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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。

さらなる情報と、駆けぬける歓びを。 
「BMW カタログ」アプリ

THE NEW BMW 5 SERIES SEDAN.

www.bmw.co.jp/5

18 ハイライト

20 BMW M550i xDrive Sedan

22 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

26 ホイール／タイヤ、BMW純正アクセサリー

※ 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。



LEADING
WITH STYLE.

※ 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。



RUNS WITH
ALTERNATIVE
ENERGY:
ADRENALINE.

※ 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。



FACE
FORWARD.

※ 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。



※ 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。



BUILT-IN 
EXTRAORDINARY.

※ 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。



FORM
FOLLOWS
FASCINATION.

※ 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。



MORE AMAZING AHEAD.
THE NEW BMW 5 SEDAN.

※ 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。



ニューBMW 5シリーズ セダンのスポーティな印象を引き立たせる 
デザイン・ライン、M Sport。エクステリアとインテリアのエレメントが 
研ぎ澄まされたスタイルをより強調し、走りの愉悦をいっそう大きなものとします。 
さらにアダプティブ・サスペンションとインテグレイテッド・アクティブ・ステアリングが、
よりスポーティかつ快適なドライビングを叶えます。

ニューBMW 5シリーズ セダンにエレガントな趣を添える 
デザイン・ライン、Luxury。気品に満ちたハイグロス・クローム仕上げの 
エレメントが、エクステリアの魅惑的なアクセントとなっています。 
そして高品質なインテリア・トリムと上質なレザー・マテリアルが、 
ドライバーズ・シートのあなたに心からの充足感をもたらすのです。

HIGHLIGHTS.

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

  BMWレーザー・ライト ：  
従来のLEDヘッドライトの約2倍に相当する最長650mまでの距離を照射。 
夜間の視認性を飛躍的に高め、安全性を向上させています。 
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。

■  BMWインテリジェント・パーソナル・アシスタント（AI音声会話システム） ：  
「OK、BMW。今日の調子はどう？」あなたの呼びかけに、 
BMWが人間のアシスタントのように応答したら素敵だと思いませんか。 
BMWインテリジェント・パーソナル・アシスタントはあなたのことを知り、学習し、
そして常に情報のアップデートを図りながら、様々な状況において手助けを 
します。ご自身で設定した呼びかけの言葉で、アシスタントを呼び出すことも 
可能です。この有能なアシスタントは、車両に関するあらゆることを説明でき、
あなたが、あなたのBMWをもっと深く知ることができるようにサポートします。

＊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。

M SPORT. LUXURY.

※ 写真は日本仕様とは一部異なります。
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 ＝ 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。

  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） ：  
フロント・ホイールの切れ角を車速に応じて可変制御する 
アクティブ・ステアリングに、リヤ・ホイールのステアリング機能を組み合わせた
システム。約60km/h未満では、最小回転半径を小さく抑えて取り回しの良さと
俊敏性を高めるため、リヤ・ホイールはフロント・ホイールと反対方向に 
操舵されます。一方、約60km/h以上ではリヤ・ホイールがフロント・ホイールと
同じ方向に向きを変えることで、走行安定性を向上。 
後席の乗員にも、安定した走りによる快適な乗り心地を提供します。

  フロント・コンフォート・シート ：  
サイ・サポート、バックレスト上部の角度と幅、ヘッドレストの高さなど、 
さまざまな部分の角度や位置を電動で調節可能です。 
さらにランバー・サポートとメモリー機能も含まれます。

■  高速道路渋滞時ハンズ・オフ・アシスト＊1＊2 ：  
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、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、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。 
＊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。

■  リバース・アシスト／後退時ステアリング・アシスト機能 ＊1＊3 ：  
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。

■  ドライビング・アシスト・プロフェッショナル ＊1＊4 ：  
レーン・チェンジ・ウォーニングやアクティブ・サイド・コリジョン・ 
プロテクション付レーン・キーピング・アシストをはじめとした、 
各種の運転支援テクノロジーが含まれます。 
単調な交通状況下では運転負荷を軽減し優れた快適性を、 
危険度が高い局面では最大限の安全性を実現します。

  M スポーツ・ブレーキ ：  
ニューBMW 5シリーズの 
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。 
Mのロゴがあしらわれた 
ハイグロス・レッドのブレーキ・ 
キャリパーはオプション装備。

■  BMWデジタル・キー ：  
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。
これは対応するiPhone上で 
機能するバーチャル・キーです。
家族や友人など、複数の端末で
共有することもできます。 
※  iPhoneは米国および他の国々で 
登録されたApple Inc. の商標です。 

＊2 ： 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。＊3 ： 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。＊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。



ダコタ・レザー〔ブラック（ブルー・ステッチ付）〕のスポーツ・シートは、 
パワフルでスポーティな雰囲気をいっそう強めます。

The new BMW M550i xDrive Sedan.
BMW M550i xDRIVE.

