
S T A N D A R D  E Q U I P M E N T   
主要装備　★ ＝ Night Eagle特別装備　　○ ＝ 販売店オプション

10.1インチタッチパネルモニター、AM/FMラジオ / ETC2.0 / Bluetooth＊2（ハンズフリー通話＊3 / 
オーディオストリーミング）、USB （iPod / iPhone＊4対応） / Apple CarPlay＊4 / Android 
Auto＊5

視界
ティンテッド ウインドシールド

リア ディープティンテッド ガラス

熱線リア ウィンドウ

間欠時間調整式フロントワイパー＆ウォッシャー

雨量感知機能ワイパー

リアワイパー&ウォッシャー

電動格納式ヒーテッド パワードアミラー(サイドリピーターランプ、パドルランプ、オート格納機能付）

グロスブラック ドアミラー

自動防眩式ルーム ミラー

プリズムアンダーミラー

LEDヘッドライト ＜リフレクター式 （ロー、ハイビーム）＞

オートハイビームヘッドライト

オートヘッドライト

デイタイムランニングランプ

LED フロントフォグランプ 

リア フォグランプ

運転席まわり
オーバーヘッドコンソール 

デジタル表示オド・トリップ メーター

フルカラー10.25インチマルチビューディスプレイ

警告灯（保安基準項目・燃料残量・半ドア）

革巻きステアリング ホイール

革巻きシフトノブ

オーディオ／空調
オーディオナビゲーションシステム＊1（UconnectⓇ）

地上デジタルテレビチューナー （12セグ/ワンセグ） ○

シャークフィンアンテナ

スピーカー（６基）

ステアリング マウント式オーディオ音量・選局調節機構

プレミアムエアフィルター

オート エアコンディショナー （デュアルゾーン温度調整機能付）

インテリア
ピアノブラックインテリアアクセント ★

Night Eagle専用ブラックインストルメントパネル、ドアパネル ★

イルミネーテッド エントリー

フロント マップ ランプ

リア読書灯

カーゴルームランプ

照明バニティミラー付スライディングサンバイザー（運転席・助手席）

スライディングアームレスト付センターコンソール

ドアポケット

アシストハンドル 

ブラックヘッドライナー ★

カーゴルーム カバー

カーゴタイダウンフック

コートフック

プレミアムフロアマット（フロント/リア） ○

シート
プレミアムファブリックシート（ブラックステッチ）       ★

シートバックポケット

フロント６ウェイマニュアル調整機構

可倒式助手席

助手席下収納

60：40分割可倒式リアシート

エクステリア
ブラックフロントグリル（グロスブラックアクセント付） ★

ボディ同色ドアハンドル

グロスブラックフォグランプベゼル ★

ブラックJeepバッジ/COMPASSバッジ ★

Night Eagleバッジ ★

ブラックウインドウモールディング ★

ブラックルーフレール

ブラックペイントルーフ

LED テールランプ

機能装備
EVIC （エレクトロニック・ビークル・インフォメーション・センター）

パワー ウィンドウ（フロント：ワンタッチ開閉式、挟み込み防止機能付）

電動パワーステアリング

チルト&テレスコピック機構付パワーステアリング

ＳＴＡＲＴ＆ＳＴＯＰシステム

ヒルスタートアシスト

エレクトリック集中ドアロック（運転席・助手席）

キーレス Enter'N Go

12V アクセサリー電源アウトレット

115V アクセサリー電源アウトレット

ヘッドライト遅延消灯機能

パワーフューエルリッドオープナー（キャップレスフューエル）

オートブレーキホールド

エレクトロニックパーキングブレーキ

安全装備
フロントエアバッグ

フロントシートサイドエアバッグ

フロント補助サイド カーテン エアバッグ

シートベルトリマインダー（フロント）

3点式 リア シートベルト

ABS付4輪ディスクブレーキ

アドバンストブレーキアシスト

衝突感知オートロック解除・室内灯点灯機能

セキュリティアラーム

チャイルド セーフティ リア ドアロック 

タイヤプレッシャーモニタリングシステム

高さ調整機能付3点式フロント シートベルト（プリテンショナー・フォースリミッター付）

アダプティブクルーズコントロール＜STOP & GO機能付＞＊6

アクティブ レーン マネジメント

ハイウェイアシストシステム

フルスピードフォワードコリジョンワーニング＜前面衝突警報＞＊7

衝突被害軽減ブレーキ（歩行者、サイクリスト検知機能付）

ブラインドスポットモニター/リアクロスパスディテクション＊8

ParkSense フロント・リアパークアシスト＊9

ParkSense縦列/並列パークアシスト＊10

ParkviewTM リアバックアップカメラ＊11

トラフィックサインレコグニション

インテリジェントスピードアシスト

フロントアクティブヘッドレスト

アクティブスピードリミッター

エレクトロニック・スタビリティ・コントロール

エレクトロニック･ロール・ミティゲーション

オールスピードトラクションコントロール

セントリーキー盗難防止装置

タイヤ ＆ ホイール
18インチグロスブラックアルミホイール ★

225/55R18 ３シーズンタイヤ ★

コンパクトスペアタイヤ

C O M P A S S  N I G H T  E A G L E



＊ 1：ナビゲーションシステムによる案内ルートはあくまでも参考例です。実際の交通法規、交通規制に従って走行してください。
このシステムをご利用の際には、安全のため走行中の運転者による操作は行わないでください。また走行中に操作できない
機能もあります。

＊2：Bluetooth®はBluetooth SIG, Incの商標です。
＊3：携帯電話の機種によっては電話帳のダウンロード等、一部の機能が使用できない場合があります。
＊4：Apple CarPlay、iPodおよびiPhoneは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
＊5：Android Autoは、Google Inc.の商標です。
＊6：アダプティブ クルーズ コントロール（STOP&GO機能付）の制御には限界があります。このシステムは追突による被害軽減を

