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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。

表情豊かなロードスター・デザイン ワイドなフロント・フェイスに配置された、
流れるようなクラム・シェル型ボンネット || 新しいメッシュ・デザインの大型キ
ドニー・グリル || 新たな縦型デザインのアダプティブLEDヘッドライト＊1 || ウ
インド・ディフレクターと一体のロール・バー
ダイナミズムを形にしたインテリアと快適装備の数々 センサテック素材のイン
スツルメント・パネル＊1 || 心躍るドライビングに集中できるアイランド型セン
ター・コンソール || ドライバー・オリエンテッドのコックピット・デザイン 
至上のパフォーマンス M スポーツ・ディファレンシャル＊2 || アダプティブ M 
サスペンション＊1 || M スポーツ・ブレーキ＊1 || 進化を重ねたスポーティなハンド
リング || ダイナミックかつ安定した走りを生み出す低重心
次世代のドライビング・アシストとコネクテッド・ドライブ 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メーター・パネルで構成される
BMWライブ・コックピット || ドライバーの望みをベストなタイミングで叶える、
革新的なBMWオペレーティング・システム || BMWヘッドアップ・ディスプレイ＊1

新しい自由を、その手に － ニューBMW Z4。

＊1 ： モデルにより装備の設定が異なります。
＊2： M40iにのみ設定されます。
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Equipment 18 | 19HIGHLIGHTS.

 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。

 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。

 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。

■ ドライビング・アシスト＊1＊2＊3 ： 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。 

＊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、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。

 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。

ニューBMW Z4 sDrive20i Standard
ボディ・カラー： アルピン・ホワイトⅢ
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、22ページをご参照ください。

ニュー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Ⅲ

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 
C1D ミサノ・ブルー*

メタリック・カラー 
C34 サンフランシスコ・レッド

ボディ・カラー

 ［ Color samples ］ ここではニュー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。

＊ M Sport、M40iにのみ設定可能です。

Equipment 20 | 21INTERIOR COLORS.

■ M Sport 
■ M40i

シート・マテリアル&カラー シート・マテリアル&カラー

インテリア・トリム

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／
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

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

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

 ＝ 標準装備　　  ＝ オプション装備　



WHEELS AND TYRES.

 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 /3 5ZR19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）8 J×1 8ホイール、2 2 5 / 4 5 Z R 1 8タイヤ、（リヤ）9 J×1 8ホイー
ル、255 /40ZR18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

 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）9 J×19ホイール、2 5 5 / 3 5 Z R 19タイヤ、（リヤ）1 0 J×19ホイー
ル、275/35ZR19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。

Equipment 22 | 23
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Technical data 24 | 25TECHNICAL DATA.

Z4 sDrive20i
Standard Sport M Sport

ステアリング・ホイール・ポジション 右

型式 3BA-HF20

寸法 Z4 sDrive20i
Standard Sport M Sport

全長 mm 4,335
全幅 mm 1,865
全高 mm 1,305
ホイールベース mm 2,470
トレッド（前／後）＊1 mm 1,610／1,615 1,615／1,610 1,615／1,610
最低地上高 mm 120
トランク・ルーム容量 ℓ 281

重量・定員 Z4 sDrive20i
Standard Sport M Sport

車両重量 kg 1,490
車両総重量 kg 1,600
定員 名 2

エア・コンディショナー冷媒 Z4 sDrive20i
Standard Sport M Sport

種類／GWP値＊2 R134a／1,430
使用量 g 550

性能 Z4 sDrive20i
Standard Sport M Sport

最小回転半径 ｍ 5.2
燃料消費率JC08モード
（国土交通省審査値）※ ｋｍ /ℓ 14.9

燃料消費率WLTCモード
（国土交通省審査値）※＊3 ｋｍ /ℓ 12.6

　　　　市街地モード                     km/ℓ 8.3
              郊外モード                         km/ℓ 13.4
              高速道路モード                 km/ℓ 15.7
2020年度燃費基準 ―

平成30年排出ガス基準 達成

主要燃費向上対策

無段階可変バルブ・リフト（バルブトロニック）
筒内直接噴射（高精度ダイレクト・インジェクション・システム）
吸排気無段階可変バルブ・タイミング（ダブルVANOS）
充電制御（ブレーキ・エネルギー回生システム）

アイドリング・ストップ装置 （エンジン・オート・スタート／ストップ）
電動パワー・ステアリング

エンジン Z4 sDrive20i
Standard Sport M Sport

型式 B48B20B
種類 直列4気筒DOHCガソリン
総排気量 cc 1,998
最高出力 kW〔ps〕/rpm（EEC） 145〔197〕/4,500
最大トルク Nm〔kgm〕/rpm（EEC） 320〔32.6〕/1,450-4,200
燃料供給装置 デジタル・モーター・エレクトロニクス（DME／電子燃料噴射装置）
燃料／タンク容量 ℓ 無鉛プレミアムガソリン／52
＊1： 装着するホイールによって、変更になる場合があります。
＊2： フロン排出抑制法が定める環境影響度（GWP）の低減目標値は150、目標年度は2023年です。
＊3： WLTCモード：市街地（信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定）、郊外（信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定）、
　　  高速道路（高速道路等での走行を想定）の 各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。

Z4 M40i

ステアリング・ホイール・ポジション 右

型式 3BA-HF30T

寸法 Z4 M40i

全長 mm 4,335
全幅 mm 1,865
全高 mm 1,305
ホイールベース mm 2,470
トレッド（前／後）＊1 mm 1,595／1,590
最低地上高 mm 114
トランク・ルーム容量 ℓ 281

重量・定員 Z4 M40i

車両重量 kg 1,580
車両総重量 kg 1,690
定員 名 2

エア・コンディショナー冷媒 Z4 M40i

種類／GWP値＊2 R134a／1,430
使用量 g 550

性能 Z4 M40i

最小回転半径 ｍ 5.2
燃料消費率JC08モード
（国土交通省審査値）※ ｋｍ /ℓ ー

燃料消費率WLTCモード
（国土交通省審査値）※＊3 ｋｍ /ℓ 11.6

　　　　市街地モード                     km/ℓ 7.7
              郊外モード                         km/ℓ 12.1
              高速道路モード                 km/ℓ 14.2
平成27年度燃費基準 達成

平成30年排出ガス基準 達成

主要燃費向上対策

無段階可変バルブ・リフト（バルブトロニック）
筒内直接噴射（高精度ダイレクト・インジェクション・システム）
吸排気無段階可変バルブ・タイミング（ダブルVANOS）
充電制御（ブレーキ・エネルギー回生システム）

アイドリング・ストップ装置（エンジン・オート・スタート／ストップ）
電動パワー・ステアリング

エンジン Z4 M40i

型式 B58B30B
種類 直列6気筒DOHCガソリン
総排気量 cc 2,997
最高出力 kW〔ps〕/rpm（EEC） 285〔387〕/5,800
最大トルク Nm〔kgm〕/rpm（EEC） 500〔51.0〕/1,800-5,000
燃料供給装置 デジタル・モーター・エレクトロニクス（DME／電子燃料噴射装置）
燃料／タンク容量 ℓ 無鉛プレミアムガソリン／52

※ 燃料消費率は定められた試験条件での値です。使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて燃料消費率は異なります。



駆動装置 Z4 sDrive20i
Standard  Sport M Sport

駆動方式 後輪駆動

トランスミッション 電子油圧制御式8速AT
変速比（1速/2速/3速/4速/
             5速/6速/7速/8速/後退）

5.250/3.360/2.172/1.720/
1.316/1.000/0.822/0.640/3.712

最終減速比  3.154

操向装置 Z4 sDrive20i
Standard  Sport M Sport

ステアリング形式 ラック&ピニオン式、車速感応式パワー・ステアリング

緩衝装置 Z4 sDrive20i
Standard  Sport M Sport

前輪 ダブル・ジョイント・スプリング・ストラット式、コイル・スプリング 
後輪 5リンク式、コイル・スプリング 

制御装置 Z4 sDrive20i
Standard  Sport M Sport

主ブレーキ形式（前／後） ベンチレーテッド・ディスク／ベンチレーテッド・ディスク

制動力制御装置 ABS（アンチロック・ブレーキング・システム）
ブレーキ倍力装置 真空倍力式

駐車ブレーキ形式 電気・機械式

タイヤ／ホイール Z4 sDrive20i
Standard  Sport M Sport

タイヤ
（フロント）225/50R17　
（リヤ）255/45R17

（フロント）225/45ZR18　
（リヤ）255/40ZR18

（フロント）225/45ZR18　
（リヤ）255/40ZR18

ホイール
（フロント）7.5J×17 アロイ 
（リヤ）8.5J x 17 アロイ

 Vスポーク・スタイリング768

（フロント）8J×18 アロイ
（リヤ）9J×18 アロイ

Vスポーク・スタイリング770

（フロント）8J×18 M ライト・アロイ
（リヤ）9J×18 M ライト・アロイ
ダブルスポーク・スタイリング798M

外観図（Z4 sDrive20i Standard）
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駆動装置 Z4 M40i

駆動方式 後輪駆動

トランスミッション 電子油圧制御式8速AT
変速比（1速/2速/3速/4速/
             5速/6速/7速/8速/後退）

5.250/3.360/2.172/1.720/
1.316/1.000/0.822/0.640/3.712

最終減速比  3.154

操向装置 Z4 M40i

ステアリング形式 ラック&ピニオン式、車速感応式パワー・ステアリング

緩衝装置 Z4 M40i

前輪 ダブル・ジョイント・スプリング・ストラット式、コイル・スプリング 
後輪 5リンク式、コイル・スプリング

制御装置 Z4 M40i

主ブレーキ形式（前／後） ベンチレーテッド・ディスク／ベンチレーテッド・ディスク

制動力制御装置 ABS（アンチロック・ブレーキング・システム）
ブレーキ倍力装置 真空倍力式

駐車ブレーキ形式 電気・機械式

タイヤ／ホイール Z4 M40i

タイヤ
（フロント）255/35ZR19　
（リヤ）275/35ZR19

ホイール
（フロント）9J×19 M ライト・アロイ
（リヤ）10J × 19 M ライト・アロイ
ダブルスポーク・スタイリング800M

単位： mm

● 記載の仕様、諸元は予告なく変更することがありますのでご了承ください。（この内容は2020年3月18日現在のものです）
● 記載の諸元やデータは国土交通省届出値を基にしていますので、メーカー公表値と異なる場合があります。また、一部ヨーロッパ仕様車値を含みます。
● 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。また一部オプションを含みます。
● 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。

 製造事業者：BMW AG

数値はモデルやオプションにより異なることがあります。詳しくは諸元表をご参照ください。
外観図の詳細は日本仕様とは一部異なります。
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掲載モデル
ニュー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： 250kW〔340ps〕
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 9：00～19：00（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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Forest Stewardship Council®（森林管理協議会）に認証された森林
からの原料および管理された原料を含む「FSC®認証紙」を使用しています。


