
車名 駆動 類別
エコカー減税
（重量税）

2030年度
燃費基準
達成率

～2021/4/30 2021/5/1～ 2021/4/1～

eKクロス

2WD

T ー ー 65%
G ▲25% ▲25%＊1 70%＊2
M ▲50% ▲50% 75%

G Plus Edition ▲25% ▲25%＊1 70%＊2

4WD

T ー ー 60%
G

▲25% ▲25% 65%M
G Plus Edition

eKワゴン
2WD

G
▲50% ▲50% 75%

M

4WD
G

▲25% ▲25% 65%
M

令和3年度税制改正に伴う変更のお知らせ〈eKクロス/eKワゴン〉

eKクロス カタログ [3SXXAEK20D（20/20-12）]
eKワゴン カタログ [3SXXAEW20D（20/20-12）]
eKクロス G Plus Edition リーフレット [3SXXBGP20D（20/20-12）]

カタログ/リーフレットの記載内容に変更がございます。 詳しくは営業スタッフにおたずねください。

＊1 メーカーオプションのルーフレールまたは先進快適パッケージ装着車は▲50％となります。
＊2 メーカーオプションのルーフレールまたは先進快適パッケージ装着車は75％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

※その他の装備につきましては、ベース車となるeKクロス カタログの主要装備をご確認ください。※その他の装備につきましては、ベース車となるeKクロス カタログの主要装備をご確認ください。
※G Plus Editionで設定があるメーカーオプションは「ルーフレール」と「先進快適パッケージ」のみです※G Plus Editionで設定があるメーカーオプションは「ルーフレール」と「先進快適パッケージ」のみです。

※その他の諸元につきましては、ベース車となるeKクロス カタログの主要諸元をご確認ください。※その他の諸元につきましては、ベース車となるeKクロス カタログの主要諸元をご確認ください。

※その他の装備につきましては、ベース車となるeKクロス カタログの主要装備をご確認ください。
※G Plus Editionで設定があるメーカーオプションは「ルーフレール」と「先進快適パッケージ」のみです。

■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（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。
■取扱説明書：三菱自動車の車種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。

※その他の諸元につきましては、ベース車となるeKクロス カタログの主要諸元をご確認ください。

●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ルーフレール装着車は1665mmとなります。※2メーカーオプションのルーフレール
装着車は1685mmとなります。 ※3 社内測定値です。※4 メーカーオプションの装着により、車両重量が変更となる場合
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。※5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。※6 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。●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

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。写真は、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快適なドライブをお楽しみください。写真は、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す。このカタログの内容は
2020年12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。2020年12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。

国内メーカー初国内メーカー初
最長10年10万km特別保証延長最長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。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。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。※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〒108-8410 東京都港区芝浦3丁目1番21号

3SXXBGP20D(20/20-12)3SXXBGP20D(20/20-12)

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。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。

wwwww.m.mitsububishi-motmotors.rs.co.jo.jp 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）（https://www.mitsubishi-motors.co.jp/privacy）にて記載しております。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三菱自動車お客様相談センター 0120-324-860120-324-860
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）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）

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。写真は、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12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

3SXXBGP20D(20/20-12)

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。

www.mitsubishi-motors.co.jp 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
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）

