BMW Card News
ニュー BMW 4シリーズ クーペ
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BMW Topics Lounge

Topics

Winter 2013

ニュー BMW 4シリーズ クーペ 登場
究極のドライビング・ダイナミクス：低重心化や専用サスペンション・システムにより、
さらにスポーティで俊敏なハンドリング性能を可能に。
また、
優れた安全性を実現する為に
「衝突回避・被害軽減ブレーキ」
や
「BMWヘッドアップ・ディスプレイ」
といった革新的ドライバー支援システムを標準装備。
待望の「ニュー BMW 4シリーズ クーペ」
が、
9月24日より全国

重量配分に加え、現行BMWモデルで最も低い重心位置、
およ

BMW正規ディーラーにおいて販売が開始されました。

び、
フロント・アクスルにトーション・バーが追加された専用サス
ペンション・システムの採用により、
BMW特有のスポーティで俊

スポーティでエレガントなデザインとダイナミックな運動性能に

敏なハンドリング性能をさらに向上させ、圧倒的にダイナミック

より、長年にわたりミドル・クラスのプレミアム・クーペ・セグメン

な走りを可能にしています。

トをリードしてきたBMW 3 シリーズクー ペに代わり、新たに

装備面では、歩行者検知機能付きの「衝突回避・被害軽減ブレー

「ニュー BMW 4シリーズ クーペ」
が登場しました。

キ」
や、車速やルート案内などの情報をフロント・ウインドーに投

BMWならではのショート・オーバーハング、
ロング・エンジン・

影する
「BMWヘッドアップ・ディスプレイ」
といった革新的ドライ

フード、そして、流れるようなルーフラインにより、完璧なまでに

バー支援システムを全車標準装備し、優れた安全性を実現して

美しくエレガントなプロポーションを形成しています。
また、先代

います。

BMW 3シリーズ クーペに比べ、全高が25mm低くなるとともに、
前後のトレッドが大幅に拡大し、
ワイドで低く構えたスタンスが卓
越したスポーツ性を強調しています。
さらに、左右に大きく開い
た大型エア・インテークを備えたフロント・エプロン等の特徴的
なデザインが、
パワフルな存在感を主張しています。
ドライビング・ダイナミクスにおいては、約50:50の理想的な前後
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WINTER BMW COLLECTION.

最新のLIFESTYLEは、
上質なデザインと機能性を重視。

ビーニー（ユニセックス）

￥6,720
（￥6,400）

BMWサングラス・モダン

￥14,700
（￥14,000）

素材：ウール100％
カラー：ダーク・グレー

スカーフ
（ユニセックス）

素材：アセテート、
メタル
（ニュー・シルバー）
レンズ：偏光レンズ、UV400

￥13,545
（￥12,900）
素材：ウール100％
カラー：ダーク・グレー

キルティング・ベスト

BMWキーリング・レザー

￥14,385
（￥13,700）

￥2,940
（￥2,800）

素材：ナイロン100％
（メンズ）
カラー：ダーク・ブルー
サイズ：S・M・L・XL・XXL
（レディース）
カラー：パープル
サイズ：XS・S・M・L・XL

Mトローリー・ケース
（左）

￥29,400
（￥28,000）

サイズ
（本体）
：約70 x 42 x 30cm
重量：約4.5kg

スニーカー Street turneo mid.

Mトローリー・ケース
（右）

サイズ
（本体）
：約55 x 40 x 22cm
重量：約3.5kg

カラー：アンスラサイト＆レッド
サイズ：約24-30cm

ので、
品切れの際はご容赦ください。※使用している写真はヨーロッパ仕様を含むため、
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。予めご了承ください。※太字の表示価格は消費税込の標準的なメーカー希望小売価格です。
カッコ内は消費税

お支払いには、

抜きの価格を記載しています。※取付工賃および塗装代等は含まれておりません。

ぜひBMW Cardをご利用ください。
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￥19,320
（￥18,400）

