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THE NEW BMW 4 SERIES COUPÉ.

INNOVATION AND TECHNOLOGY.

18 パワートレインとサスペンション

20 ドライバー・アシスタンス
21 セーフティ

22 BMWコネクテッド・ドライブ
23 快適性と機能性

EQUIPMENT.

24 モデル／デザイン・ライン

32 装備ハイライト

36 ボディ・カラー

38 シート・マテリアル& カラー、
インテリア・トリム、
インテリア・カラー

40 ホイール／タイヤ

41 BMW純正アクセサリー

さらなる情報と、駆けぬける歓びを。
「BMW カタログ」
アプリ
今すぐアプリをダウンロード。
いつでも、
どこでも、走りの歓びをあなたの手のなかに。

www.bmw.co.jp/4coupe
※ 写真は日本仕様とは一部異なります。また、一部オプションを含みます。
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POWERTRAIN AND SUSPENSION.

Innovation and Technology

M スポーツ・ブレーキ＊2：

8速スポーツ・オートマチック・トランスミッション＊2：

ブルーにMのロゴがあしらわれた、

極めてダイナミックなドライブを可能にするとともに、

軽量なアルミニウム合金製の

いかなる状況にも完璧に対応します。

ダブル・ジョイント・スプリング・ストラット式フロント・

リヤのフローティング1ピストン・ブレーキ・キャリパー、

シフト・チェンジは、
スポーティなデザインの

アクスルとマルチリンク式リヤ・サスペンションを採用。

そして大型のブレーキ・ディスクによって、

セレクター・レバーまたはステアリング・ホイールに

さらに精緻なチューニングによって、
ダイレクト感、

スポーティなパフォーマンスを支える

装備されたシフト・パドルを使って行えます。

俊敏性、快適性、
すべてが高次元なレベルで
仕上げられています。

※ M440i xDriveにのみハイグロス・レッドの
ブレーキ・キャリパーが設定可能です。

M テクノロジー・パッケージ＊2：

M スポーツ・サスペンション＊2：

最適化された冷却システムと、

短いサスペンション・スプリングとハードに

より強化されたM スポーツ・ブレーキが含まれます。

セッティングされたダンパーを組み合わせています。

その卓越のパフォーマンスは、

それにより生み出される高いトラクションと

スポーティな走行時にさらなる余裕をもたらします。

少ないボディ・ロールが、安定かつ激しい
スポーツ走行を可能にします。
通常のサスペンションに比べ車高は

10mm低く設定されます。

ニューBMW 420i クーペ

― 3.0ℓ直列6気筒 M ツインパワー・ターボ・ガソリン・エンジン
― 最高出力 285kW
〔387ps〕/5,800rpm
― 最大トルク 500Nm
〔51.0kgm〕/1,800-5,000rpm
― 0-100km/h加速 4.5秒＊1

― 2.0ℓ直列4気筒BMWツインパワー・ターボ・ガソリン・エンジン
― 最高出力 135kW
〔184ps〕/5,000rpm
― 最大トルク 300Nm
〔30.6kgm〕/1,350-4,000rpm
― 0-100km/h加速 7.5秒＊1

xDrive＊2：

アダプティブ M サスペンション＊2：

いかなる場面においても、最大限のトラクションと

サスペンションの特性を、極めて俊敏なハンドリングを実現するスポーツ走行から

ドライビング・ダイナミクス、
そして高い走行安定性を確保するために。

快適なクルージングまで任意に調整することができるので、

インテリジェント4輪駆動システムxDriveは、路面状況に応じて

スポーツ走行に適したシーンでは、
ドライビング・ダイナミクスの限界を

瞬時に前後アクスルへ駆動力を可変配分します。

さらに高めることができます。
また、
ホイールの動きや路面の状況変化を
常にセンサーが検知し、瞬時にダンパーの減衰力を電子制御することで
安全に高いパフォーマンスを愉しむことができます。

＊2
バリアブル・スポーツ・ステアリング
（サーボトロニック付）
：

M スポーツ・ディファレンシャル＊2：

ステアリングの操舵量に合わせてステアリング・ギヤ・レシオを連続的に変化させ、

高速コーナーでの安定した旋回や、
コーナー出口での俊敏な加速を叶えるために、

走行中のステアリング操作に対する前輪の切れ角やアシスト量を最適化します。

トラクションと走行安定性を最適化します。

ステアリングを大きく切り込んでいく際は、
ステアリング操作に対する

電子制御ユニットが左右のリヤ・ホイールのトルク差を制御し、
空転を抑えることにより、

前輪の切れ角が大きくなるため、
タイトなコーナーでは俊敏性が向上し、

常に両足で路面の感触を捉えるかのような、
最適なトラクション配分による

駐車時には取り回しが容易になります。高速走行時などのステアリング操作が

最大限の旋回性能と加速性能を発揮できます。

小さいときには、前輪の切れ角は小さくなり直進安定性が高まります。

＊ 1 ：ヨーロッパ仕様車値（自社データ）
＊2：モデルにより装備の設定が異なります。

サスペンション＊2：

フロントの対向4ピストン・ブレーキ・キャリパーと

優れた制動力を発揮します。

ニューBMW M440i xDrive クーペ
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※ 写真は日本仕様とは一部異なります。
また、一部オプションを含みます。

DRIVER ASSISTANCE.

SAFETY.

