
Volvo C40 Recharge
サブスクリプションキャンペーン

いよいよ、デビューを迎えるボルボの  
ピュアEVモデル C40 Recharge。
日本デビューを記念した特別な  

サブスクリプション・プログラムを付帯。
抽選で限定100台をご用意しました。

日本デビュー記念特別プログラム

EXTERIOR
あなたの心に残る、その印象
ピュアEVのボルボを象徴するフロントフェイス。
新開発ピクセルLEDを組み込んだヘッドライト。
流麗なルーフラインと印象的なリアエンドデザインが
近未来的なエクステリアを実現しました。

INTERIOR
環境に配慮したクラフトマンシップの新しい形
スウェディッシュ・デザインを纏ったインテリアが、
現代的な雰囲気を添えます。そして、100％レザー
フリーを実現したインテリアは、シンプリシティと
機能性を重んじるスウェディッシュ・デザインの真髄
そのものです。そこには、サステイナブルな世界を
見つめるボルボの新たな決意が創出されています。

INFOTAINMENT
スマートフォンのように、あなたの意思に応える新体験
Google を搭載した新しいインフォテイメントを搭載。
ハンドルから手を離すことなく、「OK Google」と声をかけるだけで、
マップも、エンターテインメントも、まるでスマートフォンのような
直観的な操作でおこなえます。

日本初導入のピュア・エレクトリック・クロスオーバー ボルボ C40 Recharge。
ボルボが求めたサスティナビリティとラグジュアリーの融合。未来は、今現実のものとなります。

 * Google は Google LLC の商標です。 Google （ナビゲーション） ： Google のサービスが提供される地域でご利用可能です。
提供サービス開始時期は、機能により異なります。詳しくはセールススタッフまでお尋ねください。● 写真は海外仕様。日本仕様は右ハンドルになります。

● 写真は海外仕様。日本仕様は右ハンドルになります。

■ 抽選受付期間：2021年11月18日(木)～30日(火)
■ 限定台数：100台



車名・型式 —

寸法・重量 全長（mm） 4,440
全幅（mm） 1,875
全高（mm） 1,595
ホイールベース（mm） 2,700
トレッド［前/後］（mm） 1,600/1,610
最低地上高（mm） 175
車両重量（kg） 2,160
車両総重量（kg） 2,435

乗員・定員 定員（名） 5

性能 最小回転半径（m） 5.7
WLTCモード 
（国土交通省 
申請値）

一充電走行距離（km） 485
交流電力量消費率（Wh/km） 187

市街地モード（Wh/km） 166
郊外モード（Wh/km） 175
高速道路モード（Wh/km） 205

電動機 
（モーター）

型式 —
種類 交流同期電動機
定格出力（kW） 160
定格電圧（V） 396
最高出力［kW（ps）/rpm］ 300(408)/4,350-13,900
最大トルク［Nm（kgm）/rpm］ 660(67.3)/0-4,350

駆動用 
バッテリー

種類/セル数 リチウムイオンバッテリー/324
電圧（V）/容量（Ah） 396/196
総電圧（V） 396
総電力量（バッテリー容量）（kWh） 78
充電装置:電流タイプ 

(充電用ポート仕様)
普通充電:AC200V(Type1)  

11kWまで対応/ 
急速充電:DC(CHAdeMO) 

150kWまで対応
駆動装置 駆動方式 電子制御AWDシステム

トランスミッション 1速固定式
最終減速比 8.570

走行装置 ステア 
リング

ハンドル位置 右
ロック・ツー・ロック（回転） 2.7

サスペン
ション

前 輪 マクファーソンストラット式
後 輪 マルチリンク式

ブレーキ 主ブレーキ パワーアシスト付4輪ディスクブレーキ
ABS付ダイヤゴナル

タンデム式
スライディング・キャリパー方式

ホイール タイヤサイズ フロント：235/45R20

リア：255/40R20
ホイールサイズ（材質） フロント：8.0J×20（アルミ合金）

リア：9.0J×20（アルミ合金）

●  交流電力量消費率および一充電走行距離は、定められた試験条件での値です（国土交通省申請値）。実際にはお客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)、整備状況(タイヤの空気圧等)に応じて値は大きく異なります。電気自動車は、走り方や
使い方、使用環境等によって航続可能距離が大きく異なります。

●  WLTCモード ： 市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モード ： 信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定したモードです。郊外モード ： 信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定した
モードです。高速道路モード ： 高速道路等での走行を想定したモードです。

●  Recharge Twinは、公共の充電施設の他、自宅などに設置された充電機器からの充電が可能です。充電機器の設置工事につきましては、ボルボ・ディーラーにお問い合わせください。ペースメーカー（植込み型心臓ペースメーカー及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）をご使用中のお客様は、充電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。また充電時には充電器や充電ケーブルに近づかないでください。充電によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。