※写真は実際のものとは色や細部が異なる場合があります。
予めご了承ください。※商品の種類によっては、
数量に限りがあります

BMW正規ディーラーでの

ライフスタイルグッズ購入時の

#

￥26,775
（￥25,500）

※価格は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

WINTER BMW CAR ACCESSORIES.
あなたのBMWを個性的に。冬のドライビングを快適に。

ルーフ・ボックス 320

スキー&スノーボード・ホルダー

スタッドレス・タイヤ・コンプリート・セット

ストリーム・ライン 306
BLIZZAK RFT（ブリヂストン）
￥324,600
（￥312,000）

Vスポーク 236
BLIZZAK RFT（ブリヂストン）
￥432,600
（￥412,000）

7Jx16 205/60R16
※3シリーズ・セダン / ツーリング

7.5Jx17 225/55R17
※5シリーズ・セダン / ツーリング

￥22,995
（￥21,900）

￥69,510
（￥66,200）

重量：約5.0kg
※ビンディングの付いていないスキーやスノー
ボード はこの 商 品で は 積 載 すること が で き
ません。
※積載許容数は、スキーやスノーボードの幅、
使用しているビンディングにより異なります。

重量：約13kg サイズ：約191x63x39cm
許容積載容量：約320リットル

コンプリート・セットは、
ホイール
（4本）
、
タイヤ
（4本）
、
センターキャップ
（4個）
、
バランスウェイト
（必要量）
、
エアバルブ
（4個）
の
車両1台分で構成されたお買い得なセットです。
BMW正規ディーラーではBMW純正アロイ・ホイールとタイヤメーカー別推奨タイヤを組み合わせて装着することができます。
ご購入の際に詳細をご確認ください。

コンプリート・セットは、他のモデルにおいても多数のデザインを取り揃えております。

BMW正規ディーラーでの

カーアクセサリー購入時の
お支払いには、
ぜひBMW Cardをご利用ください。

「BMW COLLECTION」の
詳しい情報については、
QRコードで簡単アクセス！

※ブラック/ホワイト/チタン・シルバーもございます。
※スキ ー & ス ノーボード・ホ ル ダーと ル ーフ・
ボックス“320”との取り付けには別売りのベース・
サポートが必要です。
※モデルにより形状、価格が異なります。

ウインドー・ウォッシャー液
（不凍剤入り）
500ml ￥378
（￥360）
1000ml ￥735
（￥700）
※ウインドーの凍結を防ぐ、
冬専用ウインドー洗浄剤

※写真は実際のものとは色や細部が異なる場合があります。
予めご了承ください。※商品の種類によっては、
数量に限
りがありますので、
品切れの際はご容赦ください。※使用している写真はヨーロッパ仕様を含むため、
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。
予めご了承ください。※太字の表示価格は消費税込の標準的なメーカー希
望小売価格です。
カッコ内は消費税抜きの価格を記載しています。※取付工賃および塗装代等は含まれておりません。

※価格は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

「BMW CAR ACCESSORIES」
の
詳しい情報については、
QRコードで簡単アクセス！
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BMW

ウインター・キャンペーン
2013年1月31日（木）まで
過酷な条件での走りが求められる冬こそ、
BMWの快適な走りと確かな
安全性を実感できるシーズンです。
今年も、
BMW正規ディーラーでは、
様々な特典やサービスをご用意した
「BMWウインター・キャンペーン」
を
開催いたします。
冬の過酷な条件での走りに備え、
愛車を念入りにチェック
する
「BMWウインター・チェック」
や、
BMWクオリティが息づく魅 力 の
「BMWアクセサリー」
を豊富にご用意してお待ちいたします。
お出かけの
際にはお近くのBMW正規ディーラーにお気軽にお立ち寄りください。

BMW WINTER CHECK

BMW INNOVECTION

冬の過酷な走りに備えて、
万全のチェックを。

強力な保護膜と耐久層が、
しっかりガードします。

冬の過酷な条件での走りに備えて、愛車のコンディションを

BMW車は塗装表面
（クリアコート）
に、
自己修復�する特性を持つ

整えておきませんか。全27項目にわたり経験豊かなメカニック

「BMW自己修復性耐すり傷塗装」
を採用。
塗装面
（クリアコート）

が厳重にチェック。最上のメインテナンスで、安心で快適なドラ

を守りながら、
新車時の深い光沢と重厚なツヤを保ち続けます。

イブをお楽しみください。

※ 鍵や硬貨などで引っかいた傷のように、
塗膜が破壊された場合を除く

酸性雨

平成23年年末24年年始ロードサービス救援依頼内容
1位 過放電バッテリー

16,664件（39.00%）
3,754件（ 8.79%）

2位 タイヤのパンク（バースト、エア圧不足含む）
資料：社団法人 日本自動車連盟（JAF）
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紫外線

