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THE BMW X3 M.
THE BMW X4 M.

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 NEW BMW X3 M.
THE NEW BMW X4 M.

THE BMW X3 M.
THE BMW X4 M.

www.bmw.co.jp/x3m www.bmw.co.jp/x4m

18 ハイライト

23 ボディ・カラー

24 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

※ 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。



C O M P L E T E . 

E X T R E M E .

※ 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。



野性を駆る。
理性をまとう。



※ 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。

魂さえ鼓動する瞬間。



乗り込むほどに
感動が塗り変わる。

※ 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。





内なる野性を、
自在に操る。

※ 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。



すべてが完璧。
まぎれもない無敵のスポーツ。
THE BMW X3 M 、
THE BMW X4 M 。

※ 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。



HIGHLIGHTS.

BMW X3 M Competitionは、 
エンジン出力の向上により 
ドライビング・ダイナミクスをいっそう
高めるとともに、ブラック・クローム 
仕上げのデュアル・エキゾースト・ 
テールパイプを備えたM スポーツ・ 
エキゾースト・システムにより、 
パワフルかつエモーショナルな 
エンジン・サウンドを響かせます。 
漆黒をまとった特徴的なディテールと
専用デザインの21インチ M ライト・ 
アロイ・ホイール、エクステンド・ 
レザー・メリノのM スポーツ・シートが、
このモデルのスポーティな個性を 
さらに強調します。

  M スポーツ・シート ：  
一体型ヘッドレストを備えたバケット・スタイルのM スポーツ・シートは、 
優れたサイド・サポート、バックレスト幅の調節機能、ランバー・サポートにより、
乗員の体をしっかり保持します。M スポーツ・シートに組み込まれた 
イルミネーション付Mロゴは、Mモデルを象徴するとともにその類い稀な 
スポーツ走行性能を示唆しています。

  M シートベルト：  
シートベルト・テンショナーと 
シートベルト・フォース・リミッター
を備えたM シートベルト。 
Mモデル伝統のカラーによる 
巧緻なステッチが目を引きます。 

  X3 M Competitionロゴ：  
クライメート・コントロール・ユニット
下部の「X3 M Competition」 
ロゴとM専用のセレクター・ 
レバーにより、このモデルが 
磨き抜かれた特別な一台で 
あることを主張します。

  X3 M Competitionバッジ：  
リヤに配された「X3 M Competition」のバッジは、 
このモデルの並外れたドライビング・ダイナミクスと無限の可能性を 
象徴しています。

  X3 M Competition M ドア・シル・プレート：  
フロント・ドアを開けた瞬間に走りの昂奮を誘う、ブラック仕上げの 
M ドア・シル・プレート。インサートに施されたX3 M Competitionロゴが、 
スポーツ・モデルとしての情熱を感じさせます。

	 Die	BMW	Individual	Exterieur	Line	Aluminium	satiniert	setzt	mit	den	
Fensterschachtabdeckungen	und	mit	den	Zierleisten	des	Seitenrahmens		
in	seidenmatt	gebürstetem	Aluminium	luxuriöse	Akzente.	Einen	stilvollen	
Kontrast	dazu	bauen	Außenspiegelrahmen,	-fuß	und	-dreieck	in	Schwarz	
hochglänzend	auf.

	 Die	Soft-Close-Automatik	
zieht	die	angelehnte	Tür	selbst-
tätig	und	nahezu	geräuschlos	
sanft	ins	Schloss.

	 Der	BMW	Display	Schlüssel	
zeigt	diverse	Statusdaten	des	
Fahrzeugs	und	erlaubt	die	Bedie-
nung	ausgewählter	Funktionen	
per	integriertem	Touch-Display.

	 Die	M	Sportbremse3	mit	Mehrkolben-Bremssätteln	in	Dunkelblau	sowie	
mit	M	Schriftzug	verfügt	über	eine	besonders	hohe	Bremsleistung.	Ange-
passt	an	das	sehr	hohe	dynamische	Potenzial	des	Fahrzeugs	gewährleistet	
sie	auch	bei	betont	sportlicher	Fahrweise	und	bei	Nässe	eine	hervorragende	
Verzögerung.

