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新型『TRITON』/『L200』概要 （タイ向け仕様）

2018年9月、三菱自動車の1トンピックアップトラックは生誕40周年を迎えました。1978年に『L200』（日本名『フォル
テ』）を発売してから2018年9月末までの40年間での世界累計販売台数は約470万台以上と、グローバルで幅広いお
客様から支持されてきました。

現行『TRITON』/『L200』では、乗用車並みの快適性とピックアップトラックならではの機能性・信頼性を併せ持ち、プラ
イベートユースからコマーシャルユースまで幅広く活躍できる“Sport Utility Truck”というコンセプトを具現化し、お客
様の多様化するご要望にきめ細かく対応してきました。

今回の新型『TRITON』/『L200』では、“Sport Utility Truck”としての特長を継承し、進化させました。歴代モデルでの
開発思想である“Engineered Beyond Tough”のもと、コマーシャルユースにおける信頼性・耐久性に加え、プライベート
ユースにおける快適性や乗り心地にいっそう磨きをかけながら、新世代の「ダイナミックシールド」コンセプトを適応した力
強いデザイン、オフロードでの走破性を向上させた4WDシステム、先進の予防安全・運転支援技術などの採用を中心に、
機能性と上質感を高めたインテリア、快適性と静粛性を向上させた居住空間の実現など大幅に商品力を高めました。

■ 新世代「ダイナミックシールド」コンセプトの採用
ピックアップトラックに求められる力強いパフォーマンスと人とク
ルマを守る安心感を表現した新世代の「ダイナミックシールド」コ
ンセプトを採用。従来よりも高く厚みのあるボンネットフード、視
認性に優れ損傷しにくい機能的な配置のランプ類、剛性感ある太
さと垂直基調のプロテクト機能を強調するメッキ加飾などにより、
“Engineered Beyond Tough”を体現する威風堂 と々した存在感
と信頼感の高いフロントフェイスに一新しています。

■ 4WD車の悪路走破性を向上
走行中に2WDと4WDの切り替えが簡単にでき、2H、4H、4Lの
3モードを設定したイージーセレクト４WDと、2H（後輪駆動）、4H

（フルタイム4WD）、4HLc（直結4WD）、4LLc（ローギヤ直結
4WD）の4つの走行モードにより、あらゆる路面状況で最適なト
ラクション性能とハンドリング性能を発揮するスーパーセレクト
4WD-Ⅱに、新たにオフロードモードを追加しました。「GRAVEL」

「MUD/SNOW」「SAND」「ROCK」の4つのオフロードモード
を設定し、エンジン、オートマチックトランスミッション、ブレーキ

（ASTC※1による）を制御することにより、悪路での走破性・脱出性
を高めています。

■ 先進の予防安全・運転支援技術の採用
カメラとレーザーレーダーを併用し、先行車だけでなく歩行者の検
知も可能な衝突被害軽減ブレーキシステムをはじめ、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）、後退時車両検知
警報システム、誤発進抑制機能（前進＆後退時）など、先進の予防安
全技術の採用により全方位で安全運転をサポート。また、自車周囲
の状況を上方から俯瞰するように確認できるマルチアラウンドモニタ
ー、駐車する際に障害物を感知すると、モニター表示と警告音でお知
らせするパーキングセンサーといった運転支援技術を採用して安全
性を高めています。

※1：ASTC=Active Stability & Traction Control

For rugged terrain with low-grip
surfaces

For normal road conditions

For steep hills,mud,sand,deep
snow,etc

For rough roads and hazardous
conditions
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開発者からのメッセージ①　

ピックアップトラックのひとつの完成形

新型『TRITON』/『L200』は、アセアン・オセアニアを中心に中東、欧州、アフリカ、中南米など世界150ヶ国で販売して

いる世界戦略車で、三菱自動車を支える基幹車種の一つです。

私たちは、つねにお客様の満足度向上に繋がるクルマ作りを実現すべく努力してきました。実際に使用されている現場へ

の調査はもちろん、改善要望に対しては現地へのスクランブル調査を実施し、商品側の対策はもちろん、試験方法の見直

しも行なっています。そのような開発を繰り返してきた40年間に渡る開発のヘリテージが、新型『TRITON』/『L200』の

タフネスさに生きています。

『TRITON』/『L200』にとって最大のマーケットはアセアンです。

タイでは、コマーシャルユースとプライベートユース、またその両方で使うお客さまも多く、トラックとしての基本性能に加

え、デザインの良さや最新の装備、快適性や乗り心地など、乗用車的なニーズが求められます。

一方、インドネシアでは炭鉱で使用されるピックアップトラックのシェアは6割くらい持っています。炭鉱のような過酷な環

境下においては、車体の耐久性に加えアフターセールスのサポート体制が不可欠であり、これが、私たち三菱自動車の強

みでもあります。

また、ビジネスで使用されるお客様とって、ピックアップトラックは設備の一つであり、クルマへの初期投資やメンテナンス

に必要なコストはビジネスに直結します。耐久信頼性の高さは当然ですが、お客様の立場に立って考えるコスト意識は非

常に重要です。

新型『TRITON』/『L200』は、お客様の幅広いニーズにお応えしながらコストとパフォーマンス、充実した装備を両立する

ことができました。
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さらに各国での環境と安全に対する要求は格段に高くなっています。新型車を出す度に新たな技術を開発し、環境と安

