


Innovation  
for people 
Made by Sweden.
ボルボは革新を追い求め続けます。あなたの
人生をよりよいものにするために。すべての
ボルボ車、すべてのテクノロジー、そしてすべて
のデザインは、常に「人」を中心に置いた視点
から生み出されてきました。ひとりひとりの個性を
大切にするとともに常識の枠にとらわれない
私たちの国、スウェーデンに根づいた視点です。
古くから受け継がれてきた美しいデザインに
囲まれ、独自の価値観を通して世界を見つめて
きた文化によって育まれたその視点が、私たち
の発想の原点なのです。
たとえば3点式シートベルトやサイド・エアバッグ
などの発明も、「人」を中心に置いた視点から
生まれました。そして、人の命を守り、自動車の
歴史を変えてしまう革新を生み出す伝統は、
新世代のボルボにも受け継がれています。
スカンジナビアン・デザインに包まれた、モダン
でスウェーデンらしさにあふれた空間で過ごす
贅沢な時間は、きっと特別な体験になるでしょう。
車外とのコミュニケーションは直感的な操作で

簡単に確保され、そうしているあいだにも最新の
Drive-E パワートレーンは、意のままに引き
出せるパワーとクラス最高水準の効率を巧みに
バランスさせながら、XC90を走らせていきます。
ボルボは2020年までに、新しいボルボ車での
死亡者や重傷者をゼロにするという安全目標

「VISION 2020」の実現を目指して、更なる
安全技術の開発に取り組んでいます。ボルボ
全車に標準装備の革新的な安全技術の
IntelliSafe（インテリセーフ）が予期せぬ事故を
未然に防止し、万が一の際にもあなたとあなた
の大切な人を守るためにサポートします。こうした
数々の先進技術が、ボルボでのドライブを安全
でより快適な、楽しいものにしているのです。
私たちは「人」にとって何が大切なのかを心得
ています。私たちが生み出してきた革新は、
すべてそこから始まりました。あなたの人生を、
よりよく変えていく革新です。
あなたに寄り添うクルマ。それがボルボなのです。
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日本に、北欧の贅沢を。
プレミアム7シーターSUV、XC90

くつろぎながら、思考を巡らせながら、目的地へと
向かう。新しいボルボXC90は、そんなふうに
安らげる場所です。それはまるで、ファースト
クラスの心地のよさ。スウェーデンのクラフトマン
シップを注ぎ込んだ最新のスカンジナビアン・
デザインは、あなたのセンスにかなう最高の
マテリアルによって贅を尽くされています。
直感的な操作で扱えるタッチスクリーン式
センターディスプレイが日常と変わらない環境
を提供するなかで、快適な旅を心からお楽しみ
ください。
高速道路を走行するときも、都会の混雑と
格闘しているときも、ボルボの直感的なテクノ
ロジーが、乗り心地を楽しむ余裕のある穏やか
な移動時間をあなたにもたらします。ボルボ独
自のドライビング・エクスペリエンスは、走る
楽しさと効率性を両立する洗練されたDrive-E
パワートレーンによって、さらに進化しました。
ですからもうあなたは、どちらも妥協する必要は
ありません。
そして、XC90には、あなたの移動中の安全を
見守り続ける知性も備わっています。XC90に
乗るあなたや同乗者に、さらに周囲のすべての
人びとに目を配らせる、ボルボならではの先進の
運転支援技術です。
21世紀の今、ラグジュアリーカーに乗るという
選択に対する独自の解釈を、私たちはXC90で
表現しました。あなたを中心にデザインされた、
あなたを包み込む聖域。それがXC90なのです。



“As with any luxury item – a finely crafted watch, a bespoke 
suit – its beauty might be obvious, but its true value is only 
revealed when you discover the expertise, the craftsmanship 

and the passion that went into making it.”

ROAD PRESENCE
Be impressed, quite simply.

最初に見たときにはシンプルに思えた印象が、
そこに込められたコンセプトや細部へのこだわり、
そしてその精緻さに触れていくにつれて、変化
していくことがあります。創意と工夫に満ちた
刺激的なものであることに気づき、魅了されて
しまうのです。精巧に組み上げられた腕時計
やオーダーメイドのスーツがそうであるように、
高級品と呼ばれるものにはすべて美しい佇
まいが備わっていますが、その本当の価値を
理解できるのは、そこに込められた深い見識や
職人の技、そして情熱に気がついたときかも
しれません。
新しいボルボXC90には、そうしたクオリティが

あります。フルサイズのSUVにふさわしい、
あふれるほどの力強さに満ちています。ボルボ
の伝統的なスタイルを継承した、屹立するフロ
ントグリルとたくましいショルダーは、それを最も
端的に表現しているといえるでしょう。そして
なによりこのクルマには、自信と誇りを伝える
存在感があります。それは、このクルマのオーナー
の姿を彷彿とさせるものです。
XC90には、これ見よがしな派手さはありません。
ドラマを創り出すのは、美しいプロポーション
と、それを裏で支える技術なのです。たとえば、
XC90を見つめているうちに、あるとき、リア
ホイールを豊かに包み込むボディ側面パネル

の躍動感に気づくでしょう。これこそが美しい
プロポーションとそれを実現する技術の結晶で
あり、時間をかけて突き詰められた造形です。
リアセクションは、クルマをデザインするうえで
非常にむずかしい部分です。力強さを伝えるため
に水平方向のラインを基調とした例は少なく
ありませんが、私たちはありきたりな手法は望み
ませんでした。垂直のラインを重視したのです。
困難な挑戦でしたが、XC90に特別な高級感
を与えることができました。無駄な要素を削り、
水平のラインを増やすことなく誇りを持って垂
直のラインにこだわり、完成させたスタイリング
です。あなた自身の目で、お確かめください。

VOLVO XC90

T6 AWD Inscription | 717 オニキスブラックメタリック ● 写真は海外仕様であり日本仕様とは一部異なります。（メーカーオプション/アクセサリー装着車）
掲載している装備・機能（標準装備、メーカーオプション、アクセサリー）は、モデルによって異なります。
詳しくは、Specifications & Price Listをご覧いただくか、ボルボ・ディーラーにお問い合わせください。



スウェーデンでは光は貴重です。降り注ぐ日差
しを満喫するために、XC90のすっきりした広い
キャビンと完璧にマッチする、大きなパノラマ・ガラス・
サンルーフ＊をオプションでご用意しています。

ドアマンの手を借りるのはお嫌いですか？ 
標準装備のパワーテールゲートは、クルマのそば
や車内からでも、リモコンのボタンを押すだけで、
毎日、あなたに代わって丁寧にテールゲートを開
閉します。両手が荷物でふさがっているときには、
リアバンパーの下で足を動かしてください。センサー
が感知して、テールゲートが自動で開閉します。

T5 AWD Momentum | 719 ルミナスサンドメタリック |  
10 スポーク 8.0J×19（シルバー）

＊T8 Twin Engine Inscriptionは標準装備

● 写真は海外仕様であり日本仕様とは一部異なります。（メーカーオプション/アクセサリー装着車）
掲載している装備・機能（標準装備、メーカーオプション、アクセサリー）は、モデルによって異なります。
詳しくは、Specifications & Price Listをご覧いただくか、ボルボ・ディーラーにお問い合わせください。
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新しいXC90で移動する時間は、いつも特別な
気分が味わえます。リモートコントロールキーを
手にした瞬間が、そのはじまりです。行き届いた
装備を整えたキャビンは、整然とした優美さの
なかに、上質な素材と最高の職人技が注ぎ
込まれています。開放感にあふれたインテリア
では、3列シートのどの位置に座っていても、
空間と静謐の贅を味わえるでしょう。外界を忘れ
させる平穏のなかで目を引くのは、翼を広げた
飛行機の姿にも似たスイッチパネルです。

表面に柔らかなダイヤ目のローレットを施した
ダイヤル式のコントローラーは、ハイエンドの
オーディオアンプから着想を得ました。そのほか
の操作は、美しいフレームに収められたセンター
スタックの大部分を占める、タブレットサイズの
タッチスクリーン式センターディスプレイで行い
ます。CleanZone - エア・クオリティ・システムは
健康に害を及ぼすガスや粒子状物質の侵入
を防ぎ、交通量の多い都市部でも、きれいで
清 し々い空気で車内を満たします。さらに、

19個のスピーカーを配したBowers&Wilkins*
プレミアムサウンド・オーディオシステム※は、
耳の肥えたオーディオファンをもうならせる、
コンサート会場を彷彿とさせる壮大なサウンド
を提供します。

パーフォレーテッド・ファインナッパレザー（ブロンド） チャコール/
ブロンド インテリア UC00 | リニアウォールナットウッド・パネル 
※全車にオプション設定 

* Bowers & WilkinsはB&W Group Ltd.の商標です。

INSIDE YOUR CAR
Your own space, wherever you go.

● 写真は海外仕様であり日本仕様とは一部異なります。（メーカーオプション/アクセサリー装着車）
掲載している装備・機能（標準装備、メーカーオプション、アクセサリー）は、モデルによって異なります。
詳しくは、Specifications & Price Listをご覧いただくか、ボルボ・ディーラーにお問い合わせください。
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ボルボXC90のインテリアは格別です。時間の経過を
忘れてしまいそうな隠れ家をイメージして、ラグジュアリー
感と現代的な空間を創造しようとした、デザイナーたちの
ビジョンが具現化されています。

パーフォレーテッド・ファインナッパレザー（ブロンド） チャコール/
ブロンド インテリア UC00 | リニアウォールナットウッド・パネル

Travel first class in  
the Volvo XC90.
新しいボルボXC90をデザインするにあたり、
私たちはファーストクラスでの旅を念頭に置き
ました。21世紀の今の時代にふさわしい高級
感のあるルックスや感触、そしてスタイルを
お届けするシートは、従来よりも後席の足もと
空間を広く確保できる、立体的な造形として
います。くつろぎの座り心地は、最新の人間
工学に基づいた設計によるものです。より
一層の贅沢なまでの快適性をお望みなら、
シートヒーター、電動バックレスト・サイドサポート、
電動ランバーサポート、電動クッション・エクス
テンション、ベンチレーション機能、そして
マッサージ機能を、Inscriptionのフロントシート

に採用しています。このシートを体験したら、
もうXC90から降りたくなくなるかもしれません。
7シーター仕様の2列目は、快適さを最大限に
高めるために独立3席とし、それぞれのシートに
スライドとリクライニングの機能を持たせました。
4ゾーン・フルオートマチック・エアコンディ
ショナーにより、運転席と助手席、さらに2列目
シートの左右席で、それぞれに温度とファン
速度が設定可能です。3列目も2座席が独立
しており、身長170cmの方にも快適で、しかも
乗降しやすい環境になっています。3 列目
シート専用のエアコンユニットも用意しました。
スマートフォンやタブレットの充電用電源

ソケットは、3 列すべてに設置しています。
後席は前席よりも高く配置されていますが、
これは後席乗員の視界を確保するためで、
ボルボでは「シアターレイアウト」と呼んでい
ます。ボルボらしく、小さな乗員への配慮も
忘れていません。チャイルドシートを卒業した
お子様用に、インテグレーテッド・チャイルド・
クッションを2列目中央シートに内蔵しました。
また、2列目と3列目のシートを使用しないとき
には折りたたむことができ、32パターンのシート
アレンジが可能になっています。

“The sculptured seats offer 21st-century luxury in look, feel and  
style while allowing more rear legroom. And you can rest assured that 

they’ve been designed in line with the latest ergonomic research.”

機敏なハンドリングをサポートする新世代のステアリング
ホイールは、優雅に丸みを帯びたスクエア形状の
センターパッドを採用しています。現代風にアレンジ
された、クラシックな3スポークデザインが印象的です。

表面に柔らかなダイヤ目のローレットが施されたコント
ローラーなどの、宝飾品を思わせる手触りのよさは、
ボルボのデザイナーたちの徹底したディテールへの
こだわりを表現しています。

4ゾーン・フルオートマチック・エアコンディショナーは、
タッチスクリーン式センターディスプレイもしくはトンネル
コンソールの後部に美しく設置されたタッチコントロール
パネルから操作することができます。

● 写真は海外仕様であり日本仕様とは一部異なります。（メーカーオプション/アクセサリー装着車）
掲載している装備・機能（標準装備、メーカーオプション、アクセサリー）は、モデルによって異なります。
詳しくは、Specifications & Price Listをご覧いただくか、ボルボ・ディーラーにお問い合わせください。



“When we designed this stunning interface, it was our  
overriding ambition to eliminate as many physical switches  

and buttons as humanly possible.”

The intuitive way to interact  
with your car.

