
Business Carのことなら日産大阪販売へ。
日産EV法人

メンテナンスサービス

日産の法人
カーリース

自動車保険

日産オリジナルサービスも無償でプラス。安心のサポートが充実。

車両管理業務の軽減からコスト削減、
万一の時の事故処理や点検・車検まで様々な業務をサポートします。

＋1

＋3 ＋4 ＋5

●煩雑な事故対応を
　しっかりサポート。
●24時間365日、
　電話１本で出動。

■さらに詳しい情報は

■最新の情報は
フェイスブックはこちら

QRコードはこちら→

www.facebook.com/nissanosaka

●交通事故
　相談サポート

●スモール・
　リペアサービス

●ワンストップ
　サービス

＋2●全国2,600拠点の　日産サービス工場で修理。
●突然のトラブルも
　しっかりサポート。

カーメンテナンス

マイカーのお客様…

日産大阪

メンテプロパック車検付

今からでも！
日産車
以外でも！

新車
購入時
から

ご来店入庫
1回につき、
ポリオワクチン
2人分を寄付。

車の動きを減らしてエコ！
各店舗で
ペットボトルの
キャップを回収、
寄付しています。

ゴミを分別してエコ！

私たちと一緒にエコ・プロジェクトはじめませんか？
日産大阪・
エコ・プロジェクト

日産大阪は、皆さんのエコ・プロジェクトへのご協力を世界の子どもにワクチンを届ける活動に形を変えて社会に
貢献しています。※日産大阪は、「世界の子どもにワクチンを 日本委員会（JCV）」の活動に協力しています。

・車検・点検・オイル交換がパックに
・プロの技術で安心・しかもお得に！

ビジネスカーのお客様…
メンテナンス受託サービス
・メンテナンスのすべてを定額サービスに
・煩わしい車両管理業務をお任せいただけます。

Topics

車両メンテナンス+さらに４つのEV専用サービスをご提供します。

「使う分だけ払う」賢い会社の新常識Point.1

Point.2

Point.3

Point.4

Point.5

リースなら残価を差し引いた分をお支払いいただく為、購入よりも負担が
軽くなります。

税金や保険料をいちいち払わなくてもいい 購入時の税金や毎年発生する自動車税はリース料に含まれているので、その
都度支払う必要はありません。

常にコストが一定なら、クルマも会社も「快適走行」 まとまった購入資金や頭金は不要。月額一定のリース料だけで、計画的に
新しいクルマに乗れます。

クルマから始める経営改善「経費処理」だから簡単 リース料は法人税上、全額経費処理することができますので、合理的な経営
が可能になります。（※リース会計基準改正により、リース資産計上が必要な場合もございます）

メンテナンスリースなら「安心」がついてくる 日産ならではの安心技術でクルマをメンテナンス。また全国の日産ネット
ワークがクルマをサポートします。

リース契約期間における高品質のメンテナンスサービス
を提供します。（車検・定期点検の整備費用に加え、消耗
品の部品代および交換費用を含みます。）

カーウイングスデータセンターを通じて最新の充電
スポットの検索や更新、オペレータサービスなど、ドライブ
シーンを幅広くサポートします。

走行距離に応じたCO2削減データなど、法人のお客さま
が必要とする各種データをご提供します。

日産専用の最新診断機を用いて、お客さまの使い方に
あわせた、バッテリーに優しい使い方をアドバイスする
シートをご提供します。

法定点検・車検入庫のご案内をナビ画面に表示します。

万が一のトラブルや電欠時には24時間365日、専用
オペレーターが対応します。さらに、電欠時は最寄の
日産の充電可能店舗へレッカー手配をいたします。

EV車両メンテナンス

ITサポート ① CARWINGS 
　 for EV

② レポートサービス

③ バッテリー
　 アドバイスシート

④ ナビ向け情報配信

⑤ 緊急フリーダイヤル

データ
サポート

EVカーライフ
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BBESIDEESIDE you you
ビジネスの身近で役立つカーソリューション 【ビサイド ユー】