全性能も強化しています。

今回のモデルチェンジでは、ピックアップトラックに要求される耐久信頼性と実用性に加え、安全性能、環境性能を向上

させ、デザインを一新してさらに魅力を増しました。

「究極のスポーツユーティリティ・トラック」という形で、新型『TRITON』/『L200』を完成させることができたと自負しています。

PD室 プログラム・ダイレクター
兼 商品戦略本部　LCVビジネスリーダー

並木 恒一

開発者からのメッセージ①　
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技術者のノウハウで培われた性能をさらに大きく進化させた新型『TRITON』。
お客様の期待を超える自信作です。

『TRITON』/『L200』は、耐久信頼性、オフロード性能というピックアップトラックとしての基本性能に加え、乗り心地や

走行時の静かさといった快適性においても好評です。さらに働く現場でお使いになっているプロフェッショナルからも高

い信頼をいただいています。

これは、各国の様々な要求仕様を満足するため、長年のエンジニアのノウハウと、極めて過酷な耐久テストによって築き上

げてきたものです。

今般、新型『TRITON』/『L200』は、外観デザイン、走行性能、装備仕様などを歴代のエンジニアリングを踏襲しながらさ

らに進化させました。「Engineered Beyond Tough」をキーワード として、『TRITON』/『L200』の新しい力強さ・タフ

をお客様にお届けする、これが今回のモデルチェンジの目的です。

今回のモデルチェンジでは、エクステリアデザインを大きく刷新し、パワフルで未来的、新しい「タフの」イメージを表現し

ています。これに伴い、性能・装備仕様もきわめて大幅な改良を実施いたしました。

まず、先進安全装備ですが、FCM※1、BSW※2、UMS※3などを新規開発しています。競合車と比較しても非常に充実したも

のであり、ドライバーとそのご家族の安全を守ることが何よりも大切だという考えに基づいています。

さらに、三菱自動車の強みであるオフロード性能については、「オフロードモード」と「ヒルディセントコントロール」の装着

で大きく進化させています。レジャーとしてオフロード走行をされるお客様もいらっしゃいますし、また日々の仕事として

過酷なオフロードを毎日何十kmも走るお客様もいらっしゃいます。新型『TRITON』/『L200』のオフロード性能は、そう

いう役目が難なくこなせる頼もしい相棒なのです。

開発者からのメッセージ②
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快適性の向上も今回のモデルチェンジの大きなポイントです。三菱自動車はまだピックアップトラックにパーソナルユース

という概念がなかった時代から、快適性を追求し続けてきました。お客様の負担を減らすことがひいては安全にもつなが

るからです。

今回、ショックアブソーバーのチューニングによる乗り心地の改善、室内静粛性の向上などを実施しています。さらに便利

機能として、マルチアラウンドモニター、リヤサーキュレーター、USBポートなどを追加いたしました。

ピックアップトラックのニーズは、国、地域、お客様によって千差万別で、さらに時代とともに変化します。この変化と多様

性を正確かつ迅速に理解するため、私自身が現場を見て、またエンジニアを現地に頻繁に派遣し、現地現物を実践して

日々改良に取り組んでまいりました。

『TRITON』/『L200』の歴代プロジェクトリーダーの教えとして、「答えは現場にある」という言葉があります。私もこの言

葉を常にプロジェクトの中で言い続けています。世界中のお客様の声に耳を傾ける、これが歴代のエンジニアたちが培っ

てきた当社ピックアップトラックプロジェクトのヘリテージなのです。

そのヘリテージを受け継ぎ、飛躍的な進化を遂げた新型『TRITON』/『L200』。かならずお客様はご満足していただける、

いえ、お客様のご期待を大きく超えるものと、自信をもってお届けいたします。

商品戦略本部　
チーフ・プロダクト・スペシャリスト

増田 義樹

開発者からのメッセージ②

※１：FCM=Forward Collision Mitigation　※２：BSW=Blind Spot Warning　※３：USM=Ultrasonic misacceleration Mitigation System
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キャビンは3タイプを設定。SUVとしての快適性とピックアップトラックとしての機能性を高次元で融合させたダブルキャ

ブ。キャブの前席後方に大切な道具や荷物を風雨や盗難から守る積載スペースを持ち、シートリクライニングも可能な使

い勝手の良いクラブキャブ。そして、ベーシックなシングルキャブと、用途に合わせたチョイスが可能です。

4ドア2列乗車のダブルキャブは、SUVとしての快適性とピックアップトラックとし
ての機能性を高次元で融合させ、プライベートユースでも快適な仕様です。

観音開きタイプ4ドアのクラブキャブは前席後方に積載スペースをもち、観音開き
のリヤドアによりアクセス性を高め、プライベートユースで快適でありながらコマー
シャルユースでの使い勝手にも優れる仕様です。

