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Jeep® Compass（ジープ・コンパス） 
 

主な特徴 

＊新世代ジープのラインアップを強化するコンパクト SUV 

＊伝統的なジープ・デザインとプレミアム感を高次元で融合 

＊都市部での取り回しにも優れるダウンサイズしたボディ 

＊高出力・高効率化を両立した 2.4ℓ エンジンを全車に搭載 

＊スマートフォンと連携した多機能インフォテインメント 

＊コンパクト SUV クラスをリードする充実の運転支援装置 

＊操縦安定性と快適性を両立した先進のシャシーシステム 

 

 

 

Jeep®が送り出す新世代コンパクト SUV 

今回発表された新型ジープ・コンパスは、2012 年 3 月に登場した初代に続く 2 世代目のモデル

となります。ジープ・ブランドのラインアップにおいては、スモール SUV の「レネゲード」と

ミッドサイズ SUV「チェロキー」の中間に位置します。 

 

コンパスの属するコンパクト SUV 市場は世界的に拡大傾向にあり、数多くのライバルがひしめ

き合い、今後さらなる増加が見込まれています。こうした激戦区で戦うにあたり、新型コンパス

はジープ・ブランドの強みを生かしながら、クラスをリードする機能や快適性、安全性を身につ

けました。また、効率的なモジュラーアーキテクチャーを採用することで、価格競争力まで含め

高い商品力を実現したグローバルモデルとなります。 

 

 

 



 

 

安全・快適性を高める高剛性ボディ 

新型コンパスは、FCA グループのモジュラープラットフォーム「スモールワイド 4×4 アーキテ

クチャー」の採用により、品質・信頼性を確保しながら、開発期間の短縮を実現しました。この

アーキテクチャーは、ホイールベース、トレッド、オーバーハング、全長、全幅をモデルごとに

最適化することができ、コンパスの場合ではレネゲードに比べて全長は 145mm、ホイールベー

スは 65mm、それぞれ延長されています。 

 

コンパスは、このスモールワイド 4×4 アーキテクチャーをベースとしたユニボディ構造を採用

しています。ユニボディは、フレーム一体式のモノコックボディ構造により強固な基本骨格を形

成し、高いねじれ剛性を実現しています。さらに高張力鋼板を全体の 7 割近くまで採用したほ

か構造用接着剤を採用するなどして、高いボディ剛性を確保しながら軽量化にも配慮しています。

この軽量高剛性なボディ構造により、悪路走行時には優れたタイヤの接地性を発揮するとともに、

市街地走行においてもノイズや振動の少ない快適な乗り心地を実現しています。 

 

新型コンパスのボディサイズは全長 4400mm×全幅 1810mm×全高 1640mm で、従来モデルに

比べると全長が 75mm 短縮されており、都市部での取り回しにも配慮しています。一方、トレ

ッドはフロントが+30mm、リアは+20mm 拡大し、強固なボディ剛性との相乗効果で優れたロー

ドホールディング性を実現しました。 

 

Jeepの伝統とプレミアム感を融合したエクステリア 

Jeep ブランドのエクステリアデザインは、グランドチェロキーに代表されるプレミアムライン

と、ラングラーに象徴されるボクシーなラインに大きく二分され、コンパスはプレミアムライン

に属します。これは流麗なプロポーションとワイドな佇まいを特徴とし、あらゆる地形を走破す

るラギッドな雰囲気とスタイリッシュさを併せ持ちます。 

 

一方、新しいアレンジを加えた 7 スロットグリルやクラブシェルタイプのエンジンフード、台

形のホイールアーチなどは Jeep®全般に共通する特徴で、コンパスはプレミアムな雰囲気にこれ

ら生粋の Jeep デザインを融合した新世代のデザインを採用しています。 

 

Longitude では、新たにブラックペイントルーフを採用しています。ボディカラーとのコントラ

ストをなすグロスブラックペイント仕上げのルーフが上質な雰囲気を強調します。 

  



 

 

機能的かつクラフトマンシップあふれるインテリア 

インテリアは、機能的かつクラフトマンシップを感じさせるデザインのなかに、先進技術を数多

く取り入れています。Jeep 特有の台形のセンタースタックには、マルチタッチ操作に対応した

タッチパネルモニターを備え、多機能な Uconnect システムを直感的に操作できるインターフェ

イスを実現しています。 

 

