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NEW

 THE NEW BMW X5.

www.bmw.co.jp/x5

DIGITAL DISCOVERY:  
THE NEW BMW BROCHURES アプリ

さらなる情報と、駆けぬける歓びを：
BMWのカタログアプリ（BMW Brochures）は、先進的なBMW体験を提供。
スマートフォンやタブレットにダウンロードして、
スマートにカタログ情報を手に入れてください。
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 EQUIPMENT.

※ 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、一部オプションを含みます。

全能の先駆者。



超えていけ。 
あらゆるものを。



乗り込もう。 
さらなる高みへ。

※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。



世界を掌握する。

※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。



※写真は、一部オプションを含みます。

心のままに、
走り出せ。



この走りに、 
不可能はない。

※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。



Xで、前人未到へ。

エクステリア・デザインのパワフルな存在感
サイドのシルエットが鮮烈な、ダイナミックで先進的なスタイリング ||

XのデザインがあしらわれたBMWレーザー・ライト＊1＊2 ||

22インチ M ライト・アロイ・ホイール＊1

次世代のドライバー・アシストとコネクティビティ
さらに進化したセーフティとコンフォート機能を備えた、ドライビング・アシスト・プロフェッショナル ||

カスタマイズが可能な12.3インチ ディスプレイ付BMWライブ・コックピット
上質を極めた快適装備
ウェルカム・ライト・カーペット || アンビエント・ライト、ダイナミックで洗練されたインテリア・ライト ||

スカイ・ラウンジ・パノラマ・ガラス・サンルーフ＊1 ||

利便性に優れた、開口部が上下に2分割するテールゲート
あらゆる路面状態で発揮される圧倒的なドライビング・ダイナミクス
BMW xDRIVE || 4輪アダプティブ・エア・サスペンション＊1 ||

インテグレイテッド・アクティブ･ステアリング＊1 || アクティブ・エア・ストリーム付キドニー・グリル || 

エフィシェントな軽量構造
すべてを、その手に－ ニューBMW X5。

＊ 1 ： オプション
＊ 2 ： xDrive45e M Sport、M50iにのみ設定可能です。
※ 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。



 DYNAMICS AND EFFICIENCY.

BMW EFFICIENTDYNAMICS.
LESS EMISSIONS. MORE DRIVING PLEASURE.

ドライビング・パフォーマンス・コントロールは、
ドライバーが望む走行スタイルに合わせて、
ニューBMW X5のパフォーマンスを最適化します。
スタンダードな設定である「コンフォート」、
燃料消費量低減に貢献する「ECO PRO」、
そしてダイナミックな走りを生む「スポーツ」の
3種のモードが選択可能。選んだモードに合わせて、
エンジン・レスポンスやトランスミッションの
シフト・タイミングなどの設定が変更されます。
アダプティブ・モード＊1は、ドライビング・
パフォーマンス・コントロールに追加された
インテリジェントでインタラクティブな新機能です。
サスペンション・システム、ステアリング、
8速オートマチック・トランスミッションの設定を、
走行状況に合わせて継続的に調整します。

アクティブ・エア・ストリームを採用した
キドニー・グリルは、最先端の空力性能の
実現を意味します。エンジンやブレーキの
冷却のために空気を取り入れる必要が
ないときには、エア・ベントを備えた
ラジエーター・グリルを電動で閉じて、
エンジン・ルームに流入する空気の量を
抑制します。これにより、エアロダイナミクスと
燃料消費量の両方を最適化することができます。

ニューBMW X5では、第3世代のエア・ベント・
コントロール（アクティブ・エア・ストリームを
採用したキドニー・グリル）などのさまざまな
方法で空気抵抗を低減しています。
フロント・ホイール周辺で発生する乱気流を
抑えるためのエア・フロー制御、
またはリヤのエア・ブレードといった、
エアロダイナミクスを最適化するための
数多くのディテールが、燃料消費量と
CO2排出量を効果的に削減します。

エアロダイナミクス アクティブ・エア・ストリーム

 IN THE NEW BMW X5.

より少ない燃料で、さらなる走りの歓びを生み出す一連の革新技術。
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3気筒から12気筒まで、最大限のパワーを発揮。
より少ない燃料消費で、より多くの感動体験を：
BMWツインパワー・ターボ・エンジンは、
高圧の燃料を燃焼室内に直接噴射する
高精度ダイレクト・インジェクション・システムに、
革新的なターボ・テクノロジーと、バルブトロニックや
ダブルVANOSを組み合わせることで、最大限の効率と
最高のダイナミクスをもたらします。
ディーゼル、ガソリン、どのエンジンであっても、
�	
����������������の技術を結集した
エンジンは、低回転域からあふれるパワーを路面に
伝え、優れたレスポンスを発揮しながら、燃料消費と
排出ガスを抑えたクリーンな走りを実現します。

�������	�
��������	�とは、
エンジンの開発にとどまらず、
車両コンセプトやインテリジェント・エネルギー・
マネジメントまでを広く包括する一連の
テクノロジーを示します。あらゆる領域においての
革新的な技術をBMWの全モデルに標準装備し、
ラインアップ全体における継続的な効率向上を実現。
BMWはエアロダイナミクスとエンジン効率を
高めるとともに、軽量構造やハイブリッド・
テクノロジーを採用することによって車両全体で
CO2排出量を大幅に低減しました。

最も細部に至るまで高度なエンジニアリング：
インテリジェントな軽量構造とは、適切な素材を
適切な部位に採用することを意味します。
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�������
���

（BMWエフィシェント・ライトウェイト）コンセプトに
基づき、アルミニウムなどの超軽量素材を
用いることで最大限の軽量化を実現。
これにより、ドライビング・ダイナミクスは
最大限に引き上げられ、車両の安定性、
安全性、快適性も向上します。

より少ない燃料で、
より大きなパワーを。

よりクリーンに、
より大きな駆けぬける歓びを。 より軽く、より速く。

ドライビング・パフォーマンス・
コントロール（ECO PROモード付）、
アダプティブ・モード

4輪アダプティブ・エア・サスペンション＊1：

極めてスムーズかつ快適な走行を約束し、優れたドライビング・
ダイナミクスを実現。積載重量にかかわらず常に車高が一定のレベルになるよう
調整されるので、乗り降りや荷物の積み下ろしをより容易にします。
スイッチ操作により、手動で車高を調整することも可能です。

M スポーツ・ブレーキ＊1：

ブルーにMのロゴがあしらわれた、フロントの対向4ピストン・ブレーキ・
キャリパーとリヤのフローティング1ピストン・ブレーキ・キャリパー、
そして大型のブレーキ・ディスクによって、
スポーティなパフォーマンスを支える優れた制動力を発揮します。

�����
：

いかなる状況においても、最大限のトラクション、走行安定性という
4輪駆動の長所と、俊敏性を引き出すインテリジェントな4輪駆動システム。
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、
最適なロード・ホールディングを実現するために電子制御式多板クラッチを制御し、
前後の駆動力をスムーズかつフレキシブルに再配分します。
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 POWERTRAIN AND SUSPENSION.