私たちは新しいボルボXC90で、できるだけ自然
で直感的な、人とクルマのコミュニケーションを
目指しました。ボルボ独自の SENSUSは、
ドライバーがクルマとの直感的なやりとりを実
現するとともに、デジタル機器や外部ネット
ワークとの接続も可能にするシステムです。
ほんの少し前には想像もできなかった装備と
機能を、XC90は備えています。しかし、大切
なのは、驚くべき進化そのものではなく、それに
よって何がもたらされたのかです。ボルボなら
ではの美しく扱いやすいデザインをまとった
SENSUSによって、あなたはどのようなサポート
や情報、エンターテイメント機能にも、思い
立ったときにアクセスできるようになります。

ドライバーがXC90へ指示を伝える際、物理的
なスイッチやボタンをできる限りなくしてシンプル
にしました。エアコンディショナーやエンター
テイメント機能の操作は専用のスイッチを廃止
し、すべて9インチのタッチスクリーン式センター
ディスプレイで行います。さらに、ドライバーが
頻繁に使う機能は、ボイスコントロールに
よっても操作できるようにしました。使いたい
メニューを選んだら、人に向かって語りかける
ように、XC90に向かって自然に話すだけです。
操作系を整理したことで、ボルボのデザイナー
たちは、まるで宝飾品を思わせるようなスイッチ
を数個残すだけの、すっきりとしたスウェーデン
らしいインテリアを実現することができました。

コミュニケーションを行う際は、すべてをシン
プルにすればいいわけではありません。XC90
からドライバーへの情報提供には何通りかの
方法を用意し、効率的に伝達できるように
しました。現在の車速や制限速度、それに
ナビゲーションの方向指示など、ドライバーが
すぐに認識して対応する必要のある情報は、
ウインドスクリーン上に投影するヘッドアップ・
ディスプレイ※と、12.3インチ・デジタル液晶
ドライバー・ディスプレイ（4モード選択式）に
表示されます。エアコンディショナーやエン
ターテイメントなどの緊急性が低い情報は、
タッチスクリーン式センターディスプレイを
定位置としています。

新型XC90は、アクティブなライフスタイルを、家族や
仲間たちとともに楽しめる7シーター。もちろん、乗る人
すべてのために細やかな配慮が行き届いており、それ
はシートの座り心地、室内の開放感と収容力、そして
視界の良さに表れています。

T6 AWD Inscription | 717 オニキスブラックメタリック | 
パーフォレーテッド・ファインナッパレザー（ブロンド） 
チャコール/ブロンド インテリア UC00 | リニアウォール
ナットウッド・パネル
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※Inscriptionに標準装備

● 写真は海外仕様であり日本仕様とは一部異なります。（メーカーオプション/アクセサリー装着車）
掲載している装備・機能（標準装備、メーカーオプション、アクセサリー）は、モデルによって異なります。
詳しくは、Specifications & Price Listをご覧いただくか、ボルボ・ディーラーにお問い合わせください。



VOLVO XC90

Bowers&Wilkins*プレミアムサウンド・オーディオシステム
により、完璧な音響環境を実現しました。出力1400Wの
12チャンネルアンプには、パワフルで省スペースの新型
サブウーファーと、キャビンと向かい合うように配置された高
音質ツイーターを含む、19個のスピーカーを接続しています。
しかし、究極のサウンドを追求する姿勢によって完成したシス
テムは、単なるハイスペックの枠を超えました。ボルボのサウ
ンドシステムエンジニアたちは、オーディオファンが望む完璧
なサウンドを探求し、イェーテボリ・コンサートホールで理想の

サウンド環境に出会いました。エンジニアチームは、音響ホロ
グラフィーと呼ばれるまったく新しいアプローチを用いて、
そのコンサートホール固有の特徴を採取。XC90の車内で
の完璧な再現を試みました。その結果、Concertモードと
呼ばれるオーディオモードが完成し、車内のどの座席でも、
すべての音楽ファンの魂に直接語りかけるサウンドを生み出す
ことに成功したのです。オーディオモードは、ほかにもStudio
モードとStageモードを用意しており、お望みのサウンドを
思いどおりに作り出せます。

Connect with  
all your senses. 
極上のサウンドで楽しむお気に入りの音楽ほど、
ドライブにくつろぎを与えてくれるものはありません。
Bowers&Wilkins*プレミアムサウンド・オーディオ
システムと、ハイパフォーマンス・オーディオシステム。
ボルボ自慢のふたつのサウンドシステムは、どんな
ドライブもかけがえのない音楽体験に変えてしまいます。
XC90はSENSUS CONNECT※1に対応している
ので、スマートフォンなどのお手持ちのモバイル機
器に収めたお気に入りの曲を、Bluetooth®＊経由で
ストリーミング再生することができます。また、モバイル
機器がBluetooth®＊やWi-Fiによるテザリングに
対応していれば、XC90をインターネットに接続する

ことも可能です。タッチスクリーンやボイスコントロールで
操作できる9インチの大型センターディスプレイで、
ウェブサイトのブラウジングやインターネットラジオ、
そして音楽配信サービスSpotify※2などさまざまな
メディアアプリが楽しめます。
SENSUS NAVIGATIONでは、9インチのタッチ
スクリーン式センターディスプレイに進むべきルートが
表示されます。Apple CarPlay※3にも対応している
ので、センターディスプレイからお持ちのiPhone®※4

（5以降）に容易にアクセスできます。モバイル機器を
ケーブル接続するための、AUX端子とUSBポートも
装備されています。

美しくデザインされたディスプレイ。インテリアのなかでも
ひときわ目を引く優美な縦長のタッチスクリーン式センター
ディスプレイは、機能とデザインの融合というスウェーデン
特有の設計理念を象徴しています。非常に光沢のある
黒ですが、光の反射は最小限に抑えられています。この
ディスプレイに美しく華を添えるのが、翼を広げた飛行機の
姿をモチーフにしたスイッチパネルです。できる限りスイッチ
を少なくしようという意図と、最高級アンプの証ともいえる
シンプルさの表れであり、プレイボタンを押すたびに、その
とおりのサウンドシステムであることを実感できるはずです。

※1 SENSUS CONNECT（インターネット接続機能）のご利用には、パケット通信が可能なBluetooth®＊対応携帯電話が必要です。また、SENSUS CONNECT
ご利用時の通信料などは、別途お客様のご負担となります。パケット定額サービスのご利用をおすすめします。ご利用可能な携帯電話の機種につきましては、
ボルボ・ディーラーまでお問い合わせください。

※2 近日サービス開始予定（2016年8月1日現在）
※3 Apple CarPlayはiPhone 5以降に対応しています。Apple CarPlayの仕様はすべてiOSに依存するため、予告なく仕様が変更となる場合があります。
※4 iPhoneは米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標または登録商標です。

* Bowers & WilkinsはB&W Group Ltd.の商標です。
＊ Bluetooth®の商標は、Bluetooth SIG, Inc.が有しています。

● 写真は海外仕様であり日本仕様とは一部異なります。（メーカーオプション/アクセサリー装着車）
掲載している装備・機能（標準装備、メーカーオプション、アクセサリー）は、モデルによって異なります。
詳しくは、Specifications & Price Listをご覧いただくか、ボルボ・ディーラーにお問い合わせください。



話しかけてください。XC90とコミュニケーションを
取るいちばん簡単な方法は、声です。使用頻度の
高い機能は、ボイスコントロールで操作できるように
しています。決まった言い方を覚えておく必要はありま
せんのでご心配なく。日本語を含むかつてないほど多く
の言語について、日常生活で一般的に使用される
言い回しを膨大に収集し、ボイスコントロールの精度を
高めているので、いつものように自然に話しかければ
大丈夫です。

自宅への近道。SENSUS NAVIGATIONは縦型
タッチスクリーン式センターディスプレイを活かし、同じ
縮尺でも、より先の広い範囲をルート表示できます。
インターネットに接続していれば、地点検索や天気
予報などのアプリにアクセスすることもできます。ナビ
ゲーションはボイスコントロールに対応しているので、
行きたい場所を告げるだけで、目的地設定が可能です。

The beauty of information.
スウェーデンに受け継がれるデザインの伝統
に忠実に、ボルボは機能と美しさを融合させた
インターフェースを完成させました。Inscription
に標準装備されるヘッドアップ・ディスプレイは、
まるでクルマの2m前方に浮かんでいるように
情報を投影するので、SENSUS NAVIGATION
の進路表示などを、道路から目を離さずに確認
できます。また、投影された表示は半透明なので、
視界を妨げることもありません。全面表示の
12.3インチ・デジタル液晶ドライバー・ディス
プレイ（4モード選択式）は、Comfort、Sport、
Classic、Contrastからお好みのカラーテー
マが選択できます。イグニッションをオフにする
とディスプレイは光沢のある黒色に変わり、
ハイテク感が演出されます。

タブレットサイズの9インチ・タッチスクリーン式
センターディスプレイは、革新的で実質的な
縦配置としました。手の届きやすい画面下部
には大型のタッチボタンを並べ、情報は画面
上部に表示されます。縦画面はルートを先まで
表示できるため、目で追いやすく、画面をスク
ロールして確認する必要がありません。タッチ
スクリーンには特殊反射防止コーティングを
施し、光の反射やちらつきを最小限に抑えて
います。軽いタッチにも反応し、冬場の使用に
配慮して、手袋を着用したままでも操作可能
です。スウェーデン生まれのボルボならではの
心遣いです。
SENSUS NAVIGATIONは、マップケアにより
最新の地図に無償で年2回更新できます。
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12.3インチ・デジタル液晶ドライバー・ディスプレイ 
（4モード選択式）

デジタル液晶メーターパネルは、お好みの4種類の
カラーテーマが選択可能。2 つの丸い大きな計
器とその間にインフォメーションディスプレイが表示
でき、ナビゲーション画面の表示も可能です。

ヘッドアップ・ディスプレイ※

ドライバーの視界を遮らないウインドスクリーンの低い
位置にグラフィックと文字で情報を表示。視線移動
をする必要がなく、脇見運転のリスクや目の負担を
軽減します。

※Inscription に標準装備

● 写真は海外仕様であり日本仕様とは一部異なります。（メーカーオプション/アクセサリー装着車）



闇に光を。夜間のドライビングも安全に楽しめるLED
ヘッドライト。ボルボのデザインを特徴づけるLED ヘッド
ライトは、インパクトのあるルックスのなかに安全性と利便性
を収めています。これまでよりもワイドに、遠くまで照らし
出せる配光パターンを備え、ハイビームのままで走っていて
も、必要なときにはAHB（アクティブ・ハイビーム）が
あなたに代わって自動的にロービームへと切り替えます。
対向車が現れたときや前走車に追いついたときには、フル・
アクティブ・ハイビームが相手車両に向けられる部分のみを
遮光して眩惑を防止。路面のほかの部分は、明るく照らし
出されたままに保たれます。

T6 AWD R-Design | 720 バースティングブルーメタリック |  
5 ダブルスポーク　9.0J×22（ダイヤモンドカット/マットブラック）

“These innovative technologies are always there for  
your everyday convenience and control, day and night.”

Intuitive safety by Volvo Cars.  
For you, and for those around you.

あなたの運転を支援するとともに、事故を回避
し、そして万が一の事故の際にはあなたを
サポートする、インテリジェントな先進の安全
技術。それがIntelliSafe（インテリセーフ）です。
運転の負担を軽減し、危険を回避するため、
常に待機しているこの革命的ともいえる技術は、

「2020年までに、新しいボルボ車での死亡者
や重傷者をゼロにする」という大きな目標である

「VISION 2020」を達成するための、中心的
役割を担っています。
XC90のIntelliSafeは、交差点で右折する
際に直進車と衝突する危険が生じた場合に、
自動でブレーキを作動する「インターセクション・
サポート（右折時対向車検知機能）」や、進路
上の他車や歩行者、サイクリストに加え、鹿
などの大型動物を検知し、自動ブレーキを
作動させる「大型動物検知機能」、道路からの

逸脱が避けられず乗員に危険がおよぶ可能
性が高い場合、システムが連携して乗員を
保護する「ランオフロード・プロテクション（道路
逸脱事故時保護システム）」、道路逸脱の
危険を察知すると、ステアリングやブレーキ
操作に介入し、迫る危険の回避をアシストする

「ランオフロード・ミティゲーション（道路逸脱
回避機能）」など、4つの世界初※の安全機能を
備え、さらに進化しました。
IntelliSafeには、ESC（エレクトロニック・スタ
ビリティ・コントロール）、RSI（ロード・サイン・
インフォメーション）、LKA（レーン・キーピング・
エイド）などの予防安全技術も含まれています。
そして、ボルボ伝統の強靱なボディ構造を採用
しています。市街地や高速道路において運転
の負担を軽減するドライバーアシスト機能も、
IntelliSafeの一部です。XC90は、設定した

速度や前方車両との車間距離を自動的に
保持するACC（アダプティブ・クルーズ・コント
ロール）だけでなく、ステアリングを穏やかに
修正して車線中央を走行するように保つ
パイロット・アシストを備えています。先進の
安全・運転支援技術で快適なドライビングを
お楽しみいただけます。
ほかにも、クルマの周囲に迫る危険への注意
を促す技術として、死角に入った車両や後方
から高速で接近する車両の存在を検知し、
注意を促すBLIS（ブラインドスポット・インフォ
メーション・システム）や、視界が遮られた場所
から後退して出るときに役立つCTA（クロス・
トラフィック・アラート）などのさまざまな先進
安全・運転支援技術が用意されています。
※自社調べ
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掲載している装備・機能（標準装備、メーカーオプション、アクセサリー）は、モデルによって異なります。
詳しくは、Specifications & Price Listをご覧いただくか、ボルボ・ディーラーにお問い合わせください。



  

運転の労力を軽減し、よりリラックスできるドライビング
環境の実現のため、XC90には、設定された車速と
前方車両との車間距離を保持するACC（アダプ
ティブ・クルーズ・コントロール）に加え、車 速
140km/hまでの走行時にクルマを車線中央に
保つように、自動的にステアリングを修正しドライバー
を支援するパイロット・アシストを装備しています。

新 City Safetyは前走車に衝突しそうな状況を
感知すると、ブレーキを作動させます。このシステムは
全速度域で動作し、前走車との速度差が50km/h
までなら衝突を回避、それ以上では衝突の衝撃を
軽減します。City Safetyは、交差点で右折しようと
しているときに対向車と衝突する危険が生じた場合
も、衝突の回避または軽減をサポートします。