先進快適先進快適
パッケージパッケージ

e-Assiste-Assist

類別類別（ベース車はGとなります）（ベース車はGとなります） G PlusG Plus
EditionEdition

メーカー希望メーカー希望
小売価格小売価格

［  ］＝消費税抜価格［  ］＝消費税抜価格

タッチパネル式フルオートエアコンタッチパネル式フルオートエアコン

衝突被害軽減ブレーキシステム［FCM］衝突被害軽減ブレーキシステム［FCM］

踏み間違い衝突防止アシスト踏み間違い衝突防止アシスト

車線逸脱警報システム［LDW］＆車線逸脱警報システム［LDW］＆
車線逸脱防止支援機能［LDP］車線逸脱防止支援機能［LDP］

オートマチックハイビーム［AHB］オートマチックハイビーム［AHB］

ふらつき警報ふらつき警報［DAADAA］

前方衝突予測警報前方衝突予測警報［PFCWPFCW］

標識検知標識検知［TSRTSR］

先行車発進通知先行車発進通知［LCDNLCDN］

電動パー動パーキングングブレーキ＆ーキ＆ブレーキーキオートホトホールド

ステアリングスイッチ（マイパイロット）ステアリングスイッチ（マイパイロット）

●

●

▲

●

●

●

●

▲

27,500円27,500円
［25,000円］［25,000円］

71,500円71,500円
［65,000円］［65,000円］

型式型式

最高出力最高出力

最大トルク最大トルク

動力用主電池動力用主電池

変速機形式変速機形式

タイヤタイヤ

車名・型式車名・型式

駆動方式駆動方式

動力伝達装置動力伝達装置

走行装置走行装置

三菱・5AA-B37W三菱・5AA-B37W

4WD4WD

LTSGZ（100）LTSGZ（100）

三菱・5AA-B34W三菱・5AA-B34W

2WD2WD

LTSG（100）LTSG（100）

860860 920920

（mm）（mm）

（mm）（mm）

（kg）（kg）

（名）（名）

（m）（m）

（kW［PS］/rpm）（kW［PS］/rpm）

（N・m［kgf・m］/rpm）（N・m［kgf・m］/rpm）

（L）（L）

型式型式

最高出力最高出力

最大トルク最大トルク

使用燃料使用燃料

タンク容量　タンク容量　

38[52]/640038[52]/6400

60[6.1]/360060[6.1]/3600

無鉛レギュラーガソリン無鉛レギュラーガソリン

2727

SM21SM21

2.0［2.7］/12002.0［2.7］/1200

40［4.1］/10040［4.1］/100

リチウムイオン電池リチウムイオン電池

CVT（自動無段変速機）CVT（自動無段変速機）

165/55R15165/55R15

G Plus EditionG Plus Edition

24952495

155155

4

4.84.8

16401640※１※１ 16601660※2※2

全長全長

全幅全幅

全高全高

（mm）（mm）

（mm）（mm）

（mm）（mm）

BR06BR06

（kW［PS］/rpm）（kW［PS］/rpm）

（N・m［kgf・m］/rpm）（N・m［kgf・m］/rpm）

 種類 種類

33953395

14751475

マイパイロット［MI-PILOTマイパイロット［MI-PILOT］（アダプティブクルーズ（アダプティブクルーズ
コントロール［ACC］＆コントロール［ACC］＆車線維持支援機能［LK車線維持支援機能［LKA］）］）先進快適

パッケージ

e-Assist

内装色（内装色（ブラック）ブラック）

シート生地（シート生地（ファブリック）ファブリック）

オーディオレスオーディオレス

6スピーカー6スピーカー

TVアンテナ、GPSアンテナTVアンテナ、GPSアンテナ

ナビパネル7インチ用（ブラック）ナビパネル7インチ用（ブラック）

マルチアラウンドモニター（移動物検知機能付）

自動防眩ルームミラー（マルチアラウンドモニター付）

LEDヘッドライト（光軸調整機構付）LEDヘッドライト（光軸調整機構付）

LEDポジションランプLEDポジションランプ 

ルーフレールルーフレール

ステアリングスイッチ（マルチインフォメーションディスプレイ＋ステアリングスイッチ（マルチインフォメーションディスプレイ＋
オーディオ＋TEL）オーディオ＋TEL）

