smart – a Daimler Brand

スマート フォーツー クーペ 特別仕様車
ス マ ー ト フ ォ ーツ ー ブ ラ バ ス エレクトリック ド ラ イ ブ

「smart fortwo BRABUS electric drive」を限定発売

Press information
2013 年 11 月 20 日

・ゼロ・エミッションとスポーツ性能を両立したBRABUS初の電気自動車
初の電気自動車
ゼロ・エミッションとスポーツ性能を両立した
社による特別装備を施した迫力のエクステリアと上質インテリア
・smart-BRABUS社による特別装備を施した迫力のエクステリアと上質イン
社による特別装備を施した迫力のエクステリアと上質インテリア
・安心のサービスプログラム
メンテパック”を提供
安心のサービスプログラム“smartメンテパック
スプログラム
メンテパック を提供
メルセデス・ベンツ日本株式会社（社長：上野金太郎､本社: 東京都港区）は､最小のボディサイズ
にクルマのあらゆる可能性を高密度に凝縮したマイクロコンペクトカー「スマート」の電気自動車に、
smart-BRABUS社による専用のチューニングと内外装に特別装備を施した「smart fortwo BRABUS
electric drive｣を､本日より全国のメルセデス・ベンツ正規販売店ネットワークを通じ台数限定にて発
売いたします（全国限定 合計80台）。
「smart fortwo BRABUS electric drive｣は、ゼロ・エミッションを実現しながら走る楽しさを追求した新しい
スポーツカーです。smart-BRABUS社が初めてチューニングを施した、最高出力60kW（ベースモデル比
+5kW）、最大トルク135Nm（ベースモデル比+5Nm）を生み出すパフォーマンス志向の電気モーターを搭
載し、最高速度130km/h（ベースモデル比+5km/h）、0-60km/h 4.4秒（ベースモデル比-0.4秒）のスポー
ティな走行性能を実現しました。また、BRABUSスポーツステアリングに備えられた回生ブレーキのレベル
制御には、BRABUS専用のスポーツモードが備わっています。
エクステリアは、ディープブラックの迫力あるボディカラーに、エレクトリックグリーンのトリディオンセーフ
ティセルとドアミラーを組み合わせ、ダイナミックでありながら環境への配慮を表現しています。フロント
スポイラー、リア＆サイドスカート、BRABUSダークヘッドライトユニット、BRABUS“Monoblock VII”6ツイン
スポークアルミホイール＆ワイドタイヤなど、BRABUS専用デザインを随所に施すとともに、エレクトリックグ
リーンのフロントフラップや、デュアルツインエグゾーストエンドに代わるダブルリフレクターなど、電気自
動車ならではの専用デザインを施しました。
インテリアは、エクステリアにあわせてアクセントパーツにエレクトリックグリーンを配するとともに、BRABUS
専用デザインのトリップコンピューター付きメーターパネルをはじめ、ホワイトステッチを施した専用
BRABUS本革シート（バックレスト中央部分はファブリック）、レザー調ドアトリム/ダッシュボード、BRABUS
本革巻3スポークスポーツステアリング、BRABUSステンレスアクセル＆ブレーキペダルなど、特別な室内
空間を演出しています。
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名称

smart fortwo BRABUS electric drive

ステアリング

右

販売台数
外装色

80台
ディープブラック

トリディオン
セーフティセル色

エレクトリックグリーン

内装色

本革ブラック
【エクステリア】
・ BRABUSエレクトリックドライブ専用スタイリングパッケージ
[フロントスポイラー、リア＆サイドスカート、フロントフラップ、 ダブ
ルリフレクター]
・ BRABUS “Monoblock VII”6ツインスポーク アルミホイール（ブラッ
ク）＆ワイドタイヤ（175/50 R16／225/35 R17）
・ BRABUS ダークヘッドライトユニット
・ エンブレム（“BRABUS”［フロント、充電口］、“BRABUS electric
drive”［リア］）
・ BRABUS フロントグリル（ボディ同色）
・ エレクトリックグリーンドアミラー

特別装備

メーカー
希望小売価格*2
( )は消費税抜き
車両本体価格

【インテリア】
・ BRABUS本革シート（シートヒーター付、ホワイトステッチ入、
“BRABUS”エンブレム付）*バックレスト中央部分はファブリック
・ BRABUS 本革巻3スポークスポーツステアリング
（パドルシフト付、回生ブレーキパドル付）
・ BRABUSステンレスアクセル＆ブレーキペダル
・ レザー調ドアトリム
・ レザー調ダッシュボード（ホワイトステッチ入）
・ エレクトリックグリーンアクセントパーツ
・ BRABUS駆動用バッテリー残量計＆パワーメーター
・ BRABUS メーターパネル（トリップコンピューター付）
・ グローブボックス（ロック付）[助手席]
・ BRABUSベロアマット

￥3,990,000
(￥3,800,000)