City Safetyは夜間でも、歩行者やサイクリストに
注意を払います。歩行者やサイクリストは薄暗い
環境下ではクルマに比べて発見がむずかしく、識別
しにくいためこの機能は非常に重要です。進路上に
歩行者やサイクリストがいた場合、City Safetyは
衝突を回避または軽減するため、ブレーキを作動させ
ます。また、City Safetyは大型の動物も検知できます。
これは世界初（自社調べ）の機能です。

IntelliSafeの一部として提供されるBLIS（ブラインド
スポット・インフォメーション・システム）はレーダー
センサー技術を用いて、クルマの左右後方にできる
死角に隠れている、または後方から高速で接近中の
車両への注意を促します。狭い駐車スペースから後
退してクルマを出すときに車両の後方を監視する
CTA（クロス・トラフィック・アラート）は、接近する
車両や歩行者、サイクリストがいる場合、警告を発し
ます。狭い場所や混雑の中など、視界が制限されて
いる場合にとくに有効です。

T6 AWD Inscription | 707 クリスタルホワイトパール | 
エクステリア・スタイリング・キット アーバンラグジュアリー | 
10 スポーク タービン  9.0J×21（ポリッシュド）

● 写真は海外仕様であり日本仕様とは一部異なります。（メーカーオプション/アクセサリー装着車）



サイクリストとの衝突回避、または軽減
車両前方の歩行者やサイクリストを検知することは
もちろん、歩行者やサイクリストが不意に進路に入る、
横切る、静止することにより衝突の危険が生じた際、
ドライバーに警告を発し、反応しない場合は自動
ブレーキを作動します。最大45km/hまで減速する
ことにより、衝突回避・軽減をサポートします。新たに
自車の前を横断するサイクリストとの衝突回避を
サポートします。

暗い場所での衝突回避・軽減
画像解像度を向上させたカメラと先進ミリ波レーダー
ユニットを一体化、新たな検知アルゴリズムと高性
能プロセッサーの採用により、薄暗い環境下でも、
前方の障害物の形状を判別できるようになりました。
暗い場所では、特に歩行者やサイクリストが発見しに
くく、City Safetyの衝突警告機能は、事故を未然に
防ぐための有効な手段となり得ます。
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CITY SAFETY
さらなる進化を遂げたSafety。 
衝突回避・軽減機能を包括したセーフティシステムです。

他の車両や歩行者、サイクリストとの衝突を
回避・軽減するCity Safetyがさらに進化し
ました。インターセクション・サポート（右折時
対向車検知機能）を採用し、交差点内で右折
する際に対向車の動向を監視。衝突の可能
性がある場合は、自動ブレーキを作動、衝突を
回避・軽減します。新City Safetyは、車速
4km/hから作動。前方の車両に衝突しそうな
状況をASDM（アクティブ・セーフティ・ドメイン・
マスター）-ミリ波レーダー/ 高解像度カメラ
一体型センサーユニットが感知。まずドライバー

に警告を発し、ドライバーがブレーキ操作を
しない場合、最大の制動力で自動ブレーキを
作動させます。自車と前走車両との速度差が
50km/h以下でドライバーが適切に反応しな
かった場合、衝突を回避し、速度差がこれよりも
大きい場合は、衝突による衝撃を軽減します。
衝突の危険が迫り自動ブレーキが作動する
ときやドライバーのブレーキペダル踏力が不十分
な場合、City Safetyは衝突の回避に必要な
レベルまで、ブレーキ圧を上昇させます。走行
速度が30km/h以上で衝突が避けられないと

判断した場合、フロントのシートベルトを巻き
上げ、ドライバーと助手席の乗員を保護します。
進化したCity Safetyは、昼夜を問わず歩行者
やサイクリスト、また鹿などの大型動物も検知し、
注意を怠りません。歩行者またはサイクリストが
進路を変えて、あなたの進路に入ってきた
ときやあなたの進路を横切ろうとしているときに、
ドライバーに警告を発し、衝突回避または
軽減のために自動ブレーキを作動させます。

インターセクション・サポート（世界初※） 
（右折時対向車検知機能）
交差点を右折する際に、ASDM（アクティブ・セーフ
ティ・ドメイン・マスター）-ミリ波レーダー/高解像度カメラ
一体型センサーユニットの情報に基づき対向車と衝突
する可能性が高いと予測した場合、衝突警告と同時に
自動ブレーキが作動します。衝突回避できない場合
でも、衝突速度を下げ、損傷の被害を軽減します。
※自社調べ

WORLD
FIRST※

種類以上の先進安全・運転支援技術を
XC90全モデルに標準装備15

最上の安全性をお届けするために

ボルボの先進安全・運転支援機能は、ドライバー自身による安全運転を前提としたシステムです。事故の回避や被害の軽減および運転負荷の軽減を目的としています。交通・
天候および路面状況によりシステムが作動しない場合があります。いかなる時もシステムに頼った運転は避け、ドライバー自身により必要に応じたステアリング、ブレーキ等の
操作を行ってください。これらのシステムをご使用の際には必ずオーナーズマニュアルをお読みください。

■新City Safetyの作動速度範囲は4～200km/h（歩行者・サイクリスト検知機能は4～80km/h）です。前走車や歩行者・サイクリストとの衝突の危険が迫り、ドライバーがブレーキ
操作を行わない場合、最大の制動性能で自動ブレーキが作動し、自車と前走車との速度差が50km/h以下の場合および、自車と歩行者・サイクリストとの速度差が45km/h
以下の場合、衝突の回避または衝突の被害を軽減します。● 写真、イラストはイメージです。 ● 写真は海外仕様で日本仕様とは異なります。（メーカーオプション/アクセサリー装着車）
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LCMA 
（レーン・チェンジ・マージ・エイド）
車両の両脇の車線で後方から70m以内で急接近
する車両の存在をドライバーに警告します。この場合も、
ドアミラーガラスのライトが点灯し、ドライバーに知らせ
ます。ドライバーがこの警告灯を無視して車線変更の
ウィンカーを作動すると、警告灯が点滅を始めます。

RSI 
（ロード・サイン・インフォメーション）
カメラセンサーにより制限速度や追い越し禁止など、
重要な道路標識＊を検知して、液晶メーターパネル内
に表示します。刻々と変化する道路標識の情報を
絶えず表示し、ドライバーの運転をアシストします。
ヘッドアップ・ディスプレイ※装着車は、ヘッドアップ・
ディスプレイに情報を表示します。

＊すべての標識に対応するものではありません。
※Inscript ionに標準装備

CTA 
（クロス・トラフィック・アラート）
後方左右の視界が遮られ、見通しが悪い駐車スペース
などから後退で出るとき、リアバンパーの左右コーナー
に内蔵したレーダーユニットが、30mの範囲で接近
する車両を検知します。さらに、近い範囲で、自転車や
歩行者も検知します。衝突の危険を察知した場合は、
左または右リアスピーカーの警告音、およびセンター
ディスプレイのグラフィック警告により、ドライバーに
注意を促します。

DAC 
（ドライバー・アラート・コントロール）
カメラセンサーを使用して左右の車線（走行区分線）
との位置関係を監視。運転中の眠気や注意力の
欠如による異常な走行状況をシステムが感知すると、
警告音でドライバーに注意喚起し、休憩を促すメッセージ
とコーヒーカップのマークを液晶メーターパネル内に
表示します。

LKA 
（レーン・キーピング・エイド）
ウインドスクリーンに取り付けられたカメラを使用して、
前方の車線（走行区分線）を認識。車速65km/h
以上で機能が作動し、60～200km/hで走行中、
車線を逸脱しそうになったときや、ドライバーの集中力の
低下を検出した場合、走行車線を維持するように、
ステアリングを穏やかに修正します。ステアリングの自動
補正だけでは不十分な場合や、ドライバーが無意識に
車線を逸脱した場合は、ステアリングホイールを振動
させ、さらに警告音で注意を促します。

BLIS 
（ブラインドスポット・インフォメーション・システム）
ドライバーから見えない、死角に入った他車の位置情
報を知らせる機能です。リアバンパーに装着された高
精度ミリ波レーダーにより、後方や両側方にいる車両を
監視します。他車が死角に入っている場合には、ドア
ミラーガラスのライトが点灯することによって注意を
喚起。さらに近づいてくる車両の方へウィンカーを出すと
素早く点滅することで、ドライバーに注意を促します。

VOLVO XC90

被追突時警告機能 
（静止時オートブレーキ機能付）
車両が後方から接近すると、システムが追突のリスクを
計算します。追突されるリスクを検知すると、接近する
車両に対しドライバーの注意を促すため、通常のインジ
ケーター/ハザード警告ランプより速い速度で、すべて
のインジケーターを点滅、接近してくる車両に警告を
与えます。（車内のハザード警告インジケーターは点灯
しません。）さらに、追突の危険が切迫すると、シート
ベルトを締めつけ、追突事故を起因とする、むち打ち
症のリスクを軽減します。また、自車が停止状態で
ブレーキペダルを踏んでいない場合でもブレーキを
作動させ、2次被害を防ぎます。

ACC（アダプティブ・クルーズ・コントロール）
あらゆる速度でスムーズなクルージングを可能にする
ACC。交通の流れに合わせて、加速、走行、減速、
停止まで自動で行います。高速道路などで周囲の交通
状況に合わせて、設定した速度を上限に前方車両との
車間距離を自動的に調整し、運転をアシスト。長距離
のドライブにおける疲労を軽減します。低速で走行
する前方車両に速度を合わせた場合、前走車が減速
して停止すると、自車も追従して前走車の後ろで
停止し、ブレーキ作動状態を維持します。さらに、
70km/h以上で先行車に追従している際にドライ
バーがウィンカーを操作して追い越す意思を示すと、
選択した車間距離に関係なく、車両を一時的に加速
させる「追い越しアシスト」機能も新たに加わりました。

パイロット・アシスト（車線維持機能）
走行中に自車を車線の中央に保持するよう自動的に
ステアリングを穏やかに修正することによりドライバーを
サポートします。新たに作動速度域が140km/h以下に
広がり、前走車がいない単独走行中でも作動します。

先進の自動ブレーキやドライバーサポートシステムといった、 
革新的な安全技術は、ボルボならではの発想から生み出されました。

● 写真、イラストはイメージです。 ● 写真は海外仕様で日本仕様とは異なります。（メーカーオプション/アクセサリー装着車）
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先進のセンサー技術やコンピュータプログラミング技術を 
駆使して新たなドライバーサポート機能が生み出されました。

パーク・アシスト・パイロット 
（縦列・並列駐車支援システム）
ドライバーに代わってハンドル操作を自動で行い、
駐車を支援します。縦列駐車だけでなく、直角方向へ
の車庫入れ、および縦列駐車からの発進時にも
対応。駐車可能なスペースを検知すると、センター
ディスプレイと液晶メーターパネルの表示で自動操舵
の開始を知らせます。ドライバーは、周囲の安全確認を
行いステアリングから完全に手を離して、ブレーキと
アクセルの操作をするだけです。

360°ビューカメラ
車両の周囲に装備されている4個のカメラを使用して、
車両を真上から見下ろしている画像を作成し、センター
ディスプレイに表示します。ドライバーは車両の位置
や道路を一目で確認でき、周囲の確認が容易に
なります。カメラはリアに1個、フロントに1個、各ドア
ミラーの下に1個ずつ配置。フロントカメラは、グリル
のアイアンマークの直下に取り付けられ、左右方向
に約180度の画角があり、真横から接近するほかの

クルマや歩行者を映し出します。また、リバースギア
に入れると、車両後方の様子が、ワイドビューでセンター
ディスプレイに映し出されます。画面に表示される
ガイドラインは、車両の予想進路を示し、ステアリング
ホイールの操作に応じて変化。リアビューカメラの
映像は、拡大表示に切り替えが可能です。

※ 360°ビューカメラシステムは、周囲の状況によっては障害物を正しく映し出せない場合があります。このシステムは運転者の安全に対する責任を軽減させるものではありません。 
常に周囲の状況を確認するなど、システムだけに頼った運転は行わず、安全運転を心がけてください。詳しくは、ボルボ・ディーラーにお問い合わせください。

● 写真、イラストはイメージです。 ● 写真は海外仕様で日本仕様とは異なります。（メーカーオプション/アクセサリー装着車）
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ESC（エレクトロニック・スタビリティ・コントロール）
あらゆる路面条件の下、確かな走行安定性を確保する
ことは、セーフティドライビングを実現させる基本です。
ESC（エレクトロニック・スタビリティ・コントロール）は、
滑りやすい路面状況やオフロードでの発進時など低速
走行中に駆動輪の1つが空転し、車両が完全にトラク
ションを失うリスクを大幅に低減。さらにシステムの
相互作用により、あらゆる速度や路面状況下でのタイヤ
の空転と横滑りのリスクを最小限に抑えドライバーが
気づくよりも早くクルマ自身が適切な対応を行います。
深い安心感のもとで、ボルボならではの走る歓びを
生む、ドライビングサポートの高度な基本機能です。

LEDヘッドライト 
（アクティブベンディング機能付）
新型XC90のフロントビューにあって、ひときわ印象的な

「トールハンマー」（北欧神話の神が持つハンマー）を
モチーフにしたLEDヘッドライトは、新型XC90を象徴
するユニークなアイコンとなっています。ポジショニング
ライトやウィンカーの役割も果たします。また、ステア
リングを切った方向に合わせて自動でヘッドライトの向き
を変え、夜間の視界を確保するアクティブベンディング
機能を備えています。