●  諸元データはメーカー発表の資料に基づくもので、国土交通省申請値です。なお、記載の諸元表は欧州仕様の数値（参考値）を元に作成された、暫定的な基準に基づいた数値であり、最終的な車両認証前かつ欧州参考値となります。諸元は予告なく変更される場合があり
ますので、ご了承ください。詳しくは、ボルボ・ディーラーにお問い合わせください。

製造事業者：ボルボ・カー・コーポレーション　輸入事業者：ボルボ・カー・ジャパン株式会社

安全・運転支援機能
〈先進安全機能〉
• City Safety（衝突回避・被害軽減ブレーキシステム）
　• 歩行者・サイクリスト・大型動物検知機能（夜間含む）
　• インターセクション・サポート（右折時対向車検知機能）
　• 対向車対応機能
• オンカミング・レーン・ミティゲーション（対向車線衝突回避支援機能）
• LKA（レーン・キーピング・エイド）
• DAC（ドライバー・アラート・コントロール）
• RSI（ロード・サイン・インフォメーション）
• ランオフロード・ミティゲーション（道路逸脱回避支援機能）
• リア衝突回避・被害軽減ブレーキシステム

〈運転支援機能〉
• パイロット・アシスト（車線維持支援機能）
• 全車速追従機能付ACC（アダプティブ・クルーズ・コントロール）※1

•  ステアリング・アシスト付BLIS™ 
（後車衝突回避支援機能付ブラインドスポット・インフォメーション・システム）
• 衝突回避・被害軽減ブレーキ機能付CTA（クロス・トラフィック・アラート）
• 被追突時警告機能（静止時ブレーキ維持機能付）

〈その他の安全・運転支援機能〉
•  ランオフロード・プロテクション（道路逸脱事故時保護機能）、 
衝撃吸収機構付フロントシート
• 衝突時ブレーキ維持機能
• ハイマウント・ストップランプ/リア・フォグランプ/アダプティブ・ブレーキライト
•  EBD（エレクトロニック・ブレーキフォース・ディストリビューション） 
機構付ABS（アンチロック・ブレーキシステム） 
• HBA（ハイドロリック・ブレーキアシスト）およびRAB（レディ・アラート・ブレーキ） 
• ESC（エレクトロニック・スタビリティ・コントロール）
• Care Key - 速度制限付リモコンキー
• 180km/hスピードリミッター
• 360°ビューカメラ

〈室内〉
• IC※2（インフレータブルカーテン）-頭部側面衝撃吸収エアバッグ
• 3点式イナーシャリールシートベルト（全5席）
• WHIPS™※3（後部衝撃吸収リクライニング機構付フロントシート）

操作・作動装備
• 電子制御AWDシステム 
• キーレスエントリー＊
• エントリー＆スタート機能＊/＊＊
• ワンペダルドライブ機能（ブレーキオートホールド機能付）
• 自動防眩機能付ルームミラー/ドアミラー
• ウォッシャー一体型フロント・ワイパー
• パーク・アシスト（フロント/リア）
• 急速充電コネクター、普通充電コネクター/普通充電用車載ケーブル＊＊

警告灯・計器
• 12.3インチ・デジタル液晶ドライバー・ディスプレイ（2モード選択式）

室内装備
〈フロントシート〉
• 運転席8ウェイパワーシート（ドアミラー連動メモリー機構付）
• 助手席8ウェイパワーシート
• フロント・シートヒーター
• 電動ランバーサポート（4ウェイ）

〈リアシート〉
• 分割可倒式シートバック（60：40）
• リア・シートヒーター

〈シート地〉
• テキスタイル/マイクロテック・コンビネーション（Y980）

室内装備
〈オーディオ/コミュニケーション〉
•  harman/kardon®プレミアムサウンド・オーディオシステム 
（600W、13スピーカー）サブウーファー付
• タッチスクリーン式センターディスプレイ（9インチ）
• ワイヤレス・スマートフォン・チャージ＊※4

• FMラジオ（ワイドFM対応）
• 携帯電話ハンズフリー機能（Bluetooth®*対応）※4

室内装備
〈オーディオ/コミュニケーション〉
• Google Apps and Services （ Google アプリ / サービス ）**
　・ ナビゲーションシステム - Google マップ ※5

　・ 音声操作システム - Google アシスタント ※5 ※6

　・ アプリケーション - Google Play ※5

• Volvo Cars app（テレマティクス・サービス/ボルボ・カーズ・アプリ）※11

　・ 緊急通報サービス ※9 ※10

　・ 故障通報サービス ※7 ※9

　・ 盗難車両検索機能 ※5 ※8

　・ ドライビング・ジャーナル（ドライブログ自動作成機能） ※5 ※8

　・ ヴィークルダッシュボードモニター（車両情報確認機能） ※5 ※8

　・ リモートドアロック及びアンロック機能 ※5

　・ エアコンディショナー・リモートスタート ※5

　・ 充電状態表示機能 ※5

〈インテリア仕様〉
• “Topography” バックライト付パネル

〈ユーティリティ〉
• フロント・ロードコンパートメント（ボンネット内）

〈室内環境〉
• ヒートポンプ機能

外装
• ボディーカラー：フィヨルドブルー（734）
• ピクセルLEDヘッドライト（フル・アクティブ・ハイビーム付）
• カラーコーディネーテッド・フロントグリルカバー
• パノラマ・ガラス・ルーフ
• ダークティンテッド・ガラス（リア・ウインドー5面）