＊1 ： モデルにより装備の設定が異なります。
＊2 ： ヨーロッパ仕様車値（自社データ）

–   4.4ℓV型8気筒BMWツインパワー・ターボ・ガソリン・エンジン
–   最高出力 390kW〔530��〕/5,500-6,000rpm

–  最大トルク 750Nm〔76.5kgm〕/1,800-4,600rpm

–   0-100!�� 加速 4.3秒＊2

–   3.0ℓ直列6気筒BMWツインパワー・ターボ・ディーゼル・エンジン
–   最高出力 195kW〔265��〕/4,000rpm

–   最大トルク 620Nm〔63.2kgm〕/2,000-2,500rpm

–   0-100!�� 加速 6.5秒＊2

–   4.4ℓ直列6気筒BMWツインパワー・ターボ・ガソリン・エンジン
–   最高出力 210kW〔286��〕/5,000-6,500rpm

–   最大トルク 450Nm〔45.9kgm〕/1,500-3,500rpm

–   0-100!�� 加速 5.6秒＊2

ニューBMW X5 M50� ニューBMW X5������
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ニューBMW X5������
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 DRIVER ASSISTANCE.

 BMW Personal CoPilot  
あなたの運転をいつでもサポート

 IN THE NEW BMW X5.

BMW Personal CoPilotがもたらす、
最高レベルの利便性と安全性をお愉しみください。
走行時、駐車時のサポート、視認性の確保など、
BMW Personal CoPilotのアシスト・システムが、
あらゆるシチュエーションにおいて頼もしい
パートナーとして活躍します。たとえば、レーダー、
超音波、カメラなど、最先端テクノロジーを採用した
信頼性の高いシステムが、車両周辺の状況を
正確に把握。これがインテリジェントな
ドライバー・アシスト・システムの基盤となります。
そして、必要なときにドライバー自身がシステムを
作動させたり、緊急時に自動作動することで、
BMWのステアリングを握るすべての瞬間を、
より安全に、さらに便利にします。

クルマの自動運転はもはや空想上の出来事ではなく、
近いうちに誰もが体験できるようになる
現実的な未来です。すでに世界中で、
BMW Personal CoPilotを搭載したテスト車両が、
ドライバーの介入を必要としない自律した走行を
成功させています。このことは、近未来における
モビリティの変容のみならず、「駆けぬける歓び」が
新たなレベルへと達することを印象づけるものとも
なっています。BMW Personal CoPilotには、
現時点でドライバーを能動的にサポートし、
さまざまな走行状況でその負担を軽減する高度な
ドライバー・アシスト・システムが
豊富に搭載されています。

BMW Personal CoPilotが実現する
先進的なパーキング・アシスト・システムによって、
ドライバーは路上を駆けぬけるときだけでなく、
パーキングでさえもドライバーにとって
心躍る体験となります。パーキング・アシスト・
システムはあらかじめ駐車スペースを測定し、
モデルによって部分的あるいは完全な
自動パーキングを可能にしています。
今後この運転支援テクノロジーはさらなる進化を
遂げ、将来的にはドライバーなしでクルマ自身が
駐車のためのスペースを探し、
自動的に駐車を行うことを目指しています。

BMWの革新的な 
ドライバー・アシスト・システム。

未来につながる 
運転支援テクノロジー。

駐車をよりシンプルに。

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。

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、必要なとき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。

単調な交通状況あるいは危険度が
高い局面での走行においては、ドライビング・
アシスト・プロフェッショナルが、
ステアリング&レーン・コントロール・アシスト＊1、
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・プロテクション付
レーン・キーピング・アシスト、トラフィック・
サイン・アシスト（速度制限認識）、 
その他各種の運転支援テクノロジーで、
優れた快適性と最大限の安全性を実現します。

ドライビング・アシスト・
プロフェッショナル

リバース・アシスト＊2／
後退時ステアリング・アシスト機能

高速道路渋滞時
ハンズ・オフ・アシスト＊3

※  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。

Innovation and Technology ()�$�(%

 SAFETY.

 www.bmw.co.jp/fc_safety

※ 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、レーン・チェンジ・アシストは70-180km/hでの 
走行時に作動します。 

アクティブ・プロテクション：
万一の衝突時に、複数のセーフティ機能が自動的に働き、
すべての乗員を最適に保護するシステムです。衝突の可能性が高まったと
判断した場合、フロント・シートベルトを引き締めるとともに、開いている
ウインドーや電動パノラマ・ガラス・サンルーフ＊を自動的に閉めます。
事故発生後は、システムがクルマを停止させ、さらなる衝突を防止または
被害を最小限に抑えることができます。
＊オプション

BMWレーザー・ライト＊：
ハイビーム・モードを設定すると、Xモデル専用デザインの
レーザー・ライトが自動的に最長500mまでの距離を照射します。
＊xDrive45e M Sport、M50iにのみ設定可能です。

ドライビング・アシスト・プロフェッショナル

 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）＊1 ： 

ドライバーが任意に設定した速度をベースに、先行車との車間距離を維持しながら
自動で加減速を行い、高速走行をサポート。
車両停止や再加速も自動で行うため、渋滞時の運転負荷を軽減します。
 