フル・アクティブ・ハイビーム 
（LEDヘッドライト）
対向車両や先行車両への眩惑を防ぐため、ハイビーム
を自動調節。対向車が来たとき、または前方車両に
追いついたとき、相手車両のドライバーに向けられる
部分のみを遮光します。さらに、ステアリング操作に
合わせてヘッドライトの照射角を最大30度動かす
オートマチック・ベンディングライト機能により、夜間の
カーブで進行方向に向かって前方視界を広げ、安全
性と安心感を高めます。

LEDフロント・フォグライト 
（コーナリング・ライト機能付）
LEDコーナリング・ライトは、フォグライトに一体化され
ています。約30km/h以下でステアリングホイールを
30度以上回したとき、またはターンインジケーターを
作動させると、該当する側のライトが点灯して周辺

（15度の範囲）を明るく照らします。約40km/h以上
になると、ライトは消灯。さらに後退時は、左右両側の
ライトが点灯し、暗い場所での駐車や後退時に運転
視界を広げます。
※T8 Twin Engine AWD Inscriptionを除く

夜間の最適な視界確保、精緻なトラクション・コントロール。 
ボルボのセーフティ・テクノロジーにより、安全な走りを生み出します。

•アンダーステア・コントロールロジック
アンダーステア・コントロールロジックは、新型XC90の
エレクトロニック・スタビリティ・コントロールの新しい
機能です。アンダーステアを軽減し、より安全でナチュ
ラルな走行特性を実現します。

•エンジン・ドラッグ・コントロール
エレクトロニック・スタビリティ・コントロールの機能の
ひとつです。エンジンブレーキの作動中や、滑りやすい
路面でシフトダウンしたときに、駆動輪がトラクションを
失うリスクを大幅に低減します。

•アドバンスト・スタビリティ・コントロール
車両の旋回運動と横加速度を感知するセンサーに
より、ステアリングを急に操作したときや、大きな横Gが
かかるコーナリング中に、トラクションが失われるリスク
を低減します。

•スポーツモード
スポーツモードは、ある程度のスリップや横滑りを許容
して、よりダイナミックな走行を可能にします。スポーツ
モードは、センターディスプレイの「ESC Off」で選択で
きます。

•コーナー・トラクション・コントロール
コーナー・トラクション・コントロール（トルク・ベクタリング）
は、コーナリング中のアクセル時の左右のフロント
ホイール間のトルクバランスを調節します。コーナリング
中は左右のタイヤの回転差が生じるため、アンダー
ステア傾向になります。コーナー・トラクション・コント
ロールはトルクを内側に回転するホイールから配分し、
アンダーステアを軽減することで、より強いトラクション
が得られ、安定したダイナミックな走行を実現します。
これらの機能は、統合的に制御されることにより、走る
歓びと高度なセーフティドライビングを両立させます。

•アンチスキッド・コントロール
車両の進行方向を感知するセンサーと、ステアリング
ホイールの舵角を感知してドライバーが意図する進行
方向を認識する2つのセンサーを使用。車両が横滑り
を始めた際には、1つまたは複数のホイールにブレーキ
をかけます。この制御によって、ドライバーが意図する
進行方向に車両を復帰させます。

● 写真、イラストはイメージです。 ● 写真は海外仕様で日本仕様とは異なります。（メーカーオプション/アクセサリー装着車）
掲載している装備・機能（標準装備、メーカーオプション、アクセサリー）は、モデルによって異なります。
詳しくは、Specifications & Price Listをご覧いただくか、ボルボ・ディーラーにお問い合わせください。
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停車中に作動する被追突時警告機能はIntelliSafe
の一機能で、追突される危険を感知するとハザードを
通常より速く点滅させ、後方から接近する車両に警告
します。衝突を回避できないと判断された場合は、フロ
ントシートベルトを締めつけて姿勢を正します。その後、
衝突する直前にブレーキを作動させて、むち打ち症の
リスクを軽減します。

ランオフロード・プロテクションは、世界初※の安全技
術です。道路から逸脱する危険が差し迫っている事
態を感知すると、回避するために自動でステアリング
操作を行い、必要に応じて減速します。それでも道路
からの逸脱を回避できないと判断された場合は、衝撃
に備えて自動的にシートベルトを締めつけ、安全な着座
位置の確保を図ります。落下などで強い衝撃を受けた
際には、垂直方向の強い衝突が生み出す衝撃を軽減
する構造のフロントシートがショックアブソーバーの
ように機能し、乗員の脊柱を保護します。
※自社調べ

Your safety is our mission.
クルマの安全性を突き詰めようとしたとき、
車内を取り囲んで保護している構造をいかに
強固に設計するかが、きわめて重要になります。
安全技術の先進性と同等といってもいいで
しょう。ボルボはそのために、超高張力鋼
（ボロンスチール）をいち早くボディ骨格に採用
しました。新しいXC90では、この圧倒的に頑強
な素材を広範囲にわたって使用しています。
衝突の衝撃に備えるだけでなく、分散して吸収
することのできる高度な構造も欠かせません。

強度の異なる鋼材を用い、あえて比較的柔軟
な部分を持たせる設計でXC90が開発されて
いるのはそれが理由であり、フロントとリアを
クラッシャブルゾーンとして機能させています。
第一世代のXC90に取り入れられた先駆的
な革新のひとつに、ROPS（ロールオーバー・
プロテクション・システム）があります。同じ
哲学を、私たちは最新世代のXC90にも持ち
込みました。
私たちボルボは、ほかの道路利用者も同じように

保護したいと考えています。そのため、XC90の
衝撃吸収構造体は、やや低い位置に設置
されています。コンパクトカーのクラッシャブル
ゾーンと、位置を合わせるためです。
XC90の安全技術は、体格や年齢を問わず、
乗員を保護する目的のもとに設計されています。
たとえば3歳から4歳、体重15kgから36kgの
お子様なら、2列目シートの中央席に採用され
たインテグレーテッド・チャイルド・クッションを
使用することで、快適かつ安全に乗車できます。

※強度の異なる数種類のスチールを組み合わせた衝撃吸収システム構造
■：MS（普通鋼）  ■：HSS（高張力鋼）  ■：VHSS（超高張力鋼）  ■：EHSS（極超高張力鋼）   

■：UHSS（超高張力鋼 /ボロンスチール） ■：アルミニウム

● 写真、イラストはイメージです。 ● 写真は海外仕様で日本仕様とは異なります。（メーカーオプション/アクセサリー装着車）
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ランオフロード・ミティゲーション 
（道路逸脱回避機能）
カメラセンサーにより道路から逸脱しそうになる危険性
を検知すると、ステアリング操作およびブレーキ動作を
アシストし、道路逸脱回避をサポートします。

ランオフロード・プロテクション 
（道路逸脱事故時保護システム）
ランオフロード・プロテクションは、ボルボによる世界初※

の安全技術です。パニックブレーキ、急な回避操作、
溝へ転落したり、宙に浮き上がったりといった道路
からの逸脱などの危険な状況を検知、衝突や事故が
発生する前に乗員をシートの安全な位置に固定する
電動プリクラッシュ・テンショナー付フロントシートベルト
やエアバッグ、衝突時ブレーキペダルリリース機能など、
さまざまなシステムが連携して乗員を保護するよう
最適な動作を行い、衝突や事故における負傷リスクを
低減します。
※自社調べ

電動プリクラッシュ・テンショナー付 
フロントシートベルト
フロントシートベルトにはプリテンショナーとフォース
リミッターに加えて、電動式のシートベルト巻き取り
装置が内蔵されています。さまざまな状況において各種
センサーが危険の兆候を察知すると事前にフロント
シートベルトを巻き取り、乗員を固定し、衝撃に備えます。
巻き取る力を状況によって変化させ、最大10秒間、
乗員を拘束することができます。

衝撃吸収機構付フロントシート
事故の種類によっては、シートクッションに向かって
下方向に、非常に高い縦方向の力が乗員の身体に
加わります。それにより、さほど深刻ではない事故でも、
重大な脊椎損傷へとつながる危険性があります。
新型XC90のフロントシートクッションは、重大事故に
おいてもエネルギーを吸収することのできる、まったく
新しい機構を備え、衝突や事故の際に負傷するリスク
を低減します。

衝突時ブレーキペダルリリース機能
新型XC90には、正面衝突時に、ブレーキペダルが
火薬点火装置によってリリースされる機能が備わって
います。この機能は、シートベルト・プリテンショナーと
フロント・エアバッグを作動させるものと同じセンサーに
よって起動し、正面衝突が発生した際に、右足を負傷
するリスクを低減します。

WHIPS（後部衝撃吸収リクライニング機構付
フロントシート）
後方から追突された際、その衝撃によって長期の治療
が必要となる「むち打ち症」を負うことがあります。
フロントシートに組み込まれたWHIPSは、そうした
リスクを軽減させるための装備です。追突時の乗員の
身体の動きに合わせてフロントシートを、ボールを
キャッチする手の動きのようにリクライニングさせ、
衝撃を吸収することで、むち打ち症を負うリスクを
軽減させます。

インテグレーテッド・チャイルド・クッション 
（2列目中央1席）
2列目の中央席に採用されたインテグレーテッド・
チャイルド・クッションは座面を上昇させることにより、
お子様が座った際にシートべルトが適切な位置になる
ように調整できます。さらに前方へスライドし、フロント
シートに近づけることができ、お子様が大人の近くで
安心してドライブすることができます。

シートベルトは何十年にもわたり世界のすべての車両に
装備されている当たり前の安全装備となっています。
3点式シートベルトは1959年ボルボが開発し、その
特許を世界に無償公開された今日でも最も重要な
命を守る装置です。そして最新のシートベルトには進化
した安全技術が組み込まれています。新型XC90には
3列目のシートベルトにもシートベルト・プリテンショナー
を備えています。

万一のときに、あなたとあなたの大切な人を守る、 
先進の衝突安全技術。最も重要なことは、 
安全装備の数ではなくその相互作用です。

シートベルトは安全上最も重要な「拘束装置」であり、
エアバッグは「補助拘束装置（SRS）」です。運転席
ニー・エアバッグは、シートベルト、シートベルト・プリテ
ンショナーを補完する安全装置です。またドア上部の
ルーフサイドに内蔵されたインフレータブルカーテンは、
側面からの衝 突 時に乗員の頭 部を保 護 。新 型
XC90では、リアクォーターウインドーにも装備され
３列目の乗員を守ります。

衝撃吸収式ステアリングコラム
1973年、ボルボは前面衝突の際にドライバーを保護
する、世界初の衝撃吸収式ステアリングコラムを開発し
ました。衝突時に、ドライバーがステアリングコラムで
負傷するリスクを大幅に低減させるその構造は、現在も
継続的な改良が行われています。

WORLD
FIRST※

WORLD
FIRST※

● 写真、イラストはイメージです。 ● 写真は海外仕様で日本仕様とは異なります。（メーカーオプション/アクセサリー装着車）
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Enjoying more.  
Using less.

Drive-E（ドライブ・イー）パワートレーンは、性能
と効率を高い水準で両立させ、環境への負荷
を可能な限り抑えながら、確固たるドライビング
を提供していくために、ボルボが情熱を注いだ
取り組みです。そして、新世代のパワートレーン
として、Drive-Eは重要な役割を果たしました。
21世紀のラグジュアリーカーにふさわしいパワー
のあり方とはどのようなものなのかを、目の前
で再定義してみせたのです。そう、Drive-Eが
お届けするのは、ラグジュアリーSUVに期待
するとおりのパフォーマンスと走る楽しさです。
そのうえで、私たちは効率についても一切の
妥協を許さず、環境への負荷も抑えました。

つまり、Drive-Eなら、燃料消費と排出ガスは
低いまま、十分なパワーと上質な運転感覚の
両方を手に入れることができるのです。
鍵となったのは、軽量でフリクションの少ない、
ターボチャージャーを採用した2.0リッター4気筒
エンジンで、新設計の8速ギアトロニック付
オートマチック・トランスミッションと組み合わせ
ています。このDrive-Eパワートレーンの効率
を最大限に高めるのが、ECOモード（T8 Twin 
Engine AWDはPureモード）です。このモード
では、燃料消費が最小になるようにエンジンと
トランスミッションが制御され、アクセル操作に
対するレスポンスも緩やかにされます。

燃料消費への影響が大きいため、エアコン
ディショナーの動作も断続的になりますが、
マニュアル設定すれば通常の稼働状態に
することも可能です。
燃料消費を抑えるもうひとつの技術が、運動
エネルギーを利用するECO COAST（エコ・
コースト）機能です。65km/h以上でアクセルを
オフにしたときはエンジンブレーキがかからず
惰性で走り、アイドリング回転時の燃料消費に
抑えられます。停車時にエンジンを停止する
Start/Stop機能も、燃料消費の削減に効果
的です。

“ The key to this is our new, lightweight, low-friction,  
turbocharged 2.0 l four-cylinder engine, which is coupled 

with our newly-designed automatic eight-speed  
Geartronic™ transmission.”