本諸元表に記載の数値は、国土交通省申請値です。Specifications 主要諸元

Equipments 標準装備

※7 本機能は、2021年末以降に順次利用可能となる予定です。
※8 本機能は、2022年中に順次利用可能となる予定です。
※9 本機能は、15年間無償でご利用いただけます。それ以降のご利用は有償となります。
※10 緊急通報サービスのご利用は、AWDジャパン株式会社とのご契約が必要となります。
※11 ご利用いただけるサービスは順次更新されます。

※5 本機能は4年間無償でご利用いただけます。それ以降のご利用は有償となります。
※6 2022年1月末以降より利用可能となる予定です。

▶ボルボは全車に盗難防止装置（エンジン始動防止機構）イモビライザーを採用しています。
※1 ACCは、状況によっては先行車を認識しない場合や、作動しない場合があります。使用の際にはオーナーズマニュアルをご覧ください。  ※2 IC:Inflatable Curtain  ※3 WHIPS™:Whiplash Protection System  ※4 対応機種のみ。対応機種でも一部機能が作動しない場合があります。
＊キーレススタート及びエントリー＆スタート機能の電波ならびにワイヤレス・スマートフォン・チャージを使用した充電動作が、植込み型心臓ペースメーカー等の作動に影響を与えるおそれがあります。クルマを使用する前に、あらかじめ影響について医師とご相談ください。  
＊＊ペースメーカー（植込み型心臓ペースメーカー及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）をご使用中のお客様は、充電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。また充電時には充電器や充電ケーブルに近づかないでください。充電によりペース
メーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。  
*Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。　** Google は Google LLC の商標です。 Google （ナビゲーション） ： Google のサービスが提供される地域でご利用可能です。
●記載の主要装備は予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。

●写真は日本仕様と異なる場合があり、日本仕様は右ハンドルになります。また、ボディカラーは印刷・撮影条件・モニターにより、実際のものとは異なって見える場合があります。●表示価格は、アクセサリー価格、取得税を含む税金（消費税を除く）、保険料、登録の諸費用、付属
品代等を含まないメーカー希望小売価格（消費税込み）です。リサイクル料金が別途必要となります。●当モデルは、台数に限りがあります。また、一部取り扱っていないディーラーがございます。●カタログに掲載されていない、別売りアクセサリーとして購入できる装備品に
ついては、ボルボ・ディーラーにお問い合わせください。●価格および仕様は、予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。 ●記載事項および写真の版権は、ボルボ・カー・ジャパンに帰属します。無断転載を禁じます。 ●本内容は、2021年11月現在のものです。

※月額には、自動車税、環境性能割、消費税、登録時の重量税などの税金、自賠責保険、リサイクル料金、登録諸費用、任意保険料、サービスプログラム、付帯補償料、ドライブレコーター（スタンダード）・ETCの期間内使用料、およびその取付工賃が含まれております。 
月間走行距離制限は1,000kmとし、超過の場合には別途料金がかかります。　※サブスクリプション期間は、最長で36ヶ月（3年）となります。解約をご希望の場合には、解約希望月から遡って3か月前までにお申し出頂くことで契約を終了することが可能です。（例：12月末に
解約を希望される場合には同年9月末までにお申し出が必要です。）　※サブスクリプション料金のお支払いは登録月（リース開始月）の翌々月より支払い開始、初回のみ2か月分のお支払いとなり、その後は毎月のお支払いとなります。　※ボディカラーはフィヨルドブルーと
なります。また、サブスクリプション装備として、ドライブレコーダー、ETCを搭載しています。　※他のカラー、あるいは通常の購入方法でC40 Rechargeをご希望のお客様は、後日オープンする公式オンラインサイトを通じて車両のご購入を承ります。

C40 Recharge Twin ■ 抽選受付期間：2021年11月18日 (木 )～30日 (火 )　■ 限定台数：100台

特別サブスクリプション価格（税込） 
月額 110,000円（最長36ヶ月）

サブスクリプション装備：ドライブレコーダー・ETC

ボディカラー：フィヨルドブルー（734） ●写真は海外仕様。日本仕様は右ハンドルになります。

シートカラー：チャコール（Y980）
インテリアカラー：チャコール / チャコール 
フロアカーペット&ドア内張り：フィヨルドブルー
デコラティブパネル： 
"Topography"バックライト付パネル

■ MY22 C40 サブスクリプションキャンペーン裏