■＝ 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。

  21インチ M ライト・アロイ・ホイール Vスポーク・スタイリング765M 
バイ・カラー（オービット・グレー）＊：  
（フロント）9.5J×21ホイール、255/40R21タイヤ、 
（リヤ）10J×21ホイール、265/40R21タイヤ

  21インチ M ライト・アロイ・ホイール Vスポーク・スタイリング765M 
バイ・カラー（ブラック）＊：  
（フロント）9.5J×21ホイール、255/40ZR21タイヤ、 
（リヤ）10J×21ホイール、265/40ZR21タイヤ

  M スポーツ・エキゾースト・システム：  
エキゾースト・バルブ機構により、走行モードに応じて、控え目なサウンドや、 
力強くダイナミックなサウンドにエンジン・サウンドを調整可能。 
ドライビング・パフォーマンス・コントロールで「スポーツ」モードや 
「スポーツ・プラス」モードを選択した場合は、力強くエキゾースト・ノートが 
スポーティな走りを際立たせ、「コンフォート」モードを選択した場合は、 
控えめなサウンドで快適性を優先させます。

■  M サスペンション：  
Mモデル専用のサスペンションは、車両が持つダイナミックなポテンシャルを 
最大限に引き出します。「コンフォート」「スポーツ」「スポーツ・プラス」の 
3つのドライビング・モードに加えて、ドライバーは 
DSC（ダイナミック・スタビリティ・コントロール）の3つの設定により、 
最適なセッティングを選ぶことができます。

□   カーボン・ファイバー強化樹脂（CFRP）製ストラット・ブレイス：  
カーボン・ファイバー強化樹脂（CFRP）製のコンポーネントは極めて軽量で、 
ボンネットが開かれたその瞬間から、モータースポーツの情熱を周囲に 
知らしめます。フロント・エンド上部の重量を上げることなく剛性を大幅に高め、
ダイレクトかつ精確なハンドリングを約束します。

　 ※ 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。

■  直列6気筒 M ツインパワー・ターボ・ガソリン・エンジン：  
さらに性能を極めた直列6気筒 M ツインパワー・ターボ・ガソリン・ 
エンジンは、BMWの伝統であるシルキー・シックスが誇る優れた出力特性を 
際立たせながら、官能的でスポーティなエンジン・サウンドを奏でます。 
ダブルVANOS、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、そして2つのターボチャージャーにより、最高出力は353kW（480ps）
を発揮。Competitionモデルにおいては、その性能はさらに引き上げられ
375kW（510ps）の圧倒的なパワーを生み出します。
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＊ スノー・チェーンは装着できません。



HIGHLIGHTS.

■  アダプティブLEDヘッドライト：  
ロービーム、ハイビーム、フロント・ターン・インジケータにもLEDを使用した 
アダプティブLEDヘッドライトには、BMWセレクティブ・ビーム、 
デイタイム・ランニング・ライト、コーナリング・ライト、ハイビーム・アシスタント
が含まれます。自然光に近い光が前方の路面を均一に照射し、視認性を向上。
暗闇を走行する際の疲労を軽減します。4つのライト・エレメントを備えた 
伝統的なデザインで、夜間でもひと目でBMWであることを認識させます。

■  M スポーツ・ブレーキ：  
Mのロゴがあしらわれたダークブルーのブレーキ・キャリパーを装備。 
BMW X3 M、BMW X4 M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。 
濡れた路面であっても、よりスポーティな走行スタイルと、 
優れた制動力を発揮します。

  スポーツ・シート（運転席&助手席）：  
Mロゴがあしらわれたスポーツ・シートは、バックレスト幅、シートの前後、 
角度、高さ調節付で、ドライバーに合わせた細やかな調整が可能です。 
より高さのあるシート・サイド・クッションとバックレスト・サイド・クッション、 
そしてサイド・サポートにより、人間工学に基づいた完璧な 
ラテラル・サポートを実現します。

■  M ルーフ・スポイラー：  
M ルーフ・スポイラーは、その独特の形状により、高速走行時において 
リヤ・アクスルにさらなるダウンフォースをもたらします。 
リヤ・ビューに特徴的かつスポーティな表情を与えるとともに、 
よりダイナミックなドライビングを約束します。