積載容量を重視してカーゴベッドの長さを最大限に確保し、汚れや摩耗に強いシ
ートを採用するなど、コマーシャルユースに最適な仕様です。

■ ダブルキャブ

■ シングルキャブ

■ クラブキャブ

類別 GLS GLX
2WDハイライダー4WD

AS&G

4N15型 MIVEC
駆動方式

AS&G

エンジン
変速機 6A/T

AS&G

6M/T

AS&G

6A/T

AS&G

6M/T
--

6M/T
--

6M/T

類別 GLS GLX
2WDハイライダー

AS&G

4N15型 MIVEC

駆動方式

AS&G

エンジン
変速機 6A/T

AS&G

6M/T
--

6M/T
--

6M/T

類別 GL
4WD

--

4N15型 MIVEC 高出力型

駆動方式

AS&G

エンジン
変速機 6M/T

キャビンは用途に合わせて3タイプ（タイ向け仕様）
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エクステリアデザイン

NEW

NEW

力強く堂々としたイメージのエクステリアデザイン①　
[ フロントビュー ]
新世代「ダイナミックシールド」コンセプトを採用した新型『TRITON』/『L200』。

力強いパフォーマンスと人とクルマを守る安心感を表現した「ダイナミックシールド」コンセプトをベースにデザイン。

堂 と々して機能的なフロントフェイスは水平垂直基調の構成、さらにクローム部を太くすることによって、力強く剛性感

のあるデザインで、歴代で共通の開発思想である「Engineered Beyond Tough」を表現しました。

また、バンパー外寄りに配置されたコンビネーションランプは、機能的であると共にワイド感を強調しています。

■ Tough ＆ Robust Design　
高いボンネットフードと高い位置に配置したランプ類により、
厚みのある堂 と々したフロントフェイスを表現しました。また、
フォグランプを含めて高い位置のランプ配置は、冠水路などで
も壊れにくい機能的なデザインです。フロントバンパー下部の
左右は、ボリュームのあるプロテクト感をもたせた形状とし、タ
フさを表現しました。

■ 新世代「ダイナミックシールド」コンセプトの
　 フロントフェイス 　
フロントフェイスは進化した「ダイナミックシールド」コンセプ
トを採用。メッキ部を剛性感のある太さと垂直な配置とするこ
とで、しっかり感を表現しました。金属の塊から削り出された
ようなソリッドな形状の大型アッパーグリルは、力強さを表現
すると共にランプの内部につながる連続感のある造形で新規
性も狙いました。センターの立体的なスリーダイヤマークも力
強さを表現する一部になっています。ヘッドランプに内蔵した
DRLはグリルと呼応する造形で特長的なシグニチャーとなって
おり、フロントマスクの一体感を表現。点灯時には精悍な印象
となるようデザインしています。（類別装備）
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力強く堂々としたイメージのエクステリアデザイン②　
[ サイド&リヤビュー/ランプデザイン ]
強い存在感を放つ新型『TRITON』/『L200』のエクステリアデザイン。塊を削り出したような立体的な造形の前後フ

ェンダーのデザインにより、フロント同様に力強さを表現しました。リヤはバンパーをボディと一体化することにより、

ボディサイド全体が印象づけるしっかり感と安定感を向上させました。

NEW

NEW

NEW

■ サイドビュー
前後に伸びたキャラクターラインにより、伸びやかで力強いシルエ
ットを表現しました。カーゴベッド後方下端ラインを下げて、ボデ
ィサイド全体の厚みを増やし、安定感も向上させました。また、サ
イドのボディからつながる表情豊かで艶やかなボディ曲面と、機
械的にカットしたようなホイールフレアのシャープなラインとフラ
ットな面のコントラストにより、三菱らしいトラックの新しい力強
さとモダンさを表現しています。

■ リヤビュー
サイドでのカーゴベッドの厚み感の向上とともにリヤバンパーの
厚みも増やし、バンパーの剛性感とリヤのしっかり感を向上しまし
た。また大型でスクエアな形状のランプとソリッドな造形のガーニ
ッシュの採用により、タフで頼もしいリヤビューを表現しています。
なお、現行用品のキャノピー、フルボックス、ベッドライナー、スポ
ーツバーを流用できるカーゴベッドデザインとしています。

■ 機能的で斬新なランプデザイン
前後ランプは、特徴的で機能的、かつ質感の高いデザインとしま
した。最上級グレードのヘッドライトは、バイファンクショナル
LEDプロジェクターを採用することにより、小型化し精密なイメー
ジを表現しました。
ヘッドライトとフォグランプを地上700mm以上に配置し、冠水
路でも浸水しにくく、飛び石による破損にも十分配慮しました。リ
ヤランプデザインは、ベッドのワイド感と厚み感を出すため外側
と上下いっぱいまで光る様テールランプをレイアウトし、テールラ
ンプシグニチャーは、新型『TRITON』/『L200』と一目で分かる
特徴的なグラフィックとしました。またテールランプとブレーキラ
ンプを分けることで、視認性にも考慮した機能的なライティング
デザインとしました。