The story of
‘‘BESIDE YOU’’ TOPICS

100%電気自動車「リーフ」で
新しいカーライフ始めませんか。
ご存知ですか。
大阪の橋のいろいろ。

株式会社 リープ様
NPO法人 栄友社様

東大阪ブランド推進機構様
「地域から日本、そして世界のブランドへ」

NISSAN NISSAN

CAP BOX

NISSANのお店で
キャップを回収しています。

引き取り入庫に比べて車2台分のCO2削減

捨てないで！
はずしたキャップは
質の高い素材として
リサイクルされます。



気持ちを汲み取った提案や対応がうれしい。
何かお願いするとしたら日産さんです。

日産大阪のソリューション提案をお役立ていただいたお客様のお声をご紹介します。

株式会社 リープ 代表取締役
小林久子氏（写真：右）
日産大阪販売 布施店 課長
山口勝功（写真：左）

メンテナンスのご依頼などでお客様のご来店は
多いですね。気軽に何度でも来店していただけるよう、
スタッフ全員が気持ちを十分に込めたコミュニケー
ションを心掛けています。車だけでなく「人」による
気配りもお客様にお届けしたいですから。

高齢者一人ひとりをしっかりサポートするために薬局から「サ高住」まで。

キャラバンにも、営業担当とのお付き合いにも満足。

来店のお客様が多いので、ていねいな
コミュニケーションを大切にしています。

自動車保険の契約が車ごとに
バラバラで、とても面倒。

needs

来店のお客様が多いの

布施店からひとこと

日産で契約をまとめるご提案。
まとめ割でおトクにも。

solution

solution 代替えのキャラバンのボディに
“なでしこ”をデザイン。

日産大阪販売 布施店  店長  福田勝光

日産大阪販売 布施店
東大阪市菱屋西6-4-23  Tel.06-6788-1181

needs 利用者様を、
明るい雰囲気で送迎したい。
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The story of 
“BESIDE YOU” 

1

※サ高住…介護・医療などのサービス付き高齢者向けの賃貸住宅のこと

ご利用の日産車
・NV350 キャラバン   チェアキャブ・・・・・1台
・キューブ 
  チェアキャブ・・・・・1台

会社概要

大阪府東大阪市若江西新町3-6-24   Tel : 06-6726-5528
事業内容：処方薬調剤・一般医薬品・医薬部外品の販売・
　　　　  介護福祉施設の運営
拠点：薬局6店、デイサービスセンター １、ケアプランセンター １、 
　　  訪問介護ステーション ２、サービス付き高齢者向け住宅 １ 他
http://www.lieb-ph.jp/

