OVER 40 YEARS OF EXCELLENCE
MORE THAN 150 YEARS
OF EXPERIENCE

YOUR PARTNER FOR SUSTAINABLE TRANSPORT

150年以上の歴史を持ち、
40年以上トップを走っています

もちろん未来の環境も重視し、
サスティナブル
（持続可能）
な技術で
「安全」
と
「効率」
を提供し、
「人」
と
「環境」
の両方を尊重する車輌の開発を進めてきました。
その中でも天然ガスエンジンの研究・開発は30年以上続い
ています。

IVECO（Industrial Vehicles Corporation）
は、1975年に5つの会社が合併して誕生しました。
その中には19
世紀後半からヨーロッパの商用車部門の歴史に大きく貢献してきた企業もあり、
その歴史は150年以上。

陸上輸送の未来をサスティナブル
（持続可能）
な技術でサポートします
IVECOでは様々なタイプのモデルを用意しております。
すべての車輌が、
あらゆる
「荷重サイズ・重量」
「使用目
的」
「気候」等を想定した設計で、
どんな状況にも対応できるトラック・バンです。

さらに買収、提携、国際的な合弁事業を通じて、40年以上もの間、IVECOは世界のトップを走り続けています。

本社
イタリア トリノ

研究開発センター
世界13ヶ所

従業員数
世界中で25,000人以上

グローバルネットワーク

製造工場
13カ国 18工場

696 ディーラ ー
1493 営業所
3559 サービス拠点

ヨーロッパ、
アジア、
アフリカ、
オセアニア、
中南米全域

OUR VALUES - YOUR JOURNEY STARTS HERE
IVECOの提供するバリューは、
皆様を新しい未来へと誘います
TECHNOLOGY - 技術

BUSINESS PARTNER - ビジネス パートナー

IVECOは大型車輌の理想的な代替燃料で
ある天然ガスエンジンで、世界中のアワー
ドを獲得しています。

効率化と生産性を向上させるために設計された全
ての車輌ラインナップが、皆様のビジネスの発展に
貢献します。

TCO - 総投資効果

SUSTAINABILITY - 持続可能性

IVECOは燃料コストや迅速なサービス等の
Total Cost of Ownership（総投資効果）
で
企業の収益に貢献します。

輸送は環境や社会・経済に大きな影響を及ぼしま
す。
それらを最大限考慮した、未来へ持続し続ける
サービスをIVECOは提供できます。
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OUR VISION
ENJOY AN ALTERNATIVE FUTURE

OUR PRODUCTS
NATURALLY BETTER

IVECOの理想 ー 未来への先導役。
社会に貢献する輸送業界への変革

より自然環境に優しい天然ガス
（NP=ナチュラルパワー）
車を目指して

人と環境に優しい代替えエネルギーへの移行が急速に進む現在、IVECOは最先端技術で社会に貢献でき
る輸送システムを構築することを理想としています。
もちろん環境のみあらず、収益の面においても持続可能な
車輌を提供することも目指しています。

デイリー ハイマチック NP
都市交通に最も適したバン
「デイリー」
は”ハイマチックナチュラルパワー”と、”8速オートマチックトランスミッ
ション”を搭載した最初のCNG車です。 幅広いラインナップの全てで
「快適性」
「安全性」
「低燃費」
「高性能」
を提供し、
あらゆるビジネスシーンで活躍します。また、静寂性に優れ市街地での夜間配送にも最適です。

IVECOは、
中型車から大型トラック・バスまで、
あらゆる種類の天然ガスモデルを提供する唯一のメーカーで
す。
イノベーションと新技術に焦点を当て、
ヨーロッパ最大の市場シェアを持つ天然ガス車輌の市場をリード
しています。

