
こんにちは！

いよいよ始まりました、Ｉ’ｍ　ＭＩＥ，　Ｂｌｏｇ（アイミーブログ）
担当のＭＩＥ（ミー）と申します。

皆さん、電気自動車って　
まだまだ高いし、企業向けの車・・・ってイメージないですか？

そんなことはありません！！

・・・・・・・・・・・・イエ、そうでもありません
やっぱり高いですよねぇ～

し・かーし！

今年度後半には、２００万円台のアイミーブが出るらしいです

補助金を使えばかなりお手軽な価格になるはず！

詳細がわかり次第、ＨＰでご紹介しますね

さて、アイミーブが一般向けに販売を開始してからはや１年。

私ＭＩＥ（ミー）は、諸々の事情により、去年の秋に我が家のセカンドカーとして、
思い切ってアイミーブを買っちゃいました！
（５年間のメンテナンスリースです）

一般家庭でのアイミーブの使い勝手やエピソードをご紹介していきますので、

興味をお持ちの方はぜひ！

このブログをチェックしてみて下さい
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こんにちは！
I'm MIE, Blog（アイミーブログ）担当　MIE（ミー）です。

せんえつながら、自己紹介をさせて頂きたいと思います。

・・・そんなのどうでもいいよ　　って声が聞こえてきそう。

でもー、家族構成くらいはご紹介しておいたほうが
「こんなシーンで使ってます」的なことは伝わりやすいかな～
と思いますので。

我が家はこの５人家族です。

この図でいくと、『夫』は『マスオさん』みたいですけど、
そうではなくて、『夫』の家に、私の母が居候。
（こんな言い方するとおこられちゃう。家事も子供の世話もしてもらってるのに・・・）
　　　　　　　　　　　

そしてアイミーブは、主に母が、日常の買物や、保育園の送迎に利用しています。

家族で出かける時はデリカＤ：５を使います。
（アイミーブは軽自動車だから、５人乗れないしね）

アイミーブの前は、　　　　　　　　　　　　　　　　　を使っていました。

室内広いし、運転しやすいし、とっても気に入ってたのですが
何しろ使い道が『買物と送迎』なので、ちょこっと乗ってはすぐにエンジンを止めてしまう。

そうすると燃費が悪くなっちゃうし、エンジンの調子も悪くなっちゃうし。
古くなってきて消耗部品も色々交換しなくちゃならないし。

アイミーブに替えて、すべてが解決！

この話はまた後日。 Ｔｏ　Ｂｅ　ｃｏｎｔｉｎｕｅｄ なんちゃって
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大変遅ればせながら

東北・関東大震災で被害を受けられた方々に心よりお見舞い申し上げます。

三菱自動車では、震災後間もなくアイミーブが４０台被災地に応援に向かったそうです。
              　　　 ↑ごめんなさい。９０台だそうです。

こういうステッカーを貼っているようです。

こんなカンジで・・・

深刻なガソリン不足のため、

電力の供給があればどこでも充電できるアイミーブが、

被災地の医療や連絡の足として使われているとのことです。

この度の地震については、静岡に生まれ育った者としてはとても他人事とは思えず、

日々のニュースを見るにつけ心が痛む毎日でした。

もし、地震が来て停電したら。

発電所が被害に遭って、電気を作れなくなったら。

今まで当たり前のように使っていた電気の大切さに気付きました。

アイミーブのリチウム電池に充電した電気を使う、

要するに大きな電池として使えるように研究しているそうです。

普段どおりの生活ができるほどには電池の中に充電できないけれど、

ほんの少しの間の、

必要最低限の電力ならなんとか賄えるかもしれない。

はやく実現する日が来ることを望みます。
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我が家のアイミーブの主な使い道は
『『『『買物買物買物買物』』』』とととと『『『『保育園保育園保育園保育園のののの送迎送迎送迎送迎』』』』の２本立てです。