T8 Twin Engine AWD | Inscription | 717 オニキスブラック
メタリック | 8 スポーク　9.0J×21（ダイヤモンドカット/シルバー）

掲載している装備・機能（標準装備、メーカーオプション、アクセサリー）は、モデルによって異なります。
詳しくは、Specifications & Price Listをご覧いただくか、ボルボ・ディーラーにお問い合わせください。



volvo XC90 

Double power.
21 世紀のラグジュアリーとパフォーマンスは
どうあるべきか。ボルボの新しい考え方を最も
よく表しているのが、トップレンジのT8 Twin 
Engine AWD（プラグインハイブリッド）です。
スーパーチャージャーとターボチャージャーを
搭載した2.0リッターDrive-Eガソリンエンジン
に、さらに電気モーターを組み合わせることで、
驚くほどのパワーと、トルクを獲得しました。
それでいて、燃料消費と排出ガスは、コンパクト
カーと比較しても少ないのです。しかも、ガソリン
エンジンのプラグインハイブリッドが秘めた
才能は、頭脳的な動力性能と目覚ましい燃費
効率だけにとどまりません。小型ながら大容量
のリチウムイオンバッテリーをトランスミッション
トンネルに沿った配置とし、重量物を車体中央
に据えた結果、卓越したハンドリング性能も
実現しているのです。

多才なT8 Twin Engine AWDは、いくつもの
ドライブモードを使い分けることで、どんな走行
環境にも適応します。燃料消費と排出ガスを
最小限に抑えたい状況では、車速125km/h
以下で選択できる「Pure」モード。可能な限り
電力だけを使用して、電気モーターが接続され
ている後輪を駆動して走ります。バッテリーが
フル充電※なら毎日の通勤には十分ですが、
必要なときには瞬時に高性能なガソリンエン
ジンが始動するので、航続距離について心配
する必要はありません。
通常は「Hybrid」モードです。後輪を駆動する
電気モーターと前輪のガソリンエンジンのどち
らか一方、または両方を、パフォーマンスと効
率が最適なバランスとなるように使用し、快適
性を最優先した設定に切り替わります。一方、

「Power」モードは、ガソリンと電気の両方から

生み出されたパワーを、同時に4 輪へと解き
放ちます。ステアリング、トランスミッション、
ブレーキの設定は、スポーツ性が優先されます。
全輪駆動の「AWD」モードは、トラクションを
高めるための選択肢。40km/h 未満で選択
できる「Off Road」モードでは、それに加えて
電子制御式リミテッド・スリップ・ディファレン
シャル機能が作動し、悪路での走行安定性を
確保します。街中を無音で走るゼロ・エミッション
の電気自動車、圧倒的なパフォーマンスを
見せつけるSUV、最高の多用途性を提供
する7シーター、過酷な環境でも頼りになる
パートナーという4つの顔を持つXC90。それが
T8 Twin Engine AWDなのです。

T8 Twin Engine AWDは電気モーターのみを使用
する場合は、35.4km（充電電力使用時走行距離）
の走行が可能です。しかも、エンジンをいつでも作動
できるため、航続距離を心配する必要はありません。

純電気自動車になる「Pure」モードの存在を示す
シンボルとして、XC90 T8 Twin Engine AWDの
シフトセレクターにはスウェーデンが誇るブランド、
Orrefors®のクリスタルを使用しています。

T8 Twin Engine AWDは生涯にわたり、より排気量
の大きいエンジンを搭載したライバルよりも少ない燃
料で走り続けます。節約できる燃料と削減される排出
ガスの量は、決して少なくありません。

“ Our very powerful T8 Twin Engine AWD  
delivers astonishing performance without compromising  

on fuel efficiency and low emissions.”

※ T8 Twin Engine AWDは走行中の充電のほか、自宅などに設置された充電機器からの充電が可能です。充電機器の設置工事につきましては、ボルボ・ディーラーにお問い合わせください。充電機器から発生する微弱な
電磁波により、埋め込み型心臓ペースメーカーおよび埋め込み型除細動器の作動に影響を与えるおそれがありますので、充電機器をご使用される前に医師にご相談ください。これらの医療機器をご使用中の方は、充電中の
充電機器に近づかない、あるいは機器の操作を別の方に依頼するなどの対応を推奨します。 ● 写真は海外仕様であり日本仕様とは一部異なります。（メーカーオプション/アクセサリー装着車）



ボルボのプラグインハイブリッド技術は、妥協のない
走りに加えて優秀な燃費効率と低排出ガス性能を
提供します。現時点においてだけでなく、未来に向け
ても重要なソリューションといえるでしょう。

XC90 T8 Twin Engine AWDは、未来へと続く
プラグインハイブリッドの進化の過程における最新の
マイルストーンです。スーパーチャージャーとターボ
チャージャーを搭載したガソリンエンジンに加え、驚異
的なトルクを瞬時にリアホイールに伝達する電気
モーターも併せ持っています。電気モーターに電力を
供給する大容量リチウムイオンバッテリーは、トランス
ミッショントンネルに沿って車体中央に搭載しました。
前後重量バランスの点では理想的な配置で、結果と
して際立ったハンドリング性能も獲得しています。

純電気自動車として走る「Pure」モードを選択した
T8 Twin Engine AWDの航 続 距 離は、35.4km

（充電電力使用時走行距離※）の走行が可能となり、
必要なときには瞬時に高性能なガソリンエンジンが
始動するので、航続距離について心配する必要は
ありません。
※ 充電電力使用時走行距離は定められた試験条件下の値です。

お客様の使用環境（気候・渋滞等）や運転方法（急発進・エアコン
使用等）に応じて、走行距離は大きく異なります。

T8 Twin Engine AWD Inscription | 707 クリスタル
ホワイトパール | 8 スポーク  9.0J×21（ダイヤモンドカット/
シルバー）

● 写真、イラストはイメージです。 ● 写真は海外仕様で日本仕様とは異なります。（メーカーオプション/アクセサリー装着車）
掲載している装備・機能（標準装備、メーカーオプション、アクセサリー）は、モデルによって異なります。
詳しくは、Specifications & Price Listをご覧いただくか、ボルボ・ディーラーにお問い合わせください。



Firm control  
with a velvet touch.
新しいXC90には、路面状況やドライビング
スタイルの変化に対応し続ける、最新の電子
制御サポートシステムが搭載されています。
たとえば、ヒル・スタート・アシスト機能は、急勾配
の上り坂でも後退することなく発進できるよう
にサポートします。また、路面状況や天候が
よくないなかでの旅行も、AWDシステムとヒル・
ディセント・コントロールがあれば安心して出発
できます。
XC90は、最適な減衰力特性が得られる電子
制御式4輪エアサスペンションをオプションで
ご用意しています。抜群の乗り心地を実現した
このシステムではドライブモードの切り替えが
可能で、さまざまなドライビングスタイルに応え
るとともに、路面状況や気象条件を選ばない
多用途性を発揮します。

「Comfort」モードを選択すると、エアサスペン
ションが乗り心地を最優先した設定に切り替
わります。「Eco」モード（T8 Twin Engine 
AWDはPureモード）では、燃料消費と排出ガス
を低く抑えるように設定されます。「Dynamic」
または「Power」モードは高速走行時に車高を
20mm下げ、空力特性とハンドリング性能を
向上させます。そして「Off Road」モードでは、
低速時に最低地上高が40mm高くなります。
各モードへの切り替えは、フロントシート間に
設置されたダイヤ目のローレットを施したダイ
ヤル式のコントローラーで、簡単に操作すること
ができます。また、エアサスペンション装着車
では、荷室内のボタンを押すと車両の後部を
50mm下げることができるので、重い荷物も
楽に積み降ろしできます。

「Off Road」モードを選択すると、エアサス
ペンションが車高を40mm上昇させます。
同時にヒル・ディセント・コントロールも作動
し、急な下り坂ではドライバーに代わって
クルマがブレーキを操作するので、ステア
リング操作だけに集中できます。過酷な路面
に足を踏み入れる際には、このモードをお選び
ください。エレガントなデザインのダイヤル式の
コントローラーを操作するだけで、XC90は
あなたのお望みのドライブモードに切り
替わります。

T6 AWD Inscription | 707 クリスタルホワイト
パール | エクステリア・スタイリング・キット ラギッド
ラグジュアリー | 6 ダブルスポーク  9.0J×22

（ダイヤモンドカット/テックマットブラック）

VOLVO XC90

※写真はT8 Twin Engine AWD

● 写真、イラストはイメージです。 ● 写真は海外仕様で日本仕様とは異なります。（メーカーオプション/アクセサリー装着車）



Big heart in a small package.

T8 Twin Engine AWD 
総排気量 ： 1,968cc
最高出力 ： 235kW（320ps）/5,700rpm［ECE］
最大トルク ： 400Nm（40.8kgm）/2,200－5,400rpm［ECE］

〈モーター〉 
最高出力 ： 34kW（前）、65kW（後）
最大トルク ： 160Nm（前）、240Nm（後）

〈システム出力〉
最高出力 ： 235kW（320ps）＋65kW（87ps）※

最大トルク ： 400Nm（40.8kgm）＋240Nm（24.5kgm）※

※欧州参考値

T6 AWD 
最高出力 ： 235kW（320ps）/5,700rpm［ECE］
最大トルク ： 400Nm（40.8kgm）/2,200－5,400rpm［ECE］

T5 AWD 
最高出力 ： 187kW（254ps）/5,500rpm［ECE］
最大トルク ： 350Nm（35.7kgm）/1,500－4,800rpm［ECE］
詳しくはvolvocars.jpをご覧ください。

T6 AWD R-Design | 720 バースティングブルーメタリック | 
5 ダブルスポーク  9.0J×22（ダイヤモンドカット/マットブラック）

高性能を得るためには、排気量の大きなエンジン
である必要はありません。効率的でスムーズな、
そしてレスポンスに優れるDrive-E パワー
トレーンは、その証です。新設計された2.0リッター
4気筒エンジンには、際立つ高出力を生み出す
能力があります。しかも、燃費性能と排出ガス
も考慮して開発されています。

235kW（320ps）を発生するハイパフォー
マンスなT6 AWDは、スーパーチャージャーと
ターボチャージャーの両方を搭載し、全回転域で
力強い走りを実現します。一方、ターボチャー
ジャーのみで過給するT5 AWDは、187kW

（254ps）を発生し、高回転域の優れたレス
ポンスと伸びやかなドライビングフィールが特徴

です。そして、プラグインハイブリッド技術を
導入したトップレンジのT8 Twin Engine 
AWDでは、ガソリンエンジンと電気モーターの
組み合わせにより、235kW（320ps）+65kW

（87ps）※の驚異的な最高出力を実現して
います。
※欧州参考値

VOLVO XC90 ENGINES | 43

● 写真、イラストはイメージです。 ● 写真は海外仕様で日本仕様とは異なります。（メーカーオプション/アクセサリー装着車）
掲載している装備・機能（標準装備、メーカーオプション、アクセサリー）は、モデルによって異なります。
詳しくは、Specifications & Price Listをご覧いただくか、ボルボ・ディーラーにお問い合わせください。



YOUR CHOICE | 45

XC90 R-Design

XC90 Inscription XC90 Excellence

FREEDOM OF CHOICE, YOUR CHOICE
自由には、より素晴らしい側面があります。
そのなかには、ボルボを選ぶことで満喫できる
ようになるものもあります。たとえば、新しい
道を探検する自由や、初めての体験を楽しむ
自由。なかでも特別なのは、あなたの流儀や
個性を表現できる一台を作り上げる自由です。
しかし、ボルボを選ぶことで証明されるのは、
あなたのパーソナリティだけではありません。
人生でいちばん大切なものを知っているという
こと、そして、そこにいたる道を歩んでいると
いうことの、証でもあるのです。ボルボを選ぶと

いうことは、他者を、そしてこの世界を心から
気遣い、デザインや品質に対して決して妥協
しないということ。なぜなら、より人間らしく、
直感的で、効率に優れるクルマを選んでいる
からです。そして、これらの多くは、豊かで上質な
人生を生きるためにもすべきことなのです。
あなたの希望にきちんと沿った仕様のボルボ
XC90を入手できるように、私たちは幅広い
オプション、トリムレベル、そしてパーソナライズ
アイテムをご用意しました。Momentumでも、
ラグジュアリーSUVにふさわしい装備を揃えて

いますが、よりスポーティな内外装をお望み
なら、R-Designが最適です。スウェーデンの
職人の手による最高水準の洗練されたクラフト
マンシップに触れることができる、Inscription
なら申し分ないはずです。さらに後席の快適性を
極限まで高めた4シーター仕様のExcellence
をご用意しました。あなたがどんな希望をお持ち
でも、それにマッチするボルボXC90はきっと
見つかりますのでご安心を。

XC90 Momentum

掲載している装備・機能（標準装備、メーカーオプション、アクセサリー）は、モデルによって異なります。
詳しくは、Specifications & Price Listをご覧いただくか、ボルボ・ディーラーにお問い合わせください。

● XC90 Excellenceの詳細は、専用カタログをご覧ください。
● 写真は海外仕様であり日本仕様とは一部異なります。（メーカーオプション/アクセサリー装着車）
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XC90 T5 AWD Momentum
エクステリア：
10 スポーク 8.0J×19（シルバー） | ルーフレール（レール部シルバーカラー） | フロント・クロームトリム | LEDヘッドライト（アクティブベンディング機能付） | パーク・アシスト・パイロット（縦列・
並列駐車支援システム） | パワーテールゲート（ハンズフリー・オープニング/クロージング機能付） | サイドウィンカー内蔵グラウンドライト付電動リトラクタブル・ドアミラー（ヒーター付、
ワイドアングル、リバースポジション機構付）

インテリア：
12.3インチ・デジタル液晶ドライバー・ディスプレイ（4モード選択式）| 自動防眩機能付ルームミラー | フロント・8ウェイパワーシート（ドアミラー連動メモリー機構付）| フロント・電動ランバーサポート