株式会社 リープ 様

利用者様がいつも明るく、楽しくと気遣われる小林社長。ご自身

もイキイキとした赤がお好きです。施設の壁には絵画が掛けら

れ、かわいいインテリアグッズやお花などもたくさんあり、心が

弾むようです。かわいい車で迎えにきてくれたら、きっと喜んで

いただける、とお考えでした。

キャラバンの代替えの際、山口CAは「ボディはどんなデザイン

でもできます」とご提案。いろいろ考えられ、お嬢様のデザインで

華やかな“なでしこ”がボディ一面に咲き誇ることに。「納車の時

に利用者やスタッフから歓声があがりました。お花の車に乗り

たいと待っておられる利用者もいます。」（小林社長）。キューブ

も真っ赤なボディでかわいい印象。街を走っていてもリープの

車だと認識して

もらえる効果も

あります。

現在お使いの車は6台ですが契約はそれぞれバラバラ。手続

きは小林社長ご自身がされていましたが、「保険会社からの

連絡で該当車の書類を整えるのが１年に何回も。煩雑で

困っていました」（小林社長）。

契約をまとめる提案を受けて

も、その手続きすら面倒だと

お感じだったようです。

山口CAが自動車保険契約をまとめるご提案をした理由は

小林社長の忙しさ。だから、手続は年に1回だけ、所有車数が

10台以下でも「まとめ割」で保険料割引が利用できる、山口

CAが全体把握しているのでお手伝いしやすい、など損保ジャ

パンからのご説明にも納得いただきました。約1年かけて調整

し、今秋には日産車以外もすべて1契約になります。「山口さん

だから踏ん切りをつけました。これでもう自動車保険の面倒

がなくなると思うととてもうれしい」と笑顔の小林社長です。

リープ様では現在、送迎用にNV350 キャラバン チェアキャブ

とキューブ チェアキャブを利用されています。デイサービスは

送迎に始まり、送迎に終わると言われる小林社長。「車イス

は揺れを感じやすく、専任の運転手でも非常に気を遣います

が、NV350 キャラバン チェアキャブはとても安定しています

ね」。また、手すりがきめ細かく装備されていることや後部扉が

大きく開いて、傘の代わりになるので、雨の日の乗降もラク

なことなどお気に入りの特長は多くあります。

「カーライフアドバイザー山口さんとは9年前に知り合いに紹

介されてからのお付き合い。最近は、他社の車も含めて保険

やメンテナンスのことまで、お願いするなら山口さん、ですよ」

と小林社長。では、評価をいただいたご提案の一部をご紹介

しましょう。

株式会社リープ様は、薬局から介護事業まで12カ所の店舗・

施設を手広く展開されています。代表取締役の小林久子氏は

東大阪市で生まれ、幼稚園から大学までずっと東大阪。薬剤師

として東大阪の方々に信頼される事業を、と1997年に薬局を

開業されました。そのうち、薬局だけでは薬を渡した後、それ以上

のお世話ができないと感じ、訪問・通所介護事業もスタート。今

度は、夜に不自由を感じておられないか気になり、2012年から

はサ高住も経営されることに。「特に高齢者の方々には一人

ひとりにあったその方らしい生活をしっかりサポートして、もう

一度輝いてほしいと思っています」（小林社長）。利用者様や

スタッフの笑い声が絶えない毎日がとても楽しく、いちばんうれし

いのは利用者様が入居されてからめきめき元気になっていかれ

ること。80歳まで現役で！という小林社長のパワーも利用者様

の元気の素になっているようです。
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営業車のことはすべてお任せ。
日産さんはいわば「車両担当部署」です。

日産大阪のソリューション提案をお役立ていただいたお客様のお声をご紹介します。

NPO法人栄友社 理事長
松岡滋氏（写真：左）
NPO法人栄友社 事務長
金谷由美子氏（写真：右）

日産大阪販売 泉北店　斉木俊允

若くて勉強熱心なカーライフアドバイザーが揃っていて、来店いただく
お客様も多く、店頭はいつも活気にあふれています。洗車時の車内
清掃などお店独自の心を込めたサービスも実施。いつも身近に感じ
ていただけるお店をめざしています。

障がい者や障がい児とその家庭が頼りにしている地域拠点。

営業担当の素早い対応に、大きな信頼。

明るく元気。活気があって、
満足いただけるサービスのお店に。

台数が増えてきた営業車。
日常の管理やメンテから
購入計画まですべてを
信頼できるところに任せたい。

needs 他社車を含めて、全車両を
対象に「車両担当部署」と
してお手伝い。

solution

日産大阪販売 泉北店  店長  山本昭治

日産大阪販売 泉北店
堺市南区三原台4-40-3  Tel.072-299-2311

The story of 
“BESIDE YOU” 

