
ピックアップ ボックス（左側スライドドア）
消費税込     

 2,673,000 円
（消費税別 2,430,000 円）

消費税込     
 3,146,000 円
（消費税別 2,860,000 円）

消費税込     
 3,256,000 円
（消費税別 2,960,000 円）

ELEMO-Kに関するエコカー減税及びグリーン化特例については、詳細が分かり次第ご案内いたします。

※追加／交換パーツの取り付けには別途工賃がかかります
※価格が変更になる場合があります。

2023年3月20日現在
有効期限2023年6月末

申し込みから納車までのながれ

納車は、ご注文の確定から
90日後の予定です。

左記前受金以外（残金）のお支払
については、車両納車日までに
お願いしております。

購入お申込み日から31日目以降の
キャンセルはお受けできません。

車両の注文の証として、前受金10万円の
お振込みをお願いしております。

①購入申込み／デポジット ②残金のお支払 ③キャンセル期限 ④納車

助成金支給額と利用した場合の購入予測額（東京都の場合）
※AC100V取り出し用DC/ACコンバーターをオプション増設する場合は、車両本体価格に264,000円が加算されます。
ELEMO-K ピックアップ ボックス（左側スライドドア） ボックス（両側スライドドア）

DC/AC コンバーターオプション なし あり なし あり なし あり

事業
最大支給額

（国＋都＋環境省補助併用の場合） 844,000 円 943,000 円 820,000 円 910,000 円 820,000 円 910,000 円

購入者実質最大購入予測額 1,829,000円 1,994,000円 2,326,000円 2,500,000円 2,436,000円 2,610,000円

個人
最大支給額

（国＋都＋環境省補助併用の場合） 944,000 円 1,043,000 円 920,000 円 1,010,000 円 920,000 円 1,010,000 円

購入者実質最大購入予測額 1,729,000円 1,894,000円 2,226,000円 2,400,000円 2,336,000円 2,510,000円

（両側スライドドア）

※荷室部の仕様は変更になる場合があります。

一般保証...............新車登録した日から2年間／走行距離は40,000kmまで
特別保証...............新車登録した日から3年間／走行距離は50,000kmまで
バッテリー保証....新車登録した日から4年間／走行距離は80,000kmまで

メーカー保証
※詳細はお問い合わせください。

※詳細はお問い合わせください。

オプション（消費税込）

●ラッピング キャビン 290,400 円

荷室（Boxの場合）145,200 円

サイドパネル 96,800 円

● AC/DC コンバーター 330,000 円

●チャージングケーブル（J1772普通充電ケーブル） 88,000 円

●フロアマット（取付工賃含む） 12,100 円

●シートカバー（取付工賃含む） 34,100 円

●広角バックミラー（取付工賃含む） 35,200 円

カーナビゲーション
ドライブレコーダー (前方）
ドライブレコーダー (前後）
ETC
広域バックカメラ

※オーダーカラーは諸経費は別途見積もりいたします。

H W E ショールーム   〒 135-0064 東京都江東区青海 2-7-4 the SOHO Bldg. 1 階 Tenant-2
H W ELECTRO 株式会社    email.info@hwelectro.com    〒135-0064.東京都江東区青海2丁目7-4.the.SOHO.Bldg301

お問い合わせフリーダイヤル   0120 466 062　受付時間：平日9:00〜18:00（土日祝、年末年始、GWを除く）



寸法

外形（全長×全幅×全高.mm） 3395×1440×1905.※ 3395×1470×1995.※

荷室内寸法（長さ×幅×高さ.mm） 1690×1360※ 1750×1360×1280※

ホイールベース（mm） 1800

トレッド.前/後（mm） 1095/1110

最低地上高（mm） 160
重量

車両重量（Kg） 850 950

車両軸重.（前/後kg）. 540/310. 560/390

最大積載量（kg） 350 350

車両総重量（Kg） 1310 1410

車両総重量軸重.（前/後Kg） 720/590 740/670

定員 2
性能

最小回転半径.（m） 4.2

アプローチ角/出発角（°.） 15/50

最大時速.（km/h） 85

最大登坂角度.（%） 20

0-50km/h.加速時間（秒） 15

一充電走行距離（km） 120

バッテリー充電時間（H） 6-10
バッテリー

種類 ..リチウムイオン電池

総電圧.（V） 86.4

総電力量.（kWh） 13
原動機

種類 永久磁石同期式

出力.（定格/最大.kW） 10/24

トルク.（定格/最大N.m） 38.2/120
諸装置

駆動方式 後輪駆動

車体構造 ラダーフレーム

サスペンションタイプ.（前/後） 独立サスペンション./.非独立サスペンション

ブレーキタイプ.（前/後） ディスク/ディスク

タイヤサイズ 165/65R14

車内

運転席／助手席.前後スライド、リクライニングシート
運転席／助手席.オーバーヘッドコンソール

運転席／助手席.スライドウィンドウ

運転席／助手席.サンバイザー

運転席／助手席.アシストグリップ

マニュアルエアコン

バックモニター

ルームランプ

リモコンドアロック

マルチグローブネット
オーディオレスポケット
ディスプレイメーター

デジタル速度計
デジタル距離計

航続可能距離表示

バッテリー残量計
バッテリー電圧計
外装・灯火

ヘッドライト

高輝度LEDデイタイムランプ
ウィンカーランプ

高輝度LEDブレーキランプ

高輝度LEDバックランプ
ハイマウントブレーキランプ（ボックスのみ）

リアフォグランプ
サスペンション・タイヤ

サスペンション（RSR特製）
4輪ディスクブレーキ

14インチアルミホイール
タイヤ（165/65R14）
安全装置

踏み間違い防止装置（Lyzer製）
運転席エアバッグシステム

ABS（アンチロックブレーキシステム）
パワーステアリング
その他

充電ポート（Type1に準拠）

 Specifications

標準装備諸元 ピックアップ ボックス

2023年3月20日現在
有効期限2023年6月末

1690（荷台長内寸）
1750（荷台長内寸）

1905
（全高）

1995
（全高）

1440
（全幅）

1470
（全幅）

ピックアップ ボックス

3395
（全長）

3395
（全長）

1320
（荷台幅内寸）

1360
（荷台幅内寸）

750 660

400

1335  1280  
（荷台長内寸）

※変更の場合があります。
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