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BMW のフラッグシップ「BMW 7 シリーズ」のトップ・エンド・モデ
ル「新型 BMW M760Li xDrive」の予約注文受付を開始
 高性能スポーツ・カーを開発する BMW M 社が手がける M Performance Automobile
 最高出力 610 馬力、最大トルク 800Nm の圧倒的なパフォーマンスを発揮する新
開発 V 型 12 気筒 M Performance ツインパワー・ターボ・エンジンを搭載
 驚異的なパワーを余すことなく路面に伝える 4 輪駆動システム「xDrive」を組み合
わせ、僅か 3.7 秒で時速 100km まで加速する圧倒的な動力性能を実現
 最高峰 V 型 12 気筒エンジンの持つ究極の「ダイナミズム」と「エレガンス」。それぞ
れの個性をより強調する 2 つのモデルをラインアップ
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
フラッグシップ「BMW 7 シリーズ」のトップ・エンド・モデル「新型 BMW M760Li xDrive（エム・ナ
ナ・ロク・マル・エル・アイ・エックス・ドライブ）」を、全国の BMW 正規ディーラーにおいて、本日
より注文の受付を開始すると発表した。納車は、2017 年 2 月からを予定している。
新型 BMW M760Li xDrive は、量産車初の革新的機能を数多く採用し、「ワールド・ラグジュ
アリー・カー・オブ・ザ・イヤー2016」を受賞した BMW 7 シリーズに、BMW の高性能スポー
ツ・カーを開発する BMW M 社によるスポーティなチューニングを施した「M Performance
Automobiles（エム・パフォーマンス・オートモビル）」である。
新型 BMW M760Li xDrive は、最高出力 448kW（610ps）、最大トルク 800Nm（81.6kgm）
の圧倒的なパフォーマンスを発揮する新開発の 6.6 リッターV 型 12 気筒 BMW M
Performance ツインパワー・ターボ・エンジンを搭載し、その驚異的なパワーを余すことなく路
面に伝えるインテリジェント 4 輪駆動システム「xDrive」の組み合わせにより、僅か 3.7 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実現している。
モデル・ラインアップにおいては、極上のダイナミズムを演出する M エアロ・ダイナミクス・パッ
ケージを身に纏い、官能的なスポーティ・エンジン・サウンドとともに高性能スポーツ・セダンに
相応しい圧倒的な存在感を放つ「BMW M760Li xDrive」に加えて、バンパーなどに施された
クローム・インサートにより、エレガントなスタイリングを強調するデザイン・ピュア・エクセレン
ス・エクステリアを装着し、V 型 12 気筒エンジン特有の洗練されたサウンドを奏でる「BMW
M760Li xDrive V12 Excellence（ブイ・ジュー・ニ・エクセレンス）」をラインアップする。
メーカー希望小売価格（消費税込み）
モデル
M760Li xDrive
M760Li xDrive
V12 Excellence




エンジン

トランスミッション

希望小売価格

6.6 リッターV 型 12 気筒 DOHC
BMW M Performance
ツインパワー・ターボ・エンジン
448kW(610ps)/5,500–6,500rpm
800Nm（81.6kgm）/1,550-5,000rpm

8速
スポーツ AT

¥ 24,200,000

8 速 AT

¥ 24,200,000

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。
右／左ハンドル仕様
諸元はヨーロッパ仕様車値

圧倒的なパフォーマンスを発揮する V 型 12 気筒 BMW M Performance ツインパワー・ターボ・
エンジンと、4 輪駆動システム「xDrive」の組み合わせにより、セグメント最速の動力性能を実現


ツイン・ターボ・チャージャーに、高精度ダイレクト・インジェクション・システム、ダブル
VANOS を組み合わせた新開発 6.6 リッターV 型 12 気筒 BMW M Performance ツイン
パワー・ターボ・エンジンを初搭載。



最高出力 448kW（610ps）/5,500–6,500rpm、わずか 1,550rpm の低回転から 5,000
rpm まで一定して発揮される最大トルク 800Nm（81.6kgm）の圧倒的なパフォーマンス
を発揮する V 型 12 気筒 BMW M Performance ツインパワー・ターボ・エンジンは、その
驚異的なパワーを余すことなく路面に伝えるインテリジェント 4 輪駆動システム「xDrive」
の組み合わせにより、僅か 3.7 秒（ヨーロッパ仕様車値）で時速 100km まで加速する圧
倒的な動力性能を実現。



