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’里普通自、■免許 充矼時竹 ■気侭

道路交通法上は､ミニカーなので

普通免許が必要です6(ﾍﾙﾒｯﾄ不要）
約6時間で満充電 満充電約120円(約2.4円/k、）

’ 最舛知■ １売国走行距■ 経間

’
車検･車庫証明、
童謡税･取得税は一切小妾で式

●交通の流れにのれる時速60kｍ 市街地走行で５０kｍ程度

詞の‐トヨ口車IHI,赫鐵=麺 ｗｗｗｏｔｏｙｏｔａ－ｂｏｄｙ・ｃｏｊｐ

■気寵再誓祠自、町軍免欝

道路交通法上は､ミニカーなので

普通免許が必要です6(ﾍﾙﾒｯﾄ不要）

尭逗鴎商

約6時間で満充電

窪時

車検･車庫証明、

軍需説･取得税は一切不要です６
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PhoIoIPCOM」
《メーカーオプション》
ﾎﾞﾃﾞｨｰｶﾗｰｱﾌﾞﾘｺﾝﾄｵレンジ
ＭＳﾉﾌﾞＯＲｌ２ＢｇＳ＋１皀インチァルミポイー几

ＰｈｐｔＣｉＢＣＯＭ｣デリバリー
(メーカーオプション》

ポディーカラーライムグリーン
,１４５〃ｏＲｌ２ＧｇＳ卜１２インチアルミホイール

PnoI。[ＢＣＤＭ｣デソキ
ポデbｲーカラー塗装レス材11灸(宮！

PhotoTBCOMjベーシサク
バ(デイーカラー観魁レスＭ科色(ロ）

CoIoWaFiationｶﾗｰﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ(PcoM)．

灘ｱﾙ函謬島「謬孑１
上のび 鰯豊ｱﾙ`#苧竺

ａ凶

匹多。 座塾
ブラック
(概準塗装）

ライムグリーン

(オプション塗装】
アプリコットオレンジ

(オプション塗装）《pd

optiolU-ﾒｰｶｰｵﾌﾟｼｮﾝ．

汀

兄

、、 D扉＝

に

!、
EVストライプ
リ藍ﾎﾟﾃﾞｨｰｶﾗｰ(ｱﾌﾟﾘｺｺﾄ汀ﾚﾝ劃
【ライムグリーン)IF【t塵i画髪Ⅵ

トッブシェードガラスキャンバスドア アクセサリーソケット
ＤＣｌ２Ｖノｌｏｗ

ポディーカバーアルミホイール

145/70Ｒ１２６ｇＳ＋１２インチ
アルミホイール

コムスは、国からの補助金制度の対象車両として登録されています。
堯件等により捕助金力咬付されない場合nbvあります群しくはIMIFB唐講たはメーカーまでお問い合わせください。
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ＯＢ弓学震憾Ｏメーカーオプション
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主要霞囿 主要諸元ＰｏＣＯｌＶ１ Ｐ･ＣＯＭ

デリバリーデッキベーシック
四「

デリバリー デッキ ベーシック

型式昌回DM5nOR1269q÷12ｲｶﾞﾉﾃﾞｽﾃﾞｰ几余ｲｰﾙ
Ｆ■｢｡
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外薮 キーITIトランクＢＯＸ
｢｡

虹耶定員 1毛

キー付デリバリＢＯＸ
臓職、田 ａ０ＫＩｑ

デッキ 心

全圧 ２．４７５ｍｍ ＤｐｑＲｒ１１ｒｒＰヨロ三ｍｍ

インバネト市グローブＢＯＸ
｢~ 凸

内避･他
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シート表置(レザー体発泡］

「可

ホイールベース １．５３０ｍｍシトアン須一トレイ ●

シートスライド(スライドZ815Cmm】
｢

トレッドＦ〃Ｒ「 ９３０ｍｍ/ｇ２Ｄｍｍ

ウィンド堅肋婆孕Z厩ダクト ■吟

駆動方式 】モーターデフ付琶彼杭醒母

完避ケーブル(Ｂｍ】
｢｡

●■

Ｆｒサスペンション マクファーソン式コイルスプリング

０３５０００円 ０３５０００円 Ｏ３５０００区 Ｏａ５０００Ｉｘ；M5J70R1269S÷１２ｲﾝﾁアルミ急ｲール
メーカー

ｵﾌﾟｼｮﾝ
6,1椴凶

Ｒ「サスペンション 撞鑓配遥トーションピーム式コイルスプリング
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辛鯰油序式ドラムブレーキ作動方式
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温大トルク ＰＢＤＮｏｍ
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ＢＯＲｍ／11烟高速囚
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●IﾘｨﾄﾞﾊﾟｲtP-型ぴ午Tﾝﾊﾞｽ”脚ﾎｯｸ厚生没ｸｲﾝ内でＸＭＩは凸危jbZWjl(丙とﾛ８１にごK2又下Ｗ･や2車両のリア収銭ｽﾍﾟｰｽに檀qZall
gT.⑧ｺﾍﾟｰﾚ〃･デフキを選蜆した2日な.ｷｬﾝﾊﾞｽ】寺了但ｻｲﾄﾞｶﾞｰﾆｺﾞ起占､5M節彊廿になりまT･Q4:〆ﾃﾞＴ－"ﾗｰ(ｱﾌﾟﾘｺｺﾄｵﾚ”】(ﾗｲﾑｸ
ﾘﾝ)噸腕した喝合L:u:堕益回となります極ﾚﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾋﾟ.里AKレスＩＩＪ;巳【ヨ)の契合lzⅨ呪で3全他人･･但P3仁ﾒｰｶｰ`】濤活亘但P鋸(iFIRL1
n1U2印7J1,なのしs)>でモー匡鰹でTD-臼t準圃壷宙がＷＪで定■てい二Tの戒1Vし（は掻面莞i2iZﾆｵ』た712丁各い･･ｴｰｶｰ｡｢ﾌﾟ泡ﾝ盤ご江文
Bに申しH1(オェＴ・ﾒｰｶｰの工旦ｇで袈遥Ｔらｇめどi旦云柾酩Uj製Ｉ）で２三t上人ので二丁素下さら､．