■  harman/kardon サラウンド・ 
サウンド・システム：  
600Wのデジタル・アンプ、 
9チャンネル・サラウンド、 
車両専用のイコライザー、 
センター・スピーカーを含む 
16個の高性能スピーカーを 
装備しています。

■  BMWディスプレイ・キー ：  
クルマのコンディションについて
のさまざまな情報を表示し、 
選択した機能をタッチ・パネルで
操作することができます。

＊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 ドア・ミラー：  
エアロダイナミクスを最適化したM ドア・ミラーが、スポーティで 
ダイナミックなMモデルのパフォーマンスを雄弁に語ります。 
一体型のダブル・ブリッジ・デザインは、高度なエンジニアリングと 
際立つ個性を象徴しています。ミラー・カバーに刻まれたスリットには、 
LEDターン・インジケータが正確にはめ込まれています。

■   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 ：  
ダブルスポーク・デザインのM スポーツ・レザー・ステアリング・ホイールには、
マルチファンクション・ボタン、Mロゴ、クローム仕上げのエレメント、 
M1／M2ボタンおよびドライバー・サイドのエアバッグが組み込まれています。 
ブラック・レザーに鮮やかなコントラスト・ステッチが施されたリムには 
サムレストが備わっており、最適なグリップと完璧な操作性をもたらします。

■  スタート／ストップ・ボタン：  
Mモデルだけに採用された目を引くレッドのスタート／ストップ・ボタン。 
リモート・コントロール・キーは自動的に検知されるため、 
キーを差し込む必要はありません。

■  8速 M ステップトロニック・トランスミッションDrivelogic付：  
8速 M ステップトロニック・トランスミッションDrivelogic付は、 
驚くほど素早いシフト・チェンジを実現します。極めてスポーティかつ 
ダイナミックな走りから、快適性や燃費性能を重視したドライビングまで、 
好みの走行スタイルに応じて3つのシフト・プログラムから選択が可能。 
センター・コンソールのM セレクター・レバーあるいはステアリング・ホイール
に装備されたシフト・パドルで、快適に操作ができます。

■  BMWヘッドアップ・ディスプレイ：  
走行に必要なあらゆる情報をドライバーの視線の先にある 
フロント・ウインドー上にオレンジ、黄、白、などの鮮明なカラーで投影します。 
さらにMモデル専用M ビュー・モードを備え、現在の車速、ルート案内の 
矢印表示に加えて、シフト・インジケータ、エンジン回転数を、最適な 
シフト・チェンジのタイミング を知らせるライト付のダイナミック・レンジ・ 
カーブで表示。より快適で安全なドライビングをサポートします。

■  ドライビング・アシスト・プラス＊1：  
ステアリング&レーン・コントロール・アシスト＊2は、30-210km/hの車速範囲で 
あれば、ステアリングを自動的に操作し、車両を常に車線の中央に保ちます。

　さらに、レーン・ディパーチャー・ウォーニング＊3などのその他の機能も走行安　
　全性の著しい向上に貢献します。ドライバーに衝突の可能性を警告するクロス・ 
　トラフィック・ウォーニングとアクティブ・サイド・コリジョン・プロテクションも 
　含まれます。

 
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です。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。

＊2 ：  完全な自動運転はできません。少なくともいずれかの手をステアリング・ホイールのリムに添えている状態で作動するもので、 
完全に手がステアリング・ホイールから外れると警告音が鳴り、一定時間後にアシスト機能を停止します。

＊3 ：  レーン・ディパーチャー・ウォーニングは70km/h 以上での走行時に作動します。

※ 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。
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■＝ 標準装備　　  ＝ モデルにより設定が異なります。
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■ BMWライブ・コックピット



M CARBON EXTERIOR PACKAGE.