2
ご利用の日産車

・キャラバン　
 チェアキャブ・・・2台
・セレナ チェアキャブ・・・1台・セレナ・・・1台
・NV200 バネット・・・1台

会社概要

大阪府堺市南区若松台2-1-4-107・108   
Tel : 072-291-0294
事業内容：

http://npoeiyusha.com/

NPO（特定非営利活動）法人 栄友社 様

これまで車両管理は松岡理事長と総務部門で裁量されてい

ましたが、活動の拡大に伴って台数が急増。全体管理から車

両ごとの日常管理なども非常に煩雑になり、「以前に勤務し

ていた企業のように、信頼できる1社にすべてを任せたいと考

えていました。それで、サービス対応のよさだけでなく、保険に

関しても的確な提案をしてくれた泉北店にお願いすることに

しました」（松岡理事長）。

斉木CAは、「うまく車両管理ができるのはすべて施設長さん

たちのバックアップのおかげ」と語ります。管理にあたっては、

窓口は施設長やスタッフの方々が要望を伝えやすくするために

斉木CAに1本化。迅速な対応だけでなく、車両状態の情報

が集約されるので、積極的なご提案もしやすくなります。日常

のメンテについて、斉木CAは「営業車は、『働く車』なので、

車が働けなくなるとほんとうに困ることになります。だから、現場

から個別の車両の様子やご要望を聞き、オイル交換やタイヤ

交換などもこちらから早めにお声をかけるように心掛けてい

ます」とのこと。

走行距離が長い車両も多く、代

替えの必要な車両もあることから、

できるだけ長く使用する工夫をし

ながら、今後、順次入れ替えていく

計画も立てているところです。

松岡理事長からは、「他社車も含めて、メンテも保険もすべて

日産さんにお任せできているので安心しています」とご満足いた

だいています。

障がい者や高齢者の福祉に係る幅広い活動を行うNPO法人

栄友社は、大手企業の社員から転身した、理事長の松岡滋氏

が2002年に設立されました。以来、保護者や自治体の要望要

請にも応えながら、障がいのある人や子どもたちがイキイキと暮

らすためのサービスを次 と々拡大。重度の障がいのある大人と

子どもたちをいっしょにお世話する多機能施設を大阪で初めて

開設するなど、今や7施設を展開し、地域になくてはならない存

在となっています。「『人』が好きで、目の前にいるこの人のため

に何かしてあげたい、と思うとすぐに行動に移してしまいますね」

と松岡理事長。自治体と民間が対等に協力し合って、障がい者

福祉のしくみを進化させることも重要だと言われます。「福祉を

取り巻く状況が大きく変化しようとしている今だから、ぜひ取組

みたいですね」（松岡理事長）。自ら行動を起こすパワーとまわり

を元気にする明るさで、さらに地域に役立つ活動を広げていこう

とされています。

同法人の施設で送迎用などご使用車は全部で18台。そのうち

日産車はキャラバン チェアキャブ2台、セレナ チェアキャブ

1台、セレナ 1台、NV200 バネット1台の5台です。ご自分で

エンジンまで触るほど車に詳しい松岡理事長は、若い頃から

日産のファン。キャラバンは天井が高くて車イスでも動きやすい、

セレナは日産らしい“よく考えられた”車だと評価されています。

同法人と泉北店のカーライフアドバイザー斉木のお付き合いは

このキャラバンの購入時。斉木CAのお客様だった同法人の施

設長が、斉木を理事長に紹介してくださいました。「まず最初は、

斉木さんの対応の早さには感心しました。それに、保険等級の

組替えを提案してもらい、保険を一括してお願いするようになり

ました」（松岡理事長）。その後、営業車両の管理も泉北店に

一任されることになります。その詳しい内容をご紹介します。

明るく元気 活気があ て

泉北店 店長からひとこと

生活介護デイサービス、放課後等デイサービス・
児童発達支援、居宅介護、訪問介護、ケアプラン
作成サービス、ヘルパー／ガイド派遣 など
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地域から日本、そして世界の ブランドへ。̶ 東大阪ブランド推進機構

“BESIDE YOU”がお届けする話題の活動・旬のネタ

モノづくり精神を東大阪ブランドに結集。

東大阪ブランドって、具体的には？

B-Y TOPICS

技術力を誇る日本でも指折りのモノづくりのまちから誕生した、東大阪ブランド推進機構。
10年を経た今、地道な努力と地域の活力で、他にはないモノづくりの都市ブランドとして

さらに大きく成長しようとしています。

モノづくりのまち東大阪を拠点とする企業が、それぞれの熱い想いを込めたオリジナル製品のみに認
められるのが「東大阪ブランド」です。新たなニーズに応え、新規性や独自性、品質・機能・性能・安全性
にこだわった魅力的な製品も続々と誕生しています。

