
クルマのお取り扱いは、所定の取扱説明書ならびにメンテナンスノートなどをよくご覧の上、定められた点検・整備等を確実に実施し、安全で
快適なドライブをお楽しみください。ボディカラー、内装、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ことがあります。
このカタログの内容は2020年7月現在のもので、仕様および装備は予告なく変更することがあります。

国内メーカー初
最長10年10万km特別保証延長

初度登録から最長10年または10万km走行のいずれか早いほうまで、無料で特別保証部品の修理・交換をいたします。
クルマを少しでも長く愛し、乗っていただくための取り組みです。
※個人のお客様が対象となります。※本保証延長には適用条件があり、有償の点検整備が必要です。一部対象外の部品があります。詳しくは営業スタッフにお問い合わせください。

〒108-8410 東京都港区芝浦3丁目1番21号

3SXVBBE207（10/20-07）

オープン時間：9時～17時（土日・祝日・当社指定休日：9時～12時、 13時～17時）

スピードは控えめに。 エコドライブで環境にやさしく。 後席もシートベルト。 チャイルドシートも忘れずに。

お客様の個人情報は厳重に取り扱い、お問い合わせへの対応に使用いたします。
また、ご相談内容によっては適切な対応をさせていただくため、三菱自動車
販売会社等へ必要な範囲で情報を開示し、販売会社等からお客様にご連絡を
取らせていただく場合もございますので、予めご了承ください。なお、当社に
おける個人情報の取り扱いの詳細については三菱自動車ホームページ
（https://www.mitsubishi-motors.co.jp/privacy）にて記載しております。

三菱車に関するお問い合わせは、お近くの販売会社、または三菱自動車お客様相談センターへどうぞ。

三菱自動車お客様相談センター 0120-324-860

www.mitsubishi-motors.co.jp

レッドダイヤモンド
［PS］（有料色＊12）

サンシャインオレンジ
メタリック［QM］
（有料色＊13）

ホワイトパール［SL］
（有料色＊14）

ブラックマイカ［CI］ チタニウムグレー
メタリック［TR］

＊12：レッドダイヤモンドは有料色77,000円（消費税抜価格70,000円）高となります。 
＊13：サンシャインオレンジメタリックは有料色55,000円（消費税抜価格50,000円）高となります。 
＊14：ホワイトパールは有料色33,000円（消費税抜価格30,000円）高となります。

★ ： 特長装備　● ： ベース車に標準装備　▲ ： メーカーオプション主要装備

主要諸元

BODY COLOR

類別（ベース車はG）

エクステリア

インテリア

オーディオ

安全装備

機能装備

メーカー
オプション

LEDヘッドライト（ハイ/ロービーム、光軸自動調整機構付）

フロントグリル（ブラック） 

ベルトラインモール（ブラック） 

サイドガーニッシュ（メッキ加飾付） 

ルーフレール 

18インチアルミホイール（ブラック塗装） 

★

★

●

★

★

本革巻ステアリングホイール（赤ステッチ） 

本革巻シフトノブ（赤ステッチ） 

本革巻パーキングブレーキレバー（メッキノブ、赤ステッチ） 

アルミペダル（アクセルペダル/ブレーキペダル） 

ニーパッド（合成皮革、赤ステッチ） 

パワーウインドウスイッチパネル（ブラック） 

フルオートエアコン（クリーンエアフィルター付） 

シート生地：コンビネーション（スエード調素材＊2 ＊3×合成皮革、赤ステッチ）

運転席パワーシート 

運転席・助手席シートヒーター 

リヤセンターアームレスト（カップホルダー付） 

★

★

★

★

★

★

●

★

★

★

●

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］

オートマチックハイビーム［AHB=Automatic High Beam］

誤発進抑制機能（前進時）

ヒルスタートアシスト［HSA］

●

●

●

●

●

225/55R18タイヤ ●

クルーズコントロール ●

SRSサイド＆カーテンエアバッグ＊8

スペアタイヤ（応急用）＊9

寒冷地仕様＊10〈2WD〉
（4WDはベース車に標準装備）
 

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

LEDターンランプ付電動格納式リモコンドアミラー
（サイドアンダーミラー付、ブラックマイカ）＊1 

オーディオ非装着
（2DIN［ワイド2DIN対応］スペース、オーディオ取付用配線／取付キット付、
4スピーカー［フロントドア・リヤドア］／6スピーカー用配線付）

BLACK
Edition

メーカー希望
小売価格

［　］＝消費税抜価格

●

★

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個付）＋エンジンスイッチ＊4

パノラマガラスルーフ
（LEDイルミネーション／UVカット機能付）＊5

88,000円
［80,000円］

55,000円
［50,000円］

220,000円
［200,000円］

324,500円
［295,000円］

88,000円
［80,000円］

11,000円
［10,000円］

13,200円
［12,000円］

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）
［BSW=Blind Spot Warning／LCA=Lane Change Assist］
後退時車両検知警報システム［RCTA=Rear Cross Traffic Alert］