Innovation and Technology

BMW Personal CoPilot

www.bmw.co.jp/fc_safety

あなたの運転をいつでもサポート

高速道路渋滞時ハンズ・オフ・アシスト＊1：

パーキング・アシスト・プラス＊６：

高速道路＊を走行中、
一定の条件下であればアシスト・システムを起動させることにより、

パーキングや取り回しがより簡単になります。

ドライバーがステアリングから手を離しても、
クルマがステアリングを自動的に

このシステムには、
トップ・ビュー＋3Dビュー、
サイド・ビュー・カメラ、

操作しながら運転を継続します。
さらに先行車との車間距離を保ったまま、

リヤ・ビュー・カメラ
（予想進路表示機能付）
、
PDC／パーク・ディスタンス・コントロール、

車両停止や再加速も含んだアクセル／ブレーキ操作を自動で行いながら

縦列駐車と並列駐車を自動で行うリニア・ガイダンス付パーキング・アシストが

追従走行を継続。渋滞時におけるドライバーへの負荷を大幅に低減させます。

備わっています。
またこの機能は、低速走行で通過する際にセンサーが

＊ 高速自動車国道法に定める「高速自動車国道」および「指定都市高速道路」に分類される道路。

駐車可能なスペースを検知して作動します。

BMWドライブ・レコーダー＊5：

リバース・アシスト／後退時ステアリング・アシスト機能＊２＊６：

走行中または停車中における周囲の様子を車両に内蔵されたカメラで撮影／録画し、

35km/h以下の走行時に、直近50mのドライビング・ルートを自動的に記録し、
必要な時にはこれまでドライブしてきたルートに沿ってステアリングを
自動的に操作しながら後退できるようにします。
ドライバーはステアリング操作を気にする必要がなく、
車両の周囲の状況に集中できます。

コントロール・ディスプレイで動画を再生できる機能です。
動画データはUSBメモリーなどを介して再生することも可能。
速度データやGPSの位置データなど、重要な情報も映像とともに保存されます。
イベント・レコーダー
BMWドライブ・レコーダーには、
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およびクラッシュ・レコーダーの2つの機能も備わっています。

アクティブ・プロテクション：
万一の衝突時に、複数のセーフティ機能が自動的に働き、
すべての乗員を
最適に保護するシステムです。
衝突の可能性が高まったと判断した場合、
フロント・
シートベルトを引き締めるとともに、
開いているウインドーや電動パノラマ・ガラス・
＊5
事故発生後は、
システムがクルマを停止させ、
サンルーフ を自動的に閉めます。
さらなる衝突を防止または被害を最小限に抑えることができます。

BMWレーザー・ライト＊5：
ハイビーム・モードを設定すると、
レーザー・ライトが最長約500mまでの距離を照射します。

※ パーキング・アシスト・プラスが設定されている場合でのみ購入可能です。

※ ご使用の前には、取扱説明書にて各機能の原理や操作方法を必ずご確認ください。運転者には､いかなる場合でも安全運転を行う義務が
あります。本機能は、運転者が責任を持って安全運転を行うことを前提とした「運転支援技術」であり、運転者に代わって車が自律的に
安全運転を行う、
完全な自動運転ではありません。
システムの認識性能には限界があるため、
路面状況や気象条件等によってはシステムが
作動しない場合や、不適正にまたは理由なく作動する可能性があります。
そのため、安全確認や運転操作をシステムに委ねる運転は、
重大な事故につながる危険があります。常にご自身の責任で交通状況に注意し安全運転を心がけてください。

ドライビング・アシスト・プロフェッショナル
ACC／アクティブ・クルーズ・コントロール（ストップ&ゴー機能付）＊3：

後車衝突警告機能：

ドライバーが任意に設定した速度をベースに、先行車との車間距離を

後続車が接近し過ぎた場合に、

維持しながら自動で加減速を行い、高速走行をサポート。

ハザード・ランプを点滅して後続車に警告します。

車両停止や再加速も自動で行うため、渋滞時の運転負荷を軽減します。
：
クロス・トラフィック・ウォーニング
（フロント&リヤ）
ステアリング&レーン・コントロール・アシスト＊3：

車両の前後にドライバーの死角方向から接近してくるクルマや

アクセル、
ブレーキ、
ステアリングを自動的に操作し、

歩行者をセンサーが検知し、
ドライバーに警告する機能です。

車両を常に車線の中央を走行するようにサポートします。
前車接近警告機能＊4：
アクティブ・サイド・コリジョン・プロテクション：

常に前方をモニターしており、先行車に接近すると、
まず予備警告として、

ボディ側面の前後左右に装備された計4個のセンサーにより、

メーター・パネルおよびBMWヘッドアップ・ディスプレイ＊６の警告灯で

隣の車線を走行するクルマが車線変更する際などに

注意を喚起します。急速に接近した場合は緊急警告が作動し、警告音を発して、

側面衝突の危険が高まった場合、走行中の車線を維持しながら、

衝突を避けるように強く促すとともに、
システムが予めブレーキ圧を高め、

接近してくるクルマから距離をとるようにステアリング操作に介入し、

ドライバーのブレーキ操作時に瞬時に最大の制動力を

衝突回避をサポートします。

発揮できるように備えます。

＊4
：
レーン・ディパーチャー・ウォーニング
（車線逸脱警告システム）

＊4
：
衝突回避・被害軽減ブレーキ
（事故回避アシスト付）

車線からクルマが逸脱しそうになると、

ステアリングやブレーキの操作など、
ドライバーによる事故回避行動がないまま、

ステアリング・ホイールを振動させてドライバーに注意を促します。

衝突が不可避と判断された場合、
システムが自動的にブレーキをかけて
先行車や歩行者との衝突回避・被害軽減を図ります。

レーン・チェンジ・ウォーニング：

ブレーキによって衝突が回避できないとドライバーが判断し、

リヤ・バンパーに組み込まれたセンサーがドライバーから死角になる

ステアリングでの回避動作に入った場合は、
システムが周囲の状況を判断し、

左右後方の車両や追い越し車線上を急接近してくる車両を認識し、

ステアリングの操作力にも介入します。

ドア・ミラー内側のインジケータを点灯させ、
ドライバーに警告します。
また、
ターン・インジケータがオンの際には、
ステアリングの振動によって注意を促します。

＊ 1 ：完全な自動運転はできません。
システムは状況が作動条件を満たさなくなった場合、安全のため直ちに作動を中断します。
また、
ドライバーは進行方向および周囲へ絶えず注意を払うとともに、緊急時などシステムが要求した場合、
直ちにハンドルを確実に操作することが可能な状態を保つ必要があります。
＊2：完全な自動運転はできません。
ドライバーは進行方向および周囲へ絶えず注意を払うとともに、緊急時などシステムが要求した場合、
直ちにハンドルを確実に操作することが可能な状態を保つ必要があります。
＊3：完全な自動運転はできません。少なくともいずれかの手をステアリング・ホイールのリムに添えている状態で作動するもので、
完全に手がステアリング・ホイールから外れると警告音が鳴り、一定時間後にアシスト機能を停止します。
＊4：レーン・ディパーチャー・ウォーニングは70km/h以上、前車接近警告および衝突回避・被害軽減ブレーキは5-85km/h、
歩行者検知機能は5-65km/hでの走行時に作動します。
＊5：オプション
＊6：モデルにより装備の設定が異なります。

CONNECTIVITY AND INFOTAINMENT.
BMW ConnectedDrive
つながることから、自由がひろがる。

COMFORT AND FUNCTIONALITY.