ウチの子が行っている保育園の駐車場は

このような配置になっています。

保育園の隣は小学校、向いは中学校。

朝晩は子供たちがいっぱいです。

狭い歩道なので、車のすぐそばを子供たちは歩きます。

駐車場は教室に面しているので です。

そうすると、歩道側に排気ガスを撒いちゃうわけですヨ。

子供たちがいっぱい歩いている歩道に向かって。

子供を預けて（または迎えに来て）保育園を出る。

エンジンをかけた状態で、歩いている子供たちが通り過ぎるのを待っているとき

アイミーブはとってもありがたいと感じています。

もっともっと電気自動車が増えれば。

環境にやさしい・・・というよりは、人に優しい車社会になるのにな～・・・と感じる

担当ＭＩＥ（ミー）なのでした。
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我が家のアイミーブの主な使い道は
『『『『買物買物買物買物』』』』とととと『『『『保育園保育園保育園保育園のののの送迎送迎送迎送迎』』』』の２本立てです。

よく行くスーパーの駐車場は

というボードを持ったオジサマが交通整理をしております。

しかしこのスーパー、駐車場の幅が狭くて、
前向き駐車すると入れにくいし出にくいし。（´o｀）

でもオジサマがにこやかに誘導してくれちゃう。

そもそも『前向き駐車でお願いします』の意義はなんだろう。
隣の敷地に排気ガスを撒かないため。・・・じゃないのかなあ。

　オジサマイメージ   

・・・とすると、アイミーブは から

前向き駐車しなくてもいいんじゃないかなあ。

でも、
こういうアイミーブだったら
「電気自動車よ」って一目でわかるけど、

ウチのは
チョー地味。

アイ（ガソリン車）なんだか
アイミーブなんだかわかんない。

そうするといちいち

「これ、電気自動車なので、後ろ向き駐車にさせていただきま～す♪」

って説明しなきゃならないなあ。

・・・めんどい。（´o｀）

それに他のお客さんの目もあるし。
（あのヒト、前向き駐車って書いてあるのに後ろ向き駐車したりしてイヤなカンジ！･･･って思われちゃう）
　 　　　　　↑気が小さいのデス

今日も素直にオジサマの誘導に従う　担当ＭＩＥ（ミー）なのでした。
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『ご飯も炊けるアイミーブ、震災で要望』。

５月３０日のヤフーニュース（読売新聞記事）にバーンッと出ました。

I'm MIE Blog（アイミーブログ）③『被災地とアイミーブ』でお紹介させていただいた

「アイミーブの駆動用バッテリーを家庭用の大きな電池として使う」開発が、

今年中に実現するらしいです！

被災地での要望を受け、当初の計画を１年前倒しで実現させるとのこと。

１００ボルトコンセント対応の装置で、

対応消費電力１５００ワットを目指しているそうです。

炊飯器や洗濯機など、大半の家電が使えるようになります。

我が家はオール電化なので、停電したらどうすんダ！？

・・・とあせっておりましたが、これで安心。

ちなみにアイミーブのリチウム電池は１６キロワット。

一般家庭の１日分の消費電力を上回ります。

この度の震災では、多くの所で２日以内に電気は復旧しています。

上手にやりくりすれば、電気復旧までもたせられるでしょう。

あとは太陽電池。 コレがあれば、停電中でもダイジョウブ！

太陽電池のある住宅なら、自立コンセントから充電もできますから、
太陽電池から、電気自動車に充電できれば、フツーにいつもどおり車も使えるワケです。

※一般家庭用の太陽電池の機能によっては電気自動車に直接充電するのは難しいようです。
　太陽電池の電気をを蓄電し、電気自動車に充電する実証実験はすでに開始されているそうです。
　お問い合わせありがとうございました。

アイミーブ同様、こちらももう少しお安くなると・・・（＾o＾；）

我が家でも導入したいで～す。

※加筆修正　2011/9/14 2011/6/3
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『過去話①～⑦』

