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ココ スマート
ラゲッジスペースはたっぷり大容量。
フロアベッドの下には広大なスペー
スが広がっています。寝具や着替え、
小物類など旅の荷物は全てベッドの
下に収納することが出来ます。
もちろんベッドを取り外せば、高さの
ある物も収納できます。

サブバッテリーシステムや外部充電
器も装備できるので、停車時の電源
も確保。室内照明やDCコンセントも
使えます。
DCコンセントの脇は小物置きになっ
ていますので、就寝中にスマートフォ
ンの充電など大変便利です。

リアシートは二人掛けになっていま
すので、大人4名乗車も楽々。ベッド
展開はシートを前に倒してマットを載
せるだけの簡単設計です。足元の空
いたスペースは収納として利用でき
ます。

新しい選択肢・・・第３のＣＯＣＯ “ココ スマート”誕生！
ココスマートはスズキ・エブリィバンにポップアップルーフ
を装着し、オプションのフロアベッドやサブバッテリーシス
テムを装備することで、いつでも気軽に車中泊ができる
まさに「スマート」な軽キャンパーです。
バンベースにしかないターボなしやＭＴ車、ＡＧＳ車など
の低燃費グレードが選べることも魅力の一つです。
日常の軽自動車がキャンピングカーに大変身。忙しい
貴方も週末はsmartなキャンパーライフを過ごしてみては
いかがですか？

COCO smart

produced by FIELDLIFE.LTD
2017/07

－ココスマートー

●主要諸元
ベース車輌
エンジン

水冷直列3気筒DOHC 658cc 乗車定員/就寝定員(名)

最大出力KW（PS）/rpm

NA 36(49)/5700 ターボ 47(64)/6000

最大トルク N・m

スズキ エブリィバン ハイルーフ 全長×全幅×全高(mm)

自賠責保険料(25か月)

(kg-m)/rpm NA 62（6.3）/3500 ターボ 95（9.7）/3000

重量税

3395×1475×1980
4 / 2 （OP +2）
¥25,880
¥6,600

※リサイクル料 \8,690 諸費用には別途検査登録料がかかります

●ベース車輌 標準装備 (グレード別）

運転席＆助手席エアバッグ
4輪ABS(EBD付)
エアコン＆パワステ
リヤヒーター
パワーウィンドウ
キーレス＆集中ドアロック
電動格納式リモコンドアミラー
リヤセンターアームレスト
フロントUVカットガラス
ホイールキャップ
セキリュティアラームシステム
タコメーター
フロントセンターアームレスト
＜全グレード共通

JOIN

JOINターボ

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●(AT車)

その他標準装備＞シート表皮ファブリック、助手席前倒し機構、スモークガラス

CDプレーヤー(AM/FMラジオ付・ブースター含む)、2スピーカー

●キャンパー架装部 標準装備 （全グレード共通）
ポップアップルーフ(ボディ同色ウレタン塗装仕上げ)
外装 ルーフテント(防水・網戸付)
ルーフベッド(1,800×1,000mm)
天井LEDルームランプ
電装
LEDライナーライト

●ボディ＆ルーフカラー（全グレード共通）
ボディ ホワイト／シルバー／ブラック
ルーフ ボディカラー同色（ウレタン塗装仕上げ）
テント ベージュ／ワインレッド

総販売元
株式会社フィールドライフ販売
〒377-0002 群馬県渋川市中村755-1

TEL:0279-22-484 FAX:0279-24-1999
MAIL:info@c-park.jp

販売代理店

●グレード別 車輌価格表（消費税抜き）
ベースグレード
シフト・駆動

1
2
3
4
5
6
7
8

JOIN
JOIN
JOINターボ
JOINターボ
JOIN
JOIN
JOINターボ
JOINターボ

2WD/5MT
2WD/4AT
2WD/5MT
2WD/4AT
4WD/5MT
4WD/4AT
4WD/5MT
4WD/4AT

『COCOsmart』は軽自動車 4ナンバー登録です

取得税(2%)

車輌本体価格

¥21,300
¥23,100
¥23,200
¥25,000
¥23,700
¥25,500
¥25,600
¥27,400

¥1,918,000
¥2,008,000
¥2,011,000
¥2,101,000
¥2,038,000
¥2,128,000
¥2,131,000
¥2,221,000

※車両持込の改造費用は「\980,000(税別・諸費用別)」となります。詳しくはお問合せください。

●架装オプションおよびメーカーオプション価格表（消費税抜き）
＜フロアベッド オプション＞
架 フラットベッドマット 1,800×1,200mmフロアベッド、大人2名がゆったり寝られます
上記プラス ベッド下収納庫、大型サブバッテリーに変更
架 上記 収納庫タイプ
架 上記 リアテーブル仕様 上記プラス 収納庫扉、テーブル＆レール、跳ね上げテーブル追加
架 ベッドマット切り欠き加工 乗降しやすいように左スライド側ベッドマットを切り欠き加工
＜サブバッテリーシステム オプション＞
サブバッテリー(走行充電)、Fシェード＆Rカーテンセット
架 COCOパック No.5
上記プラス FFヒーター、ヒーター用ルーフベッドすき間加工
架 COCOパック No.19
架 FFヒーター 高地仕様に変更 標高1,000m以上での使用に推奨(COCOパックNo.19選択時のみ)
＜その他 オプション＞
架 フレキシブルソーラーパネル 90Wの薄型ソーラーパネル(サブバッテリー装備時のみ取付可)
車内後部の天井下に装備される扉付きの木製収納庫
架 リア天吊り収納庫
架 スライドドア窓用網戸 スライドドア窓部に装備される網戸、走行中も使用可能
架 両スライド＆バックドア網戸 左右スライド＆バックドアの3枚セット、マグネットで取付
架 マルチシェード(F・R) 窓面に貼る断熱・遮光シェード(Fのみ\10,000、Rのみ\17,500)
架 バッテリーチャージャー サブバッテリーを充電するチャージャーとACコードのセット
架 バッテリープロテクター サブバッテリーの消耗時に自動で電源OFF、スイッチ付き
架 インバーター400W(サイン波) サブバッテリーから家庭用100Vコンセントを400W使える変換器
メインバッテリー＆サブバッテリーの状態が一目でわかる電圧計
架 デジタル電圧計
カメラ持込の場合は\20,000、モニターは別途となります
架 バックカメラ取付
サイドウィンドウ上部に取り付ける横長の雨除け
メ ドアバイザー(F・R)
メ フォグランプ(白 or 黄) ヘッドライト下に装備される補助灯、霧や悪天候時に効果的
メ フロアーマットセット フロント・リヤシートの足元マット、スタンダードタイプ
バックドアに装着できるタープ、アウトドアに便利
メ タープキット
メ レーダーブレーキサポート 「JOIN 4AT」または「JOINターボ 4AT」車のみ選択可能
「JOIN 4AT」車のみ選択可能、燃費の良いセミオートマチック
メ 4AT ⇒ 5AGS に変更

¥100,000
¥200,000
¥320,000
+\20,000

¥130,000
¥350,000
¥13,500
¥130,000
¥30,000
¥27,000
¥19,800
¥27,500
¥63,000
¥16,000
¥42,000
¥28,000
¥28,000
¥11,950
¥34,500
¥9,650
¥27,500
¥40,000
▲\15,000

※表示価格と仕様・装備は予告なく変更する場合があります。 ※その他のオプションに付きましてはご相談ください。
※表示されている価格はすべて消費税抜きの価格になります。別途消費税がかかりますのでご了承ください。