●

●

●

●

★

★

●

内装色（ブラック）

シート生地（ファブリック）

オーディオレス

6スピーカー

TVアンテナ、GPSアンテナ

ナビパネル7インチ用（ブラック）

マルチアラウンドモニター（移動物検知機能付）

自動防眩ルームミラー（マルチアラウンドモニター付）

類別（ベース車はGとなります） G Plus
Edition

メーカー希望
小売価格

［  ］＝消費税抜価格

LEDヘッドライト（光軸調整機構付）

LEDポジションランプ

ルーフレール

タッチパネル式フルオートエアコン

衝突被害軽減ブレーキシステム［FCM］

踏み間違い衝突防止アシスト

車線逸脱警報システム［LDW］＆
車線逸脱防止支援機能［LDP］

オートマチックハイビーム［AHB］

ふらつき警報［DAA］

前方衝突予測警報［PFCW］

標識検知［TSR］

先行車発進通知［LCDN］

電動パーキングブレーキ＆ブレーキオートホールド

ステアリングスイッチ（マイパイロット）

ステアリングスイッチ（マルチインフォメーションディスプレイ＋
オーディオ＋TEL）

●

●

▲

●

●

●

●

▲

27,500円
［25,000円］

71,500円
［65,000円］

型式

最高出力

最大トルク

動力用主電池

変速機形式

タイヤ

車名・型式

駆動方式

動力伝達装置

走行装置

三菱・5AA-B37W

4WD

LTSGZ（100）

三菱・5AA-B34W

2WD

LTSG（100）

860 920

ホイールベースホイールベース

最低地上高最低地上高※3※3

車両重量車両重量※4※4

乗車定員乗車定員

最小回転半径最小回転半径

燃料消費率

ホイールベース

最低地上高※3

車両重量※4

乗車定員

最小回転半径

燃料消費率

（mm）

（mm）

（kg）

（名）

（m）

（kW［PS］/rpm）

（N・m［kgf・m］/rpm）

（L）

型式

最高出力

最大トルク

使用燃料

タンク容量　

38[52]/6400

60[6.1]/3600

無鉛レギュラーガソリン

27

SM21

2.0［2.7］/1200

40［4.1］/100

リチウムイオン電池

CVT（自動無段変速機）

165/55R15

（国土交通省審査値）※5

（国土交通省審査値）※5※6

（km/L）

WLTCモード   　（km/L）

市街地モード　（km/L）

郊外モード　　（km/L）

高速道路モード（km/L）

G Plus Edition

2495

155

4

4.8

1640※１ 1660※2

全長

全幅

全高

（mm）

（mm）

（mm）

28.4

21.0

19.3

22.1

21.1

25.4

18.8

16.3

20.3

19.2

BR06

（kW［PS］/rpm）

（N・m［kgf・m］/rpm）

 種類

＊1 ナチュラルアイボリーメタリック/サンシャインオレンジメタリック、サンドイエローメタリック/ホワイトソリッド、
オリーブグリーンメタリック/チタニウムグレーメタリックは有料色82,500円（消費税抜価格75,000円）高となります。
＊2 サファイアブルーメタリック/スターリングシルバーメタリック、レッドメタリック/ブラックマイカは有料色60,500円
（消費税抜価格55,000円）高となります。
＊3 ホワイトパール、サンシャインオレンジメタリックは有料色33,000円（消費税抜価格30,000円）高となります。

サンドイエロー
メタリック/ホワイト
ソリッド

ナチュラルアイボリー
メタリック/サンシャイン
オレンジメタリック

3395

1475

レッドメタリックホワイトパール

サファイアブルー
メタリック

チタニウムグレー
メタリック

サンシャイン
オレンジメタリック

ブラックマイカ

2トーンカラー

モノトーンカラー

［JJ］（有料色）＊1

［SL］（有料色）＊3

［TR］

［CI］

［RR］

［VB］

［QM］（有料色）＊3

●

●

●

●

★

★

●

主要装備 主要諸元

BODY COLORS

［JP］（有料色）＊1

レッドメタリック/

ブラックマイカ
サファイアブルー
メタリック/スターリング
シルバーメタリック ［FR］（有料色）＊2［JT］（有料色）＊2

オリーブグリーン
メタリック/チタニウム
グレーメタリック ［JN］（有料色）＊1

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。

マイパイロット［MI-PILOT］（アダプティブクルーズ
コントロール［ACC］＆車線維持支援機能［LKA］）

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。

eKクロス G Plus Edition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 ●踏み間違い衝突防止アシスト
●車線逸脱警報システム［LDW］＆車線逸脱防止支援機能［LDP］
●オートマチックハイビーム［AHB］