ステアリング&レーン・コントロール・アシスト＊1 ： 

アクセル、ブレーキ、ステアリングを自動的に操作し、車両を常に車線の中央を
走行するようにサポートします。
 

アクティブ・サイド・コリジョン・プロテクション ： 

ボディ側面の前後左右に装備された計4個のセンサーにより、隣の車線を走行する
クルマが車線変更する際などに側面衝突の危険が高まった場合、
走行中の車線を維持しながら、接近してくるクルマから距離をとるように
ステアリング操作に介入し、衝突回避をサポートします。
 

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） ： 

車線からクルマが逸脱しそうになると、ステアリング・ホイールを振動させて
ドライバーに注意を促します。

レーン・チェンジ・ウォーニング ： 

リヤ・バンパーに組み込まれたセンサーがドライバーから死角になる左右後方の
車両や追い越し車線上を急接近してくる車両を認識し、
ドア・ミラー内側のインジケータを点灯させ、ドライバーに警告します。また、ターン・
インジケータがオンの際には、ステアリングの振動によって注意を促します。
 

後車衝突警告機能 ：
後続車が接近し過ぎた場合に、ハザード・ランプを点滅して後続車に警告します。
 

前車接近警告機能 ： 

常に前方をモニターしており、先行車に接近すると、まず予備警告として、メーター・
パネルおよびBMWヘッドアップ・ディスプレイ＊の警告灯で注意を喚起します。
急速に接近した場合は緊急警告が作動し、警告音を発して、衝突を避けるように
強く促すとともに、システムが予めブレーキ圧を高め、
ドライバーのブレーキ操作時に瞬時に最大の制動力を発揮できるように備えます。
＊モデルにより装備の設定が異なります。

 

衝突回避・被害軽減ブレーキ（事故回避アシスト付） ： 

ステアリングやブレーキの操作など、ドライバーによる事故回避行動がないまま、
衝突が不可避と判断された場合、システムが自動的にブレーキをかけて
先行車や歩行者との衝突回避・被害軽減を図ります。ブレーキによって衝突が
回避できないとドライバーが判断し、ステアリングでの回避動作に入った場合は、
システムが周囲の状況を判断し、ステアリングの操作力にも介入します。
 

レーン・チェンジ・アシスト＊3： 

一定条件下においてウインカー・レバーをワンタッチするだけで、
車が車両周囲の安全を確認し、自動的に車線変更を行います。
安全が確認されない場合やドライバーによるステアリング操作があった場合、
機能はキャンセルされます。

＊1：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。＊2：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。＊3：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。



 CONNECTIVITY AND INFOTAINMENT.

 BMW ConnectedDrive 
つながることから、自由がひろがる。

BMWリモート・サービスは、スマートフォン＊2

専用アプリ「BMW Connected」を介して、
BMWを遠隔操作できるサービスです。
駐車した車両の位置を地図上で確認したり、
夜間の駐車場でスマートフォンを使って
ヘッドライトを点滅させてクルマの位置を
知ることもできます。また、車外から
ベンチレーションを起動させ、車内の空気を
入れ替えることもできます。
さらに、ドアのロックやロック解除が行えます。

BMWドライバー・サポート・デスクは、
コールセンターのオペレーターが
24時間365日、運転中のドライバーに代わって
さまざまな情報を調べます。目的地までの
道のりや特定の飲食店などのロケーションも、
車両の現在位置をベースに速やかに提供可能。
特別な日を演出する穴場のレストランなど、
具体的なリクエストにも可能な限り対応。
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されます。

BMWリモート・サービス

BMWドライバー・サポート・デスク

リモート3Dビューにより、駐車した車両の
周囲の状況をスマートフォン＊2で遠隔から
確認できます。この機能はiOS版の
BMW Connectedで利用可能です。
周囲の状況は3D画像で立体的に
表示することも可能です。

 ������������������

＊1 ： ©2015 Google Inc. All rights reserved. GoogleおよびGoogleロゴはGoogle Inc.の登録商標です。
＊2 ： 一部機種やOSによってご利用いただけない場合があります。
※ 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。
※ モデルにより装備の設定およびBMWコネクテッド・ドライブ・ストアにて購入可能なサービスが異なります。

リモート3Dビュー

www.bmw.co.jp/connecteddrive

BMWコネクテッド・ドライブ・ストアでは、
いつでもどこでも便利なサービスが購入可能。
たとえば、コネクテッド・ドライブ・サービスを
購入すれば、スマートフォン＊2から公認アプリが
使えるようになります。また、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。

多彩なサービスとアプリが揃う
BMWコネクテッド・ドライブ・ストア。

未来を見据え続けて。BMWは、1990年代には
すでにコネクテッド・モビリティを視野に入れた開発を
進めていました。そして、未来的なデジタル社会の
到来を告げる出来事となったのが、2004年の
SIMカードを組み込んだ車両の登場です。
その後、初のオンライン・サービスである
Google＊1サービス、ドライバーを支援する先進的な
ディスプレイ・システムである、BMWヘッドアップ・
ディスプレイなどが誕生しました。
常に「お客様の声」を中心に位置づけてきた、
開発の歴史。そして今、高級車メーカーとして初めて、
BMWコネクテッド・ドライブ・ストアを通して、
車内や自宅のPCからさまざまなサービスの予約や
支払いができる便利な体制を確立しました。
BMWは、BMW Connectedとオープン・モビリティ・
クラウドの導入により、モビリティの未来へ向けた、
次なるステップを踏み出します。

もし、約束の時間に2度と遅れることが
なくなるとしたら。もしBMWが、あなたの
行きたい場所をいつでも把握しているとしたら。
そして、車内に限らず車外においても、
信頼できるナビゲーションを常に快適に
利用できるとしたら、あなたの毎日は
どう変わるでしょうか。BMW Connectedは、
必要なとき、必要な場所で、必要な情報を的確に
提供します。BMW Connectedはあなたの日常的な
移動をサポートし、時間通りに目的地へ
到着できるよう支援する、あなただけの
モビリティ・アシスタントです。
BMW Connectedアプリがあれば、スマートフォン＊2