V型8気筒 M ツインパワー・ターボ・ガソリン・エンジンには、 
シリンダー間にコンパクトに配置された2基のターボチャージャーをはじめ、 
バルブトロニック、高精度ダイレクト・インジェクション・システムが 
組み込まれています。最高出力は390kW〔530ps〕、 
最大トルクは750Nm〔76.5kgm〕を発揮します。

情熱を掻き立てる刺激的な走りと、日常の実用性を兼ね備えたニューBMW M550i xDrive。
搭載されるV型8気筒 M ツインパワー・ターボ・ガソリン・エンジンは最高出力390kW〔530ps〕を誇り、
最大トルクは750Nm〔76.5kgm〕、0-100km/h加速は3.8秒＊を達成しました。
そしてアダプティブ M サスペンションや、M スポーツ・ディファレンシャルを装備した4輪駆動システムxDriveが
常に最適な走行安定性を保ち、高次元のドライビング・ダイナミクスを叶えます。
デザインにおいては、BMW Individual ハイグロス・シャドー・ライン・エクステリアや
M エアロダイナミクス・パッケージが、スポーティかつ精悍な印象を強調します。
さらに、ハイビーム・モードで最長650mまでの距離を照射可能なBMWレーザー・ライトや、
高品位サウンドを生み出すharman/kardon サラウンド・サウンド・システムも標準装備。
ニューBMW 5シリーズの頂点を意のままに駆る愉悦は、やがてMの昂奮へと昇華してゆくのです。
＊ヨーロッパ仕様車値（自社データ）
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20インチ M ライト・アロイ・ホイール Yスポーク・スタイリング 846M 
バイ・カラー（ジェット・ブラック）：  
（フロント）8J×20ホイール、245/35R20タイヤ、 
（リヤ）9J×20ホイール、275/30R20タイヤ 
〔ランフラット・タイヤ〕 
※ オプション
※ スノー・チェーンは装着できません。

モデル名をあしらったドア・シル・プレートが、 
フロント・ドアを開けた瞬間にスポーティなエレガンスを感じさせます。

Equipment

※ 写真は日本仕様とは一部異なります（日本仕様の場合、キドニー・グリルはセリウム・グレーとなります）。また、一部オプションを含みます。

※ 本ボディ・カラーの価格／納車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。



EXTERIOR COLORS.

メタリック・カラー
A83 グレイシャー・シルバー＊2

ソリッド・カラー
300 アルピン・ホワイト＊1

メタリック・カラー
A90 ソフィスト・グレー・ 
ブリリアント・エフェクト

メタリック・カラー
C3E ベルニーナ・グレー・
アンバー・エフェクト

メタリック・カラー
A96 ミネラル・ホワイト＊2

メタリック・カラー
C1M ファイトニック・ブルー

メタリック・カラー
C2Y ブルーストーン

ソリッド・カラー
668 ブラック＊2

メタリック・カラー
475 ブラック・サファイア

ボディ・カラー

ここではニューBMW 5シリーズ セダン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。 
BMW Individual は、ニューBMW 5シリーズ セダンの魅力をグレードアップさせます。気品と風格に溢れたラインアップの中から、あなたの感性を表現する 
理想の組み合わせをお選びください。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。
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メタリック・カラー
C3Z タンザナイト・ブルー＊3

M SPORT
メタリック・カラー
416 カーボン・ブラック＊1

BMW Individual
スペシャル・ペイント
490 ヴェルデ・エルメス・グリーン＊4

メタリック・カラー
490 フローズン・ 
カシミヤ・シルバー＊3

メタリック・カラー
X1C アヴェンチュリン・レッド＊3

メタリック・カラー
490 フローズン・ 
ダーク・シルバー＊3

メタリック・カラー
490 フローズン・ 
ブリリアント・ホワイト＊3

メタリック・カラー
490 ピュア・メタル・シルバー＊3

メタリック・カラー
C5E アルビット・グレー＊3

メタリック・カラー
490 ブリリアント・ホワイト＊3

BMW INDIVIDUAL ボディ・カラー

＊1  : M Sport、M 550i xDriveにのみ設定可能です。
＊2 : Standard、Luxuryにのみ設定可能です。
＊3 : Luxury、M Sport、M 550i xDriveに設定可能です。
＊4 : 価格／納車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。



INTERIOR COLORS.