● 3つの基準で認定。
東大阪ブランドには推進機構が定める3つの基準があります。
企業から申請のあった製品をマーケティングや流通など多様な
分野の外部専門家による審査会で判断し、認定します。認定製品
数は135品目を超え（2013年７月現在）、消費財と産業財が概ね
半数ずつとなっています。

● 3年に1度の更新審査。
認定製品は、認定審査から3年経過ごとに、市場の変化に認定
製品が対応し、継続して認定基準を満たしているかどうか更新
審査が行なわれます。「常に魅力ある製品づくりに取組む」東大阪
ブランドの姿勢です。

●東大阪ブランドの認知と信頼の向上をめざして。

1999年、東大阪市が市内企業8700社を対象にした調査で、

「自社ブランド製品を製造している企業が多いにもかかわらず、

市場で認知されるための営業力が課題」という結果が浮彫りに

なりました。そのような東大阪市内企業の最終製品の特徴を広く

知ってもらうため、一定の基準を定めて適合するものを「東大阪

ブランド」として認定し、まとめて市場に打ち出していく、「東大阪

ブランド推進機構」（以下 東大阪ブランド）を創設し、2002年から

事業がスタートしました。

認知向上のために、製品や企業の情報を整理して広く外向けに

情報発信を行うとともに、地域イベントや市内全戸配布の「市政

だより」で認定製品を紹介。市内イベントで、認定製品の紹介や

子ども向け「モノづくり体験」などの活動を行なってきました。

　

●認定製品が量・質ともに向上。ブランドの認知も 
　拡大中。

最近は、地道なＰＲ活動やコーディネーターの活動も功を奏し、

東大阪ブランドを知る市内企業も増えてきています。それに比例

して製品の申請も増加。主婦のアイデアやデザイナーとの

連携による新開発も含め、年間20製品ほどの申請があります。

認定製品を製造する企業も、自社がマスコミに取り上げられた

り、展示会に出展したりする際に東大阪ブランドをＰＲするなど、

東大阪ブランドを自分たちのブランドとして育成していこうという

動きも活発になってきています。

また、外部からの評価も高まりつつあり、クリエイターや商業施

設、商社や海外企業からも連携を求める声が増えており、活動

の幅が広がってきています。

他府県の都市ブランドから東大阪ブランド会員企業の製品

開発力への評価やブランドの活動にも多くの関心が寄せられ、

他地域の商工会からも、モノづくり企業が集まっている東大阪

で特殊な製品づくりをお願いしたいと依頼を受けることにも

繋がってきています。こういった外部との連携の仕組みを構築し

ていくことも、ブランドの認知促進や会員企業の増加とともに、

東大阪ブランドの今後の活動のひとつとなっています。

東大阪ブランド推進に熱い思い。
認定製品を製造する企業から理事として東大阪ブランドの運営に参画し、

活動や勉強会に積極的に取組まれている経営者の方々に、
ブランドや東大阪への熱い思いを伺いました。

ー東大阪ブランド推進機構での活動は？
 
阪本アドバイザー（以下 阪本）：東大阪ブランドの立ち上げか
らお手伝いをしています。昨年には理事の数が増えました。そ
の効果もあり、企業の元気と行政の支えが融合して、推進活
動に新しい動きが生まれてきています。
 
笠野代表取締役社長（以下 笠野）：メンバーのコミュニケー
ションがより活発になって、知恵とアイデアが広がってきましたよ。
 
押川代表取締役社長（以下 押川）：私たち会員企業側ももっと
盛り上がりたいと思っていました。全国でも珍しい「横請け※」を
東大阪ブランドの活動でも発揮できればいいなと思っています。
 
河北代表取締役社長（以下 河北）：「横請け」については、他の
地域の人に指摘されて初めて全国でも珍しいやり方だと認識
しました。私も、この素晴らしい特長をブランド推進にも使うべき
だと思いますね。
 
藤田代表取締役社長（以下 藤田）：私は義父の企業を引き継い
で東大阪に来たのですが、東大阪の企業がほんとうに多様で、
ここなら企業が力を合わせれば何でもできるのではないかと、
強く感じました。
 