我が家はＥＫワゴンを９年使って、アイミーブに替えました。

ＥＫワゴンは、最初の頃は

当時自営業をしていた母の足として

近場をぐるぐる、遠出もびゅんびゅん、

けっこうアクティブに動いておりました。

しかし、母の高齢化と世の中の不況の波を受け

自営業を引退してからは、もっぱら２人の孫のおばあちゃんになってしまった母。

毎日車に乗るけれど、１日に走る距離はせいぜい１０Ｋｍそこそこになりました。

母は、車というのは『アクセル』と『ブレーキ』のどちらかを踏んでいないと走らないと思っている人です。

常に『急発進・急ブレーキ』のドライバー（笑）。

とにかく燃費が悪くなっちゃいました。（´ｏ｀）

ガソリン単価は上がる一方・・・。

しかも軽自動車だから１回の給油で３０ℓが限界。

毎週のように給油して、１ヶ月のガソリン代が１万円を超えることが多くなりました。

他にも事情はありますが、これがアイミーブを選んだ大きな理由でした。

ちなみに当時のＥＫワゴンのカタログに載ってた燃費は　１７．４Ｋｍ／ℓ※

一充電で　１６０Ｋｍ走行可能※なアイミーブに換算すると約９ℓ分になります。※１０・１５モード/国土交通省審査値

電気代（夜間電力料金）は、１１１１ＫｍＫｍＫｍＫｍ走行分走行分走行分走行分でででで約約約約１１１１円円円円！！！！！！！！・・・と何かに書いてありました。
　　　　　↑こんないい加減なデータある！？（笑）

・・・ということは、軽自動車１回の給油（３０ℓ）分で　　約５００円！！



購入時の自動車取得税・重量税も免税 だし、

５年間のメンテナンスリースなので、自動車税も点検・車検代もかからない。

車両価格は高いけど、５年間の維持費を考えれば　そんなに高い買い物ではないのでは！？

と、いうわけで購入決定アイミーブ。

本当に我が家では重宝しています。

納車のときの記念写真⇒

本社・中吉田店では、こういう写真を撮って

『点検カレンダー』を作ってくれます♪

ガソリン代がかからなくて家計にやさしいのはもちろん、

静かだし、排気ガスを出さないし。

おまけに走りは軽快だし・・・。

と、つくづく実感しております。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・もう少しお手ごろ価格になれば。

今年後半に、２００万円台の（補助金使えば２００万円を切る！）アイミーブが登場するらしいです！

乞う、ご期待！！
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アイミーブで走行するとき、

シフトレバーを『Ｄ』（ドライブ）に入れますと・・・

ぎゅうぅぅぅぅ～～～んっ!!　っと、　すっごい加速。

アイミーブは電気モーターで走っているので、いわゆる変速ショックが無いのです。

ＣＶＴ（無段階変則）と同じカンジ？・・・っていうとちょっと違って、

ん～・・・・  なんていうか「スクーター」と一緒ってカンジです。

アクセルひねった（踏んだ）とたんに最大トルク。

１．５ℓターボに匹敵するトルクです！

上り坂や、大きい道路への合流なんか　へのかっぱ。　　ノンターボの軽自動車では味わえないこの余裕。

とは言え、やはりそういう加速は電気を消費しますので、普段は『Ｅｃｏ』ポジションで走ります。

発進や加速がゆっくりになります（それでも充分な加速です）。

下り坂や、信号などで停止するときは

『Ｂ』ポジションで回生回生回生回生ブレーキブレーキブレーキブレーキ（要するにエンジンブレーキ）効かせて電気回復。

走りながらでも充電できちゃうなんて！

これを有効に使えば、航続可能距離※※※※も　ぐんっ　と増えるはず。
（↑あとどれだけ走れるかという目安）

エコロジーでエコノミーな運転を心がけましょうッ

※※※※アイミーブの航続可能距離は一充電で１６０Ｋｍ　となっています。（１０・１５モード／国土交通省審査値）

2011/6/18

回生回生回生回生ブレーキブレーキブレーキブレーキ機能とは、アクセルを離すとモーターが発電機として働き
走行する車輌が持っている運動エネルギーを電気に変えて、
駆動用バッテリーに充電する機能です。
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皆さんも経験があるかと思いますが、車を買うとき、カタログ見ますよね～
そうすると、その車の『燃費』って載ってるわけです。