花粉

鳥糞

薬品

他コーティング

Innovection

塗装面（クリアコート）

※ご入庫の際は、
「ご予約専用窓口」
まで事前にご予約をお願いいたします。
※点検料金等詳細は、
サービス・アドバイザーまでお問い合わせください。

BMW M PERFORMANCE PARTS

スターター・パッケージ

BMW 1 SERIES
Topics THE
& THE BMW 3 SERIES SEDAN / TOURING.
12月20日（金）
までにご購入いただくと
BMW M Performanceキャップをプレゼント！
あなただけのBMWにカスタマイズするためのファースト・ステップ
として、人気の高い
「ブラック･キドニー･グリル」
「カーボン・セレクター
･レバー･グリップ」
「ステンレス・スチール・ペダル・セット」
を特別価格
のパッケージにてご用意しました。

BMW 1 SERIES

BMW 3 SERIES
※対象車両：3シリーズ セダン / ツーリング
（AT車のみ）

BMW M Performance
キャップをプレゼント。

2013年12月20日（金）までに
ご購入いただいたお客様には、
1パッケージ毎に1個、
BMW M Performance キャップを
プレゼントいたします。

スターター・パッケージ AT車用

〔通常価格：￥59,136
（￥56,320）〕
￥46,725（￥44,500）

スターター・パッケージスポーツAT車用

〔通常価格：￥60,291
（￥57,420）〕
￥48,720（￥46,400）

スターター・パッケージAT車用

〔通常価格：￥61,320
（￥58,400）〕
￥48,090（￥45,800）

スターター・パッケージスポーツAT車用

〔通常価格：￥62,475
（￥59,500）〕
￥49,875（￥47,500）

※表示価格は2013年9月1日現在の標準的なメーカー
希望小売価格であり、
取付工賃および塗装代等は含ま
れておりません。※太字の表示価格は消費税込みの
価格で、
カッコ内は消費税抜きの価格を記載してい
ます。価格、品番、製品の仕様等は予告なく変更する
ことがあります。
※取り付け作業時間は、車両の状態
および装備品の仕様などにより、
実際の取り付け作業
時間と異なる場合があります。※製品によっては、

ブラック･キドニー･グリル

カーボン・セレクター･レバー･グリップ

各¥8,043（¥7,660）

AT専用

¥23,520（¥22,400）

スポーツAT専用

¥24,675（¥23,500）

取付作業参考時間：約70分（左右同時交換時）

取付作業参考時間：約15分

ステンレス・スチール・ペダル・セット

お手元に届くまで多少お時間がかかる場合があります。

¥19,530（¥18,600）

※製品によっては、
別途部品が必要となる場合や一部

取付作業参考時間：約30分

加工が必要なものもあります。
ご購入の際に詳細を
ご確認ください。
※写真は実際のものとは色や細部が
異なる場合があります。
予めご了承ください。
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ラストチャンス、
ウェルカム・キャンペーン 2013
2013年12月末日まで
ご入庫いただいたお客様に素敵なプレゼント！
抽選で総数400名様に当たります。
キャンペーン期間中、
BMW正規ディーラーにご入庫いただいたお客様だけにうれしい
チャンスです。
特別抽選券でご応募いただくと、
抽選で総数400名様に素敵な賞品
が当たります。
BMWならではの信頼と安心の点検整備と素敵なプレゼントで、
BMW
ライフをもっと楽しく、
味わい深く。
車検・法定1年定期点検、
シーズン・イン・チェックを
はじめとする点検整備は、
BMW正規ディーラーにおまかせください。

A賞

B賞

ペア80組160名様

高級温泉宿泊券をプレゼント

C賞

120名様

Mボード・ケースを
プレゼント

200名様

USBメモリーをプレゼント
【記憶容量】
8GB

【サイズ】
約55×40×20cm
温泉宿は、
全国7エリア
（北海道・東北・関東・近畿・中部・四国・
九州）
から、
最寄りの施設になります。

車検および法定1年定期点検でご入庫いただいたお客様は、当選確率が2倍になります。

詳しくは、
お近くのBMW正規ディーラー・ショールーム、
またはキャンペーン・サイト
（www.bmw.co.jp/welcome）
でご確認ください。
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BMW自動車保険ローンプランのご案内

