
A c c e s s o r i e s

※写真は米国仕様車です。　※掲載商品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。　※アクセサリー商品説明写真のため、一部仕様が異なる車両が含まれている場合があります。

防水性のペット用シートカバーです。
後席のシートに取付けます。

●ペット用シートカバー
カーゴルーム用収納BOX。
使用しない時は折りたたんでおけます。

●カーゴオーガナイザー3

高級カーペット素材によるフロアマットです。
運転席＆助手席フロアマット、リアシートフロアマット中央部に
専用プレートを装備しています。運転席／助手席／リアシート
（1ピース）の3枚セットです。

●フロアマット（専用プレート付）

●ペットキャリア
左右ファスナーで開閉可能なペットキャリア。
汚れた場合、洗濯機で洗えます。

●LINCOLNロゴ入り
　ナンバープレートフレーム
10

LINCOLNロゴ入りのナンバープレート
フレームです。

●LINCOLNロゴ入りドアエッジガード
LINCOLNロゴがアクセント、傷付き防止
ドアエッジモールです（樹脂製）。

●ラゲッジルームトレイ
マジックテープのついたプラスチック製仕切り板により、
ラゲッジルームの大切な荷物を固定。荷物のサイズに応じ
て、多彩な使い方ができる便利なアイテムです。

カーゴルーム用のプライバシーカバーです。
防犯にも有効なアイテムです。

●カーゴプライバシーカバー2 3

Lincol Starがアクセントとなるステンレス製
のライセンスプレート用ナットです。2個入り。
（専用六角レンチ入り）

●ライセンスプレート用ナット11

ナット4個+専用工具のセットです。

●ホイールロックナット12

より快適なドライブを、より磨かれた機能とデザインを。

両側から開閉が可能で、荷物の積載、積み降ろしが
容易なジェットバッグ。ボックス蓋の開閉も簡単かつ
スムーズです。

●THULE スキーアタッチメント 
    ケプニカイザー728
17

エアロダイナミックデザインの
アルミニウム製アタッチメント。

●THULE ジェットバッグ78018

ドアアウターハンドル凹部の傷付き防止用
フィルムです。1台分全てに装着する場合は
2セット必要です。

●ドアプロテクションフィルム（2枚入り）875

6

4

1

●ショートアンテナ9

標準装備のアンテナより長さが短いアンテナです。

●THULE スキーアタッチメント 
　エクステンダー739
スキーやスノーボードの積み降ろし時にホル
ダー部分が車両外側方向に45cmスライド
します。ウエアも汚れず、楽に積載ができま
す。積載が終了したら、ホルダー部を元の位
置にスライドして戻します。

16●THULE ウォータースポーツ
　アタッチメント 833
15

サーファーがサーファーのために開発したア
タッチメント。ウインドサーフボード／サーフ
ボード両方に対応。安全で安定性に優れた
アタッチメントです。ボード1枚とマストポー
ル2本が積載可能。

●THULE システムキャリアベース13

各アタッチメント／ジェットバッグを装着
する際に必要となります。    

●THULE サイクルアタッチメント 
　プロライド591（正立式）
14

アルミニウム製で、非常に軽量です。
自動調節式フレームホルダーで真円の
フレームなら22mm～80mmまで、楕円の
フレームなら最大80mm×100mmまで早
く簡単に積載できます。

RLM07A

■記載されている諸元データは、メーカー参考値です。■エンジン出力表示は（ps/rpm）から（kW/rpm）へ、トルク表示は（kg-m/rpmから（N・m/rpm）へ切り替わりました。［　］内は旧単位での参考値です。【参考】1ps=0.7355kW 1kg-m=9.80665N・m（カタログ数値は、
　小数点第1位四捨五入で表示）。