M カーボン・リヤ・スポイラー：  
M専用のカーボン・リヤ・スポイラーは、リヤ・ビューにいっそうスポーティな
表情を与えるとともに、高速走行時には空気抵抗を抑えながら 
リヤ・アクスルの駆動力を向上させ、よりダイナミックな走りを実現します。 
※ X4 Mにのみ設定されます。

エア・ブレード：  
フロントのエア・インテーク下部には、スポーティかつエクスクルーシブな 
ルックスを引き立てるエア・ブレードが配されています。

M カーボン・ミラー・キャップ：  
M専用のカーボン・ミラー・キャップが、 
BMW X3 M、BMW X4 Mの傑出したパフォーマンスと 
揺るぎない個性を、よりいっそう強調します。

カーボン・リヤ・ディフューザー：  
卓越したデザインのカーボン・リヤ・ディフューザーが、 
デュアル・エキゾースト・テールパイプと力強く調和し、 
リヤ・ビューへ自信に満ちあふれた印象をもたらします。さらにM専用の 
リヤ・エプロンと特徴的なハニカム・デザインは、このモデルが紛れもない 
Mの血統を受け継ぐことを主張します。

BMW X3 MとBMW X4 Mのために特別に用意されたオプション、M カーボン・エクステリア・パッケージ。
カーボン・ファイバー強化樹脂（CFRP）製のエレメントにより、精悍なるMの表情とエクスクルーシブな存在感をいっそう強調します。

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
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
C28 ドニントン・グレー

メタリック・カラー
475 ブラック・サファイア

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
C3G トロント・レッド

メタリック・カラー
C1N サン・ストーン

BMW INDIVIDUALボディ・カラーボディ・カラー

［ Color samples ］ ここではBMW X3 M、BMW X4 M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、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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ヴァーネスカ・レザー
MAH7 ブラック＊1

インテリア・カラー：ブラック

エクステンド・レザー・メリノ
LKDA サキール・オレンジ／ 
ブラック・アクセント＊2

インテリア・カラー：ブラック

エクステンド・レザー・メリノ
LKHV  アデレード・グレー／ 
サキール・オレンジ・アクセント＊2

インテリア・カラー：ブラック

エクステンド・レザー・メリノ
LKSW ブラック＊2

インテリア・カラー：ブラック

エクステンド・レザー・メリノ
 VAEW アイボリー・ホワイト＊2

 インテリア・カラー：ブラック

シート・マテリアル&カラー

BMW Individual シート・マテリアル&カラー

＊1：X3 M 、X4 M にのみ設定可能です。
＊2：X3 M Competition、X4 M Competitionにのみ設定可能です。

INTERIOR COLORS.

エクステンド･レザー・メリノ
 VATQ タルトゥーフォ＊2

 インテリア・カラー：ブラック

レザー・メリノ／ 
アルカンタラ・コンビネーション
HDJA ブラック／ミッドランド・ベージュ＊2

インテリア・カラー：ブラック

＊3：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。
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□＝ オプション装備　　 ＝ モデルにより設定が異なります。

  4WN 
カーボン・アルミ・トリム／ 
パール・クローム・ハイライト＊1

  4MC 
カーボン・ファイバー・トリム／ 
パール・クローム・ハイライト＊2

□  4LH 
ファインライン・コーブ・ファイン・ 
ウッド・トリム／ 
パール・クローム・ハイライト＊3

□  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＊3

インテリア・トリム



掲載モデル

BMW X3 M COMPETITION 
エンジン： 直列6気筒DOHC（M ツインパワー・ターボ） 
最高出力： 375kW〔510ps〕 
ホイール： 21インチ M ライト・アロイ・ホイール Vスポーク・スタイリング765M バイ・カラー〔ブラック〕 
ボディ・カラー： ドニントン・グレー（オプション） 
シート・マテリアル&カラー： レザー･メリノ／アルカンタラ・コンビネーション〔ブラック／ミッドランド・ベージュ〕（オプション） 
インテリア・トリム： カーボン・ファイバー・トリム／パール・クローム・ハイライト

BMW X4 M COMPETITION 
エンジン： 直列6気筒DOHC（M ツインパワー・ターボ） 
最高出力： 375kW〔510ps〕 
ホイール： 21インチ M ライト・アロイ・ホイール Vスポーク・スタイリング765M バイ・カラー〔ブラック〕 
ボディ・カラー： トロント・レッド（オプション） 
シート・マテリアル&カラー： エクステンド・レザー・メリノ 〔アデレード・グレー／サキール・オレンジ・アクセント 〕 
インテリア・トリム： カーボン・ファイバー・トリム／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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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。

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。