エクステリアデザイン
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インテリアデザイン

質感と機能性を高めたインテリアデザイン
インテリアは、質感と機能性を高めたデザインに進化させました。インパネ全体をウイング形状とした躍動感のあるデ

ザインは継承しつつ、インパネセンターのダイナミックで彫刻的な造形のシルバーガーニッシュと柔らかいパッドの組

合せにより、質感を向上させました。そして金属調のフレームで操作パネル、アウトレットといった中心部のデザインを、

一体感があり、ダイナミックなデザインにすることにより、モダンさと新しい剛性感を表現しました。

NEW

NEW

■ インテリア
マーケットトレンドにより、従来のブラック/グレーの内装基調
色から、よりスポーティで高品質なブラックモノトーンへ変更
しました。さらに、人が手を触れる場所にはソフトパッドとステ
ッチを配することにより質感と触感を向上。フロアコンソール
のソフトニーパッドとコンソールリッドにはダブルステッチを施
し、アームレストの質感も高めました。ドアトリムはラミネート
の厚みを増やすだけでなく、ステッチを加えるこでより上質な
印象としました。また、駐車ブレーキレバーとブーツには、触感
と見栄え向上のためダブルステッチを追加しています。(類別
装備)

■ ユーティリティの向上
センターパネル下部とフロアコンソール後部にトレーを設定。
近くにUSB充電ソケットを配置し、スマートフォンなどの機器
を充電出来るよう利便性を向上させました。
カラー液晶のマルチインフォメーションディスプレーに加えて
より緻密な盤面グラフィックを施したハイコントラストメーター
を採用。ハイコントラストメーター搭載車のオープニングシーン
では、自身の車がマルチインフォメーションディスプレーに現
れます。

また、センターディスプレーのナビの縮尺ピッチを増やし、入念
なデザインにより、読みやすさを改善しました。
　

ハイコントラストメーター搭載車
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ホワイト ダイヤモンド

パッション オレンジ

ホワイト（ソリッド）

ブラック マイカ ブルー メタリック ブラウン メタリック

シルバー メタリック

グラファイト グレー

レッド（ソリッド）

カラー展開

目を引く新色4色を加えたカラー展開
主要マーケットの動向やカスタマーの嗜好に合わせ、目を引く新色4色を加え、9色のボディカラーを展開。新型

『TRITON』/『L200』の堅牢なピックアップトラックというイメージを強調しています。

NEW
新色

ベーシックカラー
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基本性能

多様化に対応した基本性能
世の中の変化にあわせて、ピックアップトラックのニーズもさらに多様化が進んでいます。

世界中の様々な地域、プライベートユース、コマーシャルユースなど様々な場面で使用するピックアップトラックに求

められる運転のしやすさ、走破性の高さだけでなく、働く現場のプロフェッショナルから認められる耐久性・堅牢性に

も優れ、乗用車にも匹敵する静粛性、快適性も実現しました。

■ 運転のしやすさ
最小回転半径は2WDで5.7m、4WD及び2WDハ
イライダーで5.9mとし、クラストップの取り回しの
良さを維持しました。
ドライバーからフードラインが見える見切りのよい
ボンネットフード形状を採用し、運転のしやすさ
を追求しています。

■ 走破性の高さ
18インチタイヤ装着の4WDおよび2WDハイライダーでは、最低地上高を
220mmに設定。悪路走破性の指標となる対地障害角は、ダブルキャブではアプ
ローチアングル31°、ディパーチャーアングル23°、ランプブレークオーバーアング
ル25°としたことにより、悪路走行も強いられるピックアップトラックに求められ
る高い走破性を確保しています。

NEW

2WD 5.7m

5.9m

Turning radius
2WD High Rider
4WD
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基本性能

19MY SU シーラー

灰:ボデー　青:シーラー防錆材仕様箇所（タイ向け仕様）

■ シャシーフレーム、キャビン、カーゴベッド
従来よりピックアップトラックとしての過酷な用途に対応するため、耐久性・堅牢
性に優れる強靭なシャシーフレームに、衝突エネルギーを効率よく吸収するフロ
ント構造を取り入れるとともに、衝撃に対して変形しにくいキャビン構造を組み
合わせた衝突安全強化ボディRISE※1を採用しています。
キャビンとカーゴベッドには、従来から高張力鋼板を積極的に採用し、軽量化と
高剛性化を図っています。また、エンジンルーム周りの剛性、シャシーフレームと
キャビンおよびカーゴベッドの結合部の剛性を向上させるなど効果的な補強を施
し、堅牢性をいっそう高めました。
さらに、要所に配した遮音材、吸音材、制振材は、シャシーフレーム、キャビン、カ
ーゴベッドの高剛性化と相まって、静粛性・快適性をいっそう高めました。
その上、様々な地域と場面で使用されるピックアップトラックとしての過酷な用途
にも耐えるよう、キャビンとカーゴベッドに防錆鋼板を採用し、シーラーを効果的
に塗布して経年劣化を抑えています。