から最適な出発時刻などの情報をいつでも
入手でき、それをシームレスにクルマへ
転送することも可能です。

20 年以上の実績
BMWコネクテッド・ドライブ。

24 時間365日つながる歓び。
BMW CONNECTED。

スカイ・ラウンジ・パノラマ・ガラス・サンルーフ＊3：
夜間に15,000個以上のライト・エレメントをあしらったデザインによって、
室内に趣きのある雰囲気を演出します。
ライトは6色の異なるアンビエント・ライトに切り替えることが可能です。

保冷・保温機能付カップ・ホルダー＊3：
センター・コンソールに装備されたカップ・ホルダーは、
左右のボタンで操作することにより、ドリンクを個別に保冷・保温することができます。
アンビエント・ライトでも状態を確認することができます（保冷の場合はブルー、
保温の場合はレッドに点灯）。

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）：
リモート・コントロール・キーをポケットやハンドバッグなどに入れたまま、
4つのドアとラゲージ・ルームのロック／ロック解除、
さらにエンジンの始動／停止が可能。テールゲートは、リヤ・バンパーの下で足を
軽く動かすだけで手を触れずに開閉することもできます。
※  車両から発信される電波が、植込み型心臓ペースメーカー等の機器に影響を与える可能性があります。 
詳しくはBMW正規ディーラーにお問い合わせください。

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・パネルで構成されています。

BMWジェスチャー・コントロール：
予め設定された手の動きによって、特定の機能を操作することができます。
たとえば、車内にかかってきた電話には「スワイプ」か「指差し」のジェスチャーで
応答／拒否を指示することができ、音量の調整は人差し指で
円を描くような動作で可能です。

オートマチック・テールゲート・オペレーション：
上部と下部の2分割で開閉する使いやすいラゲージ・ルーム。
上部は、リモート・コントロール・キーの操作により開閉が可能です。
下部を開いた状態にすると、ラゲージ・ルームのフロアが開口部に向かって
伸びるので、便利な荷物台として利用できます。

アンビエント・エア・パッケージ＊3：
フレグランス効果と車内空気のイオン化機能が含まれます。
フレグランスは、ニューBMW X5専用に調香された8つの香りから選べます。

サード・ロー・シート＊3：

3列目には2名用のシートが装備されます。個別に折りたたむことも可能なので、
室内空間をいっそうフレキシブルに活用できます。
コンフォート・エントリー機能により、2列目シートを倒し、乗り降りを容易にします。

フロント・マッサージ・シート＊3：
筋肉に適度な刺激を与えてリラックス効果をもたらし、
ドライバーと乗員の疲れを癒します。身体の部位ごとに、
8種類のプログラムを愉しむことができます。

リヤ・エンターテインメント・システム・プロフェッショナル
（左右独立10�2インチ ディスプレイ、Blu-rayプレーヤー、HDMIインターフェイス）＊3：
運転席、助手席のシートバックには、
左右独立10.2インチのカラー・ディスプレイが装備されます。

 COMFORT AND  FUNCTIONALITY.
Innovation and Technology ((�$�(*

＊3 ： オプション
※ 写真は日本仕様とは一部異なります（日本仕様の場合、右ハンドル車のみの設定となります）。



STANDARD.

すべての計器類が見やすい位置に
配置された、ドライバー志向の
インスツルメント・パネル。
走行に必要な情報を的確に
把握できるよう、細部に至るまで
綿密にデザインされています。
マルチファンクション・スポーツ・
レザー・ステアリング・ホイールは
しっくりと手に馴染み、ダーク・アルミ・
メッシュ・エフェクト・インテリア・
トリムが、視覚的なハイライトと
なっています。
※シフト・パドルは非装備となります。

主な標準装備：
+ 19インチ Vスポーク・スタイリング734 アロイ・ホイール：9J×19ホイール、265/50R19タイヤ〔ランフラット・タイヤ〕
+ アダプティブLEDヘッドライト
+ BMWライブ・コックピット
+ マルチファンクション・スポーツ・レザー・ステアリング・ホイール
+ スポーツ・シート（運転席& 助手席、電動調節式サイド・サポート付）
+  3ゾーン・オートマチック・エア・コンディショナー
　（AUC〔オートマチック・リサーキュレーティング・エア・コントロール〕、マイクロ・フィルター〔花粉除去機能付〕、運転席&助手席&後席独立温度調節機能付）
+ 8速オートマチック・トランスミッション（ステップトロニック付）
+ センサテック・シート〈カラー：ブラック〉
+ ダーク・アルミ・メッシュ・エフェクト・インテリア・トリム
+ スルーローディング・システム（40：20：40分割可倒式リヤ・シート）
+ アンビエント・ライト（ウェルカム・ライト・カーペット付）
+ ルーフ・レール（サテン・アルミニウム）

※  写真は日本仕様とは一部異なります（日本仕様の場合、右ハンドル車のみの設定となります。ルーフ・レール〔サテン・アルミニウム〕が装備されます。 
ルーフ・ライニング・カラーはアイボリーになります）。また、一部オプションを含みます。

マルチファンクション・スポーツ・レザー・ステアリング・ホイールは、
ステアリング・ホイール上に装備されたマルチファンクション・ボタンによって、
電話やオーディオ・システム、ACC／アクティブ・クルーズ・コントロールなどを
快適かつ安全に操作することができます。
※シフト・パドルは非装備となります。

電動式の調節機能が複数備わった
スポーツ・シート（運転席&助手席）が、
優れたシート・ポジションと
最適なラテラル・サポートを確保します。
センサテック・ブラックのインテリアは、
ひときわ洗練された雰囲気を
醸し出します。

(,�$�(�Equipment

 ＝ 標準装備

19インチ Vスポーク・スタイリング734 アロイ・ホイール：

9J×19ホイール、265/50R19タイヤ〔ランフラット・タイヤ〕



 M SPORT.

