊2エアコン冷媒の使用量  （g） 

加速走行騒音（適合規制値） （dB-A） 

鉛
 

水銀 

カドミウム 

六価クロム 

ホルムアルデヒド・トルエン等  

リサイクルしやすい材料を使用した部品 

樹脂部品への材料表示  

リサイクル材の使用

Mode 2／Case B ［純正コントロールボックス付充電ケーブル使用時］ 　Mode 3／Case C ［ケーブル付普通充電器使用時］  

AC200V（単相）　AC100V（単相）   

50Hz／60Hz  

15A（AC200V） 　10A（AC100V） ［純正コントロールボックス付充電ケーブル使用時］  

3.0kW（AC200V）　 1.0kW（AC100V） ［純正コントロールボックス付充電ケーブル使用時］  

CHAdeMO   

125A  

三菱・ZAA-HD4W

LDD

X

2WD（後輪駆動）

    3480＊1

1475

1610

2550

1310／1270

150

1790

1270

1250

1100

4

4.5

118

164

リチウムイオン電池

330

16.0 

Y51

30

47［64］

160［16.3］

7.065

ラック&ピニオン（電動パワーステアリング） 

マクファーソンストラット式／3リンク  ド・ディオン式

ベンチレーテッドディスク／リーディングトレーリング

145/65R15／175/55R15

三菱・ZAA-HD4W

LDD

X

Y51

30

排出せず

排出せず

排出せず

800（電気温水式ヒーターの場合 : 325）

76

自工会2006年目標達成（1996年時点の1/10以下） 
電子基板・電子部品のはんだ、銅及びアルミ合金材等に使用

自工会目標達成（2005年1月以降使用禁止） 

自工会目標達成（2007年1月以降使用禁止）

自工会目標達成（2008年1月以降使用禁止） 

自工会目標達成（厚生労働省室内濃度指針値＊3以下） 

バンパー、インパネ、内装トリム類等

有り 

フロアカーペット、ダッシュパネルパッドや天井の吸音材

適合

入会金 : 1,500円（税抜） 基本料金 : 月額500円（税抜）～1,500円（税抜）

本サポートプログラムの3つのポイント

POINT1　お得

ev-support.mitsubishi-motors.co.jp

POINT2　便利 POINT3　安心

ご利用いただける
充電器数

急速：約6,500基＊3

普通：約14,900基＊3

＊1：NCSネットワークは、合同会社日本充電サービスが提供する急速充電器および普通充電器の全国ネット

ワークサービスです。＊2：優待サービス、おでかけBOOKは「コーポレート」プランを除きます。＊3：2019年6月

時点（自社調べ）。
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充電について

普通充電機能

急速充電機能

EV充電用コンセント設置工事について

アイ・ミーブは、「普通充電」と「急速充電」という2種類の充電機能を搭載しています。

車両とEV充電用AC200Vコンセントを、標準装備の充電ケーブルを使って接続するだけで充電を開始。

満充電になると自動的に停止するので手間がかかりません。また、全国に設置が進んでいる

EV用普通充電スタンドにも幅広く対応しています＊1。

アイ・ミーブの急速充電機能は、CHAdeMO規格に準拠しています。CHAdeMO協議会＊2認定の急速充電器

に接続することにより、短時間での充電が可能になります。急速充電器は、自治体や企業などの協力により、

全国に設置が進んでいます。

■AC100VでもディーラーオプションのAC100V充電ケーブルをご使用いただくだけで充電は可能ですが、
その場合でも電気自動車専用の配線とEV充電用ACコンセントが必要になります。
■AC100V充電の場合、充電時間がAC200V充電に比べて長くかかるため、AC200Vコンセントの設置をおすすめします。
■ほとんどのご家庭には、分電盤までAC200Vの電力が供給されています。