※１：RISE=Reinforced Impact Safety Evolution　　　　　　　　



14

エンジン/トランスミッション

信頼性の高いエンジン/トランスミッション
新型『TRITON』/『L200』には、2タイプのエンジンを採用。過酷な使用環境でもタフネスぶりを発揮する、4N15型

2.4L MIVECクリ－ンディーゼルターボエンジンと4G64型2.4Lガソリンエンジンを設定しました。また、新開発の6速

オートマチックトランスミッションを採用。よりスムーズな走行が可能となり、ドライバビリティが向上しました。

■ 4N15型2.4L MIVECディーゼルターボエンジン
4N15型直列4気筒2.4L MIVECディーゼルターボエンジンは、燃焼室及び燃料噴霧の最適
化により低圧縮比15.5を実現することでよりクリーンな燃焼により、スモーク、NOXを低減
しました。
タイ向け6A/Tに搭載するエンジンには、より低い圧縮比14.9を採用しさらなる燃焼改善
を達成しています。
シリンダーブロックをアルミダイキャスト製とすることで、大幅な軽量化を果たしていま
す。さらに、吸気側にバルブタイミングとリフト量を低回転時と高回転時で2段階に制御
する「MIVEC」※２、タービン容量を可変制御する「VGターボチャージャー」を採用し、最
大燃料噴射圧力を200MPaに高めたことで、最高出力133kW/3500rpm、最大トルク
430N･m/2500rpmを実現。低速域では力強いトルクを発生し、高速域までレスポンスよく
滑らかに加速する動力性能を発揮します。
タイ仕様の4N15型2.4L MIVECクリ－ンディーゼルターボエンジン搭載車には、オートス
トップアンドゴー（AS&G）を採用。停車時や渋滞時のアイドリングストップにより、無駄
な燃料消費を低減しました。
※２：MIVEC=Mitsubishi Valve timing Electronic Control system

■ 4G64型2.4Lガソリンエンジン
従来モデルで実績のある、信頼性の高い4G64型2.4Lガソリンエンジンを引き続き採用して
います。電子制御燃料噴射システム（ECI-MULTI）により、動力性能と燃費性能をバランス
させ、電子制御スロットルの採用では、加速・減速時のショックを抑制してドライバビリティ
を向上させています。

■ 6M/T、5M/T
従来モデルで好評の、実績のある6M/Tと信頼性の高い5M/Tを引き続き採用しています。

■ 新開発スポーツモード付き6速オートマチックトランスミッション
新開発の6速オートマチックトランスミッションは、従来の5速に対し、高速寄りの6速を設定し、ギヤ
比を最適化することで、高速走行時のエンジン回転数を低く抑え静粛性の向上を図りました。さらに、
トルクコンバーターのクラッチ直結時の振動減衰性能を向上させることで、直結領域を拡大しました。
また、オートストップアンドゴー（AS&G）用オイルポンプにシンプルな内蔵式を採用することで、重
量増をおさえました。

NEW

NEW

NEW

2.4-litre MIVEC Turbochared
DOHC DI-D High power
(133kW/3500rpm,430N m/2500rpm)
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さらに進化した4WD性能
さまざまな路面状況で頼りになるタフなオフロード性能は、『TRITON』/『L200』の強みです。4WDシステムは、走

行中に2WDと4WDの切り替えができるスーパーセレクト4WD-Ⅱとイージーセレクト4WDをグレードに応じて搭載。

特にスーパーセレクト4WD-Ⅱはあらゆる路面状況で最適なトラクション性能と優れたハンドリング性能を両立させ

ています。また、エンジン、オートマチックトランスミッション、ブレーキ（ASTC※1による）を制御するオフロードモー

ドセレクト機能を新しく追加することで、4WDピックアップトラックとして圧倒的な走破性を誇ります。

4WD性能

■ スーパーセレクト4WD-Ⅱ（SS4-Ⅱ）
駆動モードの切り替えを容易にする電動式アクチュエーターと、後輪寄りに設定した前後不等配分（40:60）のセンターディファレン
シャルを装備したスーパーセレクト4WD-Ⅱを採用しました。
走行モードには、乾燥舗装路で余分な駆動系のフリクションを低減し低燃費走行を可能とする「2Hモード（後輪駆動モード）」、舗
装路から未舗装路、雨で濡れた路面や雪道まで幅広く対応する「4Hモード」、センターデフをロックすることで積雪路や砂地など走
行抵抗の大きな路面でも力強い走りを発揮する「4HLcモード」、ローギヤ及びセンターデフロックにより岩場や泥濘路など大きな駆
動力を必要とする場合に使用する「4LLcモード」の4つを設定しています。なお、「4LLcモード」はギヤ比を深く設定することで、走
破性と牽引性を向上しています。