目的とした機能で、自動で追突を回避するものではありません。また道路状況や天候によっては動作しない場合があります。
＊7：前面衝突警報は車両の前方を警戒するだけのシステムで、車両の動作を制御し、衝突を回避するための措置を講じる機能で

はありません。ドライバーの積極的な操作の代わりとなるものでは決してありません。万一の際、衝突を回避できるようにドラ
イバーは常に交通状況を把握し、いつでもブレーキを使用できる状態にしておいてください。

＊8：車線変更前には必ず周りの車両を目視で確認してください。
＊9：ParkSense®フロント・リアパークアシストは駐車時の補助機能です。駐車場のスペースや状況により作動しない場合もございます。

車両の操作をするときは周囲の安全を目視やミラーで直接確認し、適切な運転操作を行ってください。
＊10：ParkSense®縦列 / 並列パークアシストは駐車時の補助機能です。駐車場のスペースや状況により作動しない場合もございます。車

両の操作をするときは周囲の安全を目視やミラーで直接確認し、適切な運転操作を行ってください。
＊1 1：後退時には必ず周りの車両を目視で確認してください。
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リサイクル料金
車種

Compass

モデル

Night Eagle

型式

3BA-M624

シュレッダーダスト

￥9,600

エアバッグ類

￥5,310

フロン類

￥2,020

情報管理料金

￥130

資金管理料金

￥290

合計

￥17,350

S P E C I F I C A T I O N S   
主要諸元

車名
型式
通称名
形状
ステアリング位置

寸法・重量・定員
全長 （mm）
全幅 （mm）
全高 （mm）
ホイールベース （mm）
トレッド：前 （mm）
トレッド：後 （mm）
最低地上高 （mm）
車両重量 （kg）
乗車定員 （名）
車両総重量 （kg）

ジープ
3BA-M624

コンパス
ステーションワゴン

右

4,420

1,810

1,640

2,635

1,550

1,540

180

1,490

5

1,765

直列4気筒 マルチエア 16バルブ
B

88.0×97.0

2,359

129（175ps）/6,400（ECE）
229（23.4kg・m）/3,900（ECE）

10.0

電子式燃料噴射装置
無鉛レギュラーガソリン・60

5.7

START&STOPシステム、
マルチエア、

電動パワーステアリング

1 1 . 8

7. 8

1 2 . 5

1 4 . 6

■〈SI 単位換算値〉従来のエンジン出力単位「PS」およびエンジントルク単位「kg・m」からSI 単位への換算値は次のとおりです。なお、整数単位までとし、小数点第1位を
四捨五入します。1ps=0.7355kW、1kg・m=9.80665N・m　■主要諸元は道路運送車両法による型式指定申請書数値。 
■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。
＊1：記載の燃費値は国土交通省審査値です。 ＊2：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 ＊3：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 ＊4：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 

＊5：高速道路モード：高速道路等での走行を想定 ＊6：GWP = Global Warming Potential（地球温暖化係数）

エンジン・性能
種類・シリンダー数
原動機型式
内径×行程 （mm）
総排気量 （cc）
最高出力 （kW/rpm）
最大トルク （N・m/rpm）
圧縮比
燃料供給装置
使用燃料・タンク容量 （ℓ）
最小回転半径 （m）

燃費向上対策

燃料消費率＊１ 

ドライブトレイン
駆動方式

トランスミッション

  1 速
 2 速
 3 速
変速比 4 速
 5 速
 6 速
 後退
最終減速比

サスペンション
 前

 後

ブレーキ
 前

 後
タイヤサイズ

前2輪駆動

電子制御式6速
オートマチック

4.459

2.508

1.556

1.142

0.852

0.672

3.185

3.502

マクファーソン式
マクファーソン式

ベンチレーテッドディスク
ソリッドディスク

225/55R18 

R-134a (1430) / 567

環境仕様

カーエアコン冷媒
（GWP値＊6）／使用量（ｇ）

Jeep® Compass Night Eagle           4,790,000円
ボディカラー  ： グレーマグネシオメタリック C/C　　　           ブリリアントブラッククリスタル P/C　　              

インテリアカラー ： ブラック

全国限定合計240台

※価格は、2022年9月8日現在のメーカー希望小売価格（消費税10%込）です。※掲載のメーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格はジープ正規ディーラーが独自に設定していますので、
各店にお問い合わせください。※税金（消費税を除く）、登録諸費用、保険料等は含まれておりません。※価格には、リサイクル料金は含まれておりません。別途必要となります。※価格には、オプション費用は含まれて
おりません。※写真およびイラストは、実車とは異なる場合がございます。※価格・諸元・仕様ならびに装備は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。本リーフレットはStellantisジャパン株式会
社が発行しています。版権は、Stellantis N.V.及びStellantisジャパン株式会社に帰属しますので、写真、イラストの無断転載を禁じます。ボディカラー及び内装色は、撮影、印刷条件により、実際と異なって見えること
があります。また、記載された仕様並びに諸元、装備は、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。タイプ、カラー等により納期が異なりますので、ジープ正規ディーラーにお問い合わせください。一部の
写真は米国仕様車用の場合があります。詳細は、ジープ正規ディーラーへお問い合わせください。商品の特徴を説明するために、商品以外のものが写っている場合、これらの小物、用具等は商品には含まれません。
Jeep®はFCA US LLCの登録商標です。総輸入元：Stellantisジャパン株式会社

2022.09.08

WLTCモード＊2

市街地モード＊3

郊外モード＊４

高速道路モード＊5

120台 120台