Innovation and Technology
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www.bmw.co.jp/connecteddrive

スポーツ・シート
（運転席&助手席）
：

＊4
オートマチック・トランク・リッド・オペレーション
（オープン／クローズ）
：

電動調節式サイド・サポート＊付シートバックによって乗員をしっかりホールドします。

リモート・コントロール・キーまたはトランク先端のボタン操作で、

シートの前後、角度、高さ調節が可能で、大腿部を支える

簡単にトランクを開閉できます。

サイ・サポート
（マニュアル調節式）
も装備。
＊ Standard選択時はヴァーネスカ・レザー・シートとの組み合わせでのみ設定可能です。

フロント・アクティブ・ベンチレーション・シート＊5：
暑い季節にもシート表面を涼しく快適な温度に保ち、
フロント・シート・ヒーティング
（運転席&助手席）
：

ドライビングの快適性を一層高めます。
座面およびバックレスト表面の吹き出し口から、

寒い季節には、
シート座面やバックレストを素早く快適な温度に温めます。

シート全体に風を送ります。風の強さは3段階に調節可能です。

3段階制御式。
3ゾーン・オートマチック・エア・コンディショナー：
：
コンフォート・アクセス
（トランク・リッド・スマート・オープン／クローズ機能付）

室内を素早く設定温度に調整し、
自動的に室内温度の維持と風量調節を行います。

キーを使用することなく、
ドアとトランクのロック／ロック解除が可能です。

助手席、運転席、後席を個別に温度設定する3ゾーン・コントロールを採用。

車両に近づくと、
ドアのロックが自動解除される前に

花粉や粉塵などの侵入を防ぐマイクロ・フィルター、一定以上の大気中の有害物質を

ウェルカム・ライト・カーペットが点灯。乗員をエレガントに迎え入れます。

感知すると自動的に内気循環モードに切り替わるAUCも装備しています。

さらに、対応するiPhone上で設定されたBMWデジタル・キーやキー・カードを
使用して車両にアクセスし、
エンジンを始動させることも可能です。
※ 車両から発信される電波が、植込み型心臓ペースメーカー等の機器に影響を与える
可能性があります。詳しくはBMW正規ディーラーにお問い合わせください。

BMWインテリジェント・パーソナル・アシスタント
BMWライブ・コックピット：

BMWコネクテッド・ドライブ・プロフェッショナル：

ナビゲーション・システムが組み込まれた

必要に応じて、
機能を常にアップデート。
BMWコネクテッド・ドライブ・プロフェッショナルが
あれば、
BMW ConnectedDriveの多彩なサービスを、
いつでも自由に利用することができます。

このネットワークは、
タッチ・パネル機能付の

10.25インチのインフォメーション・ディスプレイと、
デジタル表示の12.3インチ メーター・パネルで
構成され、
すべての情報がよりわかりやすく

（AI音声会話システム）
：
「OK、BMW。少し寒いんだけど」
「OK、BMW。
お腹がすいたよ」
と話しかけるだけで、
あなたのことをよく理解するこの有能な
アシスタントが、最適なサポートを行います。

表示されます。

※ 本サービスは、BMWが契約する事業者が提供する
モバイル・ネットワークの電波の届かない場所では
ご利用いただけない場合があります。

Apple CarPlayプレパレーション＊1＊2＊3：

リアルタイム・トラフィック・インフォメーション：

BMWデジタル・キー：

渋滞状況や道路工事の情報を把握したうえで、

もうキーを探す必要はありません。

BMWコネクテッド・ドライブ・ストアにて
「Apple CarPlayプレパレーション」を
購入することにより、
お手持ちのiPhoneに

目的地までの最適なルートを

BMWデジタル・キーがあります。

素早く検索することができます。

これは対応するiPhone上で機能する

インストールされた対応アプリを

バーチャル・キーです。家族や友人など、

車内のコントロール・ディスプレイで操作できる

複数の端末で共有することもできます。

Apple CarPlayの利用が可能になります。

＊ 1 ：事前にBMWコネクテッド・ドライブ・ストアより
「コネクテッド・ドライブ・サービス」の購入が必要です。
＊2：車両とiPhoneとの接続はBluetooth®のみとなります。
およびお使いのiPhoneにインストールされているソフトウェアにより、対応できる機能が異なります。
＊3：BMWのモデル、
Apple CarPlayを使用している場合、選択した車両のデータが携帯電話に転送されます。それ以降のデータ処理については、携帯電話事業者の管轄となります。
※ Apple CarPlayおよびiPhoneは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。

＊4：モデルにより装備の設定が異なります。
＊5：オプション

STANDARD.