河北：何か新しいことをしたいと思っている経営者は多くいます。
東大阪ブランドに参画することで、企業も変われることを知っても
らいたい。そのためにはブランドが最近おもしろくなっているようだ、
と思ってもらえるように活動を広げていきたいですね。
 
押川：現在70社が参加していますが、これは市内製造業 
約6000社のわずか1％です。もっと参加企業が増えれば企
業間のつながりも深まります。モノづくりが抜本的に変化しよう
としている時代にみんなでつながって、東大阪から元気になりた
いですね。
 

ー東大阪ブランドの今後は？
 
河北：テーマを決めて、企業が集まって新しい製品をつくっていく
のも1企業ではできないことで、東大阪ブランドの強みになります。
だったら、東大阪ブランドの自動車を日産さんといっしょに開発

するのもいいですね。
 
阪本：電気自動車などテーマとしてはいいかもしれません。
 
笠野：産官学の連携も強めて、独自の製品が開発できれば
いいですね。そして、他府県にはない地域ブランドになり、さらに
日本のブランド、そして世界のブランドにと、先輩がつくってきて
くれたことを受け継ぎ、未来に発展させていくことが大切です。
 
藤田：あるイベントで、モノづくりを子どもに経験してもらったら、
とてもおもしろがってくれました。モノづくりの楽しさを理解すれば
子どもたちにも目標が生まれると思いますね。
 
河北：確かに、このブランドには、地域や子どもを変えていく
力があるのではないでしょうか。
 
笠野：モノづくりとそのプロセスを通じて、一般社会への情報
発信、異業種との関わり、子どもたちへの関わり、東大阪という
地域との関わりなど社会貢献への取組みとして，東大阪ブラ
ンドができることがたくさんあります。東大阪とモノづくりへの誇
りをもって、子どもが育ち、ここで仕事をし、生活していく。最終
的にはそんな循環をめざしたいですね。

オンリーワン
製品

全国で唯一自社のみ
が製造していることが
認められた製品。

ナンバーワン
製品

特定の市場でトップ
シェアを記録しているこ
とが認められた製品。

プラスアルファ
製品

従来にはない付加価
値・付加機能を有する
ことが認められた製品。

お問い合わせ・認定製品の検索は  http://www.higashiosakabrand.jp

東大阪の頭文字『H』と『O』、「オンリーワン」
「ナンバーワン」「プラスアルファ」の『１』を
シンボライズ。東大阪市の登録商標で、東大
阪ブランドの認定を受けた製品のみ使用
が認められています。

● シンボルマーク

※横請け：東大阪で古くから使われている分業システムを表す言葉。地域の企業間ネットワークによって連携して仕事をこなしていく様子を象徴している。

（写真後列左から）
 

（写真前列左から）

阪本 亮一氏（利脳深耕研究所 所長）
笠野 輝男氏（日本化線株式会社 代表取締役社長）

河北 一朗氏（株式会社カワキタ 代表取締役社長）
藤田 剛氏（株式会社オーシン 代表取締役社長）
押川 新一氏（ミノル化学工業株式会社 代表取締役社長）
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100％電気自動車 「日産リーフ」で 新しいカーライフを始めませんか。
NISSAN  LEAF がますます使いやすく、ますます身近に。

電気自動車開発60年の歴史を今に。

充電スポット、どんどん拡大中！
EVの充電スポットは、全国のさまざまな店舗、施設などで広がっています。
スポットの検索や利用者の声など、詳しくは EVオーナーがつくる口コミサイト

