Cross Country

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。直感的に操作でき、車外との容易な
アクセスを実現するSENSUSが、車内での快適な時間をもたらします。
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、
あなたのボルボを走らせて
いきます。また、私たちは「2020 年までに、新しいボルボ車での交通
事故による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、
さらなる安全技術の開発に取り組んでいます。
そのために私たちは、IntelliSafe（インテリセーフ）をボルボ全車に
標準装備しました。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する、革新的な安全
技術です。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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ボルボが伝統としているエステートの多用途性に、道を選ばない走破
性を組み合わせた Cross Country。探していた何かや望んでいた
体験を追い求め、行ってみたかった場所へと向かう冒険旅行へ、Cross
Countryがお誘いします。目的地までの道のりを安全かつ快適に、
しかも思いのままに走らせていけるクルマが Cross Countryです。
Cross Countryがデビューしてからおよそ20 年。その間、私たちは
絶え間なくその資質を磨き上げ、最新の V90 Cross Countryを完成
させました。新世代のボルボ・エステートならではの気品と洗練、そして
整然とした扱いやすさを、乗るたびに感じていただける一台です。
美しいスカンジナビアン・デザインと最高のクラフトマンシップを、高い
オールロード性能とともにお届けするV90 Cross Countryが、あなた
をお望みの場所までお連れします。
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“No matter what’s going on outside,
the V90 Cross Country is a sanctuary inside.”

GO FURTHER
Your sophisticated adventure awaits.
V90 Cross Countryは本物のオールロードモデルとして設計されま
した。ですから、
いつでも思い立ったその日にお出かけください。天候や
路面の状況が厳しくなるほど、
その頼もしさを実感できるはずです。
優雅に洗練された V90 Cross Country の本 領は、幅 広い用 途に
応えられる対応力と、どこにでも踏み込んでいける行動力にあります。
クリーンで張りのあるラインとたくましいディテールは、このクルマが
秘めた潜在能力の表れといえるでしょう。それはすなわち、ボルボの
エステートが生まれ持った高い実用性です。
V90 Cross Country に詰め込まれた革新的なテクノロジーは、ある
ひとつの目的に向かって開発されています。それは、あなたの人生を
よりよいものにすること。そしてそのテクノロジーは、あるひとつの原則
に基づいていなければなりません。
それは、扱いやすくなければならない
ということ。たとえばシャシーは、洗練されていながら普通のクルマなら
立ち往生してしまうような路面状況にも対応し、乗り越えていけるよう
に仕立てられています。
そして、
車外がどんなに厳しい状況だったとしても、
V90 Cross Country
の車内は別世界です。広々としていて光に満ちあふれたインテリアは、
上質な素材を用い、スウェーデン流のクラフトマンシップによって丁寧
かつ慎重に仕上げました。リラックスして落ち着けるキャビンで、V90
Cross Countryの走りをお楽しみください。あなたの行動範囲を大きく
広げ、人生をより豊かにするテクノロジーが、あらゆる状況を心躍る
冒険に変えてしまいます。

T6 AWD Summum
オスミウムグレーメタリック
（714）

●

写真は海外仕様であり、
日本仕様とは一部異なります。日本仕様は右ハンドルとなります。
（メーカーオプション/アクセサリー装着車）
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強さを形に。Cross Countryならではのたくましさを、ボルボの新しい

造形に溶け込んだ一体感のあるデザインとし、品のあるたくましさを

デザインランゲージによる優雅さで包み込みました。タフで実用的な、

表現しました。大胆なショルダーライン、
強く傾斜したリアウインドー、
そして

それでいて気品あるエクステリアです。

スリムな縦型 LEDテールライトは、伝統を受け継ぎながらも現代的な、

大径アルミホイールとリフトアップした地上高が、路面を選ばない信頼

ボルボならではのスタイリング要素です。

感の源です。ボディを保護する前後のスキッドプレートはバンパーの

T6 AWD Summum
オスミウムグレーメタリック
（714）
20インチ 10スポーク アルミホイール ダイヤモンドカット/ブラック

●

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）
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T6 AWD Summum
シート：パーフォレーテッド・ファインナッパレザー
（アンバー）
インテリアカラー：チャコール