でも実際使っていると、ちっともその通りじゃない。
そんなに走れないヨ～（´Ｏ｀）　　　　　・・・というような。                 航続可能距離メーター

アレ（燃費）は、「１０・１５モード」という、定められた試験条件での値なので、
皆さんの使用環境（気象、渋滞）や運転の仕方（急発進・エアコン使用等）で値は変わってしまうのです。

ご他聞に洩れず　アイミーブの『航続可能距離』も変わってしまいます。

１６０１６０１６０１６０ＫｍＫｍＫｍＫｍ・・・とされている航続可能距離、実際はどんなもんなのどんなもんなのどんなもんなのどんなもんなの～？～？～？～？

・・・と、私ＭＩＥ（ミー）は調べました！　 　（実は、メーカーとの契約で、３ヶ月間モニターをしなくてはいけなかったのです）　　　　

方法は、走行距離と、充電を始めたバッテリー残量計の目盛、充電を終わった目盛の差数から
一目盛当たりの走行距離を出す・・・というような。

メーカーでは「電費（でんぴ)」と呼んでおりました。

んで、結果はというと、我が家のアイミーブは　一目盛当り６～８Ｋｍでした。

バッテリー残量計の目盛は全部で１６目盛なので                駆動用バッテリー残量計　　

９６９６９６９６～～～～１２８１２８１２８１２８Ｋｍ。Ｋｍ。Ｋｍ。Ｋｍ。

・・・・・・・少なくない？
保育園までの道のりが坂道であること、国道１号線への合流（急加速）が多いことを加味しても
ちょっと成績悪いんじゃないの～？？

・・・そうです。以前（⑦『EKワゴンから乗り換えて』参照）お話した通り、
アイミーブを普段主に使っているウチの母は、
車というのは『アクセル』と『ブレーキ』のどちらかを踏んでいないと走らないと思っているヒトです。

つねに急発進・急ブレーキ。回生回生回生回生ブレーキブレーキブレーキブレーキ（⑧『すっごい加速！』参照）なんてありえません。
↑「エンジンブレーキを使うと、駆動用バッテリーに充電できますよ～」という機能です。

以前使っていたＥＫワゴンをアイミーブに替えた理由の一つでもあったわけだし、
子供の面倒を見てもらっているのであまり小言は言えない。（´o｀；）

・・・・・・・・・安い夜間電力で充電すれば　　　ま　いっか～♪

2011/6/24

（あとこれだけ走れますよ～という目安です）
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アイミーブは、エンジンをかけてもとっても静か。

エンジンＯＮの方法は、

一応ガソリン車を同じように、ハンドルの右側のレバーを　グリッ　っと回すのだけど、

当然のことながら「「「「ブルルルルゥゥンブルルルルゥゥンブルルルルゥゥンブルルルルゥゥン」」」」と鳴らないわけです。

メーターの所に「READYREADYREADYREADY」をいうランプが点きます。

ぽろろぽろろぽろろぽろろ～～～～んんんん♪♪♪♪・・・という音と一緒に。

・・・最初は戸惑いました。

おそるおそるアクセルを踏むと、　すいぃぃぃ～　　っと発進。

イヤイヤイヤイヤ～～～～・・・・・・恐るべき静けさ。

エンジン掛かってるのに何度もレバーを回してしまったり。（＾_＾；）

慣れるのに時間がかかりました。

今はすっかりコレに慣れて、

デリカＤ：５のエンジンを掛けるとき、ブルルゥン・・・ってなる前に手を離してしまって
エンジンが掛からなかったりして（笑）

そして発進の音（エンジン音）の大きさにびっくり。

・・・デリカＤ：５だって、特別うるさい車じゃないんですけどね。（＾_＾）

皆さんもぜひ！試乗してみてください！！　　ＨＰ　各種お問合せ⇒その他お問合せで受け付けております。

http://www.tokai-mitsubishi.co.jp/inq_tkm.html
お電話の場合は　054-261-4343　業務部までどうぞ。

2011/7/1
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前回⑩『エンジンＯＮ！に慣れるまで）』でお話ししたように、
アイミーブは、エンジンを掛けたカンジがガソリン車とは違います。