COCO充電へ。

24時間、365日対応のスポットも見つかります。
ぜひアクセスしてみてください。

http://cocoju.jp

CO2排出ゼロ、環境負荷のないゼロ・エミッション社会をめざす日産が、
自信をもってお届けする「日産リーフ」。
あなたの暮らしやビジネスシーンが変わります。

日産が初めて電気自動車を発表したのは1947年の「たま」でした。政府が
奨励していた時代、当時の商工省の性能試験では航続距離96.3km、最高
速度35.2kmと好成績で、1950年頃までタクシーなどに使用されていました。
積極的に開発をすすめたのは1960年代からで、オイルショックの発生でその
実用化は急務に。世界で初めてリチウムイオン電池を搭載した「プレーリー
ジョイEV」を発売したのが1997年でした。
2005年の東京モーターショーでは、コンパクトなラミネート型リチウムイオン
バッテリーを世界で初めて搭載した「ピボ（PIVO）」を発表。最大の特長は
前後にキャビンの向きを変えられること。つまりバック走行する必要がなく
なったのです。この他にもコンパクトボディなど日産の革新的な技術が活かさ
れています。さらに2007年の東京モーターショーでは、電池容量を２倍にした
バッテリーで、航続距離を向上させた「ピボ２（PIVO2）」を発表しています。
2010 年には、いよいよ量産型の電気自動車「リーフ（LEAF）」が登場。日本、
北米、ヨーロッパとグローバルに展開しています。
そして、100％電気商用車「e-NV200」が2014年の発売（予定）に向けて、
国内外で実証運行を重ねております。

日産リーフをご家庭の電源に利用して電気代を節約しましょう。
日産リーフ専用のEVパワーステーションをご家庭に設置することで、
リーフをご家庭の電源としてお使いいただけます。

さらに新しくなった日産リーフ。
世界で最も売れているEV（電気自動車）※1「日産リーフ」は、
ユーザーのご意見と最新技術の導入で、さらに魅力的に進化しています。

たま

プレーリージョイEV

ピボ（PIVO）

リーフ

e-NV200

※1 2012年7月現在　※2 国土交通省審査値による充電走行距離で、定められた試験条件下での値です。

※3 昼間使用する電力（12kWh）を平日毎日（月間21日間）日産リーフから給電した場合

リーフの蓄電池（24kWh）としての価値は1000万円超!!（市販の家庭用蓄電池は、2kWh 約100万円）

LEAF to Home　

電力供給に余裕のある夜間に充電を行い、貯めた電力を昼間に、
走行や家庭での電力として活用。電力のピークを緩和させることで、
1カ月約4,000円の節約が可能です。※3

ピークシフトで、家計を節約。

停電や非常時などもしもの際に、EVパワーステーションは、日産リーフに充電した電力を家庭用の
バックアップ電源として使用することができます。日産リーフは24kWhという大容量です。

日産リーフをバックアップ電源として活用。

標準装備のケーブルを使用した普通充電ではフル充電するには約8時間かかりますが、
EVパワーステーションではその半分の約4時間でフル充電が可能です。

EV充電も快適に。

EVパワーステーションのご購入・設置に関しては日産大阪の各お店にご相談ください。

COCO充電

●航続距離が200km※2から228km※2に！
航続距離と電費が大きく向上しました。
特に寒い時期の航続距離が大幅に向上しています。

●魅力的な装備も充実。
ラゲッジルームの大幅な拡大、坂道発進のアシスト機能など
使いやすさもグレードアップしています。

●トータルサポートもご用意。
日産ゼロ・エミッションサポートプログラムでは、ドライブからメンテナンス、
レスキューまでトータルにサポートします。（有料。入会は新車ご購入時限定）

●お求めやすいSグレード登場。
魅力的な新価格2,989,350円が新登場。さらに国の補助金
（クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金）が
最大限78万円利用できます。

おトク 0１

おトク 02

おトク 03

全国の登録充電スポット
（2013年8月27日現在）

急速充電　1833ヵ所
普通充電　3285ヵ所詳しくはカーライフアドバイザーにお問い合わせください。

EVパワーステーション

0807



ご存知ですか。 大阪の橋のいろいろ。 川の多い大阪は、江戸時代「八百八橋」と呼ばれるほど橋が多いことでも有名でした。
実際は200ほどだったのですが、現代も個性的な橋が多いようです。その一部をご紹介しましょう。

