THE BMW i3.

車両本体価格／標準装備／オプション装備

車両本体価格／メインテナンス・パッケージ／ChargeNow／リサイクル

車両本体価格
モデル

ドア数

ステアリング・ホイール・ポジション
右
左

車両本体価格（円）

消費税抜き
車両本体価格（円）

i3 Edition Joy+

5ドア

4,990,000

4,536,364

i3 Edition Joy+ レンジ・エクステンダー装備車

5ドア

5,480,000

4,981,818

● 価格は、税金（消費税を除く）、保険料、登録の諸費用、付属品価格等を含まない車両本体価格です。リサイクル料金が別途必要となります。

＝ 設定あり

＝ 設定なし

ChargeNow（普通充電用および急速充電用）
対象モデル

ChargeNow

ChargeNowカードを利用して、提携パートナーの電気自動車用公共充電器
を、12カ月間無料で利用できるサービスです。

（普通充電用および急速充電用）

i3 Edition Joy+

● 12カ月間経過後は自動的に更新され、利用料が発生します。 ●「ChargeNow」の詳細はchargenow.comをご参照ください。

※ モデル、仕様によって、納車まで3〜4カ月かかる場合もあります。

メインテナンス・パッケージ

リサイクル
希望小売
価格（円）
対象モデル

パッケージ
スタンダード

消費税抜き
価格（円）

6万km

49,000

44,545

希望小売
価格（円）

消費税抜き
価格（円）

8万km

52,000

47,273

希望小売
価格（円）

消費税抜き
価格（円）

10万km

57,000

51,818

i3 Edition Joy+

3年間の無料サポート期間以降、
2年延長を右記総走行距離に応じて適用

i3 Edition Joy+
i3 Edition Joy+

レンジ・エクステンダー装備車
＊

BMW Service Inclusive
（2年延長）

リサイクル料金預託金相当額（円）
対象モデル

ライト

25,000

22,727

27,000

24,545

30,000

27,273

資金管理料金（円）

リサイクル料金合計（円）

シュレッダーダスト

エアバッグ類

フロン類

情報管理

消費税込

消費税抜き

消費税込

消費税抜き

17,300

1,940

1,850

130

290

264

21,510

21,484

17,300

1,940

1,850

130

290

264

21,510

21,484

● リサイクル料金預託金相当額は消費税課税対象外となります。
● シュレッダーダスト料金は、
おおむね車両重量に比例します。またエアバッグ類料金は装備個数や構造を考慮し設定されています。

i3 Edition Joy+
レンジ・エクステンダー
装備車

スタンダード

ライト＊

63,000

57,273

66,000

60,000

70,000

63,636

39,000

35,455

41,000

37,273

45,000

40,909

● 一部オプションを装備した場合、
また生産時期によって、
リサイクル料金が変更になる場合があります。
● 上記のリサイクル料金は、
ビー・エム・ダブリュー株式会社により正規輸入・販売された車両が対象となります。また金額は2020年5月2日現在のものであり、予告なく変更される場合があります。
● リサイクル料金預託金相当額の詳細については、
www.bmw.co.jp/Services/recycle-law/をご参照ください。

●「BMW サービス・インクルーシブ」主要メインテナンス項目
＊
（エンジン・オイル／フィルター、
マイクロ・フィルター、
ブレーキ液、
スパーク・プラグ、
ワイパー・ブレード 、エア・クリーナー・エレメントの交換および法定1年点検）
＊：ライト・パッケージにはワイパー・ブレードの交換を含みません。
● メインテナンス項目はモデルによって異なります。また、
メインテナンスの実施時期や回数にはそれぞれの項目ごとに一定の条件がございます。
詳細はセールス・コンサルタントまたはサービス・アドバイザーにお尋ねください。

