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BMW M のハイ・パフォーマンス・クーペの限定モデル
「BMW M6 Celebration Edition “Competition”」を発売
 BMW の創立 100 周年を記念した特別限定車の第 6 弾モデル
 BMW M6 クーペのポテンシャルをさらに高めた究極のコンペティション・モデル：
エンジン最高出力は 600 馬力を発揮
 鮮やかな「オースチン・イエロー」の専用ボディ・カラーなど、内外装に数々の特別装
備品を採用し、最上のダイナミズムを纏ったスタイリングを実現
 全国合計 13 台限定モデル
ビー・エム・ダブリュー株式会社（代表取締役社長: ペーター・クロンシュナーブル）は、BMW
の創立 100 周年を記念した特別限定車の第 6 弾モデルとして、BMW M のハイ・パフォーマ
ンス・クーペ「BMW M6（エム・シックス）クーペ」のポテンシャルをさらに高めた究極のコンペ
ティション・モデル「BMW M6 Celebration Edition“Competition（セレブレーション・エディシ
ョン・コンペティション）”」を、全国の BMW M 認定ディーラーにおいて、13 台の台数限定で、
7 月 9 日（土）より販売を開始すると発表した。
搭載される高回転型 4.4 リッターV 型 8 気筒 M ツインパワー・ターボ・エンジンは、通常の
BMW M6 から最高出力をさらに 40 馬力アップの 600 馬力、最大トルクも 20Nm アップの
700Nm を発揮し、わずか 3.9 秒（ヨーロッパ仕様車値）で時速 100km まで加速する圧倒的
な動力性能を誇る。また、サスペンションやステアリングにも、究極のドライビング・ダイナミク
ス実現のための専用セッティングを施し、BMW M6 のパフォーマンスを極限まで高めている。
さらに、ブレーキ・システムには、大幅な軽量化を実現し、高い耐摩耗性と耐フェード性を持ち
合わせた M カーボン・セラミック・ブレーキ・システムを標準装備する。
エクステリアは、鮮やかな BMW Individual オースチン・イエローの専用ボディ・カラーに加え、
20 インチ M ライト・アロイ・ホイール、キドニー・グリル・フレーム、ドア・ハンドル、サイド・ギル
などに特別なブラック塗装仕上げを施し、圧倒的なダイナミズムを纏った魅力的なスタイリン
グとしている。また、カーボン・ファイバー強化樹脂（CFRP）製のリヤ・スポイラーとリヤ・バン
パー下のディフューザーいった専用装備の数々が、サーキットにおける高いパフォーマンスを
強烈に印象づけるとともに、効果的なエアロダイナミクスを実現している。インテリアは、随所
にイエローのステッチが施されたブラックの BMW Individual レザー・メリノ・インテリアに、カ
ーボン・インテリア・トリムやアルカンタラ仕上げの M スポーツ・ステアリング・ホイールを組み
合わせ、エクスクルーシブかつ極めてスポーティな室内空間を演出している。
メーカー希望小売価格（消費税込み）
モデル
Ｍ6 Celebration Edition
“Competition”

エンジン

4.4 リッターV 型 8 気筒 DOHC
M ツインパワー・ターボ・エンジン
441W(600ps)/6,250rpm

トランスミッション

希望小売価格

7 速 M DCT

¥23,210,000

700Nm(71.4kgm) /1,500-6,000rpm



上記のメーカー希望小売価格は、付属品価格、税金（消費税を除く）、保険料、登録に伴う諸費用を含まない車両本体価
格です。また｢自動車リサイクル法｣に基づく､リサイクル料金が別途必要となります。
13 台限定（左ハンドル仕様）。

BMW M6 Celebration Edition “Competition”の特別装備内容


ボディ・カラー： BMW Individual オースチン・イエロー



20 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 343M（専用ブラック
塗装仕上げ）
（フロント）9.5Jx20 ホイール+265/35ZR20 タイヤ、
（リヤ）10.5Jx20 ホイール+295/30ZR20 タイヤ



ブラック・クローム仕上げのキドニー・フレーム、サイド・ギル（M6 COMPETITION のロ
ゴ付）、ドア・ハンドル、スポーツ・エキゾースト・テール・パイプ



カーボン・リヤ・スポイラー



カーボン・リヤ・ディフューザー



カーボン・ミラー・カバー



イエロー・コントラスト・ステッチ付 BMW Individual フル・レザー・メリノ・ブラックの M マル
チファンクション・シート（運転席／助手席）



アルカンタラ・アンソラジット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（シフトパドル、M Drive ボタン）



