
駆動方式 ２ＷＤ ４ＷＤ

グレード RS X アトレー
デッキバン RS X アトレー

デッキバン
車名･型式 ダイハツ3BD-S700V ダイハツ3BD-S700W ダイハツ3BD-S710V ダイハツ3BD-S710W
車種記号 CVTインパネセンターシフト ZBXZ ZBCZ ZBXZ ZBXZ ZBCZ ZBXZ

寸
法･

重
量

全長 mm 3,395
全幅 mm 1,475
全高 mm 1,890
荷室 長 mm 1,820 《1,005》 880 ※ 1,820 《1,005》 880 ※

幅 mm 1,265 《1,410》 1,360 ※ 1,265 《1,410》 1,360 ※
高 mm 1,215 610 ※ 1,215 610 ※

ホイールベース mm 2,450
トレッド 前 mm 1,305 

後 mm 1,300
最低地上高 mm 160 
車両重量 kg 970 960 960 1,020 1,010 1,000
乗車定員 名 2《4》 4 2《4》 4
最大積載量  kg 350《250》 250 350《250》 250

車両総重量 kg 1,430
《1,440》

1,420
《1,430》 1,430 1,480

《1,490》
1,470

《1,480》 1,470

性
能

燃料消費率  （国土交通省審査値） km/L 19.7 19.0

燃料消費率  （国土交通省審査値） km/L 14.7
市街地モード（WLTC-L） km/L 13.3
郊外モード（WLTC-M） km/L 15.7
高速道路モード（WLTC-H） km/L 14.7

主要燃費向上対策 自動無段変速機：CVT、可変バルブタイミング、電子制御式燃料噴射、
アイドリングストップ装置、電動パワーステアリング

最小回転半径 m 4.2

エ
ン
ジ
ン

型式 KF型
種類 水冷直列3気筒12バルブDOHCインタークーラーターボ
総排気量 cc 658
内径×行程 mm 63.0×70.4
圧縮比 9.0
最高出力（ネット）  　   kW［PS］/rpm 47［64］/5,700
最大トルク（ネット）    N･m［kg･m］/rpm 91［9.3］/2,800
燃料供給装置 EFI（電子制御式燃料噴射装置）
使用燃料およびタンク容量 L 無鉛レギュラーガソリン・38

ト
ラ
ン
ス
ミ
ッ
シ
ョ
ン

駆動方式 ＦＲ（後２輪駆動） 電子制御式パートタイム4WD（4輪駆動）
クラッチ形式 乾式単板ダイヤフラム〈3要素1段2相形（ロックアップ機構付）〉
変速比 前進 4.380～0.826

後退 4.083
最終減速比 4.100

ステアリング形式 ラック&ピニオン
ブレーキ形式 前 ディスク

後 リーディング・トレーリング
駐車ブレーキ 機械式後2輪制動
サスペンション形式 前 マクファーソン・ストラット式コイルスプリング

後 トレーリングリンク車軸式コイルスプリング
タイヤ 前後 145/80R12　80/78N LT

基
礎
情
報

車両型式 3BD-S700V 3BD-S700W 3BD-S710V 3BD-S710W
ZBXZ ZBCZ ZBXZ ZBXZ ZBCZ ZBXZ

エンジン 型式 KF型
総排気量 （cc） 658
使用燃料 無鉛レギュラーガソリン

駆動装置 駆動方式 2WD 4WD
変速機 CVT

環
境
性
能
情
報

燃料消費率
※1

 （km/L） 19.7 19.0
CO2排出量 （g/km） 118 122

参考：燃費基準 ※2 達成 平成27年度燃費基準＋25%達成

　　　　  ※3
 （km/L） 14.7
市街地モード（WLTC-L） （km/L） 13.3
郊外モード（WLTC-M） （km/L） 15.7
高速道路モード（WLTC-H） （km/L） 14.7

排出ガス 適合規制・認定レベル ※4 平成30年排出ガス規制適合

規制値・認定値
（g/km）

CO 4.02
NMHC 0.10
NOx 0.05

参考 環境対応車普及促進税制適合 ー
グリーン購入法適合 ー

適合騒音規制レベル 加速走行騒音規制値：73dB-A
エアコン冷媒の種類/使用量 （g） HFC-134a/325
車室内VOC ※5 自工会自主目標達成（厚生労働省室内濃度指針値以下）
環境負荷
物質削減

鉛 ＊1 自工会2006年目標達成（1996年比1/10 以下）
水銀 ＊2 自工会目標達成（2005年1月以降使用禁止）
六価クロム 自工会目標達成（2008年1月以降使用禁止）
カドミウム 自工会目標達成（2007年1月以降使用禁止）

自工会目標適用除外部品
＊1.鉛バッテリー（リサイクル回収ルートが確立されているため除外）
＊2.ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、

ディスチャージヘッドランプ、室内蛍光灯（交通安全上必須な部品の極微量使用を除外）

環
境
へ
の
取
り
組
み

リサイクル リサイクルし易い材料を使用した部品 インストルメントパネル、ピラーガーニッシュ、ドアトリム、フロント・リヤバンパーなど
リサイクル材の使用 フェンダーエクステンション、リヤホイールハウスライナー、ルーフヘッドライニングパッドなど
樹脂、ゴム部品への材料表示 あり

環境負荷物質
使用状況等 鉛 電子基板・電子部品のはんだ、圧電素子に使用