とある街中（＝まちなか。静岡のヒトはこう言うよね、繁華街のこと。）の時間貸し駐車場にて。

そこは平置きの駐車場で
入口付近に乗り入れたら、あとは駐車場の管理の人が奥にしまってくれたり出してくれたりします。

アイミーブに乗って行った時、管理の人にいろいろ説明しなくてはなりませんでした。

などなど。

管理の人も、電気自動車が初めてなもので、慣れた車庫入れもおそるおそる。

そうこうしていると野次馬が増える。

そこの駐車場の、他の従業員のひと

車を預けたお客さん

さらに通りがかりのひと・・・。

電気自動車に興味を持って頂いてたいへんうれしく思います。

・・・・・・・・・でもでも

私は急いでるんですけど。
早く行かないと銀行閉まっちゃうんですけどぉ～～～！！

早く電気自動車があたりまえな社会になるといいですネッ

　　　いよいよ２００万円を切る（補助金申請後のお客様実質負担額）アイミーブが発表されました！

くわしくは「新車情報」またはこちら　↓

http://www.mitsubishi-motors.com/publish/pressrelease_jp/products/2011/news/detail4481.html

2011/7/8
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今回は趣向を変えまして、

アイミーブを使っている営業さんにインタビュー♪

今日は会議で

はるばる富士から静岡に

アイミーブに乗ってきて下さいました。

MIE(ミー)： 営業の業務で使うと、

　　毎日けっこう距離を乗るんじゃないですか？
富士山ナンバーかっこいい！

遠藤：まちまちですねー。３０Kmくらいの日もあるし、１００Km走っちゃう日もあるし。
　　

MIE(ミー)：充電はもちろん毎日？

遠藤：そんなことないですよ、３日に１回くらいです。もちろん１００Kmコースの時は朝と夜の２回充電ですけど。

MIE(ミー）：３日に１回じゃ、ウチのと変わらないじゃないですか！

　　では電気代はそんなにかかってないですよね

遠藤：じつは、アパートなので自宅で充電できないのです。会社で充電させてもらってます。

MIE(ミー）：え！じゃあ電気代無料！・・・・・・・・・・・・うまいコトやってますなぁ

遠藤：いやいや・・・（＾_＾；）　仕方なく、ですヨ。その代わり！『走る広告塔』ですから！！

MIE(ミー）：やっぱり、注目されますか？

　　遠藤：そりゃもう。目立つように、この色（青×白の２トーンカラー、コンセントマーク付き）

　　　　　にしましたからね。宣伝効果バッチリですよ。

　　MIE(ミー）：いいなぁ。ウチのは真っ白だから、だれも気づかない。ステッカー貼るかな（笑）。

　　　　　あと、お客様の反応はいかがですか？

遠藤：話題性があり、トークが弾みます（笑）。

　　訪問先で、どんどん試乗してもらってますよ。場合によっては代車として使ってもらったり。

　　会社に来て頂いた時より、気軽に乗ってくださる気がします。

　　静かだし、コストが安い点も、とても評判がいいです。



MIE(ミー）：ほかに何かメリットはありますか？

遠藤：夜の訪問に気を使わなくなりましたね。これ、けっこう大きいです。

　　住宅地はエンジンの音が響きますから。

MIE(ミー）：そうなんですよね、エンジンをかける音。

　　「あ、隣の家は出かけるんだな」なんてついつい思っちゃう。