■ オフロードモード制御
4WD車（6A/Tまたは6M/T搭載車）には、新たにオフロードモードセレクト機能を採用。「GRAVEL（未舗装路）」「MUD/
SNOW（泥道/深雪）」「SAND（砂地）」「ROCK（岩場、走行モードが4LLc（SS4-Ⅱ）、4L（ES-4）の時のみ）」の4モードを
設定。エンジン、オートマチックトランスミッション、ブレーキ（ASTC※1による）を制御することにより、タイヤのスリップ量をコント
ロールし、悪路での走破性・脱出性を最大限に高めます。

■ イージーセレクト4WD
走行中に2WDと4WDの切り替えが簡単にできるイージーセレクト4WDを引き続き採用しました。2H、
4H、4Lの3モードの設定とし、2Hと4Hは100km/h以下であれば走行中に切り替えが可能です。

4つのモード

2H 乾燥アスファルト路面では2H（後輪駆動）で走行。駆動系の摩擦を低減して燃料消費を改善します。
4H 雨が降ったり、雪で覆われたりした路面を含む最も幅広い条件に対応できます。
4HLc 雪で覆われた道路や砂地では、センターディファレンシャルギヤをロックし、グリップの低い路面で最適なパフォーマンスを発揮します。
4LLc 岩地または泥ねい地の脱出用に深いギヤ比にするとともに、センターディファレンシャルをロックして4輪に最大駆動力を伝えます。4LLcモードでのより低いギヤ比の使用は、
全地形に対応し大きな牽引性能を発揮します。

※1：ASTC=Active Stability & Traction Control

NEW
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4WD性能

・リヤデフロック（4WD車にオプション装備）
極悪路走行時に後輪の片輪が浮いた場合でも、スイッチ操作でデフロックし、確実に路面へ駆動力を伝達。優れた悪路脱出性を実現
するリヤデフロックを4WD車に採用しています。

・リヤハイブリッドLSD、リヤ機械式LSD（2WD・4WD車にオプション装備）
荒れた路面および滑りやすい路面でも走破性が確保されるリヤハイブリッドLSD、リヤ機械式LSDを採用しています。

NEW
 【 各モードの特長 】
●GRAVEL
小石や土が入り混じり車輪スリップする未舗装路での加速性と安定性を両立させます。
●MUD/SNOW
発進時は安定性確保とスタック回避のため車輪スリップを抑制。その後はスリップを許容してTCL※1

制御介入を減らし失速感を解消しています。また、走行中に泥や深雪でスタックする傾向を検知すると
エンジン制御を弱めて脱出性を向上させます。
●SAND
発進時はスタック回避とLSD効果による脱出性を向上させるため車輪スリップを抑制し、その後はスリップを許容してTCL※1/
ASC※2制御介入を減らし失速感を解消しています。また、A/TはSANDモードに適したギヤチェンジタイミングに切り替え、ギヤを
積極的に選択して高い駆動力を維持します。
※1：Traction Control    ※1：Active Stability Control

●ROCK
低車速域で対角線上の車輪が十分接地していない時や、登坂時などの力強さと安心感を向上させるため、車輪スリップを抑えてLSD
効果を発揮させることで駆動ロスを低減します。また、A/TはROCKモードに適したギヤチェンジタイミングに切り替え、ギヤを積極
的に選択して高い駆動力を維持します。
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信頼性と快適性を両立した足回り
 「Engineered Beyond Tough」の考えの下、信頼性と耐久性で実績のあるサスペンション形式を踏襲しながら、細部

を見直し走行安定性を向上。タフさと快適な乗り心地をバランスよく両立しました。乗り心地を改善してドライバーと

同乗者の負担を軽減するということは、安全性向上にもつながります。

さらに18インチタイヤ仕様は、ブレーキは制動能力を向上させるとともに、ブレーキフィーリングを改善。新採用のヒ

ルディセントコントロールは、オフロードの急な下り坂などでドライバーはブレーキペダルを踏まずにハンドル操作に

集中できます。

足回り

■ サスペンション
サスペンションは信頼性と耐久性を重視
し、フロントにダブルウィッシュボーン式、
リヤにリーフスプリング式を踏襲。4WD
及び2WDハイライダーはリヤのリーフス
プリングの見直しによって、舗装路での快
適性と未舗装路での走行安定性を高いレ
ベルで実現させています。
リヤショックアブソーバーの外筒径をアップさせて内部のオイル量を増やすことで、より快適な乗り心地を実現しました。

■ ブレーキ
●2ポットキャリパーベンチレーテッドディスクブレーキ（フロント）
18インチタイヤ仕様のフロントに大型化したベンチレーテッドディスク（2ポット
キャリパー）を採用し、ブレーキの効きとフィーリングを改善しました。

●ヒルディセントコントロール
オフロードの急な下り坂などエンジンブレーキだけでは減速できない斜面を下る
際に、状況に応じてブレーキを制御して車速を一定（作動速度範囲は～20km/h、
ブレーキとアクセルで調整可能）に保つ「ヒルディセントコントロール」（4WD
車）を新たに採用。これにより、ハンドル操作に集中することを可能にしています。