＊ スノー・チェーンは装着できません。
※  写真は日本仕様とは一部異なります（日本仕様の場合、右ハンドル車のみの設定となります）。また、一部オプションを含みます。

エクステリア： 

+  M エアロダイナミクス・パッケージ 

（フロント・エプロン、サイド・スカート、ディフューザー・インサート付リヤ・エプロン、 
リヤ・バンパー・インサート）

+  20インチ M ライト・アロイ・ホイール・スタースポーク・スタイリング740M

　バイ・カラー＊：（フロント）9J×20ホイール、275/45R20タイヤ、
　（リヤ）10.5J×20ホイール、305/40R20タイヤ〔ランフラット・タイヤ〕
-  21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741M

　バイ・カラー＊：（フロント）9.5J×21ホイール、275/40R21タイヤ、
　（リヤ）10.5J×21ホイール、315/35R21タイヤ〔ランフラット・タイヤ〕
-  22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742M＊：
　（フロント）9.5J×22ホイール、275/35R22タイヤ、
　（リヤ）10.5J×22ホイール、315/30R22タイヤ
+  アダプティブ M サスペンション 

+  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）
+  BMW Individual ハイグロス・シャドー・ライン・エクステリア
　（ブラック・サイド・ウインドー・フレーム・モールディング〔光沢仕上げ〕）
+  M エクステリア・バッジ
+  M スポーツ・ブレーキ
+  M Sport専用テールパイプ・トリム
+  BMW Individual ハイグロス・シャドー・ライン・ルーフ・レール

インテリア： 

+  ドア・シル・プレート
+  スポーツ・シート（運転席& 助手席、電動調節式サイド・サポート付）
+  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
　（シフト・パドル付）
+  BMW Individual アンソラジット・ルーフ・ライニング
+  アルミニウム・テトラゴン・インテリア・トリム
+  ヴァーネスカ・レザー・シート〈カラー：ブラック（ブラウン・ステッチ付）〉
-   ヴァーネスカ・レザー・シート 

〈カラー：ブラック・パーフォレーテッド・デザイン、 
キャンベラ・ベージュ・パーフォレーテッド・デザイン、 
コニャック・パーフォレーテッド・デザイン、 
コーヒー・ブラウン・パーフォレーテッド・デザイン〉

+  M Sport専用メーター・パネル
+  M Sport専用リモート・コントロール・キー

ひときわ目を惹くデザインと
確実なグリップをもたらす
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。
標準装備のアルミニウム・テトラゴン・
インテリア・トリムは、インテリアに
エクスクルーシブな印象を与えます。
伸びやかで明快なラインが特徴的な
インスツルメント・パネルにより、
室内に、さらに広々とした
雰囲気をもたらします。

Equipment (.�$�(/

 ＝ 標準装備  ＝ オプション装備

オプションのBMW Individual

エクステンド・レザー・メリノ
（コーヒー・ブラウン）のコンフォート・
シート＊。多彩な電動調整機能により、
ドライバーと助手席乗員は、
人間工学に基づいた理想的な
シート・ポジションを素早く簡単に
設定することができます。
＊コンフォート・パッケージとして設定可能です。

M ドア・シル・プレートは、
ドアを開けた瞬間に
走りの興奮を誘います。

20インチ M ライト・アロイ・ホイール・ 

スタースポーク・スタイリング740M

バイ・カラー*：
（フロント）9J×20ホイール、
275/45R20タイヤ、
（リヤ）10.5J×20ホイール、
305/40R20タイヤ
〔ランフラット・タイヤ〕

21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741M

バイ・カラー*：
（フロント）9.5J×21ホイール、
275/40R21タイヤ、
（リヤ）10.5J×21ホイール、
315/35R21タイヤ
〔ランフラット・タイヤ〕

セレクター・レバーまたは
マルチファンクション M スポーツ・
レザー・ステアリング・ホイールに
装備されたシフト・パドルにより、
極めてスムーズかつ精確な
ギヤ・シフトを実現する
8速スポーツ・オートマチック・
トランスミッション。



THE BMW X5 M50i.

ニューBMW X5 M50iは、卓越した
精度と傑出した俊敏性を現実の
ものとします。このモデル専用に
調整されたサスペンションや
バリアブル・スポーツ・ステアリング、
M スポーツ・ブレーキ、M スポーツ・
ディファレンシャル、そしてM スポーツ・
エキゾースト・システムにより、
ドライビング・ダイナミクスの
向上を実現。鮮烈なる走りの
歓びを叶えます。

鍛えぬかれたパワーが、Xにかつてない歓びをもたらす。いっそうアグレッシブに研ぎ澄まされたデザインと、力強く俊敏なドライビング・パフォーマンスを併せ持つ
ニューBMW X5 M50iは、BMW Xモデルの風格と、BMW Mのスパルタンな気質を高い次元で融合しています。エクステリアでは、専用装備となるセリウム・グレーの
キドニー・グリル・フレームや大型のエア・インテーク、バイ・カラーの22インチ M ライト・アロイ・ホイールが見る者の目を惹きつけます。インテリアでは、アッシュ・グレイン・
ファイン・ウッド・インテリア・トリムや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、スポーツ・シートが、スポーティかつエクスクルーシブな雰囲気を
室内にもたらします。エンジン・ルームで唸りを上げるV型8気筒BMW M ツインパワー・ターボ・ガソリン・エンジンは極めてスムーズなレスポンスと、幅広い回転域において
強大なトルクを発揮。駆る者の純粋なるアドレナリンを沸き立たせることでしょう。精緻に調整されたすべてのコンポーネントは互いに連携し、ひとつのゴールへと
突き進みます。それは、ダイナミズムを極めた、比類なき走りの愉悦。

Mロゴをあしらった
M ドア・シル・プレートは、
ドアを開けた瞬間に走りの
興奮を誘います。

リヤに配されたセリウム・グレーの
「M50i」バッジが、このモデルの
力強さとエクスクルーシビティを
さらに際立たせます。

Mロゴを配した3本スポークの
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。
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。

Equipment (&�$�('(&�$�('

THE BMW X5 xDRIVE45e.