BMW Financial Services

Topics

BMWオートローンとBMW自動車保険をセットにして、
毎年のご継続手続きの手間をセーブする便利な長期保険専用のオリジナルローンプランです。
ローンプランの支払額イメージ（3年目に事故があった場合）
ローンプラン5年契約の場合

1年契約を毎年更新した場合 ※

+

保険料

BMWオートローン

9等級

事故
10等級

〈まとめてお支払い〉

8等級

9等級

10等級

9等級

11等級

事故

8等級

9等級

10等級

10等級

11等級
ローン
支払額の
イメージ

1/5

BMW自動車保険

ローン
支払額の
イメージ

1/5

ローン
支払額の
イメージ

1/5

ローン
支払額の
イメージ

1/5

ローン
支払額の
イメージ

1/5

ローンプラン5年契約期間

1年目

2年目

3年目

4年目

5年目

6年目

事故があると、
翌年保険料が大幅にアップ

1年目

2年目

3年目

4年目

5年目

6年目

事故があっても期間中の保険料は変更なし

※上記「1年契約を毎年更新した場合」の例では、3年目に3等級ダウン事故があり、4年目から6年目までの期間は「事故有」の割引率が適用されています。
（同じ等級でも、事故のなかった場合とあった場合では割引率が異なります。）

1

お支払いを一本化

BMW自動車保険をBMWオートローンに組み込むことにより、
お支払いが一本化され便利です。

3

毎年の継続手続不要

長期契約のため毎年の継続手続は不要です。
（保険期間中、
ご契約手続は加入時1回のみ）

2

保険料が一律

4

毎月のお支払額を軽減

保険期間中、事故の有無にかかわらず保険料の変更はありません。

BMWオートローンのボーナス併用払が利用できるので、
毎月のお支払額のご負担が軽減されます。

＊ローンプランの場合、長期契約となり、保険料の合計金額（一時払保険料）
をローンに組み込むことになります。
＊上図において「1年契約を毎年更新した場合」｢ローンプラン5年契約の場合」いずれも6年目の契約は10等級となります。
（3等級ダウン事故が期間中1件の場合）
＊ローンプランは、車両代金およびお客様と引受保険会社との間の長期一括払自動車保険の保険料を
ビー・エム・ダブリュー・ジャパン・ファイナンス株式会社が融資する制度です。
＊保険金をお支払する事故の有無、事故内容、事故件数等により、継続契約の等級および事故有係数適用期間が決定されます。
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冒険へ、大いなる感動へ、走り出そう。

R 1200 RT / R 1200 GS Adventure

ご成約プレゼント・キャンペーン
2013年10月1日〜12月27日まで

期間中、
R 1200 RT / R 1200 GS Adventureの新車をご成約・ご登録
いただいた方に、
1. 90%特別金利ローン、
もしくは126,000円
（税込）
分
のアクセサリークーポンをお選びいただけます。

■1.90% 特別金利バリューローン
R 1200 RTの場合
月々のお支払い額

9,000円（58回）

車両本体価格（税込）2,613,500円

お支払い例（BMW Motorradバリューローン、
ボーナス併用60回払い）頭金695,000円、
ローン元金1,918,500円、
初回お支払額 10,052円、
月々のお支払い額（58回）
9,000円、
ボーナス月加算額（10回）
60,000円、
据置価格（最終お支払い額）922,071円、総お支払額2,749,123円、実質年率1.90％

■12万円アクセサリークーポン・プレゼント
純正アクセサリーの購入にお使いいただける
126,000円
（税込）
相当のクーポンをプレゼントいたします。
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2013 BMW Motorrad 立ちごけ補償
キャンペーン実施中

2013年10月1日〜12月31日まで
期間中にBMWオートローン
（ローン元金100万円以上）
を利用して
BMW Motorrad正規ディーラーで新車をご購入いただいたお客様に
BMW Motorrad Financial Servicesより
「BMW Motorrad 立 ちごけ 補 償」
を無料でご提供します。