　　だからどうってコトじゃないんだけど（笑）。

　　逆に、デメリットはありますか？

遠藤：そうですね、「ここまで来たからついでにあそこも寄って行こう」と思いついても、

　　電気の残量を気にして行けない時があるってことですかね。

　　会社へ戻る電量を計算しつつ外まわり（笑）。

MIE(ミー）：なるほど～。遠出すると、「ついで訪問」がむずかしくなるわけですね。

　　普段あまり行けないのに。

　　早く、いろんな場所に急速充電場所ができるといいですね。
　　

遠藤：本当に。ガソリンスタンドみたいにあちこちに充電場所があれば、心配なく遠出できます。

　　距離を乗れば乗るほどに、コストメリット（燃料代、エンジンオイル代などの差額）が増えてくる。

　　MIE(ミー）さんは「セカンドカーに最適」って言ってましたけど、メインカーとしてもイケますよ。

MIE(ミー）：電気自動車のこれからが楽しみです。今日はありがとうございました。

静岡県では、２０１１年３月から『ふじのくにEV・PHV推進アクションプラン』が発足。

２０１３年度までに、充電器の設置300基（一般開放分のみ）を目標としている。

県内の道路（高速・国道・県道・市町村道）のうち、舗装されている道路延長の

概ね30km毎に１箇所程度の整備を目標に、300基を目指す。…とされています。

詳細はこちら↓
http://www.meti.go.jp/committee/summary/0004487/010_02_08.pdf

EV  ・・・電気自動車　　　　

PHV・・・プラグインハイブリッド車（電気とガソリンを組み合わせて走る車で、電気をコンセントから充電できる仕組みの車）

2011/7/14

冒頭の写真がカタかったので、

「もう少しくだけて」と言ったらこのポーズ。

真面目キュートな遠藤さんです。
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『ふじのくにEV・PHV推進アクションプラン』なるものが立ち上がっているらしいです。

EVとは、電気自動車のこと。
PHVとは、プラグインハイブリッド車
電気とガソリンを組み合わせて走る車で、電気をコンセントから充電できる仕組みの車のことです。

神奈川県は、早くからEV・PHV推進していて、購入時の補助金や、
自動車税の免税、高速道路料金のキャッシュバックなど、さまざまな特典を設定しています。

静岡県は・・・・・・正直言うとこういうの、遅れてるんじゃないかなーって思っていました。

静岡県は、有名自動車メーカーをはじめ、多くの関連企業が集積していて、
ＥＶ化による部品点数の減少や、エンジン生産の落ち込みなど、
自動車産業への影響が大きいからです。

しかし、一方で静岡県は日本有数の観光県。
イメージづくりも欠かせません。

そんなこんなの『ふじのくにＥＶ・ＰＨＶ推進・・・』なのでしょう。
地元　清水エスパルスともタイアップして普及啓発してくださるのだそうな。

２０２０年までに、新車登録の２０％と、６００基の充電器設置を目標としているとのこと。

２０％って、けっこうな数ですよ？

ちなみに２００９年の新車登録は約１８４，０００台。
２０％ってことは、２００９年ベースでいくと、３６，８００台は電気自動車ってことになります！
２０１０年１２月末までで県内のEVとＰＨＶは合わせてたったの１２６台ですから！