フレキシブルかつダイナミック。類稀なる魅力を放つニューBMW X5 xDrive45eは、BMWツインパワー・ターボ・エンジンとBMW eDriveテクノロジーの、2つの長所を
兼ね備えています。直列6気筒ガソリン・エンジンと電気モーターの2つのコンポーネントは、インテリジェント・エネルギー・マネジメント・システムによって極めて効率的に
制御されるため、直面するあらゆる課題へも容易に対応可能です。電気モーターはどのような状況においても、バッテリーに蓄えられた電力を瞬時に駆動力へと
変換することでガソリン・エンジンを巧みにサポート。あるいは電気モーターだけのゼロ・エミッション走行で極めて静粛かつスムーズに、最大135km/hまで
ニューBMW X5 xDrive45eを加速させます。さらに、BMW ConnectedDriveのeDriveサービスを利用すれば、車両の充電レベルが十分であるかどうかも簡単に
確認することが可能。充電レベルが十分でない場合は、ハイブリッド・モードで走行を継続します。想像を遥かに超える航続距離とドライビング・ダイナミクスが、
エキサイティングな体験へとあなたを誘います。

PHEVモデル専用のメーター・
パネルには、BMW eDriveの
状態やバッテリーの充電レベル、
平均的な電力消費量などの情報が
わかりやすく表示されます。

21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741M

バイ・カラー＊：
（フロント）9.5J×21ホイール、
275/40R21タイヤ、
（リヤ）10.5J×21ホイール、
315/35R21タイヤ
〔ランフラット・タイヤ〕

＊ スノー・チェーンは装着できません。



ピアノ・フィニッシュ・ブラックのBMW Individual インテリア・
トリムが、あなたに相応しい特別な輝きを
ニューBMW X5にもたらします。

BMW INDIVIDUAL.
個性を表現する方法。

ハンドメイドで仕上げた、世界に1台しかない、あなただけのBMW。

BMW Individual.

どんな我がままにも応える、贅を尽くしたオーダーメイド・プログラム。

素材からデザインまで、個性を表現するのに、もはや限界はない。

あるのは、クルマへの深い愛情をカタチにする、至福の歓び。

その1台に、真の個性が宿る。
他の誰でもなく、決めるのはあなた自身：
BMW Individualは、ニューBMW X5をあなただけの1台へと
カスタマイズするための、あらゆる選択肢をご用意しています。
想いのすべてを満たす1台は、BMWの駆けぬける歓びを
より格別なものにするはずです。
きわめて高品質なオプションの中から、
あなたの好みにぴったりのものをお選びください。
乗る人のスタイルと自信を映し出すBMW Individual専用ボディ・カラー。
インテリアを自分だけの快適空間に変える、
極めて上質なレザー・マテリアルとファイン・ウッド・インテリア・トリム。
あるいは、ご自身のアイデアに従ったまったく独自のカスタマイズを
お望みならば、BMW Individualがあらゆるリクエストにお応えし、
あなたの理想を確実に具現化します。

ピアノ・フィニッシュ・ブラックのBMW Individual インテリア・
トリムが、あなたに相応しい特別な輝きを
ニューBMW X5にもたらします。

Equipment �������Equipment *)�$�*%

イルミネーション付 BMW Individual ドア・シル・プレート。
※M Sportには、Mロゴ付ドア・シル・プレートが設定されます。

特別な塗装仕上げによるアメトリン・メタリックは、豊かな輝きと角度により色彩が変化してゆく独特のエフェクトにより、類稀なる魅力を放ちます。
このエフェクトをもたらすシラリック顔料は、メタル・フロップが加わることにより眩い表情を生み出すとともに、
日光に照らされることでその効果がよりいっそう高まる、非常にユニークなペイントです。



 EQUIPMENT HIGHLIGHTS.

-  BMWレーザー・ライト ：  

 ハイビーム・モードを設定すると、 
Xモデル専用デザインのレーザー・ 

ライトが自動的に点灯し、 
従来のLEDヘッドライトの 

ロービームの約2倍に相当する 

最長600m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。 
ブルーのXデザイン・アクセントに 

加えて「BMW Laserlight」のロゴが 

あしらわれ、その革新性を 

象徴しています。 
 ※ xDrive45e M Sport、M50iにのみ設定可能です。

+  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） ：  

 リモート・コントロール・キーをポケットやハンドバッグなどに入れたまま、 
4つのドアとラゲージ・ルームのロック／ロック解除、さらにエンジンの始動／ 

停止が可能。テールゲートは、リヤ・バンパーの下で足を軽く動かすだけで 

手を触れずに開閉することもできます。 
 ※  車両から発信される電波が、植込み型心臓ペースメーカー等の機器に影響を与える 

可能性があります。詳しくはBMW正規ディーラーにお問い合わせください。

-  電動パノラマ・ガラス・サンルーフ ：  

 開口部が非常に大きく開放感にあふれた室内環境をつくり出します。 
ウインド・ディフレクターを装備。フロントのガラス・パネルはボタンひとつで 

チルト・アップ、スライドし全開させることができます。直射日光を防ぐ 

電動ルーフ・ライナーを前後のガラス・パネルに装備しています。ウインドー、 
サンルーフを車外からリモート・コントロール・キーで開閉できる 

コンフォート・オープン／クローズ機能付。

-  クラフテッド・クリスタル・フィニッシュ ：  

 手作業により生み出されるガラス仕上げにより、格別の美しさと滑らかな 

タッチを持つ特別なガラスは、セレクター・レバー、スタート／ストップ・ボタン、 
iDriveコントローラー、音量調整といった、手の触れる操作部にふんだんに 

あしらわれ、気品あふれるオーラを放ちます。

   ルーフ・レール（サテン・アルミニウム） ：  

 ルーフ形状にしっくり調和するルーフ・レールは、 
アクセサリーのルーフ・ラックを取り付けるためのベースとなります。

Equipment *(�$�**

-  リヤ・サイド・ウインドー・ 

ローラー・ブラインド（手動） ：  

 眩しさを防ぎ、 
車内のプライバシーを守ります。

  ランバー・サポート 

（運転席&助手席） ： 

 縦横に調整が可能なため、 
シート・ポジションを身体に 

合わせて最適な位置に調整できます。

   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 

（シフト・パドル付） ：  

 マルチファンクション・ボタン、Ｍロゴが装備された3本スポークの 

ステアリング・ホイールです。親指の輪郭に合わせたサムレスト、 
ブラックのウォークナッパ・レザー（ブラック・ステッチ付）のリムが、 
スポーティなドライビングに応えます。