【補償内容】
新車登録から3 ヶ月以内*に発生した立ちごけによる車両損害に
ついて、
5万円を上限に補償します。
（自己負担額1万円）
＊対象車両の初度登録日から3 ヶ月後の応当月末日まで。詳しくは、
お近くのBMW
Motorrad正規ディーラーにお問い合わせください。

Column
BMW R32

The history of BMW
BMWのモーターサイクル
時代を越えたデザイン・コンセプト
1923年
BMW R32でさらに上昇
第一次世界大戦が終了し、ベルサイユ条約が締結
した1919年、
BMWは最初の危機に直面します。
当時駆け出しのBMWにとって、航空機用エンジン
は唯一の製品でした。
しかし、
戦勝国によってドイツ
内 で の 航 空 機 用 エンジンの 製 造 が 禁 止 さ れ て
しまったため、BMWは倒産寸前にまで追い込まれ
たのです。
しかし当時のチーフエンジニア
『マックス・フリッツ』
によりBMWは再生を果たします。
彼は、
わずか5週間
という短 期 間で、
初 のBMW製モーター サイクル
「BMW R32」
を設計し、1923年にはそれを完全な
形で登場させました。
この
「BMW R32」
は、
技術的なセンセーションを巻き
起こし、
デビュー後間もなく開催されたベルリン・
モーターショーで人々の関心の的となりました。
その後の販売およびレースにおける実績により、
「BMW R32」は 大 き な 成 功 を 収 め るととも に、

BMWは航空機用エンジンだけではない という

潮に達します。
この年に達成された87件の世界記

ことを証明しました。
またこの時、
フリッツが
「BMW

録のうち、実に29件がBMWのエンジンを搭載し

R32」
に採用した 進行方向に対し横置きしたシリ

た航空機によるものだったのです。

ンダーを持つボクサー・エンジンにカルダン・シャフ

1932年6月には、
ついに 初の世界一周飛行 という

ト・ドライブ という基本コンセプトは今日のBMW

記録を樹立。
パイロットの
『ヴォルフガング・フォン・

モーターサイクルにおいても、脈々と受け継がれて

グロナウ』は、
ドルニエ飛行艇「ワール」
を操縦し、

います。

26回の中継を経て世界を制覇しました。
このときの

その後、
エンジン・スペシャリストである
『ルドルフ・

総飛行距離は44,800Km。
グロナウが操縦する飛行

シュライヒャー』
は、
「BMW R32」のスポーツ・バー

艇 は出 力600ｈｐの12気 筒 エンジン、BMWタイプ

ジョンである
「BMW R37」
を製作するため、
モーター

Vllaを2基 搭 載し、平 均 飛 行 速 度180ｋｍ/ｈ、最 高

サイクルでは世界初となる 軽合金製シリンダー・

高度3,500を記録しました。

ヘッド を設計しました。すでに
「BMW R32」
では

この12気 筒 のBMW Vlエンジン は、
「 アラド 社」

カプセル状にダスト・シールで密封されたエンジン・ 「ドルニエ社」
「フォッケウルフ社」
「ハインケル社」
バルブを採用しており、
BMWのエンジニアの品質

などの航空機メーカーに大量に供給されました。

に対する要求の高さを証明しています。

さらには、製造をミュンヘン工場だけで独占せず、
日本やソ連にも製造ライセンスを供与しました。

1927年
数々の記録を更新
世界一周飛行に成功
1924年より、BMWは世界制覇への挑戦をサポート
していました。
BMW製エンジンを搭載した航空機は、
中 東、アフリカ、そして南 北アメリカ
大陸への記録飛行を打ち立てることに
成功。その操縦席には、BMWの エン
ジン の 性 能と耐 久 性 を 何 度 も 実証
した勇敢な先駆者たちが座っていま
した。
1927年 には、そ の 記 録 飛 行 は 最高

1923年当時、
R32は作業台の上で1台ずつ組み立てられていた

航空機用高度エンジンタイプlllaの開発によって
成功したBMWは、再び輝かしい一歩を踏み出した
のです。

世界一周飛行中の
ドルニエ飛行艇
「ワール」
（下）
と
ヴォルフガング・フォン・グロナウ
（右）