●

●

車名・型式

駆動方式

寸法・重量

性能

エンジン

動力伝達装置

走行装置

三菱・5BA-GA4W

2WD 4WD

XTHX（P00） XTHXZ（P00）

2670

4365/1810/1640

RVR BLACK Edition

205

5

5.3

全長/全幅/全高

ホイールベース

最低地上高

車両重量※1

乗車定員

最小回転半径

燃料消費率 （国土交通省審査値）※2

※2 ※3

WLTCモード

市街地モード

郊外モード

高速道路モード

（国土交通省審査値）

（mm）

（mm）

（mm）

（kg）

（名）

（m）

4J10 MIVEC

102［139］/6000

172［17.5］/4200

無鉛レギュラーガソリン

型式

最高出力

最大トルク

使用燃料

タンク容量

タイヤ

変速機形式

類別（ベース車はG）

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 ＋地図無料更新（1回）＊6

＋地上デジタルTVチューナー（フルセグ） 
＋リヤビューモニター
＋ステアリングオーディオリモコンスイッチ 
＋サイドエアアウトレット（ピアノブラック）
＋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×2）＊7

6スピーカー

ロックフォード
フォズゲート 
プレミアムサウンド
システム
（DTS Neural 
Surround™、
9スピーカー）

■価格はメーカー希望小売価格（消費税率10%）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。
＊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です。＊2：シートの座面および背もたれ面は
スエード調人工皮革「グランリュクス®」＊3、それ以外は合成皮革です（リヤシートの背面のみニードルパンチ）。
また、ドアアームレスト、ドアトリム、リヤセンターアームレストも合成皮革となります。＊3：スエード調人工皮革
「グランリュクス®」はセーレン株式会社の登録商標です。＊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：メーカーオプションのパノラマガラスルーフを選択した場合、ルームランプ（リヤ）は非装着となります。
＊6：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。＊7：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。＊8：メーカーオプションのSRSサイド&カーテンエアバッグを選択した場合、運転席アシストグリップが
同時装着となります。＊9：メーカーオプションのスペアタイヤを選択した場合、パンクタイヤ応急修理キット、
ラゲッジアンダーボックスは非装着となります。＊10：寒冷地仕様の内容は、ヒーテッドドアミラー、リヤヒーター
ダクト、ラジエータークーラント寒冷地仕様化となります。
■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。
■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。

●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：メーカーオプションのパノラマガラスルーフ装着車は＋30kg、SRSサイド&カーテンエアバッグ装着車は＋10kg、
ロックフォードフォズゲート プレミアムサウンドシステム装着車は＋10kg。※2：燃料消費率は、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）に応じて燃料消費率は異なります。
※3：WLTCモード：市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モード
です。市街地モード：信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定したモードです。郊外モード：信号や渋滞等
の影響をあまり受けない走行を想定したモードです。高速道路モード：高速道路等での走行を想定したモードです。
●Bluetoothは米国Bluetooth SIG Inc.の登録商標で、ライセンスにもとづき使用されています。
●Rockford FosgateはRockford社の商標です。
●DTS Neural Surround™はDTS社の商標です。
●kW（キロワット）、N・m（ニュートンメートル）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

※その他の装備につきましては、ベース車となるRVRカタログの主要装備をご確認ください。
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［e-Assistのご注意］ ●FCM、LDW、誤発進抑制機能（前進時）、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。 ●誤発進抑制機能（前進時）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。車両の
停止状態を保持する機能はありませんので、周囲の状況に応じてブレーキペダルを踏んでください。 ●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、誤発進抑制機能（前進時）、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。

RVRは、「サポカーS ワイド」対象車です。

セーフティ・サポートカーS ワイド（サポカーSワイド）は安全運転をサポートする先進技術を
搭載したクルマです。高齢運転者を含めたすべてのドライバーによる交通事故の発生
防止・被害軽減対策の一環として、国が推奨する新しい自動車安全コンセプトです。