Equipment

＝ 標準装備
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＝ オプション装備

■ スポーツ・シート
（運転席&助手席）
：

■ マルチファンクション・スポーツ・
レザー・ステアリング・ホイール：

電動調節式サイド・サポート＊2付

マット・ブラックの

シートバックによって

マルチファンクション・ボタンと

乗員をしっかりホールドします。

パール・クローム仕上げの

シートの前後、角度、高さ調節が

ディテール。

可能で、大腿部を支える

そしてハイグロス・ブラックの

サイ・サポート
（マニュアル調節式）
も

トリムが、
そのデザインを

装備。

完璧なものとします。

主要装備：
■ 17インチ Vスポーク・スタイリング778 アロイ・ホイール：7.5J×17ホイール、225/50R17タイヤ
〔ランフラット・タイヤ〕

 18インチ Vスポーク・スタイリング780 アロイ・ホイール バイ・カラー（オービット・グレー）＊１：7.5J×18ホイール、225/45R18タイヤ
〔ランフラット・タイヤ〕
■ クロス／センサテック・コンビネーション・シート＜カラー：ブラック＞

 ヴァーネスカ・レザー・シート＜カラー：ブラック
（専用ステッチ付）
、
キャンベラ・ベージュ
（専用ステッチ付）
＞
■ ハイグロス・ブラック・インテリア・トリム／パール・クローム・ハイライト
■ BMWライブ・コックピット
■ 10.25インチ ワイド・コントロール・ディスプレイ
（タッチ・パネル機能付）
■ マルチファンクション・スポーツ・レザー・ステアリング・ホイール
■ 3ゾーン・オートマチック・エア・コンディショナー
■ スポーツ・シート
（運転席&助手席）
■ ベロア・フロア・マット
■ 8速オートマチック・トランスミッション
（ステップトロニック付）

 アダプティブ LEDヘッドライト

 アダプティブLEDヘッドライト＊3：
コーナーに進入した際、ヘッドライトの角度を自動制御し、車が曲がる方向を
照射して安全性を高めます。
またバリアブル・ライト・コントロール機能が
走行速度に応じてヘッドライトの照射範囲や到達距離を調整し、
ドライバーに
最適な視界を提供します。
さらに、左折、右折時やコーナリング時には

LEDコーナリング・ライトが点灯し、横方向を明るく照らします。
そして、周囲へ注意をうながすデイタイム・ランニング・ライトと
ポジション・ライトのデザインは、
ひと目でBMWであることを印象付けます。

＊1：スノー・チェーンは装着できません。

＊2：ヴァーネスカ・レザー・シートとの組み合わせでのみ設定可能です。

※ 写真は日本仕様とは一部異なります。
また、一部オプションを含みます。

＊3：イノベーション・パッケージとして設定可能です。

■ 17インチ Vスポーク・
スタイリング778
アロイ・ホイール：

7.5J×17ホイール、
225/50R17タイヤ
〔ランフラット・タイヤ〕

 18インチ Vスポーク・
スタイリング780
アロイ・ホイール バイ・カラー
（オービット・グレー）＊1：

7.5J×18ホイール、
225/45R18タイヤ
〔ランフラット・タイヤ〕

M SPORT.

Equipment

＝ 標準装備

■ マルチファンクション M スポーツ・
レザー・ステアリング・ホイール
（シフト・パドル付）
：

インテリア：

■ M エアロダイナミクス・パッケージ
（フロント・エプロン、
サイド・スカート、
ディフューザー・インサート
〔ダーク・シャドー・メタリック仕上げ〕
を備えたリヤ・エプロン）
■ LEDフォグ・ランプ
■ 18インチ M ライト・アロイ・ホイール・ダブルスポーク・スタイリング848M
バイ・カラー
（ジェット・ブラック）*：
（フロント）7.5J×18ホイール、225/45R18タイヤ、
（リヤ）8.5J×18ホイール、255/40R18タイヤ
〔ランフラット・タイヤ〕
 19インチ M ライト・アロイ・ホイール・ダブルスポーク・スタイリング791M
ジェット・ブラック*：
（フロント）8J×19ホイール、225/40R19タイヤ、
（リヤ）8.5J×19ホイール、255/35R19タイヤ
〔ランフラット・タイヤ〕
 19インチ M ライト・アロイ・ホイール・ダブルスポーク・スタイリング797M
バイ・カラー
（ジェット・ブラック）*：
（フロント）8J×19ホイール、225/40R19タイヤ、
（リヤ）8.5J×19ホイール、255/35R19タイヤ
〔ランフラット・タイヤ〕
 M スポーツ・ブレーキ
■ M スポーツ・サスペンション
■ バリアブル・スポーツ・ステアリング
■ BMW Individual ハイグロス・シャドー・ライン・エクステリア
■ M エクステリア・バッジ
■ M Sport専用テールパイプ・トリム
（クローム仕上げ）

■ マルチファンクション M スポーツ・レザー・ステアリング・ホイール
（シフト・パドル付）
■ スポーツ・シート
（運転席&助手席）
■ ヴァーネスカ・レザー・シート＜カラー：ブラック
（専用ステッチ付）＞
 ヴァーネスカ・レザー・シート
＜カラー：オイスター
（専用ステッチ付）、
コニャック
（専用ステッチ付）、
タコラ・レッド
（専用ステッチ付）、
モカ
（専用ステッチ付）＞
■ アルミニウム・テトラゴン・インテリア・トリム／パール・クローム・ハイライト
 アッシュ・グレーブラウン・ファイン・ウッド・インテリア・トリム／
パール・クローム・ハイライト
■ ドア・シル・プレート
（Mロゴ付）
■ M Sport専用リモート・コントロール・キー
■ BMW Individual アンソラジット･ルーフ･ライニング

＊ スノー・チェーンは装着できません。
※ 写真は日本仕様とは一部異なります。また、一部オプションを含みます。

＝ オプション装備

 M スポーツ・シート：
一体型ヘッドレストを備えた

M スポーツ・シート。

3本スポーク・デザインの
マルチファンクション M スポーツ・
レザー・ステアリング・ホイールには、
シフト・パドル、
マルチファンクション・
ボタン、
Mロゴおよびドライバー・
サイドのエアバッグが
組み込まれています。
親指の輪郭に合わせたサムレスト、
ブラックのウォークナッパ・レザー
（ブラック・ステッチ付）のリムが、
スポーティなドライビングに
応えます。

エクステリア：
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深さのある座面と厚みのある
シート・クッション、
そして立体的な
サイド・サポートにより、
タイトなコーナリング時においても
乗員をしっかりとホールドします。
さらに、バックレスト幅の
調節機能により、個々の乗員に
合わせた細やかな調整が可能です。