ボディタイプ

駆動形式

エンジンタイプ

運転タイプ

ステアリング

全長

全幅

全高

室内寸法

ホイールベース

トレッド（前／後）

最低地上高

車両重量

乗車定員

種類

内径×行程

総排気量

圧縮比

最高出力

最大トルク

燃料供給装置

燃料／タンク容量

クラッチ

トランスミッション

変速比

減速比

ステアリング

サスペンション

主ブレーキ

ブレーキ倍力装置

駐車ブレーキ 

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

kg

名

mm

cc

kW［ps］／rpm

N･m［kg-m］／rpm

1 速

2 速

3 速

4 速

5 速

6 速

後退

ギア形式

前／後

前／後

室内長

室内幅

室内高

リンカーン MKX

ステーションワゴン

インテリジェント AWD

V6 3.7L Ti-VCT DOHC

フロア6EC-AT

左

4,740

1,930

1,685

1,920

1,520

1,130

2,820

1,660／1,650

180

2,030

5

水冷V型6気筒DOHC

95.5×86.6

3,721

10.8

227[309]／6,500

380[38.7]／4,000

電子制御フュエルインジェクション

無鉛レギュラー／72

3要素 1段2相形（ロックアップ機構付）

セレクトシフト付6速オートマチック

4.484

2.872

1.842

1.414

1.000

0.742

2.882

3.390

パワーアシスト付ラック＆ピニオン

マクファーソン・ストラット／マルチ・リンク

ベンチレーテッド・ディスク／ベンチレーテッド・ディスク

真空倍力式（ABS付）

機械式後2輪制御

機種名

寸法・重量

エンジン

動力伝達装置

操向・懸架・
制動装置

（トレッド後）1,650

（
全
高
）1
,6
85

（トレッド前）1,660

（全幅）1,930

■本仕様ならびに装置は予告なく変更することがあります。（このカタログの内容は2014年11月現在のものです。）
■製造事業者： フォード自動車株式会社　■輸入事業者： フォード・ジャパン・リミテッド（東京都港区虎ノ門4-3-13 ヒューリック神谷町ビル）

S p e c i f i c a t i o n s

車名・通称名

■3面図　単位：mm

フォード・リンカーン MKX

28-29

※●～●のアタッチメントを装着する際は必ず●システムキャリアベースとセットでご使用願います。  ※スキー・スノーボード・サーフボードなどの長尺物を積載する場合、リアゲートの開閉にご注意ください。14 18 13

（全長）4,740

（ホイールベース）2,820

● ●5 6

● ●11 12

●8

●9
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本体価格
［消費税8%込］
（円）

1

2

5

FJA13E-ETC-A

7

8

9

10

11

4

9T4Z7845440AA

16

14

13

15

3

0.2

0.1

リンカーン MKX アクセサリー プライスリスト

17

パナソニック製ETC一体型DSRC車載器
ETC機能に加え、高速道路等のITSスポットサービスを利用可能です。
また安全運転支援情報等の取得が可能です。
注意）ETC/DSRCともにセットアップ（有料）が必要となります。詳しくはショップスタッフにおたずねください。

No.1のETC一体型DSRC車載器を装着する際に別途必要となります。

ラゲッジルームトレイ

カーゴプライバシーカバー

カーゴオーガナイザー AE5Z78115A00B

36,504

5,616

35,640

33,800

5,200

33,000

1.0

0.5

1

P29●3

P29●5

P29●2

P29●1

202×297

ー

ー

7T4Z7811600AA

ー

ー

ー

ー

ー

ー

P29●6 15,00016,200 左右ファスナーで開閉可能なペットキャリア。汚れた場合、洗濯機で洗えます。FJA6E-60201-Cペットキャリア ー

0.1

フロアマット（専用プレート付）

マジックテープのついたプラスチック製仕切り板により、ラゲッジルームの大切な荷物を固定。
荷物のサイズに応じて、多彩な使い方ができる便利なアイテムです。

高級カーペット素材によるフロアマットです。運転席＆助手席フロアマット、リアシートフロアマット
中央部に専用プレートを装備しています。運転席／助手席／リアシート（1ピース）の3枚セットです。

LINCOLN ロゴがアクセント、傷付き防止ドアエッジモールです（樹脂製）。LINCOLN ロゴ入りドアエッジガード

ラバーマット

FJ11LM-13086-A 91,800 85,000

28,944 26,800

32,400 30,000

0.5

0.1

FJ8LM-20910-A 11,880 11,000

BA1Z-7813300-AC 防水性の高いラバー製マットです。運転席／助手席／リアシート（1ピース）の3枚セットです。

防水性のペット用シートカバーです。後席のシートに取付けます。8,0008,640ペット用シートカバー FJA6E-60201-B ー

ー ペット用シートカバーの交換用不織布です。2,0002,160ペット用シートカバー
交換用不織布（3枚セット） FJA6E-60201-D ー

ドアプロテクションフィルム2枚入り FJA11E-20910-B ドアアウターハンドル凹部の傷付き防止用フィルムです。
1台分全てに装着する場合は2セット必要です。10,260 9,5000.4

0.1カーゴオーガナイザー AE5Z78115A00A 28,080 26,000P29●4 カーゴルーム用収納BOX。使用しない時は折りたたんでおけます。
※高さ276mm、幅998mm、奥行348mm