ストラリス NP
ストラリスNPは、長距離輸送用に専用設計された最初の天然ガストラックです。400馬力のエンジンは、
同等の
ディーゼル車と同じ積載量を持ち、1,500km（LNG車）
に達する航続距離は、熊本から仙台まで給油すること
なく走り続けることも可能です。燃料コストにもよりますが、年間12万km以上の走行を想定した場合、
かなりの
コスト削減効果をもたらします。
デイリー ミニバス NP
ミニバスで初めて天然ガスエンジンと、HI-MATICオートマチックトランスミッションを組み合わせた
「デイリー
ミニバスNP」
は、
クラス最高の性能とサステナビリティ
（持続可能性）
を誇ります。
ディーゼル車と同等の
「堅牢
性」
「性能」
「信頼性」
が快適なドライブを提供し、
さらに燃費も向上しました。
また、CO2やPMの排出量も大幅
に削減。
さらにバイオメタンを使用すればCO2排出量を95％までの削減可能です。
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OUR BUSINESS SEGMENTS

OUR DNA - TECHNOLOGY LEADERSHIP

仕事環境にあわせた1台をお選び頂けます

IVECO DNA ー 業界の先駆者として、
常に最先端テクノロジーを開発してきました

IVECOのNP（天然ガス）
シリーズは、大きく分けて3つのカテゴリーからお選び頂けます。バン・ミニバスタイ
プの
「デイリー」。
中型車のユーロカーゴ。大型車のストラリスです。
さらにシャーシータイプなど細かな選択も
できますので、仕事環境にあった1台をご提案いたします。

1978

ABSの前身となる、
アンチロックブレーキシステムを開発

1978

独立したフロントサスペンションを備えた小型トラックを発売

1985

ディーゼル直接噴射の小型トラックを発売

1990

ハイブリッド車を発売

1994

自動マニュアルトランスミッションを開発

1999

コモンレール燃料噴射装置を搭載した小型ディー
ゼルトラックを発売

2003

ディスクブレーキを備えた中型トラックを発売

2005

燃料電池バスを開発

2006

SCRを搭載した中型トラックを発売（ユーロ4）

2013

SCRシステムのみでユーロ6対応に成功

2016

ユーロ6対応小型車の発売

2017

8速オートマチックトランスミッションを備えたCNG車輌を発売
小型車にオートマチックギアボックスを採用

デイリーN P - 車両総重量 3.3トン～7.2トン

ユーロカーゴN P - 車両総重量 6.5トン～19.0トン

デイリー ミニバスN P - 最高乗車定員22人

ストラリスN P - 車両総重量 16トン～44.0トン

THE MOST EFFICIENT EURO VI
TECHNOLOGY ON THE MARKET

OUR MAIN AWARDS THE WINNER IS YOU
世界中の様々なアワードを受賞しました

ストラリスN Pリジット - 車両総重量 16トン～44.0トン
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1992
ユーロカーゴ
トラック・オブ・ザ・
イヤー

1993
ユーロテック
トラック・オブ・ザ・
イヤー

2000
デイリー
バン・オブ・ザ・イ
ヤー

2003
ストラリス
トラック・オブ・ザ・
イヤー

2013
ストラリス HI-WAY
トラック・オブ・ザ・
イヤー

2015
デイリー
バン・オブ・ザ・イ
ヤー

2016
ユーロカーゴ
トラック・オブ・ザ・
イヤー

2018
デイリーブルーパ
ワー
バン・オブ・ザ・イ
ヤー

2018
クロスウェイ LE NP
サスティナブル・バス・
アワード

アストラオフロードタイプ
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サービス - 優秀なスタッフがサポートします

発行 A1818803JP - 04/18

OUR SERVICES
EXCELLENCE STANDS BY YOU
アフターサービス - 熟練の技術者がバックアップ
IVECOは、常に最新の訓練を受けた熟練技術者による、最高のバックア
ップを顧客に保証します

Discover the world of sustainable transport on www.iveco.com/japan

このカタログに記載の情報及びイメージ写真は商品説明の案内用です。IVECOは事前の通告なしですべての情報を変更する権利を留保します。

パーツ ー 適正な製品を、迅速に適正な価格でお届けします
IVECOディーラーネットワークは、
ファーストクラスのサービスとIVECO
純正部品を常に準備しています。適正な価格で最高品質の交換部品を提
供することを約束しているだけでなく、IVECOの各部品にも完全保証が1
年間ついています。