North

South

East
Osaka
city

雪鯨橋
せつげいきょう
瑞光寺（大阪市東淀川区）の弘済池に架かって
いる橋。橋の本体は石を積んだアーチ橋ですが、
欄干の手すり部分は鯨の顎骨、片側に4本の束
柱を立て、その間に鯨の肩甲骨をはめこんでいま
す。江戸時代に当寺の住職が南紀太地で祈願し
たおかげで鯨が豊漁になり、そのお礼で鯨供養の
橋を建造したのが始まり。指定民俗文化財（有形
民俗文化財）、に指定。浪速の名橋50選に選定。

Osaka
city 田尻

スカイブリッジ
たじりスカイブリッジ
りんくうタウン北地区、南地区を結ぶ田尻漁港上
に架かっています。全長338.1m、幅26.3m、往復
4車線、高さ110mと国内でも大きな斜張橋で、
両側には遊歩道も整備されています。西側の遊
歩道からは大阪湾を一望することができ、天気の
良い日は関西国際空港のライトアップなども楽し
めます。（田尻町）

South

難波橋
なにわばし

土佐堀川・中之島公園・堂島川にまたがる堺筋に架けられている全長約
190mの橋です。橋詰の4ヶ所に、阿（あ）と吽（うん）それぞれ2体の石造のライ
オン像が配置されていることから、「ライオン橋」の愛称でも親しまれています。
（大阪市北区）　

Osaka
city

写真提供：大阪市建設局

写真提供：吹田市人権文化部 文化のまちづくり室

千本松大橋
せんぼんまつおおはし
木津川に架かるループ状の橋です。橋の下を船
が安全に航行できるよう、桁下を水面から33mの
高さに設計。橋に上がるために両岸の取付部は2
段のらせん形状となっています。その形から別名
「めがね橋」と呼ばれています。（大阪市大正区・
西成区）　

Osaka
city

写真提供：大阪市建設局 写真提供：田尻町事業部産業振興課

写真提供：柏原市政策推進部広報広聴課

呉服橋
くれはばし
猪名川に架かり、池田市と川西市を結んでいま
す。橋の名は、江戸時代までは、西国三十三所で
ある、箕面の勝尾寺と宝塚の中山寺を結ぶ橋と
いうことで、巡礼橋と呼ばれていたようです。その
後、呉から渡来した呉服媛（くれはひめ）に因み
命名されたようです。（池田市・川西市）

North
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photo 2

photo 3

photo 5

photo 6

南蛮橋
なんばんばし
堺市の内川に架かる橋。後ろは旧堺港です。
橋の中央部分、バルコニーのような所に、等身
大のアルミ製の南蛮人像がたたずみ、堺の街を
眺めています。橋のすぐ下には中世自由都市名
残りの環濠を巡るクルーズの乗船場があります。
（堺市）

photo 7

玉手橋
たまてばし
昭和３年に柏原市の石川に架けられた151mの
吊り橋です。鉄製ですが、装飾を兼ねたレンガで
補強されています。旧玉手山遊園地（現在は市
立玉手山公園）に通じる橋として、地域のランド
マークとして広く親しまれています。2001年、全
国で初めて国の有形文化財として登録。（藤井
寺市・柏原市）

East photo 8

かささぎ橋
かささぎばし
枚方市と交野市の間を流れる天野川に架けられた
橋です。枚方・交野には、七夕の日には鵲（カササ
ギ）が架け橋となり、織姫を天の川を渡らせ、牽牛の
もとへ行かせたという七夕伝説があり、その伝説に
因んで名付けられています。（枚方市・交野市）

East photo 9

nightday

South

高浜橋
たかはまばし
神崎川に架かる美しい、鋼製の斜張橋で、橋の上
からは安威川・神崎川が合流する様子を眺めるこ
とができます。かつてこの橋の上流に「吹田の渡
し」と呼ばれる渡し場があり、昔から交通の要所で
あったことが伺えます。（吹田市）

North photo 4

1009


	0909_H1_4_nissan
	0906_P01_02
	0906_P03_04
	0906_P05_06
	0906_P07_08
	0909_P09_10