有料道路だけでなく、観光施設や宿泊施設、駐車場などでの優待も考えていらっしゃる様子。

すごいなあ！いよいよ現実味を帯びてきましたね～。

色々なメーカーから、色々な電気自動車が出てくるんだろうなあ。

三菱は、早くから電気自動車を一般販売している実績がありますからネ！

ご贔屓（ひいき）のほど、よろしくおねがいしま～す

数値はいずれも『ふじのくにＥＶ・ＰＨＶ推進アクションプラン』より

http://www.meti.go.jp/committee/summary/0004487/010_02_08.pdf

2011/7/21



I'm MIE, Blog（アイミーブログ）　～電気自動車のある暮らし
東海三菱のホームページのインフォメーションからアクセスしてください

ある日のこと

私は当社のＳＢＳ通り中田店というお店で仕事をしていました。

日曜日で夫は休みで、車（デリカD：５）を使うので、私は朝、会社まで送ってもらいました。

そして帰りは迎えに来てもらったのですが、夫はアイミーブに乗ってきました。

見ると、バッテリー残量計がのこりわずか。

私「あれ？たしかばあばが夕方から使うって言ってたよ？」

夫「え？そうなの？充電ないじゃん。」 残り２目盛で点滅します。

電欠しちゃうよ～～～
　　　↑（ガス欠と同じイミね）

では、ウチの会社にも急速充電器急速充電器急速充電器急速充電器を設置したことだし、いっちょやってみるかー

そんなこんなで本社・中吉田店（急速充電器設置場所）にＧＯ！
こーんなおおきな充電ガンで一気に充電

こちらは普通充電用
　（車両に標準装備です）

３０分で８０％まで充電します。※１。

スゴーイ！！　ウチだと一晩かかるのにねー。※２

たすかりました。ありがとう

※１　リチウムイオン電池の特性上、満充電に近づくにつれ充電時間が長くなるため

　　　短時間での補充電を目的とした急速充電では、８０％の充電で停止する設定としています。

※２　充電ゼロの状態から満充電まで、一般家庭用の２００Ｖ電源では７時間、１００Ｖ電源では１４時間かかります。　

2011/7/28
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アイミーブの急速充電急速充電急速充電急速充電、実は日産のお店でもできるのです。

　　　　日産でも電気自動車を取り扱っているので、
　　　　充電器を持っているお店は
　　　　お互いのお客様のために使わせてあげましょう！

みたいな取り組み。

県内の高速道路以外で急速充電器を設置しているのは「ららぽーと磐田」のみ。

これでは、安心して電気自動車に乗っていただけない！ということで

静岡県内静岡県内静岡県内静岡県内のののの日産日産日産日産とととと三菱三菱三菱三菱のののの販売会社販売会社販売会社販売会社でででで協定協定協定協定したしたしたしたのだそうな。
（２０１０年１０月）

これは、電気自動車に乗っている者としては大変ありがたい事です。

我が家はウチの会社（急速充電器設置場所）に近いので普段は問題ないのですが

ちょっと遠出した時に、急速充電できる場所があるというのは安心です。

ガス欠なら最悪ＪＡＦさんに頼んでガソリンを持ってきてもらえるけど、

急速充電器は持ってきてもらえないしね～

普通充電では時間がかかっちゃうしね～

アイミーブを買った後、日産の充電器につなぐケーブルを

無償配布していただきました。

でも、なるべくお世話をかけないように、ちゃんと家で充電しておきま～す

2011/8/4

メーカー間の枠を超えた協定締結
は全国初なのだそうです！

　神奈川県のＪＡＦでは、
　充電機能付き救援車の
　実証運用を始めたそうです。
　静岡県でも、運用を計画中
　だとか・・・
　こうしている間にも、電気自動車を
　とりまくインフラ整備はどんどん
　進んでいるのですね～

静岡県内三菱・日産

相互利用ステッカー
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みなさま、お暑うございます。

東海三菱は、８月１２日から１６日までお休みさせて頂きます。

みなさまは夏休み、どのように過ごされますか？

町内会や自治体のお祭りも、いまが盛りですね。
三菱自動車（メーカー）の本社がある東京港区芝でのお祭りに、アイミーブがお手伝いに行ったという
話を耳にしましたので　ご紹介したいと思います。

なんと、『子供のど自慢大会』のカラオケ電源として、
先日記者発表した際の「給電装置」の試作品を使って、アイミーブの電池を利用したのだそうです。

じょうずに歌えるかなー？

もちろんアイミーブは夜間電力で充電してスタンバイ。

節電でお祭りを中止する団体が多い中、
主催者の方にも大変喜んでいただいたそうです。

いいなあ～♪♪♪♪　こういうイベント☆

ウチの会社でもやりたいな～！
給電装置が発売されたらやりましょうヨ！

自治体の方や団体の方、ご要望がありましたらぜひ！！　（＾Ｏ＾）／

それではみなさま、熱中症や怪我に注意して、楽しい夏休みをお過ごしくださいね

2011/8/11
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今年は震災の影響もあって浜岡原子力発電所が運転停止。

