
THE Z4



THE BMW Z4.

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。

THE BMW Z4.

ボディ・カラー／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

ハイライト

ホイール／タイヤ

www.bmw.co.jp/z4
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心を開く瞬間が
今、始まる。



新たな世界をもたらす、美しさ。



未踏の体感。





光を浴びながら。



すべてのシーンに酔いしれる。



自分らしさが

研ぎ澄まされる。



さぁ、心を全開に。

B M W  Z 4。



HIGHLIGHTS.

  アダプティブLEDヘッドライト ：  
先進のLEDテクノロジーを採用。照射される白色光の周波特性は太陽に近く、 
バイ・キセノン・ヘッドライトを上回るコントラストでさらに明るく輝きます。 
夜間はもちろん悪天候の日中でも優れた視認性を発揮し、 
走行安全性と快適性を高めます。

■  ドライビング・アシスト＊1＊2 ：  
路上における危険を未然に防ぎ、万が一の事故の際にはその影響を最小限に抑える
ようさまざまな局面から運転をサポート。車線から車が逸脱しそうになると

　　ドライバーに注意を促すレーン・ディパーチャー・ウォーニング 
　　（車線逸脱警告システム）、ドライバーから死角になる車両や追い越し車線上を 
　　急接近してくる車両を認識するレーン・チェンジ・ウォーニング、衝突回避・被害軽減 
　　ブレーキを備えた前車接近警告機能、後方から接近してくる車を検知するクロス・ 
　　トラフィック・ウォーニング、後続車に接近し過ぎを警告する後車衝突警告機能など、
　　数々のインテリジェントな運転支援テクノロジーでドライバーの安全を守ります。

■  BMWドライバー・サポート・デスク ：  
BMWドライバー・サポート・デスクのオペレーターが、24時間365日、あなたの知り
たいさまざまな情報を運転中のあなたに代わって調べてくれます。オペレーターが
調べた位置情報は、車両に送信されナビゲーション画面に表示可能。情報を得る 
ためにその都度停車する必要もなく、BMWならではの走りを存分に愉しめます。 

　  ※ 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。

＊1：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。 

  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、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。

■  BMWライブ・コックピット ：  
ナビゲーション・システムが組み込まれた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 
および同サイズのデジタル表示メーター・パネルで構成されています。

BMW Z4 sDrive20i Standard  
ボディ・カラー： アルピン・ホワイト
ホイール：17インチ Vスポーク・スタイリング768アロイ・ホイール 
〔ランフラット・タイヤ〕

※ 写真のホイールは、日本仕様とは異なります。
　 標準装備のホイールにつきましては、26ページをご参照ください。
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  M スポーツ・ブレーキ ：  
Mロゴがあしらわれたブルーの 
ブレーキ・キャリパーを装備。 
極めてダイナミックな 
パフォーマンスに相応しい、 
卓越したブレーキ性能を 
実現します。

■  8速スポーツ・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） ：  
スポーティさを極めた 
シフト・チェンジを実現。シフト・ 
チェンジは、セレクター・レバー 
またはステアリング・ホイールに 
装備されたシフト・パドルで 
マニュアル操作も可能です。

  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。 
深さのある座面と立体的なサイド・サポートにより、 
高速コーナリング時のホールド性能がいっそう向上しました。 
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。

  harman/kardon サラウンド・ 
サウンド・システム ：  
最大出力408Wの7チャンネル・ 
サラウンド、車両専用の 
イコライザーおよび12個の 
高性能スピーカーを 
装備しています。

  BMWヘッドアップ・ディスプレイ ：  
常に前方の道路状況に集中できる
よう、現在の車速、ナビゲーション・
システムによるルート案内など、 
さまざまな情報をフロント・ 
ウインドーに投影することで、 
ドライバーの視界内に 
直接表示します。

＊2： 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5-65km/h
での走行時に作動します。 

  アダプティブ M サスペンション ：  
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 
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、 
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 
さらに高めることができます。

BMW Z4 sDrive20i M Sport  
ボディ・カラー： 
ミサノ・ブルー（オプション）
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
799M バイ・カラー（オプション）

 ＝ 標準装備　　  ＝ オプション装備　　  ＝ モデルにより設定が異なります。　



EXTERIOR COLORS.