リヤ・アクスルにより大きな駆動力を配分する M Performance モデル専用設定の
「xDrive」は、ステアリングの切れ角やホイールの回転速度などの車両データから、オー
バーステアやアンダーステアなどの兆候を察知すると、システムが電子制御式多板クラ
ッチを装備したトランスファー・ギアボックスを介して瞬時に前後アクスルへの駆動トルク
を可変配分し、優れたロード・ホールディングを実現。



8 速スポーツ・オートマチック・トランスミッション*にも、V 型 12 気筒エンジンの特性に合
わせて M Performance モデル専用チューニングが施され、よりスポーティなシフト特性
を実現。
*: 8 速スポーツ AT は、M760Li xDrive に搭載（M760Li xDrive V12 Excellence は、8 速 AT を搭載）

最高峰 V 型 12 気筒エンジンの持つ究極の「ダイナミズム」と「エレガンス」。それぞれの個性を
より強調する 2 つのモデルをラインアップ


究極のダイナミズムを強調する M760Li xDrive：
- 極上のダイナミズムを演出する M エアロ・ダイナミクス・パッケージを身に纏い、セリウ
ム・グレーのマット塗装が施された専用 20 インチ M ライト・アロイ・ホイール・スタイリ
ング 760M に、ダーク・ブルーのメタリック・ペイントが施された M スポーツ・ブレーキ
を組み合わせて、官能的なエンジン・サウンドを放つ M スポーツ・エグゾースト・システ
ムと相まって、高性能ラグジュアリー・スポーツ・セダンに相応しい圧倒的な存在感を
主張。
- さらに、キドニー・グリル、フロント・エア・インテーク・トリム、ドア・ミラー・キャップ、サイ
ドの M バッジ、サイド・トリム・フィニッシャー、ドア・ハンドル・ストリップ、C ピラーの
V12 バッジ、トランク・リッド・フィニッシャー、リヤのモデル・バッジ（M760Li および
xDrive バッジ）、エキゾースト・テールパイプに、専用のセリウム・グレーの塗装を施し、
モデル特有のダイナミックな個性を演出。



究極のエレガンスを強調する M760Li xDrive V12 Excellence：
20 インチ ホイール、フロント・バンパーに追加されるクローム・インサート、左右のエキゾ
ースト・テールパイプを取り囲むクローム・インサートにより構成される「デザイン・ピュア・

エクセレンス・エクステリア」を装着し、リヤおよび C ピラーにはクロームの V12 モデル・
バッジと xDrive バッジが施される。

新型 M760Li xDrive の主な標準装備品


アクティブ・プロテクション



PDC／パーク・ディスタンス・コントロール（フロント&リヤ、ビジュアル表示機能付）



パーキング・アシスト



ドライビング・アシスト・プラス
 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）
 ステアリング&レーン・コントロール・アシスト
 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）
 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
 前車接近警告機能
 衝突回避・被害軽減ブレーキ
 後車衝突警告機能
 クロス・トラフィック・ウォーニング（フロント&リヤ）



BMW ナイト・ビジョン（歩行者、動物検知機能付）



トップ・ビュー+ 3D ビュー



サイド・ビュー・カメラ、リヤ・ビュー・カメラ（予測進路表示機能付）



BMW コネクテッドドライブ・スタンダード
 BMW SOS コール
 BMW テレサービス



BMW コネクテッドドライブ・プレミアム
 BMW ドライバー・サポート・デスク
 BMW リモート・サービス
 BMW コネクテッドドライブ・サービス



BMW サービス・インクルーシブ・プラス（3 年メインテナンス・パッケージ）



セルフ・レベリング機能付 2 アクスル・エア・サスペンション



ダイナミック・ダンピング・コントロール



エグゼクティブ・ドライブ・プロ



ドライビングパフォーマンスコントロール（Adaptive モード付）



インテグレイテッド・アクティブ・ステアリング（前後輪統合制御ステアリング・システム）



ウェルカム・ライト・カーペット



ソフト・クローズ・ドア（フロント&リヤ）



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）



コンフォート・アクセス（スマート・オープン／クローズ機能付）



BMW レーザー・ライト（レーザー・モジュール付 LED ハイ／ロービーム、LED インジケー
タ、LED アクセント・ライン、LED コーナリング・ライト。光軸自動調整機構付）