（4ウェイ） | フロント・電動クッション・エクステンション | 本革コンフォートシート | クロスブラッシュドアルミニウム・パネル | ドライブモード・セッティング | アルミニウム・スカッフプレート（イルミネーション
機能付）| 本革巻/シルクメタル・ステアリングホイール | ハイパフォーマンス・オーディオシステム | タッチスクリーン式センターディスプレイ（9インチ）| セミオートマチック・ラゲッジカバー | 
4ゾーン・フルオートマチック・エアコンディショナー（グローブボックス・クーリング機能付） | フロアマット | CleanZone-エア・クオリティ・システム（車内自動換気機能付）| HDDナビゲーション
システム、VICS3 | 12セグ地上デジタルTV

1. LEDヘッドライトと19インチアルミホイールが標準装備。  2. スタイリッシュなラゲッジフロア・ステンレストリムは荷物を積み降ろす際にバンパーの傷を防止します（マットはアクセサリー）。  
3. 10 スポーク タービン　8.0J×19インチ（シルバー）装着。  4. 後退時に役立つパーク・アシスト（リア）。クロームのデュアルテールパイプが躍動感をさらに引き立てます。  5. 象徴的な
LEDヘッドライト、グロスブラックのフロントグリル、フロント・クロームトリムが力強く優美なアピアランスに貢献。  6. フット付ルーフレールがSUVらしさを強調します。  7. XC90 Momentumには
12.3インチ・デジタル液晶ドライバー・ディスプレイのほか、9インチ・タッチスクリーン式センターディスプレイ、ボイスコントロール、USBポート（外部入力端子）/AUXインプット、そして
Bluetooth® 接続によるストリーミング再生に対応した10スピーカーのハイパフォーマンス・オーディオシステムが装備されています。

THE RIGHT EQUIPMENT FOR YOUR DRIVE
ボルボXC90の仕様を選ぶのは、そうむずかしい
ことではないでしょう。まずは、あなたの希望に
沿う装備レベルの選択です。スタイリング、
快適性、安全性についてはラグジュアリー
SUVに求められる高い要求水準を満たす
装備が、ハイレベルな先進技術と合わせて
Momentumから提供されています。たとえば、
直感的な操作性の9インチのタッチスクリーン式
センターディスプレイやボイスコントロールなど
を通して高い接続性を提供するSENSUS 
CONNECT、クリアな再生音を楽しめるハイ
パフォーマンス・オーディオシステムは標準装備
です。CleanZoneエア・クオリティ・システムは、

あなたと乗員が清 し々い車内環境を満喫できる
ように、都市を走っているときにもキャビンを
新鮮な空気で満たします。
そしてもちろん、最先端のIntelliSafeには、
数多くの賞を獲得してきた衝突回避技術の
City Safety、LKA（レーン・キーピング・エイド）、
ACC（アダプティブ・クルーズ・コントロール）、
パイロット・アシスト（車線維持機能）などを
搭載済みです。
新世代のボルボを象徴するLEDヘッドライトは
全モデルに共通で、独特な存在感が目を惹き
つける、19インチのアルミホイールはMomentum
専用です。イルミネーション機能付アルミニウム・

スカッフプレートが出迎えるキャビンでは、高品
質なレザーとクロスブラッシュドアルミニウム・
パネルがインテリアの雰囲気を高めます。フロ
ントシートは基本的な調整機能が 8ウェイ、
ランバーサポートが4ウェイの電動式で、簡単に
お好みの着座姿勢へと合わせることができます。
日が落ちると7カラー・シアターライトを含む
インテリアイルミネーションが、室内にさらなる
ラグジュアリー感をもたらします。パワーテール
ゲートには、リアバンパー下部に足の動きを
感知するセンサーを設置しました。両手が荷物
でふさがっているときにも、足の動きでテール
ゲートを自動開閉させることができます。

VOLVO XC90

2

掲載している装備・機能（標準装備、メーカーオプション、アクセサリー）は、モデルによって異なります。
詳しくは、Specifications & Price Listをご覧いただくか、ボルボ・ディーラーにお問い合わせください。
● 写真は海外仕様であり日本仕様とは一部異なります。（メーカーオプション/アクセサリー装着車）



XC90のインテリアは、あなたへの心配りを
第一に作られています。あなたがリラックスした
まま思いどおりに扱える空間を、ボルボの
デザイナーたちは追求しました。どのラインも、
どの形も、細部にいたるまでのすべてが、その
証なのです。人間工学に基づいたコンフォート
シートのマテリアルには本革を使用しています。
シートとインテリアのカラーコーディネートは、
4パターンからお好みのものをお選びください。
インテリアの雰囲気をさらに高めるアイテム
として、クロスブラッシュドアルミニウム・パネル
とアルミニウム・スカッフプレートを採用して
います。

VOLVO XC90

UPHOLSTERIES   
本革（Momentum標準装備）  1. シートカラー：チャコール、インテリアカラー：チャコール （RA00）  2. シートカラー：ブロンド、インテリアカラー：チャコール/ブロンド （UA00）   
3. シートカラー：アンバー、インテリアカラー：チャコール （RA20）  4. シートカラー：ブロンド、インテリアカラー：チャコール/ブロンド （WA00）

INLAYS  5. クロスブラッシュドアルミニウム（Momentum標準装備）

21

3

54

RA00 UA00

RA20

WA00

本革

● インテリアカラーについて、「/」の前は上部色、後ろは下部色およびピラー色になります。● 本革シートは、座面および背もたれ表面部が本革となります。それ以外の部分については他の素材が使用されています。●シートの内張りはすべて難燃性の
安全基準を満たしています。●シート素材/カラー、ボディカラーは印刷・撮影条件により、実際のものとは異なって見える場合があります。● 写真は海外仕様であり日本仕様とは一部異なります。（メーカーオプション/アクセサリー装着車）● 掲載装備・
機能の設定（標準装備、メーカーオプション、アクセサリー）は、モデルによって異なります。詳しくは、Specifications & Price Listをご覧いただくか、ボルボ・ディーラーにお問い合わせください。
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アイスホワイト（614） クリスタルホワイトパール（707）

エレクトリックシルバーメタリック（477）

マジックブルーメタリック（467） オスミウムグレーメタリック（714）

オニキスブラックメタリック（717）サヴィルグレーメタリック（492）

ブライトシルバーメタリック（711）

トワイライトブロンズメタリック（700） ルミナスサンドメタリック（719）

幅広いバリエーションが揃えられたボディカラーとアルミホイールの組み合わせによって、
新しいXC90をあなただけのSUVに仕上げましょう。Momentumは19インチのアルミ
ホイールが標準装備されており、18インチから20インチまでのサイズに変更できます。
XC90の印象は、ボディカラーの選択によっても大きく変わります。XC90の高級感
と存在感を引き立てる10 色から、あなたの個性をドラマチックに表現できる1 色を
お選びください。

10 スポーク タービン  8.0J×19インチ
シルバー

T5 AWD Momentum標準装備

5 ダブルスポーク  9.0J×20インチ
ダイヤモンドカット/テックマットブラック

アクセサリー

詳しくはvolvocars.jpをご覧ください。
掲載している装備・機能（標準装備、メーカーオプション、アクセサリー）は、モデルによって異なります。
詳しくは、Specifications & Price Listをご覧いただくか、ボルボ・ディーラーにお問い合わせください。 ● ボディカラーは印刷・撮影条件により、実際のものとは異なって見える場合があります。



INSPIRED BY THE ART OF DRIVING
スポーツドライビングをこよなく愛しているなら
R-Designです。洗練されたスタイリング、
レスポンス、コントロール性は情熱をかき立て、
それによって得られる興奮こそが、R-Design
独自の個性なのです。XC90が内に秘めた躍動
する魂は、広範におよぶ専用設計のひとつ
ひとつによって覚醒し、路上での存在感を

さらにスポーティで際立つものにしています。
その姿はどのアングルからでも目を惹きつけて
放さず、見るたびに驚異のパフォーマンスを予
感させます。明確な目的意識のもとに各部が
入念に仕上げられたインテリアに囲まれ、
シートに腰を下ろし、ドライビングポジションを
合わせた瞬間、あなたは自身の選択が正し

かったことを実感するでしょう。パドルシフトを
備えたR-Design専用ステアリングホイール
から、チャコールのルーフライナーにいたるまで、
そのすべてがあなたのドライビングを鼓舞する
と同時にサポートします。

XC90 T6 AWD R-Design
Momentumの装備に以下が加わります：
エクステリア：
5 ダブルスポークアルミホイール  9.0J×22（ダイヤモンドカット/マットブラック） | インテグレーテッド・ルーフレール（シルバーカラー） | R-Design専用マットシルバー・ドアミラーカバー | 
インテグレーテッド・デュアルテールパイプ | R-Design専用フロントグリル | R-Design専用シルクメタル・サイドウインドー・トリム

インテリア：
ルーフライナー（チャコール） | パドルシフト | R-Design専用カーボンファイバー・パネル | R-Design専用アルミニウム・スカッフプレート（イルミネーション機能付） | R-Design専用イルミ
ネーテッド・本革巻シフトノブ（チャコール） | R-Design専用リモコンキー（チャコールレザー） | R-Design専用フロアマット | R-Design専用アルミニウム・スポーツペダル | R-Design
専用本革巻/シルクメタル・ステアリングホイール | R-Design専用パーフォレーテッド・ファインナッパレザー・スポーツシート（チャコール）

● 写真は海外仕様であり日本仕様とは一部異なります。（メーカーオプション/アクセサリー装着車）
掲載している装備・機能（標準装備、メーカーオプション、アクセサリー）は、モデルによって異なります。
詳しくは、Specifications & Price Listをご覧いただくか、ボルボ・ディーラーにお問い合わせください。
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R-Designは、優秀なスポーツギアとしての
遺伝子を注入されて誕生したボルボです。イン
テリアもエクステリアも、高いパフォーマンスを
予感させるルックスとフィールの完成形といえ
ます。シルクメタルのフレームを合わせたグロッ
シーブラックのR-Design専用フロントグリルや
フロントスポイラー、スタイリッシュなR-Design
専用シルクメタル・サイドウインドー・トリム、
R-Design 専用マットシルバー・ドアミラー
カバー、インテグレーテッド・デュアルテール
パイプ、そして足もとを引き締める22インチ
アルミホイールなど、エクステリアにちりばめら
れたスポーティなデザイン要素は、どれも強く
目を惹きつけるはずです。新世代のボルボを
象徴するLEDヘッドライトは良好な視界を確
保し、路上でもひときわ強い存在感を放ちます。
その広い照射範囲を一時的にも無駄にさせ

ないフル・アクティブ・ハイビームは、LEDヘッド
ライトとともにR-Designを含めたXC90の全
モデルに標準装備されています。
イルミネーション機能を備えたR-Design専用
アルミニウム・スカッフプレートが出迎えるイン
テリアでは、R-Design専用カーボンファイバー・
パネル、チャコールのルーフライナー、最高の
走りをサポートするR-Design専用パーフォ
レーテッド・ファインナッパレザー・スポーツシート
など、スポーティなイメージをかき立てるデザイン
を取り入れました。全体の雰囲気は、高度な
テクノロジーを操る戦闘機のコクピットをイメージ
しました。さらに、シートにあしらわれたR-Design
のロゴと特徴的なステッチや、シフトノブとステア
リングホイールに使用されたパーフォレーテッド
レザーが、エレガントな印象のなかにもスポーティ
さを漂わせています。太ももをしっかりと支える

電動クッション・エクステンションは、ロングドラ
イブ時に疲れを軽減してくれます。夜間には
インテリアイルミネーションが、XC90 R-Design
のキャビン特有の雰囲気をさらに強調します。
思いどおりのドライビングスタイルをサポート
するアイテムとしては、12.3インチのデジタル
液晶ドライバー・ディスプレイに加え、パドル
シフトをR-Designだけに装着しました。ドライブ
モード・セッティングは、フロントシートに挟まれた
トンネルコンソールの使いやすい位置に設置。
「Comfort」、「Dynamic」、「Eco」、そし て
「Individual」の4種類のモードを簡単に切り
替えることができます。
XC90 R-Designのパワートレーンには、高
出力で軽量なT6 AWDが用意されています。

1. R-Design専用のマットシルバー・ドアミラーカバー。  2. バースティングブルーメタリックのボディカラーはR-Design専用。  3. R-Design専用スポーツシートのマテリアルはパーフォレー
テッド・ファインナッパレザーが標準で、Nubuck/ファインナッパレザーをオプションで選択できます。12.3インチ・デジタル液晶ドライバー・ディスプレイは4つの表示モードから選ぶことができ、
専用のカーボンファイバー・パネルが標準装備されます。  4. R-Designには専用エンブレムが装備されています。  5. インテグレーテッド・デュアルテールパイプが路上で際立ちます。  
6. 象徴的なLEDヘッドライトに、R-Design専用のフロントグリルとスポイラー。外観に力強さを加えます。  7. アルミホイールは22インチの5 ダブルスポーク（ダイヤモンドカット/マット
ブラック）を標準装備。

掲載している装備・機能（標準装備、メーカーオプション、アクセサリー）は、モデルによって異なります。
詳しくは、Specifications & Price Listをご覧いただくか、ボルボ・ディーラーにお問い合わせください。
● 写真は海外仕様であり日本仕様とは一部異なります。（メーカーオプション/アクセサリー装着車）
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XC90 R-Designに乗り込み、ステアリング
ホイールに向かってシートに身をゆだねる
あなたを包むインテリア。躍動感にあふれ、あく
までもドライバーを重視した車内は、すべてが
上質な素材で仕立てられています。リラックス
できる座り心地でありながら、曲がりくねった道
でもしっかりと身体をサポート。R-Design専用
のパーフォレーテッド・ファインナッパレザーが、
洗練されたなかにもスポーティな雰囲気を
加えています。チャコールで統一されたイン
テリアと完璧にマッチしたカーボンファイバー・
パネルによって、その印象はさらに高められ
ています。