02

03

標準装備

セーフティ／セキュリティ

i3 Edition Joy+

エアバッグ：ー 運転席& 助手席エアバッグ

i3 Edition Joy+

レンジ・エクステンダー装備車

モーター／発電用エンジン

i3 Edition Joy+

i3 Edition Joy+

レンジ・エクステンダー装備車

i3 Edition Joy+

レンジ・エクステンダー装備車

電気モーター

ー 運転席& 助手席サイド・エアバッグ

ハイ・ボルテージ・リチウムイオン・バッテリー

ー カーテン・ヘッド・エアバッグ
（フロント&リヤ）

急速充電ポート
（CHAdeMO

フロント・シートベルト
（3点式、
シートベルト・テンショナー、
シートベルト・フォース・リミッター付）

＊1

対応）

＊2

普通充電ポート

リヤ・シートベルト
（3点式、
シートベルト・フォース・リミッター付）

普通充電用車載ケーブル

（リヤ）
ISOFIXチャイルド・シート・アタッチメント

直列2気筒ガソリン・エンジン
（発電用）

ABS／アンチロック・ブレーキング・システム
ドライビング・ダイナミック・コントロール・システム

トランスミッション／サスペンション／ステアリング・システム

ボタン式パーキング・ブレーキ
ハイマウント・ブレーキ・ライト
（LED）

ギヤ・セレクター

車両接近通報装置

電動パワー・ステアリング

サイド・ドア・ビーム

BMW i コネクテッド・ドライブ・スタンダード

i3 Edition Joy+

＊1

：ー BMW SOSコール
ー BMWテレサービス
ー BMW i リモート・サービス

BMW i コネクテッド・ドライブ ＊1：コネクテッド・ドライブ・サービス

ドライビング・パフォーマンス・コントロール（ECO PROモード付）
＊1：
「CHAdeMO」はCHAdeMO協議会が標準規格として提案する急速充電器の商標名です。

＊2： 充電により動作に影響を与えるおそれがありますので、
植込み型心臓ペースメーカーおよび除細動機能なし植込み型両心室ペーシングパルスジェネレーターを装着されているお客様は、

充電の操作はご自身ではなさらず他の方にお願いしてください。

セントラル・ロッキング・システム
イモビライザー
リモート・コントロール・キー
（3年間）＊2
BMW i サービス・インクルーシブ・プラス

（主要メインテナンス項目〔エンジン・オイル／フィルター、
マイクロ・フィルター、
ブレーキ液、
スパーク・プラグ、
ワイパー・ブレードの交換、法定1年点検、
タイヤパンク補償、
リモート・コントロール・キー補償〕）

ChargeNow（12カ月間）
＊1：本サービスは、
BMWが契約する事業者が提供するモバイル・ネットワークの電波の届かない場所ではご利用いただけない場合があります。

＊2 ：メインテナンス項目はモデルによって異なります。また、
メインテナンスの実施時期や回数にはそれぞれの項目ごとに一定の条件がございます。

詳細はセールス・コンサルタントまたはサービス・アドバイザーにお尋ねください。

04

＝ 標準装備

＝ 設定なし

05

BMW i オプション

標準装備

i3 Edition Joy+

エクステリア

i3 Edition Joy+

レンジ・エクステンダー装備車

BMW i オプション

LEDヘッドライト

オプション
コード

LEDリヤ・コンビネーション・ライト
リヤ・フォグ・ランプ
自動防眩ドア・ミラー
（ヒーター内蔵、
ターン・インジケータ内蔵、運転席側：自動防眩機構、
助手席側：リバース・ポジション付）

403

レイン・センサー、
オートライト・システム

420

ノズル・ヒーター付ウインドー・スクリーン・ウォッシャー・システム
＊1

コンフォート・アクセス

4EA

i3 Edition Joy+

インテリア
BMW i インテリア・デザイン ATELIER：

ー マルチファンクション・レザー・ステアリング・ホイール（ブルー・アクセント付）
ー ニュートロニック・クロス・シート
〔シート・カラー：アラガツ・グレー、
インテリア・カラー：ブラック〕
ー マット・シルバー・アンデサイト・インテリア・トリム