■ 18インチ M ライト・アロイ・
ホイール・ダブルスポーク・
スタイリング848M バイ・カラー
（ジェット・ブラック）
*：
（フロント）7.5J×18ホイール、

225/45R18タイヤ、
（リヤ）8.5J×18ホイール、
255/40R18タイヤ
〔ランフラット・タイヤ〕

 19インチ M ライト・アロイ・
ホイール・ダブルスポーク・
スタイリング791M
ジェット・ブラック*：
（フロント）8J×19ホイール、

225/40R19タイヤ、
（リヤ）8.5J×19ホイール、

255/35R19タイヤ
〔ランフラット・タイヤ〕

■ M ドア・シル・プレート：
ドアを開けた瞬間、MロゴがMモデルとしての存在感を力強く主張し、
走りの興奮を誘います。

THE NEW BMW M440i xDRIVE COUPÉ.
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視覚や聴覚、
そしてすべての感覚において、あなたは今までとの違いを明確に感じ取ることができるでしょう。
最高出力285kW
〔387ps〕
を誇る直列6気筒 M ツインパワー・ターボ・ガソリン・エンジンを搭載した、
ニューBMW M440i xDrive クーペ。独自のチューニングが施されたアダプティブ M サスペンションと、
高い感度のバリアブル・スポーツ・ステアリングが、極めて精確なハンドリングと思いのままのコーナリングを叶えます。
デザインにおいても、
そのダイナミクスは余すところなく表現されています。
縦に大きく伸びたメッシュ・デザインのシングル・フレーム・キドニー・グリルから、
デュアル・エキゾースト・テールパイプに至るエクステリア。
マルチファンクション M スポーツ・レザー・ステアリング・ホイールや、
人間工学に基づいたM スポーツ・シート＊といったインテリア。
すべてのディテールがこのクーペに力強さを与え、
日常のドライブに熱きレーシングの感覚をもたらすのです。

M リヤ・スポイラーがニューBMW M440i xDrive クーペの

外観をいっそうスポーティなものへと研ぎ澄ます

スポーティなシルエットを強調するとともに、

フロント・エプロンとリヤ・エプロン、
M エアロダイナミクス・パッケージは、
サイド・スカートで構成されます。
リヤ・バンパーのインサートはハイグロス・ブラック仕上げとなります。

ダウンフォースを向上させることで走行安定性を高めます。

＊ オプション
※ 写真は日本仕様とは一部異なります。また、一部オプションを含みます。

リヤに配された、
セリウム・グレーの「M440i」バッジ。

「M440i」のロゴがあしらわれた、
フル・デジタル式のメーター・パネルがアドレナリンを沸き立たせます。
そして、
シフト・パドル付のマルチファンクション M スポーツ・レザー・
ステアリング・ホイールが、
その高揚をさらに強いものにします。

BMW INDIVIDUAL.
個 性 を 表 現 す る方 法 。

フィオナ・レッドとブラックの BMW Individual フル・レザー・メリノには、
厳選された最上級のレザーのみが使用されています。
職人による入念な天然なめし加工は、
革の持つ重厚感をより際立たせるとともに、通気性や耐久性においても
その品質を申し分のないものとしています。

オープンポア（開気孔）仕上げの BMW Individual ファインライン・ブラック・シルバー・エフェクト・ウッド・
インテリア・トリムが、洗練されたモダンなインテリアをよりいっそう美しく演出します。

他の誰でもなく、決めるのはあなた自身です。
BMW Individual は、ニュー BMW 4シリーズ クーペをあなただけの一台へと
カスタマイズするための、多彩な選択肢をご用意しています。
想いのすべてを満たす一台は、BMW の駆けぬける歓びをより格別なものにするはずです。
乗る人のスタイルと自信を映し出すBMW Individual 専用ボディ・カラーから、
インテリアを自分だけの快適空間に変える上質なレザー・マテリアルやインテリア・トリムに至るまで。
極めて高品質なオプションの中から、
あなたの好みにぴったりのものをお選びください。

BMW Individual ドラバイト・グレー・メタリックのボディ・カラーは、
ニュー BMW 4シリーズ クーペのスポーティな性格とエレガントな佇まいをいっそう際立たせます。
ダーク・グレーのベース・カラーに加えられたイエローのシラリック顔料が、
日光に照らされることで独特の効果を生み出します。

※ 導入時期につきましては、BMW正規ディーラーにお問い合わせください。

EQUIPMENT HIGHLIGHTS.

Equipment

＝ 標準装備

＝ オプション装備
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＝ モデルにより設定が異なります。

■ BMWライブ・コックピット：

BMWレーザー・ライト：

ナビゲーション・システムが

従来のLEDヘッドライトの

組み込まれたこのネットワークは、

約2倍に相当する最長約500m
までの距離を照射。

タッチ・パネル機能付の10.25インチの

夜間の視認性を飛躍的に高め、

インフォメーション・ディスプレイと、

安全性を向上させています。

デジタル表示の12.3インチ メーター・
パネルで構成され、
すべての情報が

BMWレーザー・ライトを搭載した
ヘッドライトには、
ブルーの
デザイン・アクセントに加えて
「BMW Laser」のロゴがあしらわれ、
その革新性を象徴しています。

よりわかりやすく表示されます。

BMWオペレーティング・システム7.0
においては操作の手段を
個別に設定できるため、
音声コントロール、
タッチ・スクリーン、
iDriveコントローラーを利用して、
より直観的な操作が可能に
なりました。機能およびサービスを
直接選択し、
ドライバーの
好みに合わせてシステム全体を
カスタマイズすることもできます。

BMW Individual ハイグロス・

マルチファンクション M スポーツ・

シャドー・ライン・エクステリア：

レザー・ステアリング・ホイール
（シフト・パドル付）
：

ハイグロス・ブラック
（光沢仕上げ）
を
施したサイド・ウインドー・フレーム・

3本スポーク・デザインの

モールディング、
ドア・ミラーの

マルチファンクション M スポーツ・

フレームとベースなどが、

レザー・ステアリング・ホイールには、

魅惑的なスタイルをより

シフト・パドル、
マルチファンクション・
ボタン、Mロゴおよび

エクスクルーシブに演出します。

ドライバー・サイドのエアバッグが
組み込まれています。
親指の輪郭に合わせたサムレスト、
ブラックのウォークナッパ・レザー
（ブラック・ステッチ付）のリムが、
スポーティなドライビングに応えます。