カーゴルーム用収納BOX。使用しない時は折りたたんでおけます。
※高さ170mm、幅709mm、奥行366mm

カーゴルーム用のプライバシーカバーです。防犯にも有効なアイテムです。

23,10024,948

26,20028,296

P29●7

P29●8

12

道路脇等に設置されたビーコンからのVICS渋滞情報の取得が可能です。
注意）新しく開通した高速道路等ではビーコンが設置されていない場合があります。

iPodビデオを視聴する際に別途必要となります。
注意）各iPod等との適合についてはパナソニックホームページをご確認ください。

18

19

20

21

22

ー

ー

0.1

雪や凍結に強い、耐久性に優れた冬用ブレードです。

イエティ製で脱着が容易です｡タイヤサイズ245/60R18の専用品です。
専用バッグ、脱着時のグローブ等がセットになっています。

スノーブレード（運転席側） 0.1

スノーブレード（助手席側）23

24 スノーネット

0.1

ナット4個+専用工具のセットです。
※専用工具は紛失しないよう注意してください。

Lincoln Starがアクセントとなるステンレス製のライセンスプレート用ナットです。2個入り。
（専用六角レンチ入り）　※リアには装着できません。FJ11LN-20006-B

0.1

FJ8LM-17528-A63

FJA0C-17528-A50

FJA12E-20103-A

8,424 7,800

5,184

63,612

4,800

58,900

ホイールロックナット

ライセンスプレート用ナット

13,716 12,7007T4Z1A043A

P29●10

P29●9

P29●11

P29●12

5,940 5,500

5,000

8,0008,640ショートアンテナ FJA11E-4900-A
標準装備のアンテナより長さが短いアンテナです。
※本アイテムは受信性能を向上させるものではありません。山間部、弱電界地域等では受信性能が
　低下する場合があります。受信性能が低下した場合は標準のアンテナに交換してください。 

LINCOLN ロゴ入り
ナンバープレートフレーム

LINCOLN ロゴ入りのナンバープレートフレームです。
※リアには装着できません。FJ8LN-17A385-A 0.1 5,400

ー

ー

ー

パナソニック製ETC一体型DSRC車載器 
接続コード FJA13E-10E935-B

パナソニック製VICSビーコン FJA13E-VICS-A

パナソニック製iPod接続USBコード FJA13E-10E935-C 0.2 4,860 4,500

6

パナソニック製の独立型ETCです。カード挿入／未挿入などの情報を音声で案内します。
※ナビとの連動機能はありません。パナソニック製ETC 11,50012,420FJA11X-ETC-Bー

ー

1.0

ーFJ13X-20004KIT-A 11,30012,204スマートフォン用クレードル+
USBシガーチャージャー

クレードルは標準オーディオのCDスロットを活用して装着します。
※クレードル固定時はCDスロット部を破損しないようご注意ください。
　クレードル装着時はCDを聞くことはできません。
※エンジンON時は過電流によりスマートフォンが破損する場合がありますので、
　USBシガーチャージャーはエンジンON後に装着してください。
※USBシガーチャージャーはエンジンOFF時は必ず取り外してください。
　バッテリー上がりの原因となります。
※一般的なスマートフォンよりもサイズの大きなタブレットタイプ等は使用できません。
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●このプライスリストについてのお問い合わせは、お近くのフォード・ショップまたは右記のお客様相談室へ。

3,8004,104緊急脱出用ハンマー「レスキューマン」

チャイルドシート（ベビーセーフプレミア）

チャイルドシート（キッド  ）

緊急時にサイドウィンドーを破壊して脱出するためのハンマーです。
本体にシートベルト切断用カッターを内蔵しています。
※使用方法は商品のパッケージ（箱）に記載されております。
※運転席と助手席のサイドウィンドーが「あわせガラス」のため割ることができませんのでご注意ください。
※緊急時、脱出する際はセカンドシート等のサイドガラスを割って車外に出てください。

使用対象：3歳～12歳（15kg～36kg）

使用対象：生後9ヶ月～4歳（9kg～18kg）

使用対象：誕生～18ヶ月（誕生～13kg）　※後席中央部には装着できません。

FJA6X-20003-A

FJ14X-60103-A

FJA11X-60105-B

FJA11X-60101-A

ー

ー

ー

ー

ー

ー

チャイルドシート（キングプラス）

MSY385

リンカーン MKX アクセサリー プライスリスト

お客様
相談室 0120-125175

P29●17

P29●18

202×297

THULE スキーアタッチメント 
ケプニカイザー728

THULE ラゲッジキャリア

THULE ラゲッジキャリア用ネット

両側から開閉が可能で、荷物の積載、積み降ろしが容易なジェットバッグ。
ボックス蓋の開閉も簡単かつスムーズです。　※本ジェットバッグの重量は18.0kgです。

エアロダイナミックデザインのアルミニウム製アタッチメント。
※スキー・スノーボードの種類により積載できない場合があります。
※本スキーアタッチメントの重量は3.4kgです。