カーボン・セレクト・レバー



スモーカー・パッケージ（M6 のロゴ付）



専用ドア・シル（M6 COMPETITION のロゴ付）



バング&オルフセン・ハイ・エンド・サラウンド・サウンド・システム（1200W、16 スピーカー、
16 チャンネル・サラウンド



コンペティション・パッケージ
•

エンジン最高出力 441kW[600ps]

•

専用サスペンション・セッティング

•

専用ステアリング・セッティング

•

専用 M ダイナミック・モード・セッティング

•

スポーツ・エキゾースト・システム（ブラック・クローム仕上げデュアル・エキゾースト・
テール・パイプ）



M カーボン・セラミック・ブレーキ・システム



M ドライバーズ・パッケージ（最高速度 305km/h 対応）

BMW M 認定ディーラーについて：
BMW M 認定ディーラーは、セールス及びサービスの現場において BMW M モデルの顧客
に対して、エクスクルーシブでプレミアムなサービスを提供することにより、BMW M モデルの
ファン層をより一層強化し、顧客ロイヤリティの維持・向上を目的として 2012 年 4 月より導入
された。BMW M 認定ディーラーにおいては、BMW M 専用展示スペースにて、最新の BMW
M モデルに触れることが可能であると共に、BMW M の試乗車を常備し、随時、試乗可能で
ある。また、BMW M に特化したトレーニングを通して専門知識を有する、BMW M セールス・
コンサルタント（新車セールス担当）、BMW M サービス・スペシャリスト（サービスにおけるトッ
プレベルのテクニシャンである BMW マイスター）、及び BMW M BPS セールス・コンサルタ
ント（中古車セールス担当）を配置し、顧客からの高い要望に応える体制を整えている。

BMW M 認定ディーラーは、2016 年 5 月時点で、日本全国 13 ディーラー18 拠点を展開（以
下参照）。


株式会社モトーレン群馬
高崎本店
群馬県高崎市浜尻町 585



セントラル自動車技研株式会社
浦和営業所
埼玉県蕨市錦町 2-1-37



株式会社阿部モータース
品川ショールーム
東京都品川区東品川 3-13-6



ビー・エム・ダブリュー東京株式会社
BMW 高輪
東京都港区高輪 2-15-17



ビー・エム・ダブリュー東京株式会社
BMW 新宿
東京都新宿区西新宿 3-6-11 西新宿 KS ビル 1・2F



ビー・エム・ダブリュー東京株式会社
BMW 青山スクエア
東京都港区北青山 2-12-16 吉川ビル 1・2F



ビー・エム・ダブリュー東京株式会社
BMW 目黒
東京都目黒区柿の木坂 1-16-11



株式会社モトーレン東名横浜
東名横浜本店
東京都町田市鶴間 1658-3



株式会社モトーレン東名横浜
横浜三ツ沢支店
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢上町 1-11



ニコル・カーズ株式会社
青葉宮前支店ショールーム
神奈川県川崎市宮前区有馬 3-2-1



ウエインズインポートカーズ株式会社
みなとみらい店
神奈川県横浜市みなとみらい 4-5-1



株式会社服部モーター商会
本社
京都府京都市右京区西院南高田町 10 番地



ビー・エム・ダブリュー大阪株式会社
新梅田支店
大阪府大阪市福島区福島 7-20-1 KM 西梅田ビル



ビー・エム・ダブリュー大阪株式会社
千里支店
大阪府吹田市津雲台 7-1-D109-101



エルベオート株式会社
堺店
大阪府堺市中区深井北町 3401



株式会社 モトーレン阪神
芦屋支店
兵庫県芦屋市春日町 1-5



株式会社モトーレン神戸
三宮本店
兵庫県神戸市中央区小野柄通 5-1-20



株式会社バルコム
広島
広島県広島市安佐南区中筋 3-8-10

この件に関する読者および視聴者からのお問い合わせ先は、
BMW カスタマー・インタラクション・センター：フリーダイヤル 0120-269-437 を
ご掲載ください。
受付時間: 平日 9:00-19:00／土日祝 9:00-18:00
BMW インターネット・ウェブサイト：http://www.bmw.co.jp
この件に関する報道関係者のお問い合わせは：
BMW Japan Corp. 広報室：03-6259-8026（製品広報）