Maintains same speed

NEW

NEW
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より安全・安心にお使いいただける充実の先進安全装備①
新型『TRITON』/『L200』は、お客様により安全・安心にお使いいただけるよう、先進安全装備を充実しました。ピッ

クアップトラックの競合と比べても充実した装備となります。その先進安全装備は、事故の起こりやすい状況において

ドライバーをアシストします。衝突被害軽減ブレーキシステム［FCM※1］は、低中速域のセンシングに近距離での正確

な認識に優れたカメラとレーザーレーダーを併用し、前方車両だけでなく歩行者の検知も可能です。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※2/LCA※3］は、車線変更時などに起こりやすい接触事故を回

避し、安全運転をサポートします。後退時車両検知警報システム［RCTA※4］は、見落としてしまいがちなドライバーの後

方確認をサポート。誤発進抑制機能（前進＆後退時）は、うっかり事故を低減します。その他、マルチアラウンドモニター

やパーキングセンサーは駐車を支援。さまざまな状況での衝突被害軽減をカバーすることで大きな安心感を提供します。

先進安全装備

■ 衝突被害軽減ブレーキシステム［FCM※1］
カメラとレーザーレーダーにより前方車両や歩行者を検知し、衝突の危険がある
とき、警報や前方衝突被害軽減ブレーキで衝突被害を軽減、または衝突を回避
し、安全運転をサポートします。

■ 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※2/LCA※3］
リヤバンパー内に装着した電波式レーダーにより、ドライバ
ーの死角になりやすい斜め後方を併走する車両や、後方から
接近してくる車両を検知します。車両を検知すると、ドアミラ
ーインジケーターの点灯により、その存在を知らせます。また、
その状態で車両のいる方向にウインカーを出すと、ドアミラー
インジケーターの点滅とともにブザー音を発して、より強く注
意を喚起。車線変更時などに起こりやすい接触事故を回避し、
安全運転をサポートします。

■ 後退時車両検知警報システム［RCTA※4］
リヤバンパー内に装着した電波式レーダーにより、ドライバー
の死角になりやすい斜め後方から近づいてくる車両や後方を
通過する車両を検知します。駐車場などから後退して出庫する
際、接近してくる車両を検知すると、ドアミラーインジケーター
の点滅とブザー音、メーター内に警告メッセージを表示させ注
意を促します。この機能により、ドライバーが後方確認時に見
落としてしまいがちな車両の発見をサポートし、うっかり事故
を低減します。

NEW

衝突の危険があるとき：警報 衝突の危険が高いとき：警報＋やや強めの自動ブレーキ 衝突の危険が極めて高いとき：警報＋緊急自動ブレーキ

※1：FCM=Forward Collision Mitigation system
※2：BSW=Blind Spot Warning system
※3：LCA=Lane Change Assist
※4：RCTA=Rear Cross Traffic Alert
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より安全・安心にお使いいただける充実の先進安全装備②　　

■ 誤発進抑制機能（前進＆後退時）
フロント/リヤバンパーに搭載の超音波センサーが、進行方向に障
害物を検知している状態で、踏み間違いなどの操作ミスによりア
クセルペダルを素早く強く踏み込んだ場合は、警報とともにエンジ
ン出力を抑制。発進をゆるやかにし、衝突被害を軽減します。

■ マルチアラウンドモニター
車体前後及び左右ドアミラーの4箇所に設置したカメラにより、モ
ニターで車両周囲の障害物を上方から俯瞰するように確認できる
「マルチアラウンドモニター」を採用。車体後方の映像のガイドラ
イン表示と合わせ、車庫入れの際の運転をサポートします。

■ パーキングセンサー
車両を駐車する際、パーキングセンサーが車両のまわりで障害物
を感知した時、障害物までの大まかな距離がモニターに表示され
警告音が鳴ります。

NEW

NEW

NEW

先進安全装備
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利便性を高める快適装備/安心のセキュリティシステム
プライベートユースからコマーシャルユースまで幅広いシーンで活躍する新型『TRITON』/『L200』の利便性を高め

るさまざまな快適装備を搭載しました。また、防犯効果を高めるイモビライザー、ドライバーの負担軽減や安心をサポ

ートする三菱自動車独自の電子制御システム「ETACS」を採用しています。

快適装備 /セキュリティシステム

■ USB充電ソケット
フロアコンソールに後部座席で使えるUSB充電ソ
ケットを設置しました。充電している間、スマートフ
ォンを置くことができるトレーもフロントのセンター
コンソール、フロアコンソール後部に設置しました。

■ リヤサーキュレーター
後部座席エリアのためにリヤサーキュレーターを天井に設定しました。居住空
間で空気を効果的に循環させることにより涼しくさわやかな感覚を得ることが
できます。風向は上下に調節することができ、風量は4段階に調節可能です。

■ コンビネーションメーター
カラー液晶のマルチインフォメーションディスプレーに加え、より緻密な盤面グ
ラフィックを施した視認性に優れたハイコントラストメーターを採用。ハイコン
トラストメーター搭載車のオープニングシーンでは、自身の車がマルチインフォ
メーションディスプレーに現れます。