5.7インチ TFTデジタル・メーター・パネル
オートマチック・エア・コンディショナー
（マイクロ・フィルター
〔花粉除去機能付〕）

i3 Edition Joy+

レンジ・エクステンダー装備車

4EV
4T9
674

50：50分割可倒式リヤ・ベンチ・シート
ベロア・フロア・マット

i3 Edition Joy+

電動ガラス・サンルーフ
（チルト&スライド、
コンフォート・オープン／クローズ機能付）
サンプロテクション・ガラス
（リヤ・ドア・ウインドー、
ラゲージ・ルーム・サイド・ウインドー、
リヤ・ウインドー）
※ SUITE[7KZ+5DU+494+2G5+ZHZ]との組み合わせでのみ設定可能です。

ダーク・オーク・マット・インテリア・トリム

※ LODGE[7KY+2G6+5DU+ZHY]との組み合わせでのみ設定可能です。
※ SUITE[7KZ+5DU+494+2G5+ZHZ]に含まれます。

ユーカリ・ウッド・インテリア・トリム
※ LODGE[7KY+2G6+5DU+ZHY]に含まれます。
※ SUITE[7KZ+5DU+494+2G5+ZHZ]との組み合わせでのみ設定可能です。

ヒート・ポンプ
※ SUITE[7KZ+5DU+494+2G5+ZHZ]との組み合わせでのみ設定可能です。

harman/kardon HiFiスピーカー・システム
（360W、12スピーカー、7チャンネル・サラウンド）

i3 Edition Joy+

レンジ・エクステンダー
装備車

希望小売
価格（円）

消費税抜き
価格（円）

147,000

133,636

51,000

46,364

＊

＊

＊

＊

95,000

86,364

118,000

107,273

55,000

50,000

ワイヤレス・チャージング

6NW

チルト&テレスコピック・ステアリング・コラム
自動防眩ルーム・ミラー

オプション

※ BMWコネクテッド・ドライブ・ストアにてApple CarPlay プレパレーションをご購入いただくことで
Apple CarPlayをご利用いただけます。
※ Qiに準拠した携帯電話はワイヤレス充電が可能です。ワイヤレス充電のQi 規格に対応していない
スマートフォン向けには、充電用のカバーが必要です。

C2W

ボディ・カラー：フルード・ブラック／BMW i ブルー・アクセント

79,000

71,818

MET

メタリック・ペイント

79,000

71,818

フロント・センター・アームレスト
（センター・コンソール、
ラゲージ・ルーム内）
12V電源ソケット
カップ・ホルダー
テンション・ストラップ
ラゲージ・エリア・カバー

10.2インチ ワイド・コントロール・ディスプレイ
HDDナビゲーション・システム（VICS 3メディア対応）
iDriveコントローラー
（コントロール・ディスプレイ用、
ダイレクト・メニュー・コントロール・ボタン、
タッチ・パッド付）
プログラマブル・ボタン
オーディオ・システム
（FMラジオ）
ハンズフリー・テレフォン・システム＊2
＊3

USBオーディオ・インターフェイス

ETC車載器システム（ルーム・ミラー内蔵タイプ）
＊1：車両から発信される電波が、
植込み型心臓ペースメーカー等の機器に影響を与える可能性があります。詳しくはセールス・コンサルタントにお問い合わせください。
＊2： ハンズフリー・テレフォン・システムは、
（一部機種により、
ご利用いただけない場合があります）
Bluetooth対応の携帯電話でご利用が可能です。