RVRの先進安全装備
（全車標準装備）

●衝突被害軽減ブレーキシステム［FCM］ ＊対車両/対歩行者 ●誤発進抑制機能（前進時）
●車線逸脱警報システム［LDW］ ●オートマチックハイビーム［AHB］

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。

BLACK Edition〈4WD〉 ボディカラー:チタニウムグレーメタリック表紙の写真

フロン法において、カーエアコン冷媒は、2023年度までにGWP=Global Warming Potential（地球温暖化係数）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。RVR BLACK Edition
のエアコンは、HFC-134a＊11 [GWP値:1430]を500g使用しています。
＊11:この冷媒は大気放出の禁止、廃棄時の回収が必要です。

エアコン冷媒

INVECS-Ⅲ
6速スポーツモードCVT

225/55R18

BLACK Edition



より濃く深いブラックカラーが力強く、洗練されたデザインを引き立てる。

フロントグリルからドアミラー、アルミホイールにまで至る凛とした表情は、

活気あふれる都市の視線を集めながら、ダイナミックに駆け抜けていく。

こだわりを持って生きる若き感性を刺激する、RVR BLACK Edition 登場。

BLACK
Edition

PHOTO：BLACK Edition〈4WD〉　ボディカラー：チタニウムグレーメタリック

PHOTO：BLACK Edition〈4WD〉　ボディカラー：チタニウムグレーメタリック
●スマートフォン連携ナビゲーション、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）［BSW／LCA］、
後退時車両検知警報システム［RCTA］、SRSサイド＆カーテンエアバッグはメーカーオプション ●画面はハメ込み合成

RVR BLACK Editionの
スペシャルサイトはこちら

PHOTO：BLACK Edition〈4WD〉　ボディカラー：チタニウムグレーメタリック
●スマートフォン連携ナビゲーション、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）［BSW／LCA］、
後退時車両検知警報システム［RCTA］、SRSサイド＆カーテンエアバッグはメーカーオプション ●画面はハメ込み合成

RVR BLACK Editionの
スペシャルサイトはこちら



PHOTO：BLACK Edition〈4WD〉　ボディカラー：チタニウムグレーメタリック
●スマートフォン連携ナビゲーション、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）［BSW／LCA］、後退時車両検知システム［RCTA］、SRSサイド＆カーテンエアバッグはメーカーオプション



BLACK Edition 特長装備

2,448,600円
消費税抜価格 
2,226,000円

メーカー希望小売価格

主要装備 （ベース車はG）

●サイドガーニッシュ（メッキ加飾付）
●ホイールアーチモール
●フルオートエアコン（クリーンエアフィルター付）
●リヤセンターアームレスト（カップホルダー付）
●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個付）＋エンジンスイッチ＊2

●クルーズコントロール

BLACK Edition〈2WD・4WD〉

■ 1.8L MIVEC SOHC 16VALVE

■ 6速スポーツモードCVT

●リサイクル料金12,520円が別途必要となります＊3 ＊4。 ●有料色代は別途申し受けます。詳しくは本パンフレット裏表紙をご覧ください。

PHOTO : BLACK Edition〈4WD〉

ボディカラー : サンシャインオレンジメタリック（有料色）

ボディカラー : レッドダイヤモンド（有料色）

●撮影のために点灯　●インテリア写真はカットボディによる撮影

2,689,500円
消費税抜価格 
2,445,000円

メーカー希望小売価格

2,448,600円
消費税抜価格 
2,226,000円

メーカー希望小売価格

価格はメーカー希望小売価格（消費税率10％）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。価格はメーカー希望小売価格（消費税率10％）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。

＊3 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。 ＊4 リサイクル料金は、メーカーオプションのSRSサイド&カーテンエアバッグを装着した場合600円が加算されます。 ●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。 《サポカー補助金について》 ●令和2年度中に満65歳以上となる高齢運転者及び令和2年度中に満65歳以上となる高齢運転者を雇用する
事業者が対象となります。●補助金の対象は、審査委員会の審査を経た「衝突被害軽減ブレーキ（対歩行者）」と「ペダル踏み間違い急発進抑制装置」搭載車で、補助金額は登録車10万円、軽自動車7万円となります。●補助金の対象車として公表された
日以降、新車新規登録（届出）された自動車が対象となります。●補助金の交付を受けた新車については、新車新規登録（届出）日より1年以上の間、原則として同一の者による使用（車検証上の使用者名義を変更しないこと）が必要となります。●自家用自動車
については、補助金の交付は、1人につき1台限りで、法人名義での購入は対象外となります。●事業用自動車については、法人名義の場合、65歳以上の高齢運転者の人数までが上限となります。●申請総額が予算額を超過し次第、終了となります。●車両登録
後（届出後）、一定期間内に審査機関に申請が受理される必要があります。交付決定後申請者に直接交付されます。●制度の詳細や申請手続き等については、経済産業省や国土交通省、次世代自動車振興センターのホームページでご確認ください。●詳しく
は営業スタッフにおたずねください。