   マルチファンクション・スポーツ・ 

レザー・ステアリング・ホイール：  

 厚みのあるリムと親指の輪郭に 

合わせたサムレストを備えた 

完璧な形状に仕上げられており、 
極めて快適なグリップをもたらします。 
 ※シフト・パドルは非装備となります。

   シート・ヒーティング ：  

 寒い季節には、運転席、助手席、 
後部座席外側のシート座面や 

バックレストを、素早く快適な 

温度に温めます。3段階制御式。

+  スポーツ・シート（運転席&助手席） ： 

 電動調節式サイド・サポート付 

シートバックによって乗員を 

しっかりホールドします。 
シートの前後、角度、高さ 

調節が可能で、大腿部を支える 

サイ・サポート（マニュアル 

調節式）も装備。

+  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、 
ホワイト、ブルー、オレンジ、ブロンズ、ライラック、グリーンの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。 
また、乗り込む際にドア・ロックを解除すると、自動的に点灯する 

ドア・ハンドル照明やウェルカム・ライト・カーペットも装備しています。

※ 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。

 ＝ 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。



 EQUIPMENT HIGHLIGHTS.

-� �harman/kardon サラウンド・サウンド・システム ：  

 464W、9チャンネル・サラウンド、16個のスピーカーが傑出した 

高品位サウンドを生み出し、車内全体に臨場感溢れる 

サラウンド・モードを実現します。車両専用のイコライザーは、 
運転中の暗騒音を走行スピードに合わせて精確に補正します。

+� �ワイヤレス・チャージング ：  

 汎用性のあるワイヤレス充電*ソケットの他、Bluetooth®、 
USBインターフェイスなど多彩な機能を提供します。 
 ＊  Qiに準拠した携帯電話はワイヤレス充電が可能です。 

 ワイヤレス充電のQi規格に対応していないスマートフォン向けには、充電用のカバーが必要です。
　　※Bluetooth®は米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

-� �4ゾーン・オートマチック・エア・コンディショナー ：  

 運転席と助手席、さらにリヤ・シート（左右）の空調をそれぞれ個別に調節できます。 
 ※プラス・パッケージとして設定可能です。

+� �HDDナビゲーション・システム ：  

渋滞箇所などの情報をリアルタイムで提供するVICS 3メディアと、広範囲の 

交通情報を利用できるITSスポットに対応。広域での交通情報をもとに最適な 

走行ルートをご案内します。また、落下物や天候などに関する安全運転支援情報も 

ご提供します。地図データは、ご登録日より3年間、年2回無料で更新＊できます。  
※ BMWライブ・コックピットに含まれます。 
※ ITSスポット®は国土交通省の登録商標です。 
＊ 更新をディーラーで行う場合は、別途工賃が発生いたします。 
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。

-� ��リヤ・エンターテインメント・システム・プロフェッショナル 

（左右独立10.2インチ ディスプレイ、Blu-rayプレーヤー、 
HDMIインターフェイス） ：  

運転席、助手席のシートバックには、 
左右独立10.2インチのカラー・ディスプレイを装備。

+� �BMWドライバー・サポート・デスク＊1 ：  

BMWドライバー・サポート・デスクは、コールセンターのオペレーターが24時間 

365日、運転中のドライバーに代わってさまざまな情報を調べます。目的地までの 

道のりや特定の飲食店などのロケーションも、車両の現在位置をベースに速やかに 

提供可能。特別な日を演出する穴場のレストランなど、具体的なリクエストにも 

可能な限り対応。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されます。

＊1：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。
※ 写真は日本仕様とは一部異なります。

*,�$�*�Equipment

+� �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。

+� �クロス・トラフィック・ウォーニング（フロント&リヤ） ：  

 車両の前後方向からドライバーの死角に接近してくるクルマや歩行者を 

センサーが検知し、ドライバーに警告する機能です。このシステムは 

7km/h以下で作動し、設定メニューから有効／無効を設定できます。 
 ※ ドライビング・アシスト・プロフェッショナルに含まれます。

-� �BMWドライブ・レコーダー ：  

 走行中または停車中における周囲の様子を車両に内蔵されたカメラで 

撮影／録画し、コントロール・ディスプレイで動画を再生できる機能です。 
動画データはUSBメモリーなどを介して再生することも可能。速度データや 

GPSの位置データなど、重要な情報も映像とともに保存されます。 
BMWドライブ・レコーダーには、イベント・レコーダーおよび 

クラッシュ・レコーダーの2つの機能も備わっています。

+� �ドライビング・アシスト・プロフェッショナル ：  

 ドライビング・アシスト・プロフェッショナルは、単調な運転が続く時や、渋滞や認識しづらい状況において、インテリジェントな数々の運転支援テクノロジーで 

ドライバーをサポートします。衝突回避・被害軽減ブレーキを備えた前車接近警告機能を含む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）は、 
最高210km/hまでの速度で、車線を維持しながら安全なステアリング操作をアシスト。さらに、アクティブ・クルーズ・コントロール作動中にウインカー・レバーを 

ワンタッチするだけで、車両が周囲の安全を確認し、自動的に車線変更を行うレーン・チェンジ・アシストも搭載しています。また、アクティブ・サイド・コリジョン・ 

プロテクション付ステアリング&レーン・コントロール・アシストは、予期せぬ側面からの危険を回避すると同時に、その際の意図せぬ車線逸脱を防ぎます。 
 ※ 詳細につきましては、20-21ページをご参照ください。

 ＝ 標準装備  ＝ オプション装備



［Color samples］ ここではニューBMW X�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 X�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。

 EXTERIOR COLORS.

ソリッド・カラー 

668 ブラック＊1

メタリック・カラー
C27 アークティック・グレー・ブリリアント・
エフェクト＊2

メタリック・カラー 

416 カーボン・ブラック＊2

ソリッド・カラー 

300 アルピン・ホワイト＊2

メタリック・カラー 

475 ブラック・サファイア＊2

メタリック・カラー 

C1M ファイトニック・ブルー＊2

メタリック・カラー 

A96 ミネラル・ホワイト＊2

ボディ・カラー

＊1 ： Standardにのみ設定可能です。
＊2 ： M Sport、M50iにのみ設定可能です。

BMW Individual ボディ・カラー
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メタリック・カラー
X1B アメトリン＊2

メタリック・カラー
C3Z タンザナイト・ブルー＊2



 INTERIOR COLORS.