20 インチ アロイ･ホイール
（フロント）8.5Jx20 ホイール+245/40R20 タイヤ、
（リヤ）10Jx20 ホイール+275/35R20 タイヤ



専用マルチ・ディスプレイ・メーター・パネル



4 ゾーン・オートマチック・エア・コンディショナー



フロント・コンフォート・シート



フロント・アクティブ・ベンチレーション



エグゼクティブ・ラウンジ・シート（5 人乗り）



リヤ・コンフォート・パッケージ・プラス
 スカイ・ラウンジ・パノラマ・ガラス・サンルーフ
 ヒート・コンフォート・パッケージ
 リヤ・マッサージ・シート



BMW Individual フル・レザー・メリノ・インテリア



アルカンタラ・ルーフ・ライニング



ドア・シル・プレート（V12 ロゴ付）



アンビエント・ライト



アンビエント・エア・パッケージ



HDD ナビゲーション･システム（VICS3 メディア対応）



10.2 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）



iDrive コントローラー（コントロール・ディスプレイ用、ダイレクト・メニュー・コントロール・ボ
タン、タッチ・パッド付）



インテグレイテッド・オーナーズ・ハンドブック



地上デジタル TV チューナー（12 セグ／ワンセグ自動切替）



USB オーディオ・インターフェース



ワイヤレス・チャージング



Bowers&Wilkins ダイアモンド・サラウンド・サウンド・システム（1,400W、16 スピーカー、
10 チャンネル・サラウンド）



ハンズフリー・テレフォン・システム



ITS スポット対応 DSRC 車載器（ルーム・ミラー内蔵、ETC 機能付）

BMW 7 シリーズについて
BMW 7 シリーズは、1977 年の登場以来、ダイナミズムとラグジュアリーを高次元で融合す
ると共に、モデル・チェンジ毎に数多くの革新技術を取り入れ、約 40 年間に渡って常に最も
革新的なラグジュアリー・セダンとして君臨し続ける BMW のフラッグシップ・モデルである。
2015 年 10 月に販売を開始した第 6 世代目となる現行モデルでは、カーボン・ファイバー強
化樹脂（CFRP）を随所に採用した革新的ボディ構造「カーボン・コア」、LED ヘッドライトに
比べ 2 倍もの照射距離を実現した次世代のライト技術「BMW レーザー・ライト」、ドライバ
ーの手の動きを認識して車載コントロール・システムの操作が可能な「ジェスチャー・コントロ
ール」、車外から遠隔操作で駐車することができる「リモート・パーキング」など、量産車初の
革新的機能を数多く採用し、「ワールド・ラグジュアリー・カー・オブ・ザ・イヤー2016」を受賞

している

M Performance Automobiles について
ハイ・パフォーマンス・モデルである BMW M4 などの BMW M モデルと、BMW のトップ・
エンド・モデルの中間に位置づけられる新しいモデルであり、比類なきスポーツ性と優れた
効率に加え、日常走行における高い実用性を提供する。M Performance Automobiles は、
BMW のトップ・エンド・モデルをベースに、パワートレインおよびシャシーに、BMW M 社
（M GmbH）の高い技術に基づいたスポーティなチューニングを施し、かつ、エモーショナル
な専用デザインを採用している。
今回発表の BMW M760Li xDrive に加え、M Performance Automobiles は、BMW のコ
ンパクト・モデルの BMW M140i、BMW M240i クーペ、スポーツ・アクティビティ・クーペの
BMW X4 M40i の計 4 モデルをラインアップする。

BMW サービス・インクルーシブ・プラスについて
BMW では、3 年間にわたる主要なメインテナンス項目をパッケージとして提供する「BMW
サービス・インクルーシブ・プラス」を、本年 10 月 1 日より、BMW 全モデルに標準装備とし
ている。
BMW サービス・インクルーシブ・プラスは、これまで BMW の新車に有料オプション*として
提供されていたメインテナンス・パッケージ「BMW サービス・インクルーシブ（3 年）」に、パン
クが発生した場合にタイヤの修理・交換費用を補償する「タイヤ補償」、キーの破損や紛失
の際の費用をサポートする「キー補償」、さらに、顧客の要望に応じて車両の無料点検（コン
ディション・チェック）を実施する「お出かけ前点検」といったサービスを新たに追加し、更なる
安心をプラスするとともに顧客バリューを高めた新しいメインテナンス・パッケージである。
*:

BMW 7 シリーズは、BMW サービス・インクルーシブが従来より標準装備。

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）