＊上記のメーカー希望小売価格は、付属品価格、税金（消費税を除く）、保険料、登録に伴う諸費用を含まない車両本
体価格です。また｢自動車リサイクル法｣に基づく､リサイクル料金が別途必要となります。
＊本特別仕様車は予告なく販売を終了する場合があります。
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本特別仕様車は、「新エコカー減税（自動車重量税・自動車取得税）」において免税となり、さらにク
リーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金の対象となる予定です。
なお、本特別仕様車にも、新車購入から3年間走行距離無制限の一般保証と、電気自動車のリチウ
ムイオンバッテリーを対象とした6年間、走行距離10,000kmまでの特別保証が適用されます。また、有料
のメンテナンスパッケージ「smart メンテパック」は、点検＊と一部の定期交換部品をパックにした走
行距離無制限のお得な有料サービスプログラムです。「スタートプラン(新車購入後35ヶ月目まで
カバー)」と「セカンドプラン(36ヶ月目から59ヶ月目までカバー)」(合計103,000円消費税込)を組み合わ
せることで、5年間の安心をお届けします。さらに、いつでも繰り返しご加入いただけ、運転中の万一の
トラブルの際に、現場に駆けつけお客様をサポートする2 年間走行距離無制限の有料サービスプログ
ラム「smart ツーリングサポート」もご用意しております。*メーカー指定点検整備（法定1年点検／2年点検にメル
セデス・ベンツ日本が指定した点検項目を加えた点検整備）を指します。メンテナンスインジケータが走行距離もしくは経過期間
により時期をお知らせします。
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これは、2012 年 3 月 1 日にダイムラーAG から発表されたプレスリリースの日本語抄訳です。

smart BRABUS electric drive 詳細資料

「電撃」のアップグレード
スマートと BRABUS 社（本社： ドイツ・ボトロップ）が 2002 年に共同で設立した smart
BRABUS 社は、これまで
年 3 月 1 日にダ
は、これまで 10 年にわたってダイナミックでスポー
年にわたってダイナミックでスポーこれは、
クでスポーこれは、2012
これは、
イムラーAG
イムラー から発表されたプレスリリースの日本語抄訳ですティなスマートのトップモデルを
から発表されたプレスリリースの日本語抄訳ですティなスマートのトップモデルを
生み出してきました。そのスタイルだけでなく、さらに向上したパフォーマンスもこのニューモデ
生み出してきました。そのスタイルだけでなく、さらに向上したパフォーマンスもこのニューモデ
ルのダイナミックな個性を際立たせています。

スマートブランドを率いるアネット・ヴィンクラーは次のように話しています。「smart BRABUS electric
drive は“グリーンな”ハートを備えた我々の新しいスポーツカーです。全長わずか 2.69m の中に凝
縮されたパワーが、市街地でのドライブをかつてないほど楽しくする電気自動車を生み出しました」
「smart BRABUS electric drive」は、12 ヶ国のスマートセンターにおいて今年末に発売されます。
エクステリアおよびインテリアのデザインを変更したほか、駆動システムもダイナミックでパワフルな加速
性能のために開発されました。さらに、エアロダイナミックなボディパーツや BRABUS モノブロック 16&17
インチアルミホイールを採用し、スポーティな魅力をさらに磨き上げています。
BRABUS 社 CEO のボド・ブッシュマンは次のように話しています。「このニューモデルは、これまでのす
べての smart BRABUS モデルと同じように、スタイルとパワー、独自性を強調する BRABUS の哲学を
体現するものです。従来のお客様に加え、環境への配慮を重視しながら、よりスポーティで個性的
でありたいと望むスマート電気自動車のオーナーにも魅力あるモデルです。つまり、スポーティな魂を
“グリーン”に塗り替えたというわけです」

ダイナミックで力強い加速： smart BRABUS electric drive
ゼロエミッションを実現しながら、走る楽しさを追求した「smart BRABUS electric drive」は、俊敏
さとスポーティなスタイルを兼ね備えた最新のアーバンモビリティです。電気モーターは、新型 smart
fortwo electric drive の最新駆動システムをベースに開発したもので、最高出力は 60kW、最大ト
ルクは 135Nm を生み出します。ということは信号待ちからのスタートダッシュでほとんどいつも先頭を切
ることができます。標準装備の BRABUS スポーツステアリングホイールにはパドルシフトが備わり、ブレ
ーキ回生のレベルを制御することができます。
smart BRABUS electric drive の外観は、ダイナミックさとともに環境への配慮を表現しています。
トリディオンセーフティセルとドアミラーカバーはエレクトリックグリーンにペイントされ、ボディのその他の
部分はフロントグリルも含めてブラックに統一されています。さらに、BRABUS ダークヘッドライトユニット、
BRABUS ”Monoblock VII」アルミホイール（フロント 16 インチ、リア 17 インチ）、BRABUS Xclusive エ
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これは、2012 年 3 月 1 日にダイムラーAG から発表されたプレスリリースの日本語抄訳です。

アロダイナミック・ボディスタイリングパーツ（フロントスポイラー、ダブルリフレクターを備えた専用リアエプ
ロンインサート）といったスペシャルパーツが迫力を演出しています。
室内でもアクセントトリムのパーツなどがエレクトリックグリーンに仕上げられています。またレザー調
のダッシュボードやドアトリム、本革シート、ラバースタッド付きステンレスアクセル＆ブレーキペダル、
BRABUS パーキングブレーキハンドル、BRABUS コックピットクロック＆レブカウンターなど、数多くの
BRABUS Xclusive アイテムがダイナミックで個性的なインテリアを作り出しています。

ジョイントベンチャーの手本 smart BRABUS 社
BRABUS が smart のスポーティモデルとして登場してからすでに 10 年が経ちました。スマートがドイ
ツ西部の町ボトロップのチューニングスペシャリスト、BRABUS と合弁会社を設立したのは 2002 年、
翌 2003 年には早くもジョイントベンチャーである「smart BRABUS GmbH」が開発した初めてのプレミ
アムモデル、すなわち smart fortwo BRABUS coupé /cabrio を発売しました。
また、smart BRABUS tailor made カスタマイズプログラムも、smart の愛好家より大変なご好評を
いただいています。このプログラムは、数千色のボディカラーと 30 色の基本カラー＋特別デザインから
なるレザー、それに 6 色のカブリオ・ソフトトップ、さらには幅広い smart BRABUS アクセサリーを取り
揃え、想像力豊かなカスタマーのあらゆる要望に応えるものです。
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