■ アンビエント・ライト：
直接照明と間接照明を組み合わせて、
寛ぎに満ちたインテリアの雰囲気を
生み出します。
インスツルメント・
パネル、
ドア・トリム、
センター・
コンソールには、
ホワイト、
ブルー、
オレンジ、
ブロンズ、
ライラック、
グリーンの6色で11パターンの
デザインが用意され、
気分に合わせて
ライト・デザインが選べます。
また、乗り込む際にドア・ロックを
解除すると、
自動的に点灯する
ドア・ハンドル照明やウェルカム・
ライト・カーペットも装備しています。

 電動ガラス・サンルーフ
（チルト&スライド機能付）
：
電動スライド式インテリア・ルーフ、挟み込み防止機能に加え、
コンフォート・オープン／クローズ機能が含まれます。
これにより、乗員は好みに応じて車内の空気の流れを調節することが可能。
さらにルーフと一体化した電動ウインド・ディフレクターが、
室内への風の巻き込みや風切音を低減します。

M スポーツ・ブレーキ：
フロントの対向4ピストン・ブレーキ・キャリパーと
Mのロゴがあしらわれた、
リヤのフローティング1ピストン・ブレーキ・キャリパー、
そして大型のブレーキ・
ディスクによって、
卓越したブレーキ性能を実現。
ニューBMW 4シリーズ クーペの
極めてダイナミックなポテンシャルに合わせ、
いかなる路面状況においても、
よりスポーティな走行スタイルと優れた制動力を発揮します。
※写真のハイグロス・レッドのブレーキ・キャリパーはM440i xDriveにのみ設定可能です。

※ 写真は日本仕様とは一部異なります。また、一部オプションを含みます。

EQUIPMENT HIGHLIGHTS.

Equipment

＝ 標準装備

BMWヘッドアップ・ディスプレイ：

■ BMWデジタル・キー：

■ ワイヤレス・チャージング：

ドライバーが常に前方の道路状況に集中できるよう装備された、

もうキーを探す必要はありません。
BMWデジタル・キーがあります。

汎用性のあるワイヤレス充電＊3ソケットの他、Bluetooth®、

ナビゲーション・システムによる
BMWヘッドアップ・ディスプレイ。現在の車速、

これは対応するiPhone上で機能するバーチャル・キーです。

USBインターフェイスなど多彩な機能を提供します。

ルート案内の矢印表示、
チェック・コントロール、前車接近警告、

家族や友人など、複数の端末で共有することもできます。

※ Bluetooth®は米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

曲名やラジオ局のリストなど、
さまざまな情報をフロント・ウインドーに

※iPhoneは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

単調な交通状況あるいは危険度が高い局面での走行においては、

■ BMWコネクテッド・ドライブ・プロフェッショナル＊１：

優れた快適性と最大限の安全性を実現します。

BMWドライバー・サポート・デスク、BMWリモート・サービス、
コネクテッド・ドライブ・サービス、
そしてApple CarPlayプレパレーション。
もう、
それぞれを個別に選択する必要はありません。
BMWコネクテッド・ドライブ・プロフェッショナルがあれば
これらすべてのサービスに加え
BMW ConnectedDriveを通じて、
その他の多彩なサービスまで自由に利用することができます。

＊詳細につきましては、
20-21ページをご参照ください。

※Apple CarPlayは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。

ドライビング・アシスト・プロフェッショナルが、
ステアリング&レーン・コントロール・アシスト、
レーン・チェンジ・ウォーニング、
アクティブ・サイド・コリジョン・プロテクション付レーン・キーピング・アシスト、
その他各種の運転支援テクノロジーで、

＝ モデルにより設定が異なります。

■ コンフォート・アクセス
（トランク・リッド・スマート・オープン／クローズ機能付）
：
キーを使用することなく、
ドアとトランクのロック／ロック解除、
さらにエンジンの始動／停止が可能。
トランク・リッドは、
リヤ・バンパーの下で
足を軽く動かすだけで手を触れずに開閉することもできます。
※ 車両から発信される電波が、植込み型心臓ペースメーカー等の機器に影響を与える
可能性があります。詳しくはBMW正規ディーラーにお問い合わせください。

投影することで、
ドライバーの視界内に直接表示します。

■ ドライビング・アシスト・プロフェッショナル*：
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パーキング・アシスト・プラス＊：

サラウンド・ビュー・システム：

縦列駐車と並列駐車のほか、縦列駐車したスペースから道路へ出る際の

このシステムには、
トップ・ビュー＋3Dビュー、パノラマ・ビューが含まれます。

車両操作も自動で行います。
この機能にはセンター・コンソールの

フロントとリヤ、
およびドア・ミラーに組み込まれたカメラにより、

パーキング・ボタンからアクセスします。

車の周囲の状況をコントロール・ディスプレイで確認することができます。

すべてのステアリング操作とブレーキ操作はシステムにより行われるため、

トップ・ビュー＋3Dビューは、車両周辺を真上から見た画像を合成することで

ドライバーは周囲の状況に注意しながら、

の視界をドライバーに提供します。
360°
パノラマ・ビューは、見通しの悪い路地や駐車場の出口などでの視認性を高め、
快適かつ安全なドライブに貢献します。

その状況をモニタリングするだけで駐車することができます。
＊ 状況により正しく作動しない場合があります。周囲の状況を確認し、
システムだけに頼らず安全運転を心がけてください。
詳細はBMW正規ディーラーでご確認ください。

harman/kardon サラウンド・サウンド・システム：
464W、9チャンネル・サラウンド、16個のスピーカーが
傑出した高品位サウンドを生み出し、車内全体に臨場感溢れる
サラウンド・モードを実現します。車両専用のイコライザーは、
運転中の暗騒音を走行スピードに合わせて精確に補正します。