UPHOLSTERIES   
R-Design専用 パーフォレーテッド・ファインナッパレザー（R-Design標準装備） 1. シートカラー：チャコール、インテリアカラー：チャコール （RC0R）  
R-Design専用 Nubuck*/ファインナッパレザー・コンビネーション（オプション）2. シートカラー：チャコール、インテリアカラー：チャコール （RB0R）   
R-Design専用リモコンキー  3. チャコールレザー
INLAY  4. カーボンファイバー（R-Design標準装備）

R-Design専用 パーフォレーテッド・ファインナッパレザー

*Nubuck：バックスキン仕上げの人工皮革

3 4

RC0R

RB0R

● インテリアカラーについて、「/」の前は上部色、後ろは下部色およびピラー色になります。● 本革シートは、座面および背もたれ表面部が本革となります。それ以外の部分については他の素材が使用されています。●シートの内張りはすべて難燃性の
安全基準を満たしています。●シート素材/カラー、ボディカラーは印刷・撮影条件により、実際のものとは異なって見える場合があります。● 写真は海外仕様であり日本仕様とは一部異なります。（メーカーオプション/アクセサリー装着車）● 掲載装備・
機能の設定（標準装備、メーカーオプション、アクセサリー）は、モデルによって異なります。詳しくは、Specifications & Price Listをご覧いただくか、ボルボ・ディーラーにお問い合わせください。



XC90 R-Designのエクステリアは完璧と言えるでしょう。独特の色合いを放つ
ボディカラーは、運動性能を重視したこのモデルのキャラクターに見合うものが厳選
されました。たとえば、R-Design専用に追加されたバースティングブルーメタリックは
鮮烈でスポーティな印象を与え、ハイグロスブラックとシルクメタルのボディインサートを
完璧なまでに引き立てています。アルミホイールは、XC90用では最大の22インチを
標準装備。ダイヤモンドカットとマットブラックの組み合わせが、XC90 R-Designに
独特のクラス感を与え、路上での存在感を一層際立たせてくれます。

アイスホワイト（614） クリスタルホワイトパール（707）

エレクトリックシルバーメタリック（477）

バースティングブルーメタリック（720）
R-Design専用色

オスミウムグレーメタリック（714）

オニキスブラックメタリック（717）サヴィルグレーメタリック（492）

ブライトシルバーメタリック（711）

パッションレッド（612）
R-Design専用色
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詳しくはvolvocars.jpをご覧ください。

6 ダブルスポーク  9.0J×22インチ
ダイヤモンドカット/マットブラック

アクセサリー

5 ダブルスポーク  9.0J×22インチ
ダイヤモンドカット/マットブラック

R-Design標準装備

掲載している装備・機能（標準装備、メーカーオプション、アクセサリー）は、モデルによって異なります。
詳しくは、Specifications & Price Listをご覧いただくか、ボルボ・ディーラーにお問い合わせください。 ● ボディカラーは印刷・撮影条件により、実際のものとは異なって見える場合があります。



XC90 T8 Twin Engine AWD / T6 AWD Inscription
Momentumの装備に以下が加わります：
エクステリア：
10 スポーク アルミホイール  9.0J×20（ダイヤモンドカット/シルバー） T6 AWD | 8 スポーク アルミホイール 9.0J×21（ダイヤモンドカット/シルバー） T8 Twin Engine AWD | 
Inscription 専用フロントグリル | Inscription 専用クローム・トリム（リアバンパー） | Inscription専用クローム・トリム（ドア下部） | インテグレーテッド・ルーフレール（シルバーカラー） | 
インテグレーテッド・デュアルテールパイプ

インテリア：
パーフォレーテッド・ファインナッパレザー・コンフォートシート | フロント・電動バックレスト・サイドサポート | フロント・ベンチレーション機能 | フロント・マッサージ機能 | Inscription専用リモコンキー | 
リニアウォールナットウッド・パネル | ヘッドアップ・ディスプレイ | リア2列目・シートヒーター | ステアリングホイール・ヒーター | リアドアウインドー・サンブラインド

A HIGHER GRADE OF LUXURY
北欧が生んだ、デザインとクラフトマンシップ。
その最高峰を堪能したいというあなたの期待に
応えるためのモデルが、Inscriptionです。ほか
では味わえない独特の表情が、このうえなく
優雅でくつろぎの感覚をもたらします。乗る人が
心地よくさわやかな時間を過ごせるように、

ディテールのひとつひとつが慎重に選ばれて
います。エクステリアには、XC90のラグジュア
リーな外観と雰囲気を高めるデザイン要素を
結集しました。細心の注意を払って仕立てら
れたインテリアは、リラックスした気分のなかで
ドライビングを楽しめる環境にふさわしい、ゆとり

ある空間を提供します。XC90 Inscriptionは、
「人」を中心に置いたデザインという私たちが
誇る伝統を、具現化したモデルです。独自の
様式と新鮮な発想が知的なラグジュアリーへ
と結実し、XC90 Inscriptionの世界は存在
しているのです。

掲載している装備・機能（標準装備、メーカーオプション、アクセサリー）は、モデルによって異なります。
詳しくは、Specifications & Price Listをご覧いただくか、ボルボ・ディーラーにお問い合わせください。
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洗練された高級感をXC90 Inscriptionは
表現しています。それがほかとは異なる存在に
しているのです。色あせないスカンジナビアン・
デザインに溶け込んだ数多くの吟味された
ディテールの効果であり、クロームで仕上げら
れたフロントグリルとドア下部のトリムはわかり
やすい一例といえるでしょう。ボディを飾る
クローム・トリムやインテグレーテッド・ルーフ
レールのメタルの質感と完璧に調和する、20
または21インチの大径アルミホイールは、美しく
細工された宝飾品のピースのような仕上がり
です。優雅なインテグレーテッド・デュアルテール
パイプとともに、XC90の外観を高めていきます。
一方、力強い個性を感じさせるビジュアルと
夜間でも良好な視界を実現するのが、新世代の

ボルボを象徴するLEDヘッドライト。先進技術
のフル・アクティブ・ハイビームも備えています。
ドアを開けるたびにあなたを出迎えるのは、
Inscription専用スカッフプレートのイルミネー
ションです。贅沢さをテーマにしたキャビンには、
技巧を凝らした上質な素材がちりばめられ、
高価な調度品が並べられたラウンジのような
雰囲気を漂わせています。彫刻を思わせる造形
のパーフォレーテッド・ファインナッパレザー・
コンフォートシートは、各部のアジャスト機構を
電動式としました。ベンチレーション機能や
マッサージ機能も内蔵しています。ほかにも、
専用のリニアウォールナットウッド・パネルと
フロアマット、そして先進のインテリアイルミ
ネーションが、Inscriptionならではの空間を

演出します。室内に開放感と明るい光を取り
込むチルトアップ機構付電動パノラマ・ガラス・
サンルーフは、T8 Twin Engine AWDに
標準装備され、T6 AWDではオプションです。
Inscriptionに標準装備されるヘッドアップ・
ディスプレイは、ウインドスクリーンの低い位置
にグラフィックと文字情報を投影し、表示は半
透明なので、ドライバーの視界を妨げることも
ありません。12.3インチ・デジタル液晶ドライ
バー・ディスプレイを見つめ、フロントシート
間のコンソールに設置されたドライブモード・
セッティングに触れるうちに、XC90を指揮して
いる感覚が高まっていくに違いありません。

1. 象徴的なLEDヘッドライトは独特の表情を作り、夜間でも良好な視界を確保します。 2.  Inscription専用フロントグリルはエレガントなクローム仕上げ。 3.  インテグレーテッド・デュアル
テールパイプとInscription専用クローム・トリムが、優雅で力強い印象を与えます。 4.  細部までこだわったT6 AWD Inscriptionの20インチアルミホイール。 5.  12.3インチ・デジタル
液晶ドライバー・ディスプレイは4モードが選べます。 6.  柔らかなダイヤ目のローレットを施したドライブモード・セッティングと、リニアウォールナットウッド・パネル。 7.  ドア下部のクローム・
トリムには、「Inscription」のロゴタイプを入れました。 8.  リモコンキーにはシートカラーと同じカラーの、チャコール、ブロンド、またはアンバーのレザーを使用。

掲載している装備・機能（標準装備、メーカーオプション、アクセサリー）は、モデルによって異なります。
詳しくは、Specifications & Price Listをご覧いただくか、ボルボ・ディーラーにお問い合わせください。
● 写真は海外仕様であり日本仕様とは一部異なります。（メーカーオプション/アクセサリー装着車）



XC90 Inscriptionのキャビンは、最上級の
贅沢であなたをお迎えします。どこに目を向け
ても、上質な素材とクラフトマンシップにあふれ
ています。人間工学的にデザインされ、パーフォ
レーテッド・ファインナッパレザーで包まれた
コンフォートシートは、きっとあなたの感性を
刺激するでしょう。あなたの身体を配慮して、
フロントシートにはベンチレーション機能や
マッサージ機能も持たせました。豊富に取り
揃えられたインテリアのカラーと素材、そして
デコレーションパネルを組み合わせれば、
手軽にあなたらしさを加えられます。

UPHOLSTERIES   
パーフォレーテッド・ファインナッパレザー（Inscription標準装備） 1. シートカラー：チャコール、インテリアカラー：チャコール （RC00）  2.シートカラー：アンバー、インテリアカラー

：チャコール （RC20）  3. シートカラー：ブロンド、インテリアカラー：チャコール/ブロンド （UC00）  4. シートカラー：ブロンド、インテリアカラー：チャコール/ブロンド （WC00）  
リモコンキー  5. チャコール レザー、ブロンド レザー、アンバー レザー
INLAY  6. リニアウォールナットウッド（Inscription標準装備）  7. ダークフレームバーチウッド（オプション）

1

RC00

2

RC20

3

5 6

UC00

4

WC00

● インテリアカラーについて、「/」の前は上部色、後ろは下部色およびピラー色になります。● 本革シートは、座面および背もたれ表面部が本革となります。それ以外の部分については他の素材が使用されています。●シートの内張りはすべて難燃性の
安全基準を満たしています。●シート素材/カラー、ボディカラーは印刷・撮影条件により、実際のものとは異なって見える場合があります。● 写真は海外仕様であり日本仕様とは一部異なります。（メーカーオプション/アクセサリー装着車）● 掲載装備・
機能の設定（標準装備、メーカーオプション、アクセサリー）は、モデルによって異なります。詳しくは、Specifications & Price Listをご覧いただくか、ボルボ・ディーラーにお問い合わせください。

パーフォレーテッド・ファインナッパレザー

7
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XC90 Inscriptionのエクステリアは、伝統的なスカンジナビアン・デザインによって
宝飾品を思わせる仕上がりです。色とりどりのボディカラーを並べたパレットは、あなたの
スタイルと好みをそのまま反映したXC90 Inscriptionを描き出してくれるはずです。
アルミホイールは、特徴的なダイヤモンドカットを採用した20インチと21インチを
ご用意しました。エクステリアのデザインとの調和により、気品漂うモダンエレガンスを
演出します。

アイスホワイト（614） クリスタルホワイトパール（707）

エレクトリックシルバーメタリック（477）

マジックブルーメタリック（467） オスミウムグレーメタリック（714）

オニキスブラックメタリック（717）サヴィルグレーメタリック（492）

ブライトシルバーメタリック（711）

トワイライトブロンズメタリック（700） ルミナスサンドメタリック（719）

詳しくはvolvocars.jpをご覧ください。

5 ダブルスポーク  9.0J×20インチ
ダイヤモンドカット/テックマットブラック

アクセサリー

8 スポーク  9.0J×21インチ
ダイヤモンドカット/シルバー

T8 Twin Engine AWD Inscription標準装備

10 スポーク  9.0J×20インチ
ダイヤモンドカット/シルバー

T6 AWD Inscription標準装備

掲載している装備・機能（標準装備、メーカーオプション、アクセサリー）は、モデルによって異なります。
詳しくは、Specifications & Price Listをご覧いただくか、ボルボ・ディーラーにお問い合わせください。 ● ボディカラーは印刷・撮影条件により、実際のものとは異なって見える場合があります。



XC90 T8 Twin Engine AWD Excellence
Inscriptionの装備に以下が加わります：
エクステリア：
アルミニウム仕上げB/Cピラー | Excellence専用クロームトリム（ドア下部） | Excellenceエンブレム（テールゲート） | 専用低騒音タイヤ（ピレリ・ノイズ・キャンセリング・システム）

インテリア：
Excellenceロゴ入りリモコンキー | Nubuck*ルーフライニング（A/B/Cピラー含む） | レザー・サンバイザー | レザー・ルーフグリップハンドル | Excellenceロゴ入りヘッドレスト | 左右独立（リア）
シート | コンフォート・リアヘッドレスト | リア・フットレスト | レザー・フロントシートバック | （後席）助手席シート調整機能 | リア・（タッチスクリーン式）コントロールディスプレイ | リア・トンネル
コンソール | ストレージボックス付リアアームレスト | リアアームレスト内：2USBポート（外部入力端子）、12V パワーアウトレット | スリムストレージポケット（リア・トンネルコンソール両サイド） | 
リア・保温/保冷機能付カップ/ボトルホルダー（1カップ/ボトル） | Orrefors® 社製専用クリスタル・シャンパングラス/カップホルダー（2グラス/カップ） | 格納式テーブル（後席左右） | 
クーリングボックス | エクストラ・サウンドインシュレーション（防音対策） | リア・パーテーション | イオン・エアクリーナー | エクストラ・リア・ミッドレンジスピーカー