※ Bluetooth®は米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

＊3：接続する機種により、
ご利用いただけない場合があります。

06

＝ 標準装備

＝ オプション装備

＝ 設定なし

＊ ＝ 追加費用は発生いたしません。

07

BMW i オプション／アロイ・ホイール

オプション・パッケージ
オプション
コード

オプション

アロイ・ホイール
i3 Edition Joy+

i3 Edition Joy+

レンジ・エクステンダー
装備車

希望小売
価格（円）

消費税抜き
価格（円）

19 inch

LODGE
● BMW i インテリア・デザイン LODGE

7KY
+
2G 6
+
5DU
+
ZHY

ー マルチファンクション・レザー・ステアリング・ホイール（シルバー・アクセント付）
ー ソラリック・ブラウン・ウール・クロス／ナチュラル・レザー・コンビネーション・シート
〔シート・カラー：カッシア、
インテリア・カラー：カラム・スパイス・グレー〕
ー オープンポア
（開気孔）仕上げのユーカリ・ウッド・インテリア・トリム
● パーキング・サポート・パッケージ
ー PDC／パーク・ディスタンス・コントロール（フロント&リヤ、
ビジュアル表示機能付）
ー リヤ・ビュー・カメラ
（予想進路表示機能付）
ー パーキング・アシスト
● ドライビング・アシスト・プラス
ー ACC／アクティブ・クルーズ・コントロール（ストップ&ゴー機能付）
ー 前車接近警告機能
ー 衝突回避・被害軽減ブレーキ
● 19インチ BMW i タービン・スタイリング429 アロイ・ホイール
（フロント）5J×19ホイール＋155/70R19タイヤ、
（リヤ）5.5J×19ホイール＋175/60R19タイヤ

i3 Edition Joy+

i3 Edition Joy+

レンジ・エクステンダー
装備車

希望小売
価格（円）

消費税抜き
価格（円）

BMW i スタースポーク・スタイリング427 アロイ・ホイール
5J×19ホイール＋155/70R19タイヤ

428,000

＊

＊

＊

＊

101,000

91,818

22,000

20,000

194,000

176,364

389,091
BMW i スタースポーク・スタイリング427 アロイ・ホイール
（フロント）5J×19ホイール＋155/70R19タイヤ
（リヤ）5.5J×19ホイール＋175/60R19タイヤ
※ スノー・チェーンは装着できません。

※ スノー・チェーンは装着できません。
※ SUITEとの組み合わせは設定できません。

2G6
BMW i タービン・スタイリング429 アロイ・ホイール
（フロント）5J×19ホイール＋155/70R19タイヤ
（リヤ）5.5J×19ホイール＋175/60R19タイヤ

SUITE
● BMW i インテリア・デザイン SUITE

7KZ
+
5DU
+
494
+
2G 5
+
ZHZ

ー マルチファンクション・レザー・ステアリング・ホイール（シルバー・アクセント付）
ー ステラリック・ヴァーネスカ・レザー・シート
〔シート・カラー：ダーク・トリュフ／カーボン・ブラック、
インテリア・カラー：カーボン・ブラック〕
ー ダーク・オーク・マット・インテリア・トリム
ー レザー・フィニッシュ・ダッシュボード
● パーキング・サポート・パッケージ
ー PDC／パーク・ディスタンス・コントロール
（フロント&リヤ、
ビジュアル表示機能付）
ー リヤ・ビュー・カメラ
（予想進路表示機能付）
ー パーキング・アシスト
● ドライビング・アシスト・プラス
ー ACC／アクティブ・クルーズ・コントロール（ストップ&ゴー機能付）
ー 前車接近警告機能
ー 衝突回避・被害軽減ブレーキ
● 19インチ BMW i タービン・スタイリング428 アロイ・ホイール
（フロント）5J×19ホイール＋155/70R19タイヤ、
（リヤ）5.5J×19ホイール＋175/60R19タイヤ

※ スノー・チェーンは装着できません。
※ LODGE［7KY+2G6+5DU+ZHY］
に含まれます。
※ SUITE［7KZ+5DU+494+2G5+ZHZ］
と組み合わせた場合、無償オプションとなります。
※ プラス・パッケージ
［Z1U］
と組み合わせた場合、無償オプションとなります。

581,000

2G5
BMW i タービン・スタイリング428 アロイ・ホイール
（フロント）5J×19ホイール＋155/70R19タイヤ
（リヤ）5.5J×19ホイール＋175/60R19タイヤ

528 ,182

※ スノー・チェーンは装着できません。
※ LODGE［7KY+2G6+5DU+ZHY］
との組み合わせでのみ設定可能です。
※ SUITE［7KZ+5DU+494+2G5+ZHZ］
に含まれます。
※ プラス･パッケージ
［Z1U］
に含まれます。

