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勇気について、お話ししましょう。

今、なぜ勇気が必要とされているのか。

勇気とは、孤高で、かつ破壊的です。

勇気はつねに私たちを問い質し、すべてを打ち砕き、

新たなる目覚めをもたらします。

私たちすべてに必要なのは、大胆なる勇気。

求められるのは、斬新な発想を持つ前向きな人です。

私たちは、信じています。

誰より先に立つ人々を。

停滞や後退に抗う人々を。

勇気とは、ただ前へ進むこと。

明日を変革する文化の先駆者を突き動かすこと。

まったく新しいなにかを生み出すこと。

卓越の、その先へ至ること。

今、新たなるラグジュアリーが誕生します。

勇気あるあなたに、届けるために。



広がる世界の先にある、

未知との出会い。



好奇心が経験に変わり、野心が理想を叶える時、

ひとつの洞察へと導かれる。圧倒的な存在感とは、

魅力そのものに他ならない。



研ぎ澄まされた価値ほど、お互い響き合う。

圧倒的な存在感がカリスマ、ダイナミズムと出会う時。

そこに真の偉大さが誕生する。



時に視点を変えることで、

世界の深淵が見えてくる。

それが、揺るぎない個性へと導く。



空間をどう捉えるかは、自分次第だ。

日常か、アートか。

真の自由に身を委ねるか。





魔法のように心を惹きつける場所に、

一度でも辿り着いたなら、離れたくなくなるものだ。

さらなる挑戦へと駆り立てられない限り。



何か特別なものを創造したり、

途方もない経験をしたくなる時もある。

どちらにせよ、その瞬間は代え難いものになる。



ありきたりなことは覚えていない。

唯一無二の物には、心が躍る。

たとえ数えきれないほど出会っても。





それは、驚異的で、圧倒的。

スケールの大きさは、

時に偉大さをも宿す。



強烈な個性、独創性、カリスマ性を持つ者は、

自らを証明する必要がない。

出会った者には、瞬時にそれが分かるからだ。
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THE VISION

新たなる理想形の探求と発見。

BMWグループのチーフデザイナー、エイドリアン・ファン・ホーイドンクが、
究極のラグジュアリー・セグメントにおける

新しいデザインについて語ります。

Bayerische Motoren Werke（BMW）の名を冠したモデルが、
BMWラインアップに新たな世界を開きました。あなたの考える、
現代のラグジュアリーとはどのようなものですか？

私たちは、お客様に対して、ラグジュアリーとはかくあるべきだ

というような押し付けをするつもりはありません。

ただ、魅力的で多様性に富んだものを提供したいと考えています。

ラグジュアリーの概念は、世界中で国によってずいぶん異なります。

ただし、どの国でも明らかに共通しているのは、プライベートの時間が

ますます重要視されている、ということです。

それは、グローバル化するこの世界で最も価値あるものと

なりつつあります。

モビリティに完璧さや洗練が求められていることについて、

どのようにお考えですか？

現代のモビリティ社会において、

私たちはさまざまな交通手段を利用し、かつてより多くの時間を

費やしています。クルマは、今や車輪の付いた個室とでも呼べる存在と

なりつつあり、人々はそのなかで、なるべく快適に過ごしたいと

考えています。ステアリング・ホイールの触感や

インテリア素材といったものに高い完成度が求められ、

見た目のすっきりしないラインやパーツなどは好まれません。

多くの人は、クルマのインテリアを自宅のリビングルームと同じように、

五感が歓ぶ上質なものに囲まれたいと思っているのです。

エクステリア・デザインで、

最も大きなチャレンジとなったのは、なんでしょうか？

ラグジュアリーは、クルマの外側にも反映されていなければなりません。

英語には「sophistication（洗練）」という美しい言葉があります。
BMWには、世界の4大拠点で700名を超えるデザイナーが
働いており、絶えず互いにアイデアを競い合える環境があります。

そこから生まれる、ディテールの一つひとつが

明確な表現を持っています。デザインは、最上級の品質と耐久性を

表現すると同時に、あらゆる瞬間を有意義かつ美しく彩るため、

感情を駆り立てるものでなければなりません。

それらを体系化し、私たちはラグジュアリーの概念や

モデル・ラインアップをつくりあげていきます。

さまざまな表現スタイルで、現代的なセダンやエレガントかつ

スポーティを極めたクーペだけでなく、

きわめてラグジュアリーな空間が広がるクルマを新たに創出しています。

新しいデザインでは、

共通してボディのラインが抑えられているように見えます。

デザインにおけるラグジュアリー要素を削ることで、

逆にラグジュアリーを際立たせるという意図はありましたか？

今回の手法で、デザインはより明快かつモダンとなり、

なによりエモーショナルになりました。エクステリアの豊かな表情が

前面に打ち出され、ボディそのものの卓越したダイナミクスが以前より

さらに強調されています。極限まで削ぎ落とされ、

きわめて精巧に引かれたラインは、ボディ表面に施された

美しいグラフィックスをさらに際立たせています。

BMWの個性であるスポーティネスを損なうことなく、
よりパワフルで洗練された官能的なボディになりました。

これを可能にしたのは、あらゆる角度からの理想のグラフィックスを

一つずつ精査し尽くしたからです。BMWが生み出すクルマは、
それがどのような体験を与えてくれるか、

一目でわかるものでなければなりません。

とくに、大型でラグジュアリーな車種では、際立つ

エクステリア・デザインに加え、インテリアにおいても

極限まで快適性を高めています。自由であること、

そして心からくつろげること。それこそが、BMWのすべてなのです。

「ラグジュアリーは、感性を
駆り立てるものでなければならない」



傑出した性能は、常に魅力的なルックスを伴います。

ブルーのデザイン・アクセントと「BMW Laser」のロゴにより視覚的にも
個性を主張するBMWレーザー・ライト＊1は、ハイビーム・モードを設定すると

最長600mまでの距離を照射。夜間におけるドライビングの
快適性をいっそう向上させます。
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目を見張る。息を呑む。
紛うことなき、Xの頂点。

足元にも、妥協なきエレガンスを。
切削光沢仕上げのホイール。

22インチのマルチスポーク・スタイリング757 アロイ・ホイール＊2。

サイド・ビューにおいて類稀なる存在感を放つとともに、

切削光沢仕上げによるフェリック・グレーのカラーが、

その高貴な佇まいをひときわ強調します。

圧倒的な存在感。緻密なる明快さ。そして、さりげない気品。
面と線、フォルムがシンフォニーを奏でるBMW X7の
エクステリア・デザインは、自信に満ちた表情と卓越した
美しさ、そしてスポーティなエレガンスを融合させた、
ひとつのアートと言えるでしょう。
堂々たる威容を誇るフロント・デザインは、内に秘められた
強大なパワーと傑出したパフォーマンスを容易に
感じさせるものとなっています。計算された線と伸びやかな
面の美しき交錯は、洗練に満ちたさまざまな
デザイン・エレメントとともに、スポーティかつモダンな
サイド・ビューを明確に印象付けます。
そしてリヤ・デザインに至るまで確固たる哲学に貫かれた
BMW X7の壮麗なエクステリアは、
色褪せぬ輝きを放ち続けるのです。

目を引き、心も惹きつける。
より大型化されたキドニー・グリル。

迫力のサイズと直立したデザインによって、

威厳に満ちたフロント・ビューをもたらす、キドニー・グリル。

その存在感は、極めてスリムに整えられたヘッドライトと

魅力的なコントラストを成しています。左右のキドニー・グリルは

中央で結合された最新のデザインとなり、

BMWのラインアップで最大のサイズを誇ります。

先進のテクノロジーが、安全な視界を切り拓く。
BMWレーザー・ライト。

ラグジュアリーでありながら機能的なデザイン。

そしてクローム仕上げにより、より優雅で

プレミアムな印象を纏ったフロント・エプロン＊1。

＊1：モデルにより装備の設定が異なります。
＊2：オプション



INTERIOR DESIGN

フレーリッヒさん、テヘラーニさん、
エキサイティングなデザインとは、
どのように生み出されるものなのでしょうか？

フレーリッヒ：プロポーションが非常に重要です。
デザインにおいては、常に全体的に見た場合に、
互いがどのように調和するか、いかにすべてが
完璧にコーディネートされているかを考える
必要があります。その後で初めて、フォルムや、
躍動感、解放感、カジュアル、
ラグジュアリーといった、クルマに特徴をもたらす
ラインや素材に取り掛かります。

テヘラーニ：室内を機能的なものにするには、
さまざまな演出が必要です。私たちには、
表現したいことがたくさんあるからです。
建築家である私は、そのモデルが内側から
どのように影響を与えてくれるかという視点で
クルマを選びます。私にとってクルマは、
快適に感じられ、全体像を把握できるもの
でなければなりません。

どうしたら
広々とした空間を、上質であると同時に
洗練されたものにすることができるのでしょうか？

テヘラーニ：ちょうど哲学者が言葉や著作を通じて
自分自身を表現するように、
私たち建築家は空間を通じて自分を表現します。
少し極端な例ですが、大聖堂に入ると、
建物内部の高さや広大さが私たちに
何かを訴えかけてきます。自分という存在が
小さく感じられ、そこにある全能な神という存在を
感じて圧倒されるのです。

フレーリッヒ：自動車デザインの場合、
巧みなラインが重要です。当然のことですが、
何か新しくてエキサイティングなものを
作りたいと思っているからです。
私たちは熱狂を呼び起こしたいと考えています。
そこではサイズが大切な要素となります。
真に正しい技法は、絶対にインテリアで
実現できる以上のものを、クルマを
外から見た時に感じさせないことです。

BMW X7を見ると、外側からでも運転席が
高くなっていることがわかりますが、
これは室内空間の並外れた広さを窺わせます。
これは、私たちが正しいデザインを
実践しているからです。

テヘラーニ：そして、大きな空間を本当に快適に
見せるのがディテールです。プロポーションや
ディテールを利用して、全体を正しい方向に
調整することができます。

真の偉大さを示す技法について。
ラグジュアリー、そして空間の可能性について。BMW X7を語り尽くす 　
BMWラグジュアリークラスのデザイン責任者ヤツェク・フレーリッヒ、著名な建築家ハディ・テヘラーニと。

ヤツェク・フレーリッヒ
BMW ラグジュアリークラス　デザイン責任者

INTERIOR DESIGN
DESIG

N
 AN

D
 H

IG
H

LIG
H

TS – IN
TERIO

R DESIG
N

35

34

BMW X7に乗り込んだ時、
人々はどのように感じるでしょうか？

テヘラーニ：多くの場合、クルマの空間は
デザインによって好き嫌いが決まります。
そして、誰もが、車内では安全に包まれていたいと
思うものです。

フレーリッヒ：私は、ゆとりのある空間それ自体に
魅力を感じます。たとえば、BMW X7の
インテリアはドライバーのためだけでなく、
すべての乗員に思いもよらぬ空間を提供し、
その美しさと装備によってエモーションを
掻き立てるように意図されています。
インテリア内のフロントからリヤにかけて、
乗員を取り囲むように切れ目なくラインを
走らせました。これにより、包み込まれている
かのような感覚を与え、たとえば、コックピットでは、
非常にはっきりとそれが感じられます。
解放感と同時に安心感をも生み出しているのです。

テヘラーニ：建築の世界では
「スペースはラグジュアリーである」とされます。
室内が広くなればなるほど、
よりラグジュアリー感が増します。
スペースが狭くても何とかなるかもしれませんが、

広さとは私たちが作品によって
生み出すことができる素晴らしい感覚なのです。
それがラグジュアリーの望ましい形です。

非常に大きなものや非常に小さなものを
デザインする方が簡単なのでしょうか？

フレーリッヒ：カーデザイナーである私は、
人間はさておき、あらゆるものは絶えず相対的に
変化するものであるという課題に直面しています。
したがって、特定のスペースに常に
ふさわしい刺激を与えることが課題となります。
デザイン・プロセスの要件は、サイズとは
関係ありませんが、スペースが拡大すれば
それだけ可能性も広がります。
デザイナーにとっても。
そして最終的には顧客にとっても。

テヘラーニ：建築でも同じようなものです。
私たちは、たとえば長さ700メートルの鉄道の駅の
建設など、非常に大規模な建造物を
手掛けています。しかし、小さなものを
設計する場合でも非常に大きなものを設計する
場合でも、重要な点は、常にそれに適した
ソリューションを見つけ出すことです。

統一航空機製造会社（UNITED AIRCRAFT CORPORATION）
オフィスビル／ジュコーフスキー ロシア 2011年

ハディ・テヘラーニ建築事務所GMBH

ハディ・テヘラーニ
建築家／デザイナー



SENSE OF SPACE

ラグジュアリーとの旅
完璧をもたらす空間。
BMW X7で行く上質な未来の旅を見つめて。

ラグジュアリーに限界はありません。

しかし、そのコンセプトが高い水準を満たしているかどうかが

明らかになるのは、あくまで移動中です。

旅する人々にとって重要な条件は、今も昔も変わりません。

それは、最高の居心地、軽々と得られる快適性、画期的なスピードです。

旅が歓びとして感じられるのは、それが滞ることなく快適に進み、

愉しさに溢れ、すべての瞬間が特別なものである時だけであり、

また、最大限のプライベートな空間が得られる時だけです。

この原則は、豪華な列車やヨットからプライベート・ジェット、

居住空間の広いクルマまで、さまざまな要望が尽きない

旅の歴史を通して貫かれています。

移動スピードは、先進技術を採用した自動運転システムの影響を

さらに大きく受け、旅の快適性に関しては

プライバシーと心地よさがますます重要になりつつあります。

その結果、私たちは、完璧な新技術が生んだ車両を体験しています。

また、星空を眺めることのできるスカイ・ラウンジ・パノラマ・ガラス・サンルーフ＊や、

航空機メーカーだけが夢見ることを許された光に満ちた空間を生み出す

電動パノラマ・ガラス・サンルーフといった、まったく新しい景色を

体験する方法を実現しました。忘れられがちなことですが、

旅をする時最も重要なのは、到着することでもなければ

移動手段でもないからです。

それは、自分の感覚に制限をかけてはならないという意識です。

それこそが、旅における真のラグジュアリーです。

完璧な快適性という幸福は、あらゆる瞬間を、あらゆる長距離走行を

特別なものにします。その違いを生み出すのは装備です。

20個のスピーカーを備えたBowers & Wilkins ダイヤモンド・サラウンド・
サウンド・システム＊は、広大なスペースでも十分な反響が得られる

3Dサウンド体験をもたらします。車内では、精密に調整された
アンビエント・ライトが独創の雰囲気を作り出し、アイボリー・ホワイトと

ナイト・ブルーのBMW Individual フル・レザー・インテリア＊が
特別な心地よさを生み出します。また、2個の10.2インチ ディスプレイを
備えたリヤ・エンターテインメント・システム・プロフェッショナル＊により、

リヤ・シートではそれぞれ別の動画を視聴できることに加え、

シアター・モードで隣席の乗員と一緒にヒット作を見るという

心躍る愉しみ方も可能に。これこそが卓越性の最たるものです。

ラグジュアリーの基準は変化を続けており、

これまでになく新しい快適性の領域が発見されつつあるのです。

BMW X7は、移動中も新しい発見に満ちています。
そして、あらゆる瞬間に本当の歓びを満喫できるという、

ラグジュアリーの新しい基準を打ち立てます。

車外での体験から来る愉しみか、

車内の快適性から来る愉しみかは問いません。

私たちは、絶えず、その瞬間の最大限の価値を見出します。

そして、もちろん、新しい旅の形も。

BMW X7は、エクステリアにおいて、多くのラグジュアリー・コンセプトが
成し得なかったことを実現しています。それは、存在感による卓越性です。

ラインアップ最大となるキドニー・グリルが、はっきりと物語っています。

インテリアは、まったく新しい視点で洗練と快適性を融合させた

独自のセールス・ポイントを生み出しています。卓越性に広さが加わり、

余裕のあるレッグ・ルームとヘッド・クリアランス、そして最大7シートという
他に類を見ないスペースを通して、それを体験できます。

6人乗り＊を選択すると、2列目が独立した2つのコンフォート・シートとなり、
さらにプライバシーを保つことができます。

＊オプション
※ Bowers & Wilkinsは Bowers & Wilkins®社の登録商標です。

卓越性を
追い求めて。
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38SENSE OF SPACE

最上のラグジュアリーは、
自由な空間にのみ宿る。

考え抜かれた空間と自由がもたらすラグジュアリー。
BMW X7では停止している時も含め、
あらゆる瞬間が感動的な体験となります。
洗練されたコックピット、2列目の独立した２つのシート、
そして快適な3列目シート。どんな構成においても、
すべてのシートは常に乗員にベストな環境を提供します。
そして、研ぎ澄まされたフォルムの上に散りばめられた
上質なマテリアルの数々が、まるで稀少な宝石のように、
空間を煌びやかに演出します。
広々としたスペースと比類なきインテリア。
それが、BMW X7という存在を
芸術の域にまで高めてゆくのです。

特等席で味わう、至福の時。
2列目の、独立した2つのコンフォート・シート。

プライベート・ラウンジのような6つのシート。BMW X7において
2列目コンフォート・シート（6人乗り）＊1を選んだ場合、

2列目には3人用のベンチ・タイプに代わり、独立した2つの
コンフォート・シートが装備されます。この2つのシートは、
2名の乗員に可能な限りのプライバシー・エリアをもたらすだけでなく、
最上級の快適さをも実現。センター・アームレストに腕を置き、

ヘッドレストへと頭を預けながら、過ぎ行く景色をお愉しみください。

また、独立したシート形状により3列目シートへいっそう迅速かつ快適に
アクセスすることができます。さらに多くの人を乗せたいあなたには、

7人乗りをおすすめいたします。2列目のベンチ・タイプは、
3人の乗員に対して快適なスペースを確保することが可能です。
どちらの設定を選んでも、BMW X7は常に
最適なシート環境を実現します。

あなたの瞳を輝かせる、
ダイナミックなライト・デザイン。

アンビエント・ライトが、インテリアを比類なき雰囲気で包み込みます。

LEDの間接照明と光ファイバーはカラーを変更することが可能。
クルマに乗り込む時や降りる時、あるいは電話が着信した時など、

あらかじめ設定したダイナミック・ライト効果により、

すべての照明を連携させ、鮮やかなビジュアル体験をもたらします。

雲の上にいるかのような寛ぎを。
フロント・マッサージ・シート。

BMW X7のコンフォート・シートでは、心からリラックスできる
ひとときを味わうことができます。さらに、運転手と助手席では

マッサージ機能＊2をスイッチひとつで作動させることができるため、

まるで極上のスパを訪れたかのような至福の時間を愉しむこともできるのです。

身体の部位ごとに8種類のプログラムが用意されており、
マッサージの強さは3段階から選択が可能。
疲労回復や気分のリフレッシュに効果的です。

精緻な煌めきを手元に。
クラフテッド・クリスタル・フィニッシュ。

手作業によるガラス仕上げ「クラフテッド・クリスタル・フィニッシュ」＊2。

格別の美しさと触り心地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。

＊1：オプション
＊2：モデルにより装備の設定が異なります。



DRIVING COMFORT

卓越を極めた存在が、
今、走り出す。

BMWでのドライビングは、いついかなる時でも
ドライバーに比類のない歓びをもたらしますが、

BMW X7は、そこに新たなる基準を打ち立てます。
すべての乗員が等しく快適で、

真のラグジュアリーに包まれながら、エキサイティングで

ダイナミックなドライビング体験を享受する。

BMWが目指したビジョンは現実のものとなり、
人々の目の前にその姿を現します。

エグゼクティブ・ドライブ・プロがもたらす、
新次元のドライビング。

エグゼクティブ・ドライブ・プロ＊は、並外れた走行快適性と

ダイナミックなハンドリング特性を両立させる

サスペンション・コントロール・システムです。

横揺れを安定させるダイナミック・ドライブ（アクティブ・スタビライザー）が

コーナーや直線走行時のボディの傾きを最小限に抑えるとともに、

フロント・ウインドーに設置されたステレオ・カメラが検知した

前方の路面の詳細な凹凸情報を元に、

継続的にサスペンションの調整を行うことで、走行快適性が向上します。

車高調整を、よりきめ細やかに。
4輪アダプティブ・エア・サスペンション。

類を見ない快適性と、限りないダイナミクス。

適応制御式ショック・アブソーバー・システムを採用した

4輪アダプティブ・エア・サスペンションは、その両方を巧みに叶えます。
このエア・サスペンションは、まるで走りを自在に操る指揮者のように、

車両の荷重に関わらず車高を常に一定に保ちます。

また、高速走行時には車高を自動的に下げ、

空気抵抗と燃料消費量の低減に貢献。

ドライビング・ダイナミクスをさらに高めるために車高を下げたり、

逆にオフロード走行のために車高を上げたりする場合も、

センター・コンソールのスイッチにより

上下40mm（最大80mm）の調整範囲内で、
車高を5段階から簡単に選択することができます。

＊モデルにより装備の設定が異なります。
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3

THE VISION

思考をめぐらせ、アイデアに磨きをかけ、

ノウハウを極限まで追求するように。

革新的な技術を開発し、快適性や効率を高め、

卓越したパフォーマンスを実現していく。

しかしそれは、知識や能力、先駆者としての

偉業を誇示するためではない。

「駆けぬける歓び」という、ただひとつの情熱を

具現化するために挑み続けるのだ。

そして今、研ぎ澄まされたテクノロジーが、

限りないエモーションへと昇華する。

Bayerische Motoren Werkeという存在によって。

エモーションを具現化する
ためのイノベーション。



必要な時、常にサポート。
ドライビング・アシスト・プロフェッショナル。

BMW Personal CoPilotの
インテリジェントなドライバー・アシスト・システムは、
Bayerische Motoren Werkeの
すべてのモデルに搭載されています。
このシステムはあらゆるシチュエーションにおいて
走行をサポートし、その安全性と快適性を向上させます。
その結果、あなたはリラックスして前方を見据えながら、
最も重要なこと、すなわちどこまでも純粋に、
駆けぬける歓びを堪能することに集中できるのです。
今日、明日、そして未来へ。車両に搭載された
Bayerische Motoren Werkeのドライバー・アシスト・
システムが、技術的にいま可能なことは何か、
そして頼れるパートナーとはどういうものかを
明確に示しながら、いかなる挑戦においても
あなたに自信を与え、ともに前へと進みます。

※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。
＊1： 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。
＊2：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。
＊3： 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。

後退も、前進と同じくらい安全に。
リバース・アシスト／後退時ステアリング・アシスト機能。

万が一の際に、さらなる安心を。
BMWドライブ・レコーダー。

狭い路地や険しい峠道など、後退するのが非常に難しい時、

「優秀なアシスタントがいれば…。」と思ったことはないですか。

リバース・アシスト／後退時ステアリング・アシスト機能＊1が、

後退の際の煩わしいステアリング操作から、あなたを解放します。

走行速度が35km/h以下であれば、直近50mの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してくれるため、

ドライバーは車両の周囲の状況に集中できます。

曲がりくねった道や混雑した駐車場での車両の取り回しも、

もう恐れる必要はありません。

走行中の事故や停車中の盗難など、通常と異なる事態が発生した場合、

BMWドライブ・レコーダー＊は40秒間の動画を最大10本まで
撮影／録画することが可能です。事故発生時には自動で録画されるほか、

手動でも簡単に撮影を開始することができます。撮影／録画には

車両に内蔵されたカメラを使用するため、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。
＊オプション

ドライビング・アシスト・プロフェッショナル＊2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）＊3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します。

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＊3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。

気づかぬうちに
万全のサポートを。
ドライビング・アシスト
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Bowers & Wilkins
ダイヤモンド・サラウンド・サウンド・システム

先進のAIで、話せる、つながる。
BMWインテリジェント・パーソナル・アシスタント

後部座席を、プライベート・シアターに。
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。

情報を味方につける。
革新的なコンセプトを誇るBMWライブ・コックピット。
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＊ 一部機種やOSによっては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。

学習機能を備えたナビゲーション・システムを搭載した、

BMWライブ・コックピット。BMWに受け継がれてきたドライバー志向に、
新たなるイノベーションをもたらします。

コントロール・ディスプレイとインスツルメント・ディスプレイから構成される

ディスプレイ・ネットワークに、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、BMWジェスチャー・コントロールや音声コントロール、
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。

アプリをはじめとしたあらゆるデジタル・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。

リヤ・シートに、最上級のエンターテインメントを。

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＊は、

角度調節が可能な2つの独立したタッチ・パネル機能付
10.2インチHDディスプレイと、スピーカーまたはヘッドフォンを通して
再生される臨場感あふれるサウンドにより、すべてのリヤ・シートで

映画館さながらの迫力あるエンターテインメントを実現します。

後部座席のBlu-rayドライブやエンターテインメント機能、
MP3プレーヤーの接続オプションなどにより、
どんなに長い旅であっても、もう退屈することはありません。

＊オプション

スムースなサウンドが、ピュアな愉悦をもたらす。

Bowers & Wilkinsダイヤモンド・サラウンド・サウンド・システム＊。
7つのケブラー・ミッドレンジ・スピーカーと5つのツイーター。
そして2つのダイヤモンド・ツイーターとロハセル製コアを搭載した
2つのサブ・ウーファー。さらに10チャンネル・アンプとマイクロフォンで
サポートされたシステムが、走行状況に応じてスピーカーを効果的に制御し、

ダイナミックで感動的なサウンドを響かせます。Bowers & Wilkins 
ダイヤモンド・サラウンド・サウンド・システムは、選び抜かれた素材と

高度な技術の融合により、最高レベルのオーディオ体験を生み出します。

※Bowers & WilkinsはBowers & Wilkins® 社の登録商標です。
＊オプション

「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・アシスタントを利用すれば、
まったく新しい、そしてより簡単な方法で、

BMWとコミュニケーションをとることができます。
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、

さまざま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。

すべてを超越しながら、
あなたと密接に繋がり続けるために。
コネクティビティとインフォテインメントに関して、
Bayerische Motoren Werkeはいかなる時流にも
追随することなく、確固たる基準を自らの手で打ち立てます。
BMW ConnectedDriveがあれば、
どこにいようと最適なコネクティビティを得ることができ、
何の障害もなくいつでもコミュニケーションや最新の情報、
エンターテインメントを愉しむことができます。
さらに、パーソナルなモビリティ・アシスタントである
BMW Connectedは、車両に乗り込む前から降りた後まで、
スマートフォン＊を介してあなたの生活をサポートします。
駆けぬける歓びとは、常にあなたとともにあるものなのです。

繋がり合えば、クルマが変わる。 
歓びはより大きく、いっそう快適に。

コネクティビティとインフォテインメント



五感すべてに
新たな体験をもたらす。

快適性と機能性

Bayerische Motoren Werkeが世に放つすべてのモデルは、
無限の駆けぬける歓びだけにとどまらず、
あなただけの洗練に満ちた移動のための空間を
実現しています。あらゆるマテリアルは、
最高レベルの快適性と最大限の機能性の融合のために
形作られているのです。乗り込む時の趣のある
ライト・デザインから、ハイエンドなサウンド・システムが
もたらすピュアなサウンドの愉悦、そして細やかな調節が
可能なシートに至るまで。すべての物が、
唯一無二のドライビング体験のために設計されています。

心地よい温度に包まれながら、優雅なドライブを。
ヒート・コンフォート・パッケージ。

隅々まで考え抜かれた、快適へのこだわり。
5ゾーン・オートマチック・エア・コンディショナー。

寒い日でも、手や腕を常に心地良く。

ヒート・コンフォート・パッケージ＊があれば、

BMW X7の圧倒的なラグジュアリーに心を震わすことはあっても、
寒さに震えることはなくなります。フロント・シートに加え、

ドアとフロント・センター・コンソールのアームレスト、

ステアリング・ホイールのリムを適切な温度に暖めます。

運転席と助手席の温度は iDriveメニューまたは
シート・ヒーティング・ボタンで個別に設定できるため、

それぞれが快適なシート環境に調整することができます。

＊オプション

「ちょっと寒いね。」「いやいや、暑いよ。」快適と感じる温度は

人それぞれに違うもの。BMW X7は5ゾーン・オートマチック・
エア・コンディショナー＊によって、どのような天候でも、

誰にとっても心地よい空間をもたらします。運転席と助手席、

2列目シートの左右、そして3列目シートで、
空調を個別にコントロールすることが可能。包まれるような暖かさ、

爽やかな涼しさ、そのちょうど中間くらいの温度。

乗員それぞれが、自分にとって最適な温度を

ゾーンごとに調整できます。

いつでも適温のドリンクを。
保冷・保温機能付カップ・ホルダー。

BMW X7では、暖かいコーヒーや冷たい水を
いつでも適温で愉しめます。保冷・保温機能付カップ・ホルダー＊が

スイッチひとつでドリンクを個別に保冷・保温。アンビエント・ライトが

保冷の場合はブルー、保温の場合はレッドに点灯し、

ドリンクの状態をひと目で確認することができます。

最初のひと口から最後の一滴に至るまで、そのおいしさを保ちます。
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4

THE VISION

完璧なマテリアル －
手作業によって丹念に仕上げられ、

この上なく巧緻で、エクスクルーシブ。

魅惑的なカラーとフォルムは

あなたの瞳を輝かせ、

その美意識とこだわりを

どこまでも満たしてゆく。

卓越したデザインが導く、

新鮮な感動と深い歓びに満ちた世界。

Bayerische Motoren Werke。

あなたにとってのゴールは、
あなたが信じる道の先にある。



個性を映す、洗練の極致
B M W  I N D I V I D U A L .

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。
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BMW X7には、選びぬかれた最上のマテリアルが設えられています。
しかしBMW Individualならば、あなたが思い描いた一台を具現化することが可能です。
並外れて、いっそうエクスクルーシブに。エクステリアやインテリアをパーフェクトにカスタマイズし、
自らの夢を叶えるために。BMW Individualには、無限の選択肢が用意されています。
インスピレーションの赴くままに、あなただけのBMW X7を創り上げてください。

表面に傷ひとつない、エクスクルーシブな品質を誇るコーヒー・ブラウンの

BMW Individual エクステンド・レザー・メリノ。人工的なエンボス加工や
処理などは、一切施されていません。樽染めによって入念に染色された

上質なレザー。BMW X7においては、その比類なき魅力をさらに深める
幾つもの技巧と美学を、細部に至るまで余すところなくご堪能いただけます。

輝きに魅せられる。ピアノ・フィニッシュ・ブラックの

BMW Individual インテリア・トリムは、薄板を幾層にも重ね、
その上にピアノ製作の工程と同様のピアノ・ラッカー技術を施し、

深みのある艶が出るまで表面を丁寧に磨きあげるという

妥協のない工程を経てようやく生み出されます。

この丹念な手仕事が至高の美しさをもたらし、

インテリアに力強さと気品を与えるのです。



BMW INDIVIDUAL。
それは、果てなき夢を具現化する、
世界でただひとつの、独創の美学。
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お気に入りの色をまとえば、 
さらなる歓びが生まれる。

ここではBMW X7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、BMW X7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。

M SPORT

ボディ・カラー

BMW INDIVIDUAL ボディ・カラー

メタリック・カラー
C3Z タンザナイト・ブルー＊3

メタリック・カラー
416 カーボン・ブラック＊2

メタリック・カラー
X1B アメトリン＊3

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
A96 ミネラル・ホワイト

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

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
A90 ソフィスト・グレー・ブリリアント・
エフェクト＊1

メタリック・カラー
C3D マンハッタン＊1
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自らのスタイルを映し出すための、
最も個性的な方法。

＊1：xDrive35d スタンダード／デザイン・ピュア・エクセレンスに設定可能です。
＊2：xDrive35d M Sport、M50i に設定可能です。
＊3：xDrive35d デザイン・ピュア・エクセレンス／M Sport、M50iに設定可能です。
＊4：xDrive35d スタンダードにのみ設定可能です。
＊5：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。
＊6：M50iにのみ設定可能です。 ※ 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。

シート・マテリアル＆カラー

インテリア・トリム

BMW INDIVIDUAL インテリア・トリム BMW INDIVIDUAL ルーフ・ライニング

エクステンド・レザー・メリノ
VATQ タルトゥーフォ
インテリア・カラー：ブラック＊3

フル･レザー･メリノ　
VBEI アイボリー・ホワイト／ナイト・ブルー
インテリア・カラー：ブラック＊3

センサテック
K8SW ブラック
インテリア・カラー：ブラック＊4

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＊3

フル・レザー・メリノ
ZBHF コーヒー
インテリア・カラー：ブラック＊3

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＊3＊5

フル・レザー・メリノ
ZBEW アイボリー・ホワイト
インテリア・カラー：ブラック＊3

4KR ストライプ・ブラウン・ファイン・
ウッド・トリム＊4＊5

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＊3＊5

4LM ファインライン・ブラック・ウッド・
トリム／ハイグロス・メタル・エフェクト＊5＊6

776 アルカンタラ・アンソラジット＊3

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＊3

フル・レザー・メリノ
ZBSW ブラック 
インテリア・カラー：ブラック＊3

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＊3

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＊3

4KP アッシュ・グレイン・ブラウン・
ファイン・ウッド・トリム＊3＊5

4KU アッシュ・グレイン・ブラック・
ファイン・ウッド・トリム＊2＊5

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＊3



BMW Individual アルカンタラ・ルーフ・ライニング＊2の下で、
アイボリー・ホワイトとナイト・ブルーの
BMW Individualフル・レザー・メリノ＊1が、
BMW X7ならではのラグジュアリーを生み出します。
BMW Individual アッシュ・グレイン・シルバー・グレー・
ファイン・ウッド・インテリア・トリム＊1とも見事に調和し、
比類なきアンサンブルを奏でます。

どこまでも、エクスクルーシブ。ハイグロス仕上げの

BMW Individual アッシュ・グレイン・シルバー・グレー・
ファイン・ウッド・インテリア・トリム　が放つ気高き美のオーラは、

どんな小さなディテールからも感じ取ることができます。

上質を極め、高貴さで満たす。

アイボリー・ホワイトとナイト・ブルーの

BMW Individual フル・レザー・メリノ＊1。

息を呑むほどの
エレガンス。
完璧なる美の探求。
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＊1

＊1：オプション
＊2：モデルにより装備の設定が異なります。



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。
411 007 026 70 1 2020 CB. Printed in Germany 2020.

掲載モデル
BMW X7 xDrive35d デザイン・ピュア・エクセレンス
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 BMW Individual  Yスポーク・スタイリング758I
　　　　 アロイ・ホイール バイ・カラー（オプション）
ボディ・カラー：BMW Individual アメトリン（オプション）
シート・マテリアル&カラー：BMW Individual フル・レザー・メリノ
　　　　　　　　　　　   〔アイボリー・ホワイト〕
インテリア・トリム：BMW Individual ピアノ・フィニッシュ・ブラック・トリム（オプション）

BMW X7 xDrive35d デザイン・ピュア・エクセレンス
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 マルチスポーク・スタイリング757 アロイ・ホイール（オプション）
ボディ・カラー：アークティック・グレー・ブリリアント・エフェクト（オプション）
シート・マテリアル&カラー：BMW Individual フル・レザー・メリノ
　　　　　　　　　　　   〔アイボリー・ホワイト／ナイト・ブルー〕（オプション）
インテリア・トリム：BMW Individual 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（オプション）

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。





変更のご案内

THE X7.

本カタログ記載のボディ・カラーにつきまして、一部追加がございますので、以下の通りご案内申し上げます。

● P56. ボディ・カラー

標準設定として、「ソリッド・カラー  300 アルピン・ホワイト」が追加になります。

ソリッド・カラー
300 アルピン・ホワイト ビー・エム・ダブリュー株式会社

1 2020（07/30/2020）
61CAT10685A