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 
475 ブラック・サファイア

ボディ・カラー

 ［ Color samples ］ ここではBMW Z4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。お好きな色を選んだり、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、ボディ・カラー、インテリア・カラー、シート・マテリアル&カラー、
インテリア・トリム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。
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メタリック・カラー 
C1D ミサノ・ブルー＊2

メタリック・カラー 
C34 サンフランシスコ・レッド

メタリック・カラー 
C10 メディテラニアン・ブルー＊1

＊1 ： Sportにのみ設定可能です。
＊2 ： M Sport、M40iにのみ設定可能です。



INTERIOR COLORS.

■ M Sport 
■ M 40i

シート・マテリアル&カラー

ヴァーネスカ・レザー／
アルカンタラ・ 
コンビネーション 
HCNL ブラック 
（ブルー・コントラスト・
ステッチ付）
インテリア・カラー：
ブラック

シート・マテリアル&カラー

ヴァーネスカ・レザー
MAEY アイボリー・ 
ホワイト（デザイン・
ステッチ付） 
インテリア・カラー：
ブラック

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

ヴァーネスカ・レザー
MAKN マグマ・レッド 
（デザイン・ステッチ付） 
インテリア・カラー：
ブラック

ヴァーネスカ・レザー
MASW ブラック 
インテリア・カラー：
ブラック

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

 M40i

 ■ Sport 
 M Sport 
 M40i

 Sport 
 M Sport 
 M40i

■ Standard

 Sport
 M Sport 
 M40i

Equipment 24 | 25

 ＝ 標準装備　　  ＝ オプション装備　

インテリア・トリム

4AT ハイグロス・ 
ブラック・トリム

4GN クオーツ・ 
シルバー・マット・ 
トリム

4KL アルミニウム・
メッシュ・エフェクト・
トリム

■ Sport 
■ M Sport

■ Standard ■ M40i



 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800M バイ・カラー*： 
   （フロント）9J×19ホイール、255/35ZR19タイヤ、 
   （リヤ）10J×19ホイール、275/35ZR19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799M バイ・カラー*： 
   （フロント）9J×19ホイール、255/35ZR19タイヤ、 
   （リヤ）10J×19ホイール、275/35ZR19タイヤ

 17インチ Vスポーク・スタイリング768 アロイ・ホイール ： 
   （フロント）7.5J×17ホイール、225/50R17タイヤ、 
   （リヤ）8.5J×17ホイール、255/45R17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770 アロイ・ホイール バイ・カラー*： 
   （フロント）8J×18ホイール、225/45ZR18タイヤ、 
   （リヤ）9J×18ホイール、255/40ZR18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798M バイ・カラー*： 
   （フロント）8J×18ホイール、225/45ZR18タイヤ、 
   （リヤ）9J×18ホイール、255/40ZR18タイヤ

 19インチ Vスポーク・スタイリング772 アロイ・ホイール バイ・カラー*： 
   （フロント）9J×19ホイール、255/35ZR19タイヤ、 
   （リヤ）10J×19ホイール、275/35ZR19タイヤ

WHEELS AND TYRES.

 ＝ オプション装備　　  ＝ モデルにより設定が異なります。　

＊ スノー・チェーンは装着できません。
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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。
※ 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。

ORIGINAL BMW ACCESSORIES.

www.bmw.co.jp/acc



掲載モデル

BMW Z4 M40i
エンジン：直列6気筒DOHC（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799M バイ・カラー（オプション） 
ボディ・カラー： サンフランシスコ・レッド（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〔アイボリー・ホワイト（デザイン・ステッチ付）〕（オプション） 
インテリア・トリム： アルミニウム・メッシュ・エフェクト・トリム

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。

記載の事項および写真の版権は、BMW AG（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。
無断転載を禁じます。
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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。
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