■ BMWリモート・サービス＊１：
スマートフォン＊２専用アプリ
「BMW Connected」を
BMWリモート・サービスは、
介して、
BMWを遠隔操作できるサービスです。駐車した車両の位置を地図上で
確認したり、夜間の駐車場でスマートフォンを使ってヘッドライトを点滅させて
クルマの位置を知ることもできます。
また、車外からベンチレーションを起動させ、車内の空気を入れ替えることも
できます。
さらに、
ドアのロックやロック解除が行えます。

＊ 1 : 本サービスは、BMWが契約する事業者が提供するモバイル・ネットワークの電波の届かない場所ではご利用いただけない場合があります。
＊2 : 一部機種やOSによってご利用いただけない場合があります。

BMWジェスチャー・コントロール：

アダプティブ M サスペンション：

予め設定された手の動きによって、特定の機能を操作することができます。

サスペンションの特性を、極めて俊敏なハンドリングを実現する

たとえば、車内にかかってきた電話には「スワイプ」か「指差し」の

スポーツ走行から快適なクルージングまで任意に調整することができるので、

ジェスチャーで応答／拒否を指示することができ、

スポーツ走行に適したシーンでは、
ドライビング・ダイナミクスの限界を

音量の調整は人差し指で円を描くような動作で可能です。

さらに高めることができます。
さらに、
ホイールの動きや路面の状況変化を
常にセンサーが検知し、瞬時にダンパーの減衰力を電子制御することで
安全に高いパフォーマンスを愉しむことができます。

＊3 : Qiに準拠した携帯電話はワイヤレス充電が可能です。ワイヤレス充電のQi規格に対応していないスマートフォン向けには、充電用のカバーが必要です。

EXTERIOR COLORS.

Equipment

ボディ・カラー

ソリッド・カラー
300 アルピン・ホワイト

メタリック・カラー
A96 ミネラル・ホワイト＊1

メタリック・カラー
C2Y ブルーストーン＊2

メタリック・カラー
C1X サンセット・オレンジ＊2

メタリック・カラー
475 ブラック・サファイア

BMW INDIVIDUAL ボディ・カラー

メタリック・カラー
C4F アークティック・レース・ブルー＊3

メタリック・カラー
C31 ポルティマオ・ブルー＊1

メタリック・カラー
C4E サンレモ・グリーン＊4

［Color samples］ここではニューBMW 4シリーズ クーペでお選びいただける、多彩なカラーと素材のバリエーションをご紹介。
お好きな色を選択したり、豊富な素材との組み合わせを愉しみながら、あなたの個性にぴったりの一台をコーディネートしてください。
ただし、
これらのサンプルはカラーや素材のイメージをお伝えするもので、
印刷の都合上、実際の色と異なる場合があります。
詳しくはお近くのBMW正規ディーラーにお問い合わせください。実物により近い色をご覧いただけるオリジナル・カラー・サンプルをご用意しております。

メタリック・カラー
C36 ドラバイト・グレー

＊ 1 : M Sport、M440i xDriveにのみ設定可能です。
＊2 : Standardにのみ設定可能です。
＊3 : M440i xDriveにのみ設定可能です。
＊4 : 導入時期につきましては、BMW正規ディーラーにお問い合わせください。
※ 納車までにお時間をいただく場合があります。BMW Individualの導入時期につきましては、BMW正規ディーラーにお問い合わせください。
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INTERIOR COLORS.

Equipment 38 | 39

＝ 標準装備

シート・マテリアル&カラー

インテリア・トリム
 Standard

クロス／センサテック・
コンビネーション
KFSW ブラック
インテリア・カラー：
ブラック

＝ オプション装備

BMW INDIVIDUAL インテリア・トリム

 Standard

ヴァーネスカ・レザー
MAFO キャンベラ・
ベージュ
（専用ステッチ付）
インテリア・カラー：
ブラック

 Standard

4AT ハイグロス・
ブラック・トリム／
パール・クローム・
ハイライト

 Standard
 M Sport
 M440i xDrive

XEU ファインライン・
ブラック・シルバー・
エフェクト・ウッド・
トリム／パール・
クローム・ハイライト＊

 M Sport
 M440i xDrive

ヴァーネスカ・レザー
MAOI オイスター
（専用ステッチ付）
インテリア・カラー：
ブラック

 M Sport
 M440i xDrive

4KK アルミニウム・
テトラゴン・トリム／
パール・クローム・
ハイライト

 Standard
 M Sport
 M440i xDrive

XED アルミニウム・
ファブリック・ハイグロス・
トリム／パール・
クローム・ハイライト

 M Sport
 M440i xDrive

ヴァーネスカ・レザー
MAPQ コニャック
（専用ステッチ付）
インテリア・カラー：
ブラック

 M Sport
 M440i xDrive

4KC アッシュ・グレー
ブラウン・ファイン・
ウッド・トリム／パール・
クローム・ハイライト*

 Standard
 M Sport
 M440i xDrive

4ML ピアノ・
フィニッシュ・ブラック・
トリム／パール・
クローム・ハイライト

 M Sport
 M440i xDrive

ヴァーネスカ・レザー
MAG6 タコラ・レッド
（専用ステッチ付）
インテリア・カラー：
ブラック

 M Sport
 M440i xDrive

ヴァーネスカ・レザー
MAMU モカ
（専用ステッチ付）
インテリア・カラー：
ブラック

 M440i xDrive

ヴァーネスカ・レザー
MANL ブラック
（ブルー・ステッチ付）
インテリア・カラー：
ブラック

 Standard
 M Sport

ヴァーネスカ・レザー
MAH7 ブラック
（専用ステッチ付）
インテリア・カラー：
ブラック

＊ 自然素材を使用しているため、継ぎ目が生じる場合があります。
※ 納車までにお時間をいただく場合があります。
BMW Individualの導入時期につきましては、BMW正規ディーラーにお問い合わせください。

WHEELS AND TYRES.

