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電気自動車 BMW i3 の特別限定モデル「BMW i3 Celebration
Edition Carbonight」を導入

 BMW の創立 100 周年を記念した特別限定車の第一弾モデル
 BMW i3 のクールで都会的なキャラクターを強調した全国 40 台限定モデル
 革新的な CFRP 製ボディ骨格の上に、都会の夜に映える新カラー「フルード・ブラ
ック」のボディ・カラーを身に纏い、先進的かつ洗練されたスタイリングを一層際立
たせる LED ヘッドライトや 20 インチ・ホイールなどを特別装備
ビー・エム・ダブリュー株式会社（代表取締役社長: ペーター・クロンシュナーブル）は、同社
初の電気自動車「BMW i3（アイ・スリー）」の特別限定モデル「BMW i3 Celebration Edition
Carbonight（セレブレーション・エディション・カーボナイト）」を、全国合計 40 台の台数限定で
本日より販売を開始すると発表した。
BMW i3 は、「大都市における持続可能なモビリティ」を提供する BMW のサブ・ブランド
「BMW i」の電気自動車として、2014 年 4 月に日本での販売を開始した。BMW i の製品や
サービスは、専用の設計、開発、企画、生産、販売などにより、持続可能なプレミアム・モビリ
ティを実現するという革命的な手法を採用している。特に、BMW i3 は、量産車として初めて
CFRP（カーボン・ファイバー強化樹脂）をボディの基本骨格に採用し、バッテリーの重量を相
殺する徹底的な軽量化を達成。さらに、優れたボディ剛性と乗員保護性能を実現するととも
に、低重心化により卓越した運動性能に貢献している。
BMW i3 Celebration Edition Carbonight は、バッテリー発電用の小型エンジンを搭載した
BMW i3 レンジエクステンダー装備車をベースに、先進的な CFRP 製ボディ骨格の上に、

BMW i3 で唯一モノトーン（単色）のボディ・カラーとなる新カラー「フルード・ブラック」を身に
纏い、都会の夜に映えるクールでスタイリッシュな特別限定モデルである。
また、精悍なフロント・ビューを一層際立たせると共に優れたエネルギー効率を誇る LED ヘッ
ドライト、ダイナミックかつ存在感あふれるデザインが特徴的な大径 20 インチ・アロイ・ホイー
ル、快適な室内空間を確保すると共に洗練された佇まいを強調するサンプロテクション・ガラ
スなどを特別装備する。
メーカー希望小売価格（消費税込み）
モデル

パワートレイン

希望小売価格

BMW i3 Celebration Edition
Carbonight

電気モーター
+
647 cc 直列 2 気筒エンジン（発電用）

¥ 5,980,000




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。
右ハンドル仕様。

室内空間においては、シート、ルーフ・ライニング、フロアにリサイクル繊維（PET）を採用した、
明るくモダンなカラム・グレーのインテリア BMW i インテリア・デザイン LOFT に、12 個のス
ピーカーが臨場感あふれる音場を再現する harman/kardon HiFi スピーカー・システムを特
別装備し、上質なサウンドと共にスタイリッシュなドライブを演出する。
なお、本特別限定モデルの名称は、BMW i3 の特徴である「カーボン」と、新色フルード・ブラ
ックが都会の「夜（ナイト）」に映える事により、それらを組み合わせた「Carbonight（カーボナ
イト）」としている。

BMW i3 Celebration Edition Carbonight 特別装備内容


ボディ・カラー: フルード・ブラック



LED ヘッドライト



20 インチ 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）5Jx20 ホイール+155/60R20 タイヤ、
（リヤ）5.5Jx20 ホイール+175/55R20 タイヤ



サンプロテクション・ガラス（リヤ・ドア・ウインドー、ラゲッジ・ルーム・サイド・ウインドー、
リヤ・ウインドー）



インテリア： BMW i インテリア・デザイン LOFT



フロント・シート・ヒーター（運転席&助手席）



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）



専用スペシャル・エディション・インテリア・プレート



BMW i コネクテッド・ドライブ・プレミアム



-

コネクテッド・ドライブ・サービス

-

BMW ドライバー・サポート・デスク

- BMW Apps
購入特典（付属品／付帯サービス）
-

カーボン製 iPhone カバーケース

-

harman/kardon AURA STUDIO（ワイヤレス・ホーム・スピーカー・システム）

-

自宅への充電設備（e-インストレーション）の無償設置、または BMW サービス・イ
ンクルーシブ

5 つの販売チャネルについて
本特別限定モデルは、通常モデルの BMW i3 同様に、以下 5 つのチャネルにて販売する。


BMW i 販売店
BMW 正規ディーラーが保有する 185 店舗の内の 46 店舗に加え、BMW i Megacity
Studio（住所: 東京都港区西新橋 2-16-6）を加えた計 47 店舗の BMW i 販売店。



BMW i モバイル・セールス・アドバイザー
BMW i 販売店が近くに無い地域のために、ビー・エム・ダブリュー株式会社の社員で
あるモバイル・セールス・アドバイザー（移動型セールス）が、現地に赴き、既存の
BMW 正規ディーラーのネットワークを活用しながら販売をサポート。



BMW i カスタマー・インタラクション・センター
BMW i に関する様々な要望、ニーズ、問い合わせに対応するため専用の BMW i カス
タマー・インタラクション・センター（コールセンター）。
BMW i カスタマー・インタラクション・センター: 0120-201-438



BMW i スペシャル・サイト
BMW 公式サイト内の BMW i スペシャル・サイトにて BMW i の購入が可能。BMW の
公式サイトと同様に、カタログ請求、見積もり依頼、試乗申込といった機能を用意。
BMW i スペシャル・サイト： http://bmw-i.jp/



Amazon.co.jp
BMW i の革新的なマルチ・チャンネルでの販売モデルを推し進めるべく、2015 年 4 月
より、総合オンラインストア「Amazon.co.jp」にて BMW i3（通常モデル）の販売を行っ
ているが、今回、本特別限定モデルも「Amazon.co.jp」にて販売を行う。

BMW i Megacity Studio にて特別展示を開催
本特別限定モデルを、2016 年 4 月 15 日（金）から 5 月 8 日（日）まで、BMW i Megacity
Studio（住所: 東京都港区西新橋 2-16-6）に展示予定である。
http://bmw-i.jp/Megacity/

この件に関する読者および視聴者からのお問い合わせ先は、
BMW i カスタマー・インタラクション・センター：0120-201-438 をご掲載ください。
受付時間: 9:00-20:00（年末年始を除く）
BMW ジャパン・ウェブサイト： http://www.bmw.co.jp