ヴァーネスカ・レザー
MAH9 ブラック
（ブラウン・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
MCHF コーヒー・
ブラウン・
パーフォレーテッド・
デザイン
インテリア・カラー：
ブラック

ヴァーネスカ・レザー
MCRI コニャック・
パーフォレーテッド・
デザイン＊1

インテリア・カラー：
ブラック

ヴァーネスカ・レザー
MCHE キャンベラ・
ベージュ・
パーフォレーテッド・
デザイン＊1

インテリア・カラー：
モカ

ヴァーネスカ・レザー
MCSW ブラック・
パーフォレーテッド・
デザイン＊1

インテリア・カラー：
ブラック

シート・マテリアル&カラー

4KT ポプラ・グレイン・
アンソラジット・
ブラウン・ファイン・
ウッド・トリム＊2

4KK アルミニウム・
テトラゴン・トリム

4KR ストライプ・
ブラウン・ファイン・
ウッド・トリム＊2

4KP アッシュ・グレイン・
ブラウン・ファイン・
ウッド・トリム＊2

4KM ダーク・アルミ・
メッシュ・エフェクト・
トリム

インテリア・トリム

+ M Sport

+ M50i

  M Sport

+ M50i

  M Sport

  M50i

  M Sport

  M Sport

  M50i

+ Standard

  M Sport

  M50i

+ M Sport

  M Sport

+ M50i

  M Sport

  M50i

＊1：お取扱につきましては、BMW正規ディーラーにお問い合わせください。
＊2：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。

エクステンド・レザー・
メリノ
VASW ブラック
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
インテリア・カラー：
ブラック

エクステンド・レザー・
メリノ
VAHF コーヒー・
ブラウン
インテリア・カラー：
ブラック

エクステンド・レザー・
メリノ
VATQ タルトゥーフォ＊1

インテリア・カラー：
ブラック

BMW INDIVIDUAL 

シート・マテリアル&カラー

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

4WW アッシュ・
グレイン・シルバー・
グレー・ファイン・
ウッド・トリム＊2

BMW INDIVIDUAL 

インテリア・トリム
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  M Sport

  M50i

  M Sport

  M50i

  M Sport

  M50i

  M Sport

  M50i

  M Sport

  M50i

  M Sport

  M50i

 ＝ 標準装備  ＝ オプション装備

※ 納車までにお時間をいただく場合があります。BMW Individual の詳細につきましては、BMW正規ディーラーにお問い合わせください。



 WHEELS AND TYRES.

-  22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 

747M バイ・カラー＊： 

 （フロント）9.5J×22ホイール、 
275/35R22タイヤ、 
（リヤ）10.5J×22ホイール、 
315/30R22タイヤ

-  22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742M
＊： 

 （フロント）9.5 J ×22ホイール、275/35R22タイヤ、 
（リヤ）10.5J×22ホイール、315/30R22タイヤ

  21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741M バイ・カラー＊ ：  

（フロント）9.5J×21ホイール、275/40R21タイヤ、 
（リヤ）10.5J×21ホイール、315/35R21タイヤ 

〔ランフラット・タイヤ〕

-  22インチ BMW Individual Vスポーク・ 

スタイリング746I アロイ・ホ イール＊：  

（フロント）9.5J×22ホイール、275/35R22タイヤ 

（リヤ）10.5J×22ホイール、315/30R22タイヤ

  20インチ M ライト・アロイ・ホイール・ 

スタースポーク・スタイリング740M バイ・カラー＊：  

（フロント）9J×20ホイール、275/45R20タイヤ、  
（リヤ）10.5J×20ホイール、305/40R20タイヤ 

〔ランフラット・タイヤ〕

  19インチ Vスポーク・スタイリング734 

アロイ・ホイール ：   

9J×19ホイール、265/50R19タイヤ 

〔ランフラット・タイヤ〕

＊ スノー・チェーンは装着できません。

 ＝ オプション装備  ＝ モデルにより設定が異なります。

 ORIGINAL BMW ACCESSORIES.
,)�$�,%Equipment

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。

 https://www.bmw.co.jp/acc



訂正および変更のご案内

THE X5.

本カタログの掲載内容につきまして、一部訂正および変更がございますので、
以下の通りご案内申し上げます。

ビー・エム・ダブリュー株式会社
2 2019（2/19/2020）

61CAT10667A

● P19.　ニューBMW X5 M50iの最高出力を以下の通り変更させていただきます。

変更前） - 最高出力 390kW〔530ps〕/5,500-6,000rpm
変更後） - 最高出力 390kW〔530ps〕/5,500rpm

● P33.　リヤ・サイド・ウインドー・ローラー・ブラインド（手動）は、M50iには標準装備となります。

● P32.　BMWレーザー・ライトの最長照射距離を、「最長500mまで」に訂正させていただきます。

誤）最長600mまで
正）最長500mまで

● P38. ヴァーネスカ・レザー MCHF コーヒー・ブラウン・パーフォレーテッド・デザインは、
M50iにオプション装備となります。

誤）M50iに標準装備
正）M50iにオプション装備

● P19.　ニューBMW X5 xDrive45eのエンジンサイズおよび最高出力を、
以下の通り訂正・変更させていただきます。 

誤） - 4.4ℓ 直列6気筒BMWツインパワー・ターボ・ガソリン・エンジン
正） - 3.0ℓ 直列6気筒BMWツインパワー・ターボ・ガソリン・エンジン

変更前） - 最高出力 210kW〔286ps〕/5,000-6,500rpm
変更後） - 最高出力 210kW〔286ps〕/5,000rpm



掲載モデル
ニューBMW X5 xDRIVE35d M SPORT

エンジン：直列6気筒DOHCディーゼル（BMWツインパワー・ターボ）
最高出力：195kW〔265ps〕
ホイール：22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742M（オプション）
ボディ・カラー：ミネラル・ホワイト（オプション） 
シート・マテリアル&カラー：BMW Individual エクステンド・レザー・メリノ〔コーヒー・ブラウン〕（オプション）
インテリア・トリム：ストライプ・ブラウン・ファイン・ウッド・トリム（オプション）

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 9：00～19：00（平日）／18：00（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。