ORIGINAL BMW ACCESSORIES.
＝ オプション装備

19インチ M ライト・アロイ・ホイール・ダブルスポーク・
＊
スタイリング792M バイ・カラー
（セリウム・グレー）
：
（フロント）8J×19ホイール、225/40R19タイヤ、
（リヤ）8.5J×19ホイール、255/35R19タイヤ
〔ランフラット・タイヤ〕

 19インチ BMW Individual ダブルスポーク・
スタイリング793I アロイ・ホイール＊：
（フロント）8J×19ホイール、225/40R19タイヤ、
（リヤ）8.5J×19ホイール、255/35R19タイヤ
〔ランフラット・タイヤ〕

 18インチ Vスポーク・
スタイリング780
アロイ・ホイール
バイ・カラー
（オービット・グレー）＊：

7.5J×18ホイール、
225/45R18タイヤ
〔ランフラット・タイヤ〕

＝ モデルにより設定が異なります。

Equipment

www.bmw.co.jp/acc

 19インチ M ライト・アロイ・ホイール・ダブルスポーク・
スタイリング797M バイ・カラー
（ジェット・ブラック）＊：
（フロント）8J×19ホイール、225/40R19タイヤ、
（リヤ）8.5J×19ホイール、255/35R19タイヤ
〔ランフラット・タイヤ〕

 19インチ M ライト・アロイ・
ホイール・ダブルスポーク・
スタイリング 791M
ジェット・ブラック＊：
（フロント）8J×19ホイール、
225/40R19タイヤ、
（リヤ）8.5J×19ホイール、
255/35R19タイヤ
〔ランフラット・タイヤ〕

18インチ M ライト・アロイ・
ホイール・ダブルスポーク・
スタイリング848M
バイ・カラー
（ジェット・ブラック）＊：
（フロント）
7.5J×18ホイール、
225/45R18タイヤ、
（リヤ）
8.5J×18ホイール、
255/40R18タイヤ
〔ランフラット・タイヤ〕

17インチ Vスポーク・
スタイリング778
アロイ・ホイール：
7.5J×17ホイール、
225/50R17タイヤ
〔ランフラット・タイヤ〕

比類なきドライビング・プレジャーをもたらし、胸高まる体験を約束するBMW。
その感動をBMW純正パーツ&アクセサリーがさらに深めます。
卓抜したアイデアから生まれ、個性的なデザインと優れた機能性を実現したBMW純正パーツ&アクセサリーは、
エクステリア、
インテリア、
トランスポーテーション、
セーフティなど、
あなたのお望みに応える多彩なラインアップをご用意しています。BMWパーツ、
アクセサリーについての詳しい内容につきましては、
お近くのBMW正規ディーラー ショールームまでお問い合わせください。詳しい資料をご用意しております。
＊ スノー・チェーンは装着できません。

※ 写真は日本仕様とは一部異なります。
※ 一部のアクセサリーについては日本導入されない場合があります。
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さらなる情報と、駆けぬける歓びを。
「BMW カタログ」
アプリ
今すぐアプリをダウンロード。
いつでも、
どこでも、走りの歓びをあなたの手のなかに。

掲載モデル
NEW BMW M440i xDRIVE COUPÉ
エンジン：直列６気筒DOHCガソリン
（M ツインパワー・ターボ）
最高出力：285kW〔387ps〕
ホイール：19インチ M ライト・アロイ・ホイール・ダブルスポーク・スタイリング797M バイ・カラー〔ジェット・ブラック〕
（オプション）
ボディ・カラー：アークティック・レース・ブルー（オプション）
（専用ステッチ付）〕
（オプション）
シート・マテリアル&カラー：ヴァーネスカ・レザー〔コニャック
インテリア・トリム：BMW Individual アルミニウム・ファブリック・ハイグロス・トリム／パール・クローム・ハイライト
（オプション）
プロダクトに関するさらに詳しい情報は、
こちらをご覧ください：www.bmw.co.jp
BMWに関するお問い合わせは、BMWカスタマー・インタラクション・センターへ。
年中無休 受付時間 9:00am～7:00pm
（平日）／9:00am～6:00pm
（土日祝） 0120-269-437

本カタログに記載の諸元やデータおよび写真は、
日本で販売されるモデルとは細部で異なる場合があります
（ヨーロッパ仕様車の写真を含みます）。
また、一部オプションを含みます。
詳細に関しましては、
お近くのBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。
（ドイツ）
およびビー・エム・ダブリュー株式会社に帰属します。
記載の事項および写真の版権は、BMW AG
無断転載を禁じます。

4 11 004 204 70 2 2020 CB. Printed in Germany 2020.

世界の森林資源の責任ある利用を保証している
「FSC®認証紙」を使用しています。

訂正のご案内

THE 4 COUPÉ.
本カタログの掲載内容につきまして、一部訂正がございますので、以下のとおりご案内申し上げます。
● P20. パーキング・アシスト・プラス
トップ・ビュー＋ 3Dビューおよびサイド・ビュー・カメラは、パーキング・アシスト・プラスにのみ含まれますが、
その他の機能は標準装備のパーキング・アシストにも設定されています。
● P20. リバース・アシスト／後退時ステアリング・アシスト機能は標準設定となります。
● P21. BMWレーザー・ライトはモデルにより装備の設定が異なります。
● P22. Apple CarPlayプレパレーションおよびコネクテッド・ドライブ・サービスは、
標準装備の BMWコネクテッド・ドライブ・プロフェッショナルに含まれます。購入は不要です。
● P24/25. アダプティブ LED ヘッドライト
アダプティブ LED ヘッドライトは単体では装備されません。
アダプティブ制御機能は、
イノベーションパッケージに含まれるBMWレーザー・ライトを選択することで使用可能です。
● P35. ワイヤレス・チャージング
誤）
ソケット
正）
ドック
● P35. パーキング・アシスト・プラス
記載の機能は標準装備のパーキング・アシストにも設定されています。
● P35. サラウンド・ビュー・システムは、パーキング・アシスト・プラスに含まれます。

ビー・エム・ダブリュー株式会社
2 2020（11/30/2020）
61CAT10689A