また、センターコンソールには電子制御パーキングブレーキや STOP&GO システム（Sport お

よび Longitude）、外部メディア用の充電・接続ポートを装備。また、シートやドアトリムなど

にステッチをあしらうことで上質な空間を実現しています。 

 

第 4世代の Uconnectシステムを搭載 

新型コンパスに採用された第 4 世代目の「Uconnect システム」は、高精細グラフィックにより

美しい画面表示を実現し、ピンチ、タップ、スワイプなどのマルチタッチ操作で行うことができ

ます。モニターサイズは 7 インチ（Sport）と 8.4 インチ（Longitude、Limited）の 2 種類があり、

いずれもタッチ操作対応となっています。機能では、車両情報の表示やオーディオ機能、ナビゲ

ーション機能（Longitude、Limited）などを備えるほか、Apple CarPlayおよびGoogle Android Auto

に対応しており、スマートフォンと連携してメールの送受信や通話、オーディオ操作、音声ナビ

ゲーションなど幅広いコンテンツを車内でお楽しみいただけます。 

 

Longitude、Limited に搭載されるナビゲーションは、ランドマークや市街地地図表示、3D 表示

機能など豊富なルートガイダンスにより、直感的な状況把握をサポートします。 

 

Limited はさらに Beats Audio プレミアムサウンドシステムを標準搭載します。高出力 506W の

8 チャンネルシステムに 9 基のスピーカーとサブウーハーを備えたシステム構成により、車内に

いながらにして本格的な音響空間をお楽しみいただけます。 

 

クラスをリードする先進安全装備を設定 

安全装備については、各種エアバッグやエレクトロニック・スタビリティ・コントロール、トラ

クションコントロールを全車に標準装備するほか、Limited ではさらにクラッシュミティゲーシ

ョン、リアパークアシスト付前面衝突警報や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、ParkSense フロント・リアパークアシスト、Parkview リアバックアップカメラな

どが標準で装備されます。 

 



 

 

このほかインテリアは多彩なシートアレンジを可能としたほか、積み込む荷物の大きさに形状に

応じてカーゴフロアの高さを調整することができます。またノートブック PC やタブレット端末

を収納できる足元のメッシュサイドポケットや助手席下収納など、使い勝手を追求したつくりと

なっています。 

 

低燃費を実現した高効率パワートレイン 

エンジンは、Sport、Longitude、Limited の 3 モデルともに 2.4ℓ直列 4 気筒マルチエアエンジン

を搭載します。電子制御可変バルブリフト機能を備えたこの高効率エンジンは、従来の同排気量

モデル比で最高出力、最大トルクとも向上し、最高出力 175ps/6,400rpm、最大トルク 23.4kg・

m/3,900rpm を発生します。さらに START&STOP システムを搭載により低燃費化により、Sport

と Longitude では従来の 2ℓモデルをも上回る 11.9km/L（JC08 モード）の燃費性能を達成して

います。 

 

トランスミッションは、前輪駆動となる Sport と Longitude が 6 速オートマチックを、4×4 モデ

ルの Limited は 9 速オートマチックを搭載しています。 

 

車内の快適性を高める新世代のシャシーシステム 

Limited が搭載するジープ・アクティブドライブ 4×4 システムは、路面状況の良い環境下では前

輪駆動で走行するリアアクスル分離機能付きの 4WD 機構です。これにより都市部のユーザーに

とっても無駄な燃料消費を抑えられるメリットを享受でき、滑りやすい路面では常に安定した走

行性能を発揮します。 

 

新型コンパスは、機械式可変ダンピングダンパー「FSD」を備えたマクファーソン式サスペンシ

ョンを前後に採用しています。4 輪独立式のこのサスペンションシステムは不整地での路面から

の突き上げを軽減するとともに、優れた路面追従性とハンドリング性能を両立します。 

 

また、車内の快適性を高めるため、ガラス周りのシール加工やホイールハウスライナーの採用な

どにより静粛性を向上させています。これら NVH（ノイズ、・振動・突き上げ）に対する細部に

至る対策が、高剛性ボディとあいまってノイズや振動の少ない快適な乗り心地を実現します。 

 

なお、新型コンパスは米国で設計・開発を行い、世界 4 大陸の工場で生産を行います。世界の

100 カ国以上への出荷が予定されており、グローバルなコンパクト SUV として Jeep ブランド

のラインアップを強化する役割を担います。 



 

各モデルの特徴および主要装備は以下をご参照ください。 

 

Compass Sport 

Sport は、SUV として磨き上げられた基本性能やユーティリティ、取り回しの良さ、燃費性能な

どが高次元でバランスしたベーシックグレードです。スマートフォンとの連携機能など日常で役

立つ十分な装備内容を持ちながら、価格は 3,230,000 円からと大変お求めやすい設定となってい

ます。 

 

主な装備 

＊Uconnect 7 インチタッチパネルモニター（Apple CarPlay / Google Android Auto 対応） 

＊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） 

＊START&STOP システム（アイドリングストップ機能） 

＊60：40 分割可倒式リアシート 

＊16 インチアルミホイール（215/65R16 タイヤ） 

＊クルーズコントロール 

＊ParkSense リアパークアシスト 

＊セキュリティアラーム 

 

 

Compass Longitude 

Longitudeは、スタイリッシュなエクステリアや快適性をさらに磨き上げたグレードとなります。

17 インチアルミホイールをはじめ LED テールランプ、リアディープティンテッドガラス、ブラ

ックルーフ、ナビゲーションシステムなど、コンパスのプレミアム感をさらに引き上げる装備が

充実してします。 

 

主な装備 

＊革巻きステアリングホイール 

＊フルカラー7 インチマルチビューディスプレイ 

＊Uconnect 8.4 インチ VGA タッチパネルモニター オーディオナビゲーションシステム 

＊リアディープティンテッドガラス 

＊17 インチアルミホイール（225/60R17 タイヤ） 

＊コーナリングフロントフォグランプ 

＊可倒式助手席／助手席下収納 

＊ブラックルーフレール 

＊ブラックペイントルーフ 



 

Compass Limited 

Limited は、路面状況に応じて前輪駆動と 4 輪駆動を自動で切り替える「ジープ・アクティブド

ライブ 4×4 システム」の搭載により、高効率な走りと滑りやすい路面での安定性を両立します。

また、安全性と快適性を向上させる先進運転支援装置により、安全・快適なドライブをサポート

します。 

 

また、Limited にはデュアルペインパノラミックサンルーフとパワーリフトゲートがセットとな

る「ラグジュアリーパッケージ」（216,000 円／税込）がオプションとして用意されます。 

 

主な装備 

＊バイキセノンヘッドライト 

＊レザーシート 

＊アダプティブクルーズコントロール（STOP&GO 機能付） 

＊LaneSense™車線逸脱警報プラス 

＊前面衝突警報（クラッシュミティゲーション付） 

＊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 

＊ParkSense フロント・リアパークアシスト 

＊ParkSense 縦列／並列パークアシスト 

＊Parkview™リアバックアップカメラ 

＊Beats Audio プレミアムサウンドシステム 

＊40：20：40 分割可倒式リアシート 

＊115V アクセサリー電源アウトレット 

＊18 インチアルミホイール（225/55R18 タイヤ） 

＊セレクテレイン™システム 

＊Jeep アクティブドライブ 4×4 システム 

  



 

 

 

＜ジープ・コンパス＞ 

グレード Sport Longitude Limited 

車両価格（税込） 3,230,000 円 3,510,000 円 4,190,000 円 

ボディサイズ 4,400×1,810×1,640 mm 

ホイールベース 2,635 mm 

車両重量 

1,490 kg 

1,600 kg 

（サンルーフ付 

1,630 kg） 

乗車定員 ５名 

ステアリング位置 右 

エンジン 直列 4 気筒 マルチエア 16 バルブ 

総排気量 2,359 cc 

最高出力（kW/rpm） 129 (175ps)／6,400(ECE) 

最大トルク（N・m/rpm） 229(23.4kg･m)／3,900(ECE) 

トランスミッション 
電子制御式 6 速オートマチック 

電子制御式 9 速 

オートマチック 

駆動方式 
前 2 輪駆動 

4 輪駆動     

（オンデマンド方式） 

JC08 モード燃料消費* 11.9 km/ℓ 9.6 km/ℓ 

*国土交通省審査値 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先 

FCAジャパン株式会社   広報部  

TEL: 03-6858-5427 （広報部代表） 

メディアサイト：www.fcagroup.jp/media/ 

 