讓診－１:ﾏｰWFi霧郷議鵜繍;iii鍾騨聯 ｗｗｗ・ｔｏｙｏｔａ－ｂｏｄｙ･ｃｏｏｊｐ

■このｶｸﾛﾌﾞに梶ULXPﾎﾟﾃｨｰｶﾗｰおよWlHA色l:､I3Hj.〃周ｲﾝｷの凹係で宴思の仏と〈鋼“こともJbIj＆｢ﾛｶﾀﾛｸﾞに潟腿した写ハ･ｲﾗｽﾄljipilR誹呵のため予告なく仏Ｉ蕊員更『ること〃fljｺﾞｲﾛﾈﾉﾘｸﾛｸﾞ祖０２の写､ﾛｺﾞｸｲﾌﾟｺﾋﾟ-28とのIVH鰯ＩＺｕ打よび１１写を祭じまT： 2012.1Ｃ
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町111

Ｐ･ＣＯＭ

７９８．０００円

Ｂ･ＣＯＭ

デリバリー デッキ ベーシック

７７３００００円 ７３１００００円 ６６８，０００円

主要諸元 Ｐ･ＣＯＭ
Ｂ･ＣＯＭ

デリバリー デッキ ベーシック

型式 ＺＡＤ･TAK3cPD ＺＡＤ甲TAKS０．，ｓ ＺＡＤＴＡＫＳＯＫＳ ＺＡＤＴＡＫ３０･ＢＳ

瓜111定員 1名

碩職､了圃 ３１ Hg

長 ４７５ｍｍ

全桐 １．，９白ｎｍ １．１０５ｍｍ

金高 1.500ｍｍ１．４９５ｍｍ １．５ＤＯｆｎｍ １．５０５ｍｍ

ホイールベース 】、５３０ｍｍ

トレッドＦ｢ノＲｒ ９３０ｍｍ/９２０ｍｍ

駆動方式 】モーターデフ付竃彼､t顛醗

Ｆｒサスペンション マクファーソン式コイルスプリング

Ｒｒサスペンション 後端配置トーションピーム式コイルスプリング

ブレーキ作動方式 全鯖油圧式ドラム

烟低地_卜高 １３０ｍｍ

In両、曰 410ｋｇ420kｇ410ｋｇ400ｋｇ

愚小回転半径 ３．２ｍ

定祖出力 ０．ｓ９ｋＷ

凪扇出力 ５ｋＷ

圀大トルク ２５０Ｎ.、

随高速、【 ｓｏｋｍ/１１

]充f､走行距離 ｓＣｋｍＵＨｌｍ（Jc0B蹟似モー･ﾄﾞ竃1:Jii:よる）

槻耶充、時間 6騎囲lR瓜（兎温20℃園）

＝日晤Ｉ白面一一一一 Ｐ･ＣＯＭ
Ｂ･ＣＯＭ

デリバリー デッキ クック

足回り 145万OR1269q÷12桶ﾉﾗ員ｽﾁｰﾙ余ｲｰﾙ

外蕊 キー{オトランク【］()Ｘ

キー付デリバリBOX

デッキ

内蕊･他 インバネ｣･面グ[コープＢＯＸ

インパ宗上亜刀ツブ＆訊掛風器ボルク(－

シート表皮lレザー体窕麺

シトアンタートレイ

シートス号イド(スライ1s曇150ｍｍ）

ウィンド曇り窪矛ZJ葱ダクト

売避ケーブル(Ｓｍ）

メーカー
ｵﾌﾟｼｮﾝ
<in1暇lＵ

トップシェ･ﾄﾂﾞJラス

千Vﾝﾊﾟｽ陣けｲﾄﾞﾊﾞｲtノーＩｉ)域Iｌｎ２

アクセサリ ソケット

ＥＶストライ

塗整レス11混色(白】

ホヮイトパール砒漫

ブラック塗窒

ﾗｲﾄパープルnk饗

ｱﾌﾟﾘｺｯﾄオレンジ鹸蔑

ライムグリーン醜盤

ポデイーーカ <･･蕪２

jHi減ケ･-ブル(１０ｍ）

０３５.()o(>円

○500000円

０５．０００円

０４，２ｍ円

●

●
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O20iOOO笛

010.500円

Ｃ８ｐｏｏ円
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04,2001m
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０５００００円

Ｏ５０ｐＯＯ円

ｏ５０ｐＯＯ円

○７０．０００円

Ｏ７０ＤＯＯＩｘｌ

○10.50町x】

ＯＢＯＯＯＩＵ

○350000円

○４２００円

055.000円'i§

ＯＳＤ００円

O40pOOF］

Ｏ`lOpOO円

○400000円

ＯＩＯ0500円

ＣａＯ００円

035.000円

○４２００円

O55DOOR｡

Ｃ５ＤＯＯ周

。Ｉ().500円

０８．０００円