THE BEST OF EVERYTHING
ボルボXC90 Excellenceには、核となる
独自のコンセプトがあります。それは、高く評価
されているXC90が備えるすべての美点を、
最新のファーストクラスの客室が提供する
贅沢さで極めるというものです。最高のスカンジ
ナビアン・デザインと職人技を注ぎ込み、豪華に
設えられたこの4シーターSUVが、贅沢かつ、
これまでにはなかった新しい風景をご覧に
入れます。インテリアは、あなたと大切なゲスト
が静寂に包まれた快適な隠れ家の雰囲気を
楽しめるように、細心の注意を払って仕立て
ました。現代的なスタイルやラグジュアリー、
その精神を目に見える形にしたのが、XC90 
Excellenceの4席が独立したファインナッパ
レザーのシートです。一脚ごとに最も快適な位
置や角度へと電動で調整することができ、
ヒーターやベンチレーションも個々に備えて
います。5つのプログラムと3段階のスピードから
選択できるマッサージ機能、電動クッション・

エクステンション、たっぷりと幅広いリアシートの
ヘッドレスト、そして広大な足もと空間。そこでの
体験は、まるでスパでくつろいでいるような感
覚です。後部座席のトンネルコンソールには、
XC90 Excellenceのためにスウェーデンが
誇るOrrefors®の職人が手作りしたクリスタル・
シャンパングラスを、ペアで収めることができ
ます。また、いつでも冷たい飲み物でリフレッシュ
できるように、リアシート間の手の届きやすい
場所にクーリングボックスを設置しています。
耳を楽しませるのは、Bowers&Wilkinsプレミ
アムサウンド・オーディオシステムです。クリアで
微妙なニュアンスまで再現する、ハイエンドの
サラウンドサウンドで、お気に入りの音楽を
お楽しみください。低騒音タイヤ、分厚い遮音材、
サイドウインドーの2層合わせガラス、そして
キャビンとラゲッジルームを分離するリア・
パーテーションが、車外から侵入する騒音を
最小限に抑えます。

5つのドライブモードを選べる先進のエアサス
ペンション（標準装備）は、路面を問わず申し
分のない、快適な乗り心地です。最新鋭の
4ゾーン・フルオートマチック・エアコンディショナー
とイオン・エアクリーナーは、外気がクリーンとは
いえないエリアを走っているときにも、爽快で
新鮮な空気で室内を満たします。チルトアップ
機構付電動パノラマ・ガラス・サンルーフは、
キャビンに光と開放感を届けます。ほかにも、
厚手のカーペット、レザー・ルーフグリップハン
ドル、サンバイザー、そしてダッシュボードなど、
リニアウォールナットウッド・パネルと同様に、
室内全体に豊かなラグジュアリーをもらたす
数々の装備を、あなたの目でお確かめください。
XC90 Excellenceは、あなたの五感を心から
おもてなしします。ほかにはない、スウェーデン
ならでは贅沢をご堪能ください。

1. アルミニウム仕上げピラーが、XC90 Excellenceのステータスを密かに主張します。  2. 豪華なプライベートジェットのキャビンを彷彿とさせるレザー張りのトレーを、左右ぞれぞれの席に
設置しました。折りたたみ式なので、不要なときはすぐに収納できます。  3. 後部座席のトンネルコンソールには、特別にデザインされたOrrefors®のクリスタルグラス2つを収めることが
できます。カップホルダーもクリスタル製で、照明が付いています。  4. Excellence専用の菱形パターンが描かれたパーフォレーテッド・ファインナッパレザーを使用。  5. 4座席が独立したシート。  
6. クーリングボックスには750mℓのボトル2本が収納可能。その上には、Bowers&Wilkinsのミッドレンジスピーカーが追加されています。
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詳しくは、XC90 Excellence専用カタログをご覧ください。

*Nubuck：バックスキン仕上げの人工皮革

● 写真は海外仕様であり日本仕様とは一部異なります。（メーカーオプション/アクセサリー装着車）



Sophisticated styling  
for your urban luxury.

Go anywhere in  
rugged luxury.

エ レ ガ ントな 姿 は そ れ に ふ さ わしい 
アクセサリーによってさらに輝くことを、
ファッションデザイナーはよく知ってい 
ます。クルマも同じです。洗練された上品な
イメージをご 希望ですか？ それとも、
屈強でたくましいスタイリングがお好み
ですか？ ボルボの 2 種類のスタイリング
キットは、XC90の外観をお好みに合わせ
て変貌させることができます。

アーバンラグジュアリーは、ステンレスの質感
を効果的に取り入れ、XC90に贅沢な輝きを
加えるスタイリングキットです。フロントでは、
クロームとメッシュを大胆に組み合わせた
デコフレーム、ステンレス製スキッドプレート、
ディテールにメッシュを配したロアスポイラーが、
より一層の高級感を演出します。また、ホイール
アーチエクステンションとドアパネル下側の
トリム、さらに、流麗なサイド・スカッフプレートが

ラグジュアリーな印象とSUVらしさを際立たせ
ます。リアは、バンパーにステンレス製スキッ
ドプレートとロアスポイラーを装着し、メッシュ
のアクセントを加えることによって、テールエン
ドに躍動感のある印象を与えます。格調高く
パワフルな走りを主張するエクステリアを
完成させる左右のエンドパイプも、スタイリ
ングキットに含まれています。

ラギッドラグジュアリーは、行き先を選ばぬ
タフな行動力を予感させるマットブラックを、
アクセントカラーとして取り入れています。
どんなチャレンジにも立ち向かうイメージを
演出できるスタイリングキットです。
活動的で剛健なXC90を、全身で表現しま
しょう。表面をクローム仕上げとして開口部に
メッシュを組み込んだフロントデコフレームが、
力強くアクティブな印象を与えます。フロント

バンパーには、高級感溢れるステンレス製
スキッドプレートとロアスポイラーを装着。
開口部のメッシュがスポーティな雰囲気を
与え、自信に満ちた雰囲気を演出しています。
ボディサイドには、マットブラックのフェンダー
エクステンションとドアトリムをあしらい、タフな
イメージに。サイド・スカッフプレートの代わりに
ランニングボードを装着すれば、その印象をさら
に強めることができます。また、ライトスリップが

足もとをほのかに照らすので、暗闇で乗降する
際にも安心です。リアバンパーに華やかさを
添えるステンレス製スキッドプレートは、マット
ブラックのロアスポイラーやメッシュアクセントと
美しく調和して、より一層のたくましさを感じ
させます。さらに、インテグレーテッド・デュアル
テールパイプが、力強さを加えています。

EXPRESS YOURSELF | 71VOLVO XC90

●  写真は海外仕様であり日本仕様とは一部異なります。（メーカーオプション/アクセサリー装着車） 
詳細は、アクセサリーカタログをご覧いただくか、ボルボ・ディーラーにお問い合わせください。
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1. ルーフレールに簡単に固定できる、装着性に優れたアルミ製ウイングタイプのロードキャリアです。  2. ボルボ専用にデザインされたスタイリッシュなルーフボックスはルーフトップに
ベストフィット。内部に照明とストレージネットが設置されています。  3. 6 ダブルスポーク 9.0J×22（ダイヤモンドカット/テックマットブラック）  4. 10 スポーク タービン  9.0J×21

（ポリッシュド）  5. 新たにデビューするチャイルドシート（後ろ向き）。ボルボは少なくとも3 歳から4 歳まで、万が一の際に効果的にお子様を保護することができる後ろ向きでの着座を
推奨しています。

Create an XC90  
that’s perfect for your life.

豊富に用意されたアクセサリーを利用すれば、
あなたのライフスタイルにぴったりのXC90を
作り上げることができます。後部座席での
エンターテイメントをお望みなら、iPad®ホルダー
はいかがでしょうか。リアシートにゆったりと
身を委ね、映画や音楽に夢中になったり、ウェブ

サイトをブラウジングしたり、SNSをチェックしたり。
さらに、ゲームアプリで遊ぶなど、楽しみ方は
さまざまです。充電用のポートを2つ備えている
ので、iPad®とiPhone®の両方を同時に充電
することが可能です。XC90のインテリアトリム
は交換が可能。アクセサリーで厳選された

ウッド素材がお好みのあなたには、リニアウォール
ナットウッド、またはダークフレームバーチウッドが
ケースとして選べるキーフォブシェルをお勧め
します。それは、あなたのポケットに収まる、小さな
スカンジナビアン・デザインの芸術品です。

6. iPad®ホルダーは、後部座席の乗員が快適な旅を過ごすために、前席のヘッドレストに装着して、アプリやインターネットをiPad®でお楽しみいただけます。  7. ダッシュボードとドアパネルに
装備してインテリアをよりモダンに演出するスタイリングアクセサリーです。高級感あふれるインテリアを一層引き立てるインテリアパネルを4種類ご用意しています。  8. スチールガードネットは、
衝突時に荷物が前方の座席側へ飛び込むのを防止します。ラゲッジセパレーターはカーゴスペースを仕切り、ドッグゲートは犬の居場所を確保して、飛び出しを防止します。ロードライナーは、
荷物や犬を運ぶ際にラゲッジルームを防護します。  9. 交換可能なキーケース「キーフォブシェル」は、XC90のインテリアを作り上げた職人技が光るアクセサリーです。

3
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リニアウォールナットウッド クロスブラッシュドアルミニウム

ダークフレームバーチウッド メタルメッシュアルミニウム

リニアウォール 
ナットウッド

ダークフレーム 
バーチウッド

ホワイトレザー カーボンファイバー
（R-Design専用）

98
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● 写真は海外仕様であり日本仕様とは一部異なります。（メーカーオプション/アクセサリー装着車）
● 詳細は、専用カタログをご覧いただくか、ボルボ・ディーラーにお問い合わせください。



THE VOLVO EXPERIENCE

The simplest way to own a car.
あなたが快適なカーライフをお過ごしになる
こと、つまり、カーライフにまつわるすべての
ことが、あなたの期待以上に、より容易に、より
早く、そしてよりよく叶えられることは、私たちに
とっても大きな喜びです。ボルボをご購入いた
だくときも、ファイナンス、保険、メンテナンス、
タイヤ交換といった、わずらわしさを感じてしまう
ようなすべてを、私たちはごくスムーズに提供
します。「あなたにとって、面倒なことが一切

ない、素敵なオーナーシップを経験いただく
ために」。それが、ボルボ・ディーラーがいつも
あなたのそばで、総合的なサービスをご用意し
ている理由です。しかし、これはまだはじまりに
すぎません。革新に向けた私たちのユニークな
スウェーデン流のアプローチを通して、あなたの
カーライフをよりシンプルにする新しいサービス
を次 と々打ち出していきます。たとえば、クルマ
の中であってもボタン操作だけでサービスの

予約が完了する、コネクティッド・サービス予約。
またはレース場のピットクルーのようなチーム
ワークで行われる作業スタイル「ボルボ・パー
ソナル・サービス」。今後、世界のワークショップ
で順次導入されていきます。それにより、あなた
のアフターサービスの待ち時間をより短く、
そして便利にします。将来、あなたのカーライフは
より便利でシンプルなものとなるのです。

MY VOLVO
My Volvoは、あなたのボルボ・オーナーシップを
より便利で価値あるものにするためにデザイン
されたパーソナルなウェブサイトです。
・お客様のボルボに関する情報
・ボルボより最新の情報をお知らせ
・ボルボ・ディーラーとのコンタクト
・オンラインサービス予約
・ドライブとカーケアに役立つ情報
・ ボルボやスウェーデンのライフスタイルに 

関する記事や動画
・ オーナー様だけのエクスクルーシブで 

お得な情報

コネクティッド・サービス予約
お客様が点検時期をうっかり忘れてしまっても、
お客様のボルボがしっかりと覚えています。
SENSUSは、サービスの必要な時期をお知
らせし、お客様にサービス予約を促します。
ボルボ・ディーラーに入庫される際には、担当
のディーラーまでの道順を、ナビゲーションが
ご案内します。SENSUSは、お客様のボルボ
車が必要とするサービス内容を、サービススタッフ
に伝えます。その情報を基に、私共は適切で、
正しいメンテナンスを実行することができるの
です。SENSUSに代わり、お客様ご自身で
サービス予約の管理をしていただくことも可能
です。サービスのご予約は、SENSUS、My 
Volvoのどちらからも行うことができます。

オーナーシップ・プログラム
・ボルボ・ワランティ 
  （新車登録より３年間の一般保証）
・ボルボ・サービス・パスポート90
・ ボルボ・プレミアム・ロードサイド・ 

アシスタンス・サービス
・ボルボ新車延長保証
・ボルボ・サービス・パスポート・プラス
・ボルボ自動車保険プラン
・ファイナンス・プログラム 
・リース・プログラム 
・My Volvo ウェブサイト
・オーナー様専用電子マガジン「DAY」

サービス&メンテナンス
・ボルボ・サービス・プロミス
・ 車検・点検入庫時にソフトウェアを最新

バージョンに無償でアップデート
・パーソナル・サービス・テクニシャン
・ボルボ・タイヤホテル

詳しくはvolvocars.jpをご覧ください。
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