いつにも増してエアコン節電されている方、多いと思います。

わが社も当然、エコ節電。
クールビズでお仕事させていただいております。

さて、アイミーブ。 アイミーブのエアコンスイッチ

実は冬場にヒーターをつけると、みるみる電気を消費してしまいまして
ひざ掛けなどを利用して寒いのをがまんして運転しておりました。

夏は・・・どうなの。

もともとクーラー嫌いの私と母。

窓を開けてエコ運転しておりましたが、さすがの猛暑。堪えられません。

「アイミーブはヒーターよりクーラーのほうが電気を消費しない」
（ガソリン車だと、クーラーのほうがガソリン消費するんだけど。）

と、某営業スタッフが教えてくれました。

へー、そうなんだ。

しかも、すぐに冷たい風が出てきます。

クーラーつけて走って　どのくらい電費（燃費のことね）が違うかっていうと、
約３割程度　航続可能距離が短くなると言われています（もちろん個人差はあります）。

普段、実質１２０ｋｍくらいの走行距離なら、８４ｋｍ。
短くなっちゃうけど仕方ない。

夜間電力で充電すれば　安安安安いしいしいしいし、、、、ピークピークピークピーク時時時時のののの電力電力電力電力のののの抑制抑制抑制抑制　　　　にもなります。
アイミーブのオーナーの皆様、夜間電力での充電をお願い致します。

2011/8/25
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夫は仕事がら、飲み会が多いです。

我が家は最寄り駅から徒歩２０分。

ビミョーにめんどくさい距離。

だから大抵、飲み会のあとは「お迎え」です。

我が家は幹線道路から少し入った所にあります。

高速道路も近いのですが、とっても静かな住宅地。

夜９時すぎに物音たてると目立ちます。

２次会・３次会までつき合わされ、

へろへろになった夫を深夜にこっそり迎えに行きます。

そんなときこそ（？）アイミーブ！

エンジン掛ける音も発進の音も、ご近所さんに気付かれない。

ウチの母にも気付かれない。

・・・別に気付かれたからって怒られるわけじゃないけど。

でも、子供が寝ている部屋が駐車スペースに面しているので

音がしないのは助かります。

すやすや　かわいい寝顔を見て、今日の疲れを癒す夫なのでした。

2011/9/1
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アイミーブはとっても静か。

夜中の出入りも気付かないくらいだから（前回参照）、

ざわざわしている昼間はもっと気付きません。

我が家は家の前のスペースが駐車場ですが、

アイミーブの音はまったくと言っていいほど聞こえません。

電源の関係で、堂々とカーポートの下に陣取るアイミーブ

デリカＤ：５は聞こえます。

道路を走っている他の車の音も聞こえます。

車の音がすると、「あ、帰ってきたかな」って気付くんだけど、

アイミーブにしてからはそれがない。

いつのまにか玄関にいる。

そんなカンジです。 ・・・だからどうってことはないんだけど（笑）

デリカＤ：５で帰宅すると

車の音に気付いた息子が玄関まで出迎えに来てくれるのですが

それがないからちょっと寂しいかな　（＾_＾）

2011/9/8
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アイミーブが静かといっても道路を走っていると、多少なりとも音はします。

タイヤとアスファルトがこすれる音

モーターの音（きゅいぃぃぃぃ～～みたいな音）

でもガソリン車に比べれば圧倒的に静か。
狭い道路を徐行しつつ後ろから近づくと、前を歩いている人が気付いてくれないことがあります。

狭くて車通りの少ない道で、道路の真ん中を歩いていたりします。

・・・・・・・どいてほしいけど。

クラクションをビッって鳴らすのもなんとなく気が引ける。

↑夫による再現写真（笑）

メーカーに出す当時のアイミーブのレポートに
「人が近づくとお知らせするブザーみたいなの、つけたらどうですか？？」

などとエラソーに書いてみた。

そしたら、今のアイミーブには（ウチのは初期型）
標準装備※されていた　（゜□゜）！！

ついでに初期型のアイミーブ用の、
そういう装置も販売されていた　（゜□゜）！！！

車両接近通報装置※

取り付け工賃込みで　３７，８００円なり。

･･････････････････・・・・・・・・・考え中。

※国土交通省ガイドライン準拠。
ブザーは車の走行時の音を模しています。せっかくだからきれいなメロディにしたらいいのにって思いましたが、
目の不自由な方に「車だ」ということを認識してもらうために、わざとそのような音にしているのだそうです。

2011/9/15


