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三菱自動車とクライスラー・メキシコ社の新たな契約について 

 

三菱自動車とクライスラー・メキシコ社は、三菱自動車のグローバル・コンパクトセダン（三菱自動車名

『ATTRAGE（アトラージュ）』）をベースとしたクライスラー・メキシコ社向け車両を 2014 年 11 月より５

年間供給する契約を締結しましたので、添付プレスリリースのとおりお知らせいたします。 
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