■ オーディオシステム
DVDオーディオシステムは、高品質6.1インチのWVGA表示となります。DVD
再生に加えて、HDMIとAUXポートを通して様々なメディアに接続することを可
能にしています。

NEW

NEW

USB charging socket (center panel) Floor console

■ ETACS（Electronic Time & Alarm Control System ）
様々な自動機能で快適なドライブをサポートする、三菱自動
車独自の電子制御システム「ETACS」を採用。「ETACS」に
は、ブレーキを踏まないとシフトポジションを「P」から移動
できない誤発進防止機能、キーレスエントリーやキーレスオ
ペレーションシステムに連動したドアミラーの開閉機能、車
速感応オートドアロック機能などを搭載しています。

■ キーレスオペレーションシステム、エンジンスイッチ
従来から好評の、「ETACS」と連動しリモコンキーを鞄や
ポケットから取り出すことなく開錠・施錠できるキーレスオ
ペレーションシステムと、スイッチを押すことでエンジンを
始動・停止できるエンジンスイッチを採用しています。

■ イモビライザー
電子的な鍵の照合およびエンジンECUと認証通信を行うこ
とで不正な操作でのエンジン始動を禁止し、盗難を防止し
ます。（キーレスオペレーションシステム装備仕様、および
キーレスオペレーションシステム装備が無いイモビライザ
ー装備仕様）
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お客様にとっての1台を演出する純正用品
ピックアップトラック用ならではのボディを守るプロテクション用品、またお客様からのご要望が多い定番用品をライ

ンアップし、幅広いニーズにお応えする純正用品を設定しました。

純正用品

■ エクステリア用品
エクステリア用品では、新世代「ダイナミックシールド」とのコーディネートを図り、精悍な印象を与えるフロントバンパーガーニ
ッシュや、力強い6本スポークの18インチアルミホイールが足元を引き締めます。
また、ピックアップトラックには欠かせない、プロテクション用品を取り揃えました。豪州で人気のあるフロントプロテクションバ
ーやナッジバーは動物との衝突から車両を守ります。

■ インテリア用品
インテリア用品では、乗降時のサイドシル部の傷つきを防止する、ステンレス製スカッフプレートを設定しました。

■ 定番用品
定番用品では、跳ね石からエンジンフードを保護するフードプロテクター、積載物によるカーゴベッドの傷付きを防止するベッ
ドライナー、アウトドア使用に最適な簡易防水性を持つラバーマットなどを設定しています。

その他、地域のニーズにマッチした用品を数多く取り揃えています。
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主要諸元表

265/60
R18

245/65
R17

245/70
R16

265/60
R18

245/65
R17

245/70
R16

205R16C
8PR

265/60
R18

キャブボディタイプ クラブダブル
駆動方式

バンパー有り

mm

m

度

バンパー無し
バンパー有り

バンパー有り
バンパー無し
バンパー有り

ホイール

リア

リア
フロント

フロント

フロント

リア

 径

サイドステップ有り
サイドステップ無し

全長(OP)
全幅
全高

ホイールベース

トレッド

荷箱長
荷箱幅
荷箱高
最低地上高
荷台高

アプローチアングル
ランプブレークアングル(STD)

ディパーチャーアングル(OP)

ディパーチャーアングル(STD)

最小回転半径
ステアリング

サスペンション

ブレーキ

タイヤ＆ホイール

全長(STD)

ドラム式

ベンチレーテッドディスク
リーフスプリング式リジッド

ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング
ラック＆ピニオン　パワーステアリング

5.9

475
1,470

1,515
1,520
3,000

1,815

320mm

- -22 22 24

24
24242424 2525 25

- -
--

-

- -5,300 5,290 5,175

- -5,220 5,210 5,095
5,300

2WDハイライダー 2WDハイライダー 4WD4WD
5,290- - -

222223

31 30 3031
865 850 850865
220

1,795 1,7951,780 1,780 1,780

205 205220

23 -

-

28 28 31

30
845
200

2,2651,8501,520

294mm 320mm 294mm

シングル

タイプ 4N15型 2.4ℓ 16バルブ直列4気筒MIVEC　DOHCインタークーラーターボディーゼル高出力型

排気量 cc

14.9 15.5

2,442
86.0×105.1

133/3,500
430/2,500

コモンレール式燃料噴射装置
75

mm

kw/rpm
Nm/rpm

Lit

圧縮比
最高出力（ネット）
最大トルク（ネット）
燃料噴射装置
燃料タンク容量

ボア×ストローク

タイプ（フロア式）
1st
2nd
3rd
4th
5th
6th
後退

最終減速比

スポーツモード付　6A/T
3.600
2.090
1.488
1.000
0.687
0.580
3.732
4.272

6M/T
4.280
2.298
1.437
1.000
0.776
0.651
3.959
3.692

トルクコンバータークラッチ デュアルマスフライホイール

■ トランスミッション

■ エンジン

 6A/T  Auto Stop & Go仕様 6M/T Auto Stop & Go 6M/T 