eKクロス G Plus Editionは、「サポカーS ワイド」対象車です。



ディーラーオプション

＊2 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。 ●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減税になります。詳しくは営業スタッフにおたずねください。 ●メーカー希望小売価格は、パンクタイヤ応急修理キット（ジャッキ、スペアタイヤは
付属しません）、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。 ●ボディカラー、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。 ●本リーフレットに掲載の写真はイメージです。

■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。

安心をプラスして、 
毎日をよりアクティブに。
eKクロスに、駐車時の安全確認をサポートする

「マルチアラウンドモニター（移動物検知機能付）」

を搭載した特別仕様車が登場。

さらに、白く鮮やかな光が上質感を演出する

LEDパッケージ（ディーラーオプション）もご用意しました。

eKクロス G Plus Edition

LEDパッケージ
29,986円
（消費税抜価格：本体20,000円＋参考取付工賃7,260円）

夜間乗車時の室内や車外の視認性を高めるとともに、白く
鮮やかな光が上質感を演出するLEDバルブをセットにした

G Plus Edition専用ディーラーオプションパッケージ。
※別途、LEDフォグランプ（別売り）もご用意しています。

●リサイクル料金7,040円が別途必要となります＊2。
●価格には、有料色代は含まれておりません。
Photo：eKクロス G Plus Edition 4WD ボディカ
ラー：ナチュラルアイボリーメタリック×サンシャイン
オレンジメタリック（有料色：82,500円高／消費税
抜価格：75,000円高）

メーカー希望小売価格

2WD 1,617,000円
（消費税抜価格 1,470,000円）

メーカー希望小売価格

4WD 1,749,000 円
（消費税抜価格 1,590,000円）

●ディーラーオプション価格は2020年12月現在のもので、本体価格（メーカー希望小売価格）＋参考取付工賃（6,600円／時間）＋消費税（10％）が含まれております。なお取付工賃レートは、地域・製品・装着時により異なる場合があります
のでご了承ください。 ●ディーラーオプションの取り付けおよび詳細、また保証内容については、アクセサリーカタログをご覧いただくか、営業スタッフにおたずねください。

LEDバルブ（マップランプ） LEDバルブ（ラゲッジランプ） LEDバルブ（ライセンスプレートランプ） LEDバルブ（バックアップランプバルブ）

25
2WD/4WD

Photo（表紙、P01-02）：eKクロス G Plus Edition 4WD　ボディカラー：ナチュラルアイボリーメタリック×サンシャインオレンジメタリック（有料色）
●ルーフレール、先進快適パッケージはメーカーオプション ●LEDパッケージ、オリジナル9型ナビゲーション、9型ナビ用センターフードはディーラーオプション  

●視野範囲はイメージです。実際の視野範囲とは異なる場合があります。 ●画面はハメコミ合成です。実際の表示とは異なります。

真上から見下ろしているような映像をルームミラー内のモニターに表示するマル
チアラウンドモニター。運転席から視認しにくい左前方や車両後方など周囲の
安全をしっかり確認しながら駐車を行うことができます。また、ディーラーオプ
ションのナビゲーションを装着すれば、マルチアラウンドモニターの映像をナビの
大画面に表示＊1することが可能です。

マルチアラウンドモニター（移動物検知機能付）
自動防眩ルームミラー（マルチアラウンドモニター付）

G Plus Edition専用

●視野範囲はイメージです。実際の視野範囲とは異なる場合があります。 ●画面はハメコミ合成です。実際の表示とは異なります。

＊1 自動防眩ルームミラーとの同時表示はできません。

特長装備

●オリジナル9型ナビゲ―ション、9型ナビ用センターフードはディーラーオプション