※ スノー・チェーンは装着できません。

● フロント・シート・ヒーティング

20 inch

※ LODGEとの組み合わせは設定できません。

Z1U

プラス・パッケージ
● パーキング・サポート・パッケージ
ー PDC／パーク・ディスタンス・コントロール
（フロント&リヤ、
ビジュアル表示機能付）
ー リヤ・ビュー・カメラ
（予想進路表示機能付）
ー パーキング・アシスト
● ドライビング・アシスト・プラス
ー ACC／アクティブ・クルーズ・コントロール
（ストップ&ゴー機能付）
ー 前車接近警告機能
ー 衝突回避・被害軽減ブレーキ
● 19インチ BMW i タービン・スタイリング428 アロイ・ホイール
（フロント）5J×19ホイール＋155/70R19タイヤ、
（リヤ）5.5J×19ホイール＋175/60R19タイヤ

2T7

BMW i ダブルスポーク・スタイリング430 アロイ・ホイール
（フロント）5J×20ホイール＋155/60R20タイヤ
（リヤ）5.5J×20ホイール＋175/55R20タイヤ

349,000

317, 273

174, 000

158,182

102,000

92,727

※ スノー・チェーンは装着できません。
※ LODGE
［7KY+2G6+5DU+ZHY］
と組み合わせた場合、
BMW i ダブルスポーク・スタイリング430
アロイ・ホイール
［2T7］
の価格は93,000円
（消費税抜き価格84,545円）
となります。
※ SUITE
［7KZ+5DU+494+2G5+ZHZ］
と組み合わせた場合、
BMW i ダブルスポーク・スタイリング
アロイ・ホイール
［
］
の価格は
円
（消費税抜き価格
となります。
430
2T7
72,000
65,455円）
※ プラス・パッケージ
［Z1U］
と組み合わせた場合、BMW i ダブルスポーク・スタイリング430 アロイ・
ホイール［2T7］の価格は72,000円（消費税抜き価格65,455円）
となります。

※ オプションでBMW i タービン・スタイリング429 アロイ・ホイール［2G6］
またはBMW i ダブルスポーク・スタイリング430 アロイ・ホイール［2T7］
も設定可能です。
※ スノー・チェーンは装着できません。
※ LODGEおよびSUITEとの組み合わせは設定できません。

ZFA

サーマル・マネジメント・パッケージ
● サンプロテクション・ガラス
（リヤ・ドア・ウインドー、
ラゲージ・ルーム、
サイド・ウインドー、
リヤ・ウインドー）
● フロント・シート・ヒーティング
● ヒート・ポンプ
※ SUITEとの組み合わせは設定できません。

ZFA

サーマル・マネジメント・パッケージ
● サンプロテクション・ガラス
（リヤ・ドア・ウインドー、
ラゲージ・ルーム、
サイド・ウインドー、
リヤ・ウインドー）
● フロント・シート・ヒーティング
※ SUITEとの組み合わせは設定できません。

08

＝ 標準装備

＝ オプション装備

＝ 設定なし

＊ ＝ 追加費用は発生いたしません。

09

プロダクトに関するさらに詳しい情報は、
こちらをご覧ください：www.bmw-i.jp

BMW i に関するお問い合わせは、BMW i カスタマー・インタラクション・センターへ。
年中無休・年末年始除く 受付時間 9：00 am〜7：00 pm
（平日）／9：00 am〜6：00 pm
（土日祝）

0120-201- 438

● 使用した写真は、実際の仕様と異なる場合がありますのでご了承ください。
● 記載のオプションは、工場装着オプションです。納車までに3〜4カ月お時間をいただく場合があります。詳細はセールス・コンサルタントにお尋ねください。
● 当プライスリストはBMW i3 カタログ 4 11 009 370 70 2 2018 BC
（カタログ裏表紙に記載）
に対応します。

● 当プライスリストの内容は2020年5月2日現在のものです。記載の標準およびオプション装備、価格は予告なく変更または販売終了することがありますので、予めご了承ください。
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