アウトドア用品などを積載できる便利なアイテムです。
※荷物を積載する際にはNo.32のラゲッジキャリア用ネット（別売）とNo.33のラゲッジキャリア用
　ストラップベルト（別売）を併用願います。　※本ラゲッジキャリアの重量は9.5kgです。

THULE ラゲッジキャリア用ネットです。
※荷物固定時には必ずNo.33のラゲッジキャリア用ストラップベルト（別売）と併用願います。

THULE ラゲッジキャリア用ストラップベルトです。
※荷物固定時には必ずNo.32のラゲッジキャリア用ネット（別売）と併用願います。

THULE ジェットバッグ780  103,0000.2FJA6X-XT780-TA

FJA2X-6655100-TA

FJA6U-7855100-A

FJA6U-550A-66A

FJA6U-6900-ATHULE ラゲッジキャリア用
ストラップベルト

26,0000.4 28,080

48,8000.8 52,704

6,000

4,500

6,480

4,860

35,00037,800

38,00041,040

53,00057,240

111,240

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

28

29

30

31

33

32

34

35

37

36

THULEウォータースポーツ
アタッチメント833

サーファーがサーファーのために開発したアタッチメント。ウインドサーフボード／サーフボード両方に対応。
安全で安定性に優れたアタッチメントです。ボード1枚とマストポール2本が積載可能です。
※本ウォータースポーツアタッチメントの重量は1.5kgです。
※サーフボード等のタイプによっては、積載時にテールゲートを開けた際に干渉する場合があります
　のでご注意ください。干渉する可能性がある場合、サーフボード等をアタッチメントから外してから
　テールゲートを開けてください。　
※サーフボードの種類により積載できない場合があります。 ※バックルはラバーでカバーされています。

27 17,064 15,800FJA2X-6655100-TE 0.2P29●15

P29●16THULE スキーアタッチメント 
エクステンダー739

スキーやスノーボードの積み降ろし時にホルダー部分が車両外側方向に45cmスライドします。
ウエアも汚れず、楽に積載ができます。積載が終了したら、ホルダー部を元の位置にスライドして戻します。
※スキー・スノーボードの種類により積載できない場合があります。
※本スキーアタッチメントの重量は4.2kgです。

0.2FJA2X-6655100-TB 32,00034,560

26 P29●14THULE サイクルアタッチメント 
プロライド591（正立式）

アルミニウム製で、非常に軽量です。自動調節式フレームホルダーで真円のフレームなら
22mm～80mmまで、楕円のフレームなら最大80mm×100mmまで早く簡単に積載できます。
※本サイクルアタッチメントの最大積載量は17kgです。
※自転車の形状によっては積載できない場合があります。
※システムキャリアベースにはプロライド591を2つ以上装着できません。
※本サイクルアタッチメントの重量は4.3kgです。

0.4FJA2X-6655100-TF 27,80030,024

57,80062,424THULEシステムキャリアベース

各アタッチメント／ジェットバッグを装着する際に必要となります。    
※MKXのルーフ耐荷重は40kgとなりますので、本システムキャリアベース+各アタッチメントもしくは、
　ジェットバッグ+積載物で上記重量を超過しないでください。    
※各アタッチメント／ジェットバッグ装着時は電動パノラミック･ビスタルーフTMは開閉しないでください。
※アンテナと積載物が接触するような場合、アンテナは外してください。　
※本システムキャリアベースは使用しない際には外してください。　
※本システムキャリアベースの重量は７kgです。

FJ12LM-55106-TA25 1.0P29●13

■上記には架装費用は含まれておりません｡     
■仕様､価格等につきましては予告なく変更となる場合があります｡    
■チャイルドシート装着の際は、取付説明書を参照の上、正しく取付けてください。（必ずセカンドシートに装着してください。） 
■運転席用フロアマットは、重ねて使用しないでください。    
■ETC又は、ナビ用オプションを架装する際に車両部品への穴開け／切削作業が必要なりますので予めご了承ください。      
■掲載商品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。 この価格表の内容は2014年11月現在のものです。
■製品の品質保証につきましてはフォード特約販売会社にて装着されることを条件といたします。
■アクセサリ－は新規登録後に架装いただきますようお願いいたします。 