ジャンクション・クロス
BYAT アンソラジット
インテリア・カラー：
ブラック

 Standard ダコタ・レザー
LCFI アイボリー・ホワイト
（専用ステッチ付）
インテリア・カラー：
ブラック

 Luxury
 M Sport
 M550i xDrive

ダコタ・レザー
LCRO コニャック 
（専用ステッチ付）
インテリア・カラー：
ブラック

 Luxury
 M Sport
 M550i xDrive

ダコタ・レザー
LCFK ブラック
（専用ステッチ付）
インテリア・カラー：
ブラック

 Luxury
 M Sport

ダコタ・レザー
LCNLブラック
（ブルー・ステッチ付）
インテリア・カラー：
ブラック

 M550i xDrive

エクスクルーシブ・
ナッパ・レザー
LZFI アイボリー・
ホワイト
（専用ステッチ付）
インテリア・カラー：
ブラック

 Luxury
 M Sport
 M550i xDrive

エクスクルーシブ・
ナッパ・レザー
LZNI モカ
（専用ステッチ付）
インテリア・カラー：
ブラック

 Luxury
 M Sport
 M550i xDrive

エクスクルーシブ・
ナッパ・レザー
LZFK ブラック
（専用ステッチ付）
インテリア・カラー：
ブラック

 Luxury
 M Sport
 M550i xDrive

シート・マテリアル&カラー
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 ＝ 標準装備  ＝ オプション装備

4K8 ダーク・シルバー・
マット・トリム／
パール・クローム・
ハイライト

 Standard フル･レザー・メリノ
ZBFU スモーク・ 
ホワイト
インテリア・カラー：
ブラック

 Luxury
 M Sport
 M550i xDrive

4LF ファインライン・
リッジ・ウッド・トリム／
パール・クローム・
ハイライト＊

 Luxury フル･レザー・メリノ
ZBCR キャラメル
インテリア・カラー：
ブラック

 Luxury
 M Sport
 M550i xDrive

4LQ ポプラ・グレー・
ファイン・ウッド・トリム／
パール・クローム・
ハイライト＊

 M Sport
 M550i xDrive

フル･レザー・メリノ
ZBTQ タルトゥーフォ
インテリア・カラー：
ブラック

 Luxury
 M Sport
 M550i xDrive

4WY プラム・
ブラウン・トリム／ 
パール・クローム・ 
ハイライト＊

 Luxury
 M Sport
 M550i 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

 Luxury
 M Sport
 M550i xDrive

XEW セン・ライト・
ブラウン・トリム／ 
パール・クローム・ 
ハイライト＊

 Luxury
 M Sport
 M550i xDrive

インテリア・トリム BMW INDIVIDUAL シート・マテリアル&カラー

BMW INDIVIDUAL インテリア・トリム

＊ 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.

  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668M＊ ：  
（フロント）8J×20ホイール、 
245/35R20タイヤ、 
（リヤ）９J×20ホイール、 
275/30R20タイヤ 
〔ランフラット・タイヤ〕

  20インチ M ライト・アロイ・ 
ホイール Yスポーク・ 
スタイリング846M バイ・カラー 
（ジェット・ブラック）＊ ：  
（フロント）8J×20ホイール、 
245/35R20タイヤ、 
（リヤ）９J×20ホイール、 
275/30R20タイヤ 
〔ランフラット・タイヤ〕

  BMW Individual 20インチ 
エアロ・ダイナミック・ホイール・ 
スタイリング1001I 
（3Dポリッシュ）＊ ：  
（フロント）8J×20ホイール、 
245/35R20タイヤ、 
（リヤ）９J×20ホイール、 
275/30R20タイヤ 
〔ランフラット・タイヤ〕

 ＝ 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。

  19インチ M ライト・アロイ・ 
ホイール Yスポーク・ 
スタイリング845M 

バイ・カラー 
（ジェット・ブラック）＊ ：  
（フロント）8J×19ホイール、 
245/40R19タイヤ、 
（リヤ）９J×19ホイール、 
275/35R19タイヤ 
〔ランフラット・タイヤ〕

  19インチ マルチスポーク・ 
スタイリング633 
アロイ・ホイール＊ ：  
8J×19ホイール、 
245/40R19タイヤ 
〔ランフラット・タイヤ〕

  18インチ Wスポーク・ 
スタイリング632 
アロイ・ホイール ：  
8J×18ホイール、 
245/45R18タイヤ 
〔ランフラット・タイヤ〕

  18インチ マルチスポーク・ 
スタイリング619 
アロイ・ホイール ：  
8J×18ホイール、 
245/45R18タイヤ 
〔ランフラット・タイヤ〕

  18インチ ダブルスポーク・ 
スタイリング844 
アロイ・ホイール :  
8J×18ホイール、 
245/45R18タイヤ 
〔ランフラット・タイヤ〕
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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。

www.bmw.co.jp/acc



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 530e M SPORT
エンジン、モーター：直列4気筒DOHCガソリン（BMWツインパワー・ターボ）、電気モーター
システム・トータル最高出力：215kW〔292ps〕 
ホイール：20インチ M ライト・アロイ・ホイール Yスポーク・スタイリング 846M バイ・カラー〔ジェット・ブラック〕
ボディ・カラー：ファイトニック・ブルー（オプション）
シート・マテリアル&カラー：エクスクルーシブ・ナッパ・レザー〔アイボリー・ホワイト（専用ステッチ付）〕（オプション）
インテリア・トリム：アルミ・ロンビクル・スモーク・グレー／パール・クローム・ハイライト

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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