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VANTAGE N430
生粋のスポーツマンシップ。 

解き放たれた魂。

V8 Vantage の隆々とした美しさ、魂
のこもったダイナミクス、響き渡る
エンジンのすべてが、真のアイコン
とも呼べるスポーツカーとしての地
位を確固たるものにしました。アス
トンマーティンの豊かなレース経験
からひらめきを得た N430 は、歴代
の V8 Vantage の中で最もドラマチッ

クな表現となっています。伝説的な 
N400 および N420 の流れをくむ 
N430 は、両モデルの輝かしい歴史を
体現するクルマです。みなぎる情熱
と興奮、圧倒されるほど魅惑的な 
N430 は、スポーツマンシップを凝縮
した比類なきパフォーマンスを実現
するために創り出されました。



レースで実証済み
曲がりくねったニュルブルクリンク・
ノルドシュライフェはクルマの真価を
証明する究極のグラウンドであり、そ
こで毎年行われる過酷な 24 時間耐久
レースは、本物のレーシングカーのみ
が生還できる場所です。これこそ
が、10 年もの間アストンマーティンが
この特別なテストコースでロードカー
を走らせ、開発している理由なので
す。過去 4 年間だけでも、V8 Vantage 
GT4 レーサーは「SP10」クラスで 2 度 
優勝しており、スピードと耐久性にお
いて誰もが羨むような高い評価を受け
ています。 

GT レースの絶頂においては、V8 
Vantage GTE は競争の熾烈さで有名な
世界耐久選手権でも大きな成功を収め
ています。 

クーペとロードスターの 2 種類ある 
N430 は GT4 の驚異的な情熱と興奮を
受け継ぎ、それをスリリングな信念に
よって日常生活に取り入れています。
走行中に他者の追随を許さないダイナ
ミズムを生み出すために競技の熱気の
中で鋳造されたN430 の核心にあるの
は、長く受け継がれてきたレーシング
カーの系譜なのです。 





究極の満足感

社交的でエキサイティング、そして
レースを勝ち抜いてきたクルマの本
格的なレスポンスを備えたN430 は、
あらゆるシーンを極上のイベントに
します。ステアリングから返される
感触から 4.7 リットル V8 エンジンの
瞬時のレスポンスに至るまで、余す
ところなくその存在感を感じさせる 
N430 は、まるで生きているかのよう
にドライバーの一つ一つの動きに反応
します。 

俊敏でありながらも直感的な N430 
は、まさにスポーツカーの真髄とも
言うべき存在であり、すべての場面
が特別な瞬間となります。 
レースを勝ち抜いてきたクルマを指
先で操作するスリルと感動は、決し
て色褪せることがないでしょう。 

436 PS 

 (430 BHP)

 305 KM/H 最高速度

 (190 MPH)

4.8 秒 

 クーペ 0-100 KM/H、(0-62 MPH)

490 Nm 

 トルク



目を奪われるようなパフォーマンス

エンジン
N430 の心臓部には、瞬時に反応する
素晴らしい430 bhp (436 PS) 4.7 リッ
トル V8 エンジンが搭載されており、
脳裏に焼きつくようなパフォーマン
スと永遠に耳に残るハウリングがエ
ンジンの本来の目的を再認識させて
くれます。ドライサンプ潤滑システ
ムによって究極のコーナリングさえ
も難なく切り抜けられるとの信頼感
を与えると同時に、重心を下げる、
そのルーツがレースにあることは明
白です。

トランスミッション
N430 の麗しい 6 速マニュアル・ギア
ボックスに魅了されない、純粋なる
自動車愛好家はいないでしょう。モ
ータースポーツの醍醐味を追及する
ドライバーには、加速を最大化する
ショート・ファイナル・ドライブを
搭載したパドルシフトのオートメー
テッド7速マニュアル・ギアボックス
「Sportshift 2」をオプション装備する
ことができます。

コントロールと敏捷性
堅固なアルミニウム構造をベースに
マグネシウムや複合素材などの先進
素材を採用して軽量化を実現した 
N430 は、スポーツへの熱い思いとフ
ットワークの軽さの両方を兼ね備え
ています。コンパクトなサイズ、完
璧な重量配分、レースから生まれた
ブレーキ、クイックステアリング、
スポーツサスペンションに高性能な
安定性コントロールシステム。驚異
的な敏捷性と最上級の自信を同時に
約束します。
 
軽量化によるレスポンスの向上
カーボンファイバー/ケヴラー® シー
ト、独自のグラファイト仕上げによ
る 10 スポーク鍛造アロイ・ホイール
などのレースにインスピレーション
を得た機能を標準装備することによ
り、V8 Vantage と比較すると 20kg も
軽量化されています。



* 英国仕様に標準装備、それ以外の市場ではオプション

壮大なドラマとレーストラックの強
烈さを連想させるスタイルの N430 
は、軽やかな遊びの要素を取り入れ
ながらもアストンマーティンのモー
タースポーツにおける深い伝統を見
せ付けています。斬新な ClubSport 
グラフィックス・パック* は N430 専
用であり、 ニュルブルクリンクで大
成功を収めた GT4 カーからインスピ
レーションを得ています。グリル・
サラウンド、ミラー・キャップ、リ
ア・ディフューザー・ブレードにア
クセントカラーを大胆に使用し、ク
ーペにおいてはルーフラインの曲線
に耐久レースという一大スペクタク
ルを彷彿させる独特の雰囲気を感じ
ることができます。スポーツ・ブレ
ーキ・キャリパーのさまざまな色の
選択肢によって、さらなるインパク
トを追加することができます。

フロント・グリルやサイドウィン
ドー・トリムサラウンドなど V8 
Vantage N430 の象徴的エクステリ
ア・エレメントは、計算しつくされ
た暗色仕上げによって美しい輝きを
放っています。これらすべてが、レ
ーシングカーに発想を得た軽量のグ
ラファイト・グレイ鍛造アロイ・ホ
イールと息を呑むような CC100 コン
セプトに組み合わされると、大胆な
色使いに絶妙なバランスが生まれ、
完成度の高い美学が体現されます。 

 
N430 のモータースポーツから生まれ
た頑強なキャラクターは、厳選され
た素材とハンドクラフトの質の高さ
を常に追求し続けるアストンマーテ
ィンのクラフトマンシップにより際
立っています。揺るぎない自信、遊
び心、成功を形にした N430 は必見
の傑作です。

大いなる第一歩



躍動的なデザイン、レースで培われ
た素材、印象的なキャラクターが見
事に融合された運転環境を持つ N430 
は、黙って見つめるだけで胸が高鳴
り、自然と笑みがこぼれます。軽量
で質感のよいカーボンファイバー、
アルカンターラ®、マグネシウムとし
なやかなレザー、そしてピアノブラ
ック・トリムが絶妙にブレンドされ
ることにより、緊張感のあるスポー
ティーなオーラが創出されていま

す。コントラスト・ステッチとカス
タムメイドの「N430」刺繍入りシー
トロゴが遊び心を添えています。ア
コースティック・レンズ・テクノロ
ジーが生み出す驚くほどクリアな音
色と、信じられないような臨場感が
味わえる 1000 W バング＆オルフセ
ンのオーディオ・システム（オプシ
ョン）。それさえもがインテリアの
テーマに更なる彩を添えるシグネチ
ャー・アクセントとなっています。 

明白な存在感







N430 は GT4 耐久レースの厳しさか
ら生まれたモデル。ですが同時に、
ただお気に入りのルートをスリリン
グな気分で走るだけ、気の合う友達
に会いに行くだけ、といった何気な
い日々の生活の中でも十分に楽し
めるクルマなのです。N400 および 
N420 スペシャル・エディションから

始まった伝統を引き継ぐN430 は、
アストンマーティン・ファミリーの
ステータスにふさわしいモデルであ
り、記憶に長くとどまる新しい友情
とアドベンチャーへの扉を開けてく
れるクルマです。N430の磁力のよう
な魅力は、誰もがシェアしたくなる
エクスペリエンスです。 

普通じゃない人生



カスタムメイドのN430カラーリング仕様

カラーリング仕様
エクステリアカラー：アローログリーン 
ClubSport グラフィックス・パック*:イエロー 

推奨アクセント
ブレーキ・キャリパー:イエロー 
インテリアステッチ:イエロー
シートストライプ:レーシングイエロー * 英国仕様に標準装備、それ以外の市場ではオプション * 英国仕様に標準装備、それ以外の市場ではオプション

カラーリング仕様
エクステリアカラー：ジェットブラック 
ClubSport グラフィックス・パック*:グレイ

推奨アクセント
ブレーキ・キャリパー:ブラック
インテリアステッチ:レイヴンブラック 
シートストライプ:オブシディアンブラック 

紛れもないアストンマーティンのDNAを持つRACE は、目を見張るようなアローログリーンにイエロ
ーのアクセントを施したボディを備え、アストンマーティンの100年に渡るレースのサクセスストー
リーを体現し、レーシングカーの英姿を素晴らしいCC100 コンセプトに反映しています。

抑制しながらもひと目でわかる攻撃性を秘めたジェットブラックは、 
N430 の内なるパワーとパフォーマンスポテンシャルをほのめかしています。

RACE STEALTH



カラーリング仕様
エクステリアカラー：スカイフォールシルバー 
ClubSport グラフィックス・パック*:ホワイト 

推奨アクセント
ブレーキ・キャリパー:シルバー 
インテリアステッチ:シルバー
シートストライプ:アルジェントグレイ 

カラーリング仕様
エクステリアカラー：マリアナブルー 
ClubSport グラフィックス・パック*:レッド 

推奨アクセント
ブレーキ・キャリパー:レッド
インテリアステッチ:レッド 
シートストライプ:スパイシーレッド 

快活なスカイフォールシルバーが V8 Vantage のフォルムに秘められた緊張感を強調し、 
ホワイトのアクセントでコンテンポラリなタッチを表現しています。

1950 年代に成功を収めたボビー・パークの DB2/4 から発想を得た
象徴的な「UWL 333」。赤いアクセントが冴えるマリアナブルーの 
HERITAGE は、通と呼べる人々に非凡なストーリーを提供します。 

TROPHY HERITAGE

* 英国仕様に標準装備、それ以外の市場ではオプション * 英国仕様に標準装備、それ以外の市場ではオプション

カスタムメイドのN430カラーリング仕様



1000W バング＆オルフセン 
BeoSound オーディオ・シス
テム、ICEpower® テクノロジ
ー、ブラック・アノダイズ
ド・スピーカー・グリル、 
アクセント・フィーチャー 

幅広いカスタムメイドのインテリアとエクステリアオプションで、 
N430にあなただけの個性をプラスすることができます。

エクステリア インテリア

ClubSport グラフィック・
パック*

カーボンファイバー・ 
フロントスプリッター

カーボンファイバー・ 
リアディフューザー

カーボンファイバー・
サイド・ストレーキ

カーボンファイバー・ドア・
ハンドル

ガラス・スイッチ

カーボンファイバー・
ミラー・キャップ

カーボンファイバー・ 
テールランプ・インフィル

1000W バング＆オルフセン 
BeoSound オーディオ・シス
テム、ICEpower® テクノロ
ジー、ブラック・アノダイズ
ド・スピーカー・グリル、 
アクセント・フィーチャー 

カラーリング仕様 
エクステリアカラー:スピードウェイホワイト 
ClubSport グラフィックス・パック*:レッド 

推奨アクセント
ブレーキ・キャリパー:レッド 
インテリアステッチ:レッド
シートストライプ:スパイシーレッド 

鮮やかなスピードウェイホワイトのエクステリアカラーとレッドのClubSport 
グラフィックス・パックのコンビネーションは、自信とスリル感、威厳と遊
び心を体現するモダンなカラーリングです。

SPEEDWAY

* 英国仕様に標準装備、それ以外の市場ではオプション

カスタムメイドのN430カラーリング仕様
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アクセサリー

N430は真の個性を持つクルマ。 
アストンマーティンの洗練されたアクセサリー・ライ
ンアップは、そのスリルに満ちたキャラクターにさら
なるアクセントをプラスします。 

A. カーボンファイバー・パーセ
ル・シェルフ

Q by Aston Martin オリジナル・アクセサリ
ー。超高強度と超剛性を持つ、サテン・ラッ
カー仕上げの高品質カーボンファイバー。航
空宇宙レベルのコアにより、パフォーマン
ス向上に不可欠な軽量化を最大限にすると同
時に、外側にあるカーボン・ケヴラー® ヒン
ジは圧倒的な軽さと耐久性を提供します。ア
ストンマーティンのディテールへのこだわ
りを証明するカーボンファイバー・パーセ
ル・シェルフには音響的な効果も施されてお
り、N430 のスポーツ・エキゾーストからの
サウンドをより深遠なものにします。

B. N430 ラッゲージ

アストンマーティン独自デザインのN430 ラ
ゲージには、英国の熟練工が丹精こめて手作
りする大中小の３タイプがあります。アクセ
ント・カラー（イエロー、ブラック、シルバ
ー、レッド）を選択できるオブシディアンブ
ラックまたはアルジェントグレイのフルグレ
イン・レザー製で、N430 のインテリアに華
を添えます。

C. インドア・カーカバー

N430 のロゴが入ったオーダーメイドのイン
ドア用カーカバーは、N430 のエクステリア
カラーを引き立たせるコントラスト・パイピ
ングの色と合わせて選択することができます
（グリーン&イエロー、ブラック&グレイ、シ
ルバー&ホワイト、ダークブルー&レッド、ホ
ワイト&レッド）。ソフトコットンブレンド
の保護フリース・ライニングは通気性があ
り、中に湿気がこもりません。色落ちを防ぐ
ために糸の状態で染色されており、洗濯可能
です。個別のストレージ・バッグと一緒に提
供されます。

D. カーボンファイバー・ホイー
ル・センター・キャップ 

Q by Aston Martin オリジナル・アクセサ
リー。これらの精巧かつ優美なカーボンフ
ァイバー・ホイール・センター・キャップ
は、N430 のスポーティーな外観をさらに強
調します。

E. アルカンターラ® ギアノブ

アルカンターラ® ギアノブによりグリップが
向上するとともに優越感を持つことができ、
ドライビング・エクスペリエンスと車との
一体感が深まります。アルカンターラ® ステ
アリング・ホイールとペアで使用することが
でき、N430 クーペでは標準装備となってい
ます。

F. トランク・マット

アストンマーティン・ウィングの刺繍とレザ
ーの縁取りエッジの付いたプレミアム・トラ
ンク・マットです。

G. カーボン・エキゾースト・チップ

アストンマーティン One-77 ハイパーカーの
開発で威力を発揮したテクノロジーを使用し
ている美しいカーボンファイバー・エキゾー
スト・チップには、熱管理を最適化するため
にジルコテック・プラズマ・コート加工が施
されています。

H. N430 ECU パウチ 

ガラス ECU を保護するための高品質レザー
ポーチです。N430 のインテリアにマッチす
るよう、専用のカラーコンビネーションの中
から選択することができます。

I. ツーリング・パック

オブシディアンブラックのレザーケースに
収納されており、ツーリング時に重宝する
車両搭載用キットです。内容： 緊急時用電
話、LED トーチ（車内の 12V ソケットで充
電可能）、警告用三角表示板、反射ジャケッ
ト 2 枚。

J. フロア・マット

高品質レザーの縁取りエッジのある耐久性に
優れ、お手入れの簡単なプレミアム・ソフト
パイル・カーペット・オーバーマットで、裏
面は頑丈な滑り止め仕様になっています。ア
ストンマーティン・ウィングの刺繍がさりげ
なく施されており、レザーのエッジとマッチ
しています。 



ボディ

– 2 シート、2 ドア・クーペま
たはソフトカバー・コンバー
チブルトップ・ボディスタイ
ル

– 押し出し接合アルミニウム 
VH ボディ構造

– アルミニウム、マグネシウム
合金、複合材およびスチー
ル・ 
ボディ

– 押し出しアルミニウム製ド
ア・サイドインパクト・ビーム

– ハロゲン・プロジェクター・
ヘッドランプ（ハイビーム）

– HID ヘッドランプ（ロービー
ム）

– LED リアランプ

エンジン

– オールアロイ、DOHC 32 バ
ルブ、 
4735 cc V8

– フロント・ミッドマウント・
エンジン、後輪駆動

– 触媒コンバーター付ステン
レス・スチール・スポーツ・
エキゾースト・システム、ア
クティブ・バイパス・バルブ
装着

– 圧縮比 11.3:1
– 最高出力 321 kW  

(436 PS/430 bhp)/7300 rpm
– 最大トルク 490 Nm  

(361 lb ft)/5000 rpm
– 加速
 0-60 mph 4.6 秒
 0-100 km/h 4.8 秒
– 最高速度 305 km/h (190 

mph)

トランスミッション

– リア・ミッドマウント、6 速
マニュアル・トランスミッシ
ョン、カーボンファイバー・
ギアシフト・ 
サラウンド付き

– アロイ・トルクチューブ、カ
ーボンファイバー・プロペラ
シャフト

– リミテッド・スリップ・ディフ
ァレンシャル

– 最終減速比 3.909:1 

ステアリング

– ラック&ピニオン・パワース
テアリング、ロック・トゥ・ロ
ック：2.62 回転

– チルト/テレスコピック調整
機能

– ステアリングレシオ15:1 

ホイール & タイヤ

– 19 インチ鍛造アロイ・ホイ
ール

– フロント:8.5J x 19 インチ、
ブリジストンポテンザ 
RE050 245/40 ZR19

– リア:10.0J x 19 インチ、ブリ
ジストンポテンザ RE050 
285/35 ZR19

サスペンション

– スポーツ・サスペンション
– フロント:独立懸架ダブルウ
ィッシュボーン：アンチ・ダ
イブ・ジオメトリー、コイル
スプリング、アンチロールバ
ー、モノチューブ・ダンパー
を統合

– リア:独立懸架ダブルウィッ
シュボーン：アンチ・スクワ
ットおよびアンチリフト・ジ
オメトリー、コイルスプリン
グ、アンチロールバー、モノ
チューブ・ダンパーを統合

ブレーキ

– フロント:ベンチレーテッ
ド&溝付き 2 ピース・フロー
ティング・ディスク、380 
mm 径、6 ピストン・モノブ
ロック・キャリパー

– リア:ベンチレーテッド&溝
付きスチール・ディス
ク、330 mm 径、4 ピスト
ン・モノブロック・キャリパ
ー 

– 「トラック」モード付きダイ
ナミック・スタビリティ・コン
トロール (DSC)

– アンチロック・ブレーキ・シ
ステム (ABS)

– エレクトロニック・ブレーキ
フォース・ディストリビュー
ション (EBD)

– エマージェンシー・ブレー
キ・アシスト (EBA)

– 油圧ブレーキ・アシスト 
(HBA)

– ポジティブ・トルク・コント
ロール (PTC)

– ヒル・スタート・アシスト 
(HSA)

– トラクション・コントロール 
(TC)

エクステリア標準装備

– 5 つのエクステリアカラー:
 - RACE （アローログリー     
ン）

 - STEALTH  
（ジェットブラック）

 - TROPHY  
（スカイフォールシルバー）

 - HERITAGE  
（マリアナブルー）

 -  SPEEDWAY  
（スピードウェイホワイト）

– 「S」サイドシル
– 10 スポーク鍛造アロイ、グ
ラファイト塗装ホイール

– ブレーキ・キャリパーの仕
上げカラー:イエロー、ブラ
ック、 
シルバー、レッド

– ブラック・ヴェーンド・フロ
ント・グリル

– ブラック・ボンネット&サイ
ド・ストレーキ・メッシュ

– ブラック・ヘッドランプ・ベ
ゼル1

– ブラック・サイドウィンド
ー・トリムサラウンド

– ブラック・テクスチャード・
テールパイプ・フィニッシャ
ー

– クリア・リアランプ、ブラッ
ク・サラウンド付き

– 「N430」テールゲイト・バ
ッジ

– スペシャル・エディション・
エンジン、 
ベイ・インスペクション・プ
ラーク

インテリア標準装備

– ブラックまたはグレイのイ
ンテリア・テーマ、アクセン
トカラー:イエロー、ブラッ
ク、シルバー、レッド

–オブシディアンブラックまた
はアルジェントグレイのフル
グレイン・レザー・インテリ
ア

– ドアおよびシート・インサー
ト/プリッセ・アルカンター
ラ®（クーペのみ）またはイ
ンデンテッド・レザー（全モ
デル）

– カーボンファイバー・フェイ
シアトリム 

– ピアノブラック・インテリア
トリム

– ブラック・アノダイズド・セ
ンター・コンソール・ロータ
リー・コントロール 

– マッチするステッチが施さ
れたピュアブラックのアルカ
ンターラ® ステアリング・ホ
イール（クーペのみ）、また
はコントラスト・センタース
テッチが施されたレザー・
ステアリング・ホイール（全
モデル）

– 電動調整式カーボンファイ
バー/ケヴラー® 軽量シー
ト2 またはサイド・エアバッ
グ内蔵スポーツシート

– デュアル・ステージ運転席/
助手席フロント・エアバッグ

– 電動可倒式ヒーテッド・ 
ドアミラー

– ヒーテッド・リアスクリーン
– オートマチック・エアコンデ
ィショナー

– 有機 EL ディスプレイ  
(OELD)

– トリップ・コンピュータ
– リア・パーキング・センサー
– タイヤ空気圧モニタリング1

– アラーム&イモビライザー
– リモコン集中ドアロック/ト
ランクリッド・リリース

– ガラス ECU
– Cobra 製アストンマーティ
ン・トラッキング（英国の
み）3,4

– LED マップランプ
– 機械加工特別エディションシ
ルプラーク、ブラック・アノダ
イズド・トレッド・プレート

– 「N430」刺繍シートロゴ

車内エンターテイメント

– 6 CD オートチェンジャー
付き 160 W アストンマー
ティン・オーディオ・システ
ム

– Apple iPod® 用コネクター5

– USB 端
子、WAF、WMA、MPEG 
(MP3) オーディオ・ファイル
を再生可能

– DAB デジタルラジオ1

エクステリア・オプション

– ClubSport グラフィックス・
パック9: リップスティック、
ミラー・キャップ、A ピラ
ー/カントレイルから構成さ
れるカスタムメイド塗装の
グラフィックス（クーペの
み）、および各エクステリア
カラーに対して次の色で提
供されるリア・ディフューザ
ー・ブレード

 - RACE:イエロー
 - STEALTH:グレイ
 - TROPHY:ホワイト
 - HERITAGE:レッド
 - SPEEDWAY:レッド
– コンフォート・サスペンショ
ン（クーペのみ）

– カーボンファイバー・フロン
ト・スプリッター/リア・ディ
フューザー

– カーボンファイバー・サイ
ド・ストレーキ

– カーボンファイバー・ミラ
ー・キャップ 

– カーボンファイバー・テール
ランプ・インフィル

– リア・パーキングアシスト・
カメラ

– フロント・パーキング・セン
サー

 
 インテリア・オプション
– 「Sportshift 2」6 7 速オート
メーテッド・マニュアル・ト
ランスミッション、最終減速
比 4.182:1、 ブラック・マ
グネシウム・パドルシフト、
アクセントカラー 

– ヒーテッド・シート7

– メモリー・シート&ドアミラー
（3 ポジション）8

– ISOFIX アンカー付き助手席 
（高さ固定タイプ）1

– 700 W アストンマーティン 
Dolby® Pro Logic II® プレミ
アム・オーディオシステム

– 1000W バング＆オルフセ
ン BeoSound オーディオ・
システム、ICEpower® テク
ノロジー、ブラック・アノダ
イズド・スピーカー・グリ
ル、アクセント・フィーチャ
ー ALT レンズ 

– サテライト・ナビゲーショ
ン・システム

– Bluetooth® 電話用装備
– クルーズコントロール
– 自動防眩ルームミラー1

– 自動防眩ルームミラー、ガ
レージドア・オープナー1

– アラーム・アップグレード（
容積および傾斜センサー付
き）

– カーボンファイバー・ドア・
ハンドル

– ガラス・スイッチ
– スペア・ガラス ECU
– Cobra 製アストンマーティ
ン・ 
トラッキング1,3,4

– 救急キット1

– 灰皿およびシガー・ライタ
ー

– 傘（トランクに装備）
– ウインド・デフレクター 
（ロードスターのみ）

– 「N430」シート刺繍削除
– アストンマーティン・ウィン
グ・シート刺繍7

– ブラック・レザー ECU ポー
チ

ディーラー・オプションとアク
セサリー

– カーボンファイバー・ホイー
ル・ 
センター・キャップ 

– カーボンファイバー・テール
パイプ・フィニッシャー

– カーボンファイバー・パー
セル・シェルフ 

– アルカンターラ® ギアノブ
– N430 をテーマにしたオブ
シディアンブラックまたは
アルジェントグレイのアスト
ンマーティン・ラゲージ（大
中小の 3 タイプ）。選択で
きるアクセント・カラー：イ
エロー、ブラック、シルバ
ー、レッド 

– コントラスト・パイピングと 
N430 のロゴ付きインドア用カ
ーカバー。エクステリアのカラ
ーに合わせて選択可能： 

 – グリーン&イエロー
 – ブラック&グレイ
 – シルバー&ホワイト
 – ダークブルー&レッド
 – ホワイト&レッド
– アウトドア・カーカバー 

– N430 をテーマにした 

オブシディアンブラックま
たはアルジェントグレイの
レザー ECU ポーチ。選択
できるアクセント・カラー：
イエロー、ブラック、シルバ
ー、レッド 

– レザー・ストレージ・サドル
– アストンマーティン・ロゴ付
きバルブキャップ

– カーペットマット（2 枚 
キャビンセットとトランクマ
ット）

– バッテリー・コンディショナー
– 冬用タイヤ

寸法

– 全長 4,385 mm
– 全幅 1,865 mm（ドアミラ
ーを除く）;  
2,022 mm（ドアミラーを 
含む） 

– 全高（クーペ）1,260 mm
– 全高（ロードスター） 

1,270 mm
– ホイールベース 2,600 mm
– トレッド（フロント） 

1,570 mm
– トレッド（リア）1,590 mm
– 回転直径 11.38 m
– トランク容量（クーペ） 

300 リットル
– トランク容量 
（ロードスター） 144 リッ
トル

– 燃料タンク容量 80 リットル 

– 装備重量（クーペ） 1,610 kg
– 装備重量（ロードスター） 

1,690 kg 

燃料消費量

リットル/100 km マニュアル
– 市街地 19.6
– 郊外 10.4
– 複合 13.8

「Sportshift 2」6 
– 市街地 19.2
– 郊外 9.3
– 複合 12.9

燃料消費量

（北米のみ）

マニュアル
– 市街地 13 mpg
– ハイウェイ 19 mpg
– 複合 15 mpg

「Sportshift 2」6

– 市街地 14 mpg
– ハイウェイ 21 mpg
– 複合 16 mpg

CO2 排出量

マニュアル
– 321 g/km

「Sportshift 2」6

– 299 g/km

仕様

1 一部対応していない市場があり
ます。

2 サイド・エアバッグまたは助手席エ
アバッグ作動停止スイッチは含ま
れません。

3 英国のサッチャム・カテゴリー 5 
要件に準拠しています。別途、申
し込みが必要です。英国仕様に標
準装備。

4 Cobra は、Cobra Automotive 
Technologies SpA の登録商標です。

5 iPod® は、米国およびその他の国
で登録された Apple Inc. の商標
です。

6 「Sportshift」商標は、Prodrive 
(Holdings) Ltd. のライセンスに基づ
いて使用しています。

7 軽量シートには装着できません。

8 軽量シートには標準装備。

9 英国仕様に標準装備。



写真および文言

本書に掲載されている車両に
は、本書には記載されていない
追加オプションまたは有償オプ
ションが装備されている場合が
あります。

継続的な改善

アストンマーティン・ラゴンダ・
リミテッドは、車両の仕様、デ
ザイン、製造方法を継続的に改
善しており、本書に掲載されて
いる内容が予告なく変更される
場合があります。実際に提供さ
れる製品、オプション、アクセサ
リー、または仕様の内容が変更
される場合があります。また、
特定の車両、製品、オプション、
アクセサリー、サービス、ある
いはそれら 
の組み合わせが提供されない
場合もあります。 

本カタログは、発行の時点で入
手可能なアストンマーティン製
品とサービスを紹介する目的で
作成されています。 

本カタログでは、アストンマー
ティン・ラゴンダ・リミテッドが
世界中で展開している事業の内
容が含まれています。従って、
本書に記載された文言および
写真が、一部の国には該当しな
い、または変更されていたり、
販売の対象外となっている仕
様、オプション、アクセサリー、
サービスが掲載されている場合
があります。また、本書に掲載さ
れている写真が、最新の車両と
異なる場合もあります。

性能値

公表された数値は、比較の目的
でのみ使用されるべきもので、
公道における実際の数値を確
約するものではありません。明
示的であれ、暗示的であれ、性
能試験結果、燃料消費、CO2 
排出量に関するデータの正確性
が保証されるものではありませ
ん。

アストンマーティン・ラゴンダ・
リミテッドは、すべての交通法
規を順守し、常にシートベルト
を着用するよう強く要請いたし
ます。

CO2 排出量は、車両重量の影
響を受けます。このため、高グ
レードモデルや工場オプション
が多数装着された車両は、CO2 
排出量が増加することがありま
す。 
いずれの場合であれ、英国車両
物品税は、本書で公開する標準
仕様の車両重量および CO2 排
出量に基づいて課税されます。 

すべてのガソリンエンジンに
は、触媒コンバーターが装着さ
れています。

著作権その他の知的財産権
について

本書および本書の内容は、アスト
ンマーティンが所有またはライセ
ンスする著作権、意匠権、商標権
など、さまざまな知的財産権によ
って保護されています。 
文書による事前の承諾を得るこ
となく、本書または本書の一部
を複製し、または使用すること
を禁じます。

ディストリビューターおよびディ
ーラー

ディストリビューターおよびディ
ーラーは、アストンマーティン・
ラゴンダ・リミテッドから権限を
与えられている者ではなく、明
示、暗示の区別なく、業務の引
き受けまたは代理により、アス
トンマーティン・ラゴンダ・リミ
テッドを拘束する絶対的な権限
は持ちません。ディーラーまた
は代理店による車両の販売は、
販売会社の販売条件に基づい
て行われます。

企業情報

アストンマーティン・ラゴン
ダ・リミテッド（企業番号
01199255） 
登記上の住所: Banbury 
Road, Gaydon, Warwickshire 
CV35 0DB, （英国）

電話: +44(0)1926 644644
ファックス +44(0)1926 
644333
VAT 番号 904 447 237

www.astonmartin.com

デザインおよび製作
Identity Ltd （ロンドン）

部品番号706208

重要な注記_