＊3 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。 ＊4 リサイクル料金は、メーカーオプションのSRSサイド&カーテンエアバッグを装着した場合600円が加算されます。 ●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。 《サポカー補助金について》 ●令和2年度中に満65歳以上となる高齢運転者及び令和2年度中に満65歳以上となる高齢運転者を雇用する
事業者が対象となります。●補助金の対象は、審査委員会の審査を経た「衝突被害軽減ブレーキ（対歩行者）」と「ペダル踏み間違い急発進抑制装置」搭載車で、補助金額は登録車10万円、軽自動車7万円となります。●補助金の対象車として公表された
日以降、新車新規登録（届出）された自動車が対象となります。●補助金の交付を受けた新車については、新車新規登録（届出）日より1年以上の間、原則として同一の者による使用（車検証上の使用者名義を変更しないこと）が必要となります。●自家用自動車
については、補助金の交付は、1人につき1台限りで、法人名義での購入は対象外となります。●事業用自動車については、法人名義の場合、65歳以上の高齢運転者の人数までが上限となります。●申請総額が予算額を超過し次第、終了となります。●車両登録
後（届出後）、一定期間内に審査機関に申請が受理される必要があります。交付決定後申請者に直接交付されます。●制度の詳細や申請手続き等については、経済産業省や国土交通省、次世代自動車振興センターのホームページでご確認ください。●詳しく
は営業スタッフにおたずねください。

主要装備 （ベース車はG）

●サイドガーニッシュ（メッキ加飾付）
●ホイールアーチモール
●フルオートエアコン（クリーンエアフィルター付）
●リヤセンターアームレスト（カップホルダー付）
●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個付）＋エンジンスイッチ＊2

●クルーズコントロール

BLACK Edition〈2WD・4WD〉

■ 1.8L MIVEC SOHC 16VALVE

■ 6速スポーツモードCVT

●リサイクル料金12,520円が別途必要となります＊3 ＊4。 ●有料色代は別途申し受けます。詳しくは本パンフレット裏表紙をご覧ください。

●MIVEC = Mitsubishi Innovative Valve timing Electronic 
Control systemは、三菱自動車の可変バルブタイミング機構の総称です。
●MIVEC = Mitsubishi Innovative Valve timing Electronic 
Control systemは、三菱自動車の可変バルブタイミング機構の総称です。

PHOTO : BLACK Edition〈4WD〉

ボディカラー : サンシャインオレンジメタリック（有料色）

ボディカラー : レッドダイヤモンド（有料色）

RVR BLACK Edition  2WD・4WD

●撮影のために点灯　●インテリア写真はカットボディによる撮影
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SPECIAL EQUIPMENT

フロントグリル（ブラック）　 18インチアルミホイール（ブラック塗装）　
ルーフレール　 LEDターンランプ付電動格納式リモコンドアミラー（サイドアンダーミラー付、ブラックマイカ）＊1

ベルトラインモール（ブラック）　本革巻ステアリングホイール（赤ステッチ）
コンビネーションシート 赤ステッチ）＆運転席パワーシート＆運転席・助手席シートヒーター
パワーウインドウスイッチパネル（ブラック）　 本革巻パーキングブレーキレバー（メッキノブ、赤ステッチ）　 

本革巻シフトノブ（赤ステッチ）&ニーパッド（合成皮革、赤ステッチ）　 アルミペダル（アクセルペダル/ブレーキペダル） ＊1 ボディカラーでブラックマイカを選択した場合は除く。

フロントグリル（ブラック）　 18インチアルミホイール（ブラック塗装）　
ルーフレール　 LEDターンランプ付電動格納式リモコンドアミラー（サイドアンダーミラー付、ブラックマイカ）＊1

ベルトラインモール（ブラック）　本革巻ステアリングホイール（赤ステッチ）
コンビネーションシート 赤ステッチ）＆運転席パワーシート＆運転席・助手席シートヒーター
パワーウインドウスイッチパネル（ブラック）　 本革巻パーキングブレーキレバー（メッキノブ、赤ステッチ）　 

本革巻シフトノブ（赤ステッチ）&ニーパッド（合成皮革、赤ステッチ）　 アルミペダル（アクセルペダル/ブレーキペダル） ＊1 ボディカラーでブラックマイカを選択した場合は除く。
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BLACK Edition
〈2WD〉 2,689,500円

消費税抜価格 
2,445,000円

メーカー希望小売価格
BLACK Edition
〈4WD〉

＊2 　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。

黒いエッジが、都市に存在を刻む。