●EV充電用以外のコンセントは絶対に使用しないでください。
駐車場やご自宅などに設置された一般のコンセントは絶対に使用しないでください。異常な発熱や発火等の事態を招く可能性があるほか、
ブレーカー作動による電気回路の遮断により、他の電気設備の使用者への損害や、他の電気機器の故障などを招くおそれがあります。
●延長コードやアース変換プラグは絶対に使用しないでください。
コンセントと充電ケーブルの間に延長コードやアース変換プラグなどを絶対に接続しないでください。これらを接続すると、 異常発熱して火災の原因となるおそれがあります。
また、充電ケーブルを束ねたり、巻き付けた状態で充電しないでください。充電ケーブルが異常発熱して火災の原因となるおそれがあります。
●損傷・腐食・サビなどのある充電ケーブル、コンセントは使用しないでください。
充電ケーブル、充電コネクター、充電プラグ、コンセントに、損傷、腐食、サビがある場合、または接続時にゆるみのある場合は充電を行わないでください。
火災、感電、ショートの原因となります。また、充電時、コンセントに異常な発熱がある場合には、ただちに充電を中止してください。

＊1：EV普通充電スタンドの一部には、アイ・ミーブの充電に対応していないものがあります。ご使用になる際は、アイ・ミーブの充電に対応していることを充電器メーカーにご確認ください。

＊2：CHAdeMOは、日本発の電気自動車用急速充電規格で、その内容は国際標準にもなっています。（CHAdeMO協議会ホームページ　www.chademo.com/ja/）

EV充電用AC200Vコンセントの一例

普通充電に関する注意事項

アイ・ミーブを安全にご利用いただくため、ご自宅へEV充電用コンセントを設置する際にお守りいただきたい

ことがあります。詳しくは、EV（電気自動車）総合ポータルサイト「EV-Life.com」から、

「EV・PHEV充電環境設置のために」をダウンロードしてご覧ください。www.ev-life.com　

　 警告：充電は、植込み型心臓ペースメーカーおよび、植込み型除細動器の作動に影響をおよぼすおそれがありますので、十分にご注意ください。●普通充電するときは、
充電コネクター（充電ガン）、充電ケーブル、コントロールボックス、充電スタンドに植込み型心臓ペースメーカーおよび、植込み型除細動器などの医療用電気機器の植込み
部位を近づけないようにしてください。●充電中は車内にとどまらないでください。●物を取るときなどに、ラゲッジルームを含めた車内に入り込まないでください。

　 警告：充電は、植込み型心臓ペースメーカーおよび、植込み型除細動器の作動に影響をおよぼすおそれがありますので、十分にご注意ください。●急速充電器は使用しな
いでください。●急速充電器を操作する必要がある場合は他の方にお願いしてください。●急速充電器を設置している場所には、可能な限り近づかないでください。なお不用
意に近づいた場合には、立ち止まらず速やかに離れてください。

家庭用
普通充電器の一例

CHAdeMOロゴマーク

急速充電器の一例

EV普通充電
スタンドの一例

■急速充電は、満充電付近になるか60分経過するまで継続します。ただし、急速充電器側で時間や充電量での停止設定が
なされている場合、その時点で充電は停止します。
■急速充電器は、50kW出力の機器のほか、30kWや20kW出力機種もあります。それらをご使用の場合は、50kW出力
機器使用時に比べて充電時間が長くなります。
■急速充電器の仕様、電源環境、気温などにより、充電時間が長くなる場合があります。
■充電終了後は、充電器の前に車両を駐車したままにせず、すみやかに車両を移動させてください。
■駆動用バッテリー残量を確認し、容量が60%～80%になったら急速充電をやめるように心がけると、おサイフにも次に
充電器を使う方にも優しく、経済的かつ効率的です。

三菱自動車のお店では、お客様にご自宅へ安全・
安心な普通充電設備を設置していただくため、電気
工事業者のご紹介サービスを実施しています。

■アイ・ミーブを自宅で充電するためには、「EV充電用コンセント」
「ブレーカー容量の確保と漏電遮断器付分岐ブレーカーの設置」
「分岐回路の専用配線」「コンセントへのアース接続」が必要です。
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工
事

現地調査所要時間の目安…約1時間

お見積もり（無料） 設置工事

工事所要時間の目安…約4時間

2625

自動車でのドライブなど、私達の生活とは切り離せないCO2の排出。CO2を吸収する森林の
保護を応援し、少しでも地球環境に貢献したいという想いから、このカタログに「FSC®認証紙」
を採用しました。FSC認証紙とは適切に管理されたFSC認証林からの原材料および再生資源を
使用した用紙です。今後、FSC認証紙をバランスよく使用することで、CO2の削減と資源の
有効利用を同時に図り、より一層環境保護に貢献していきたいと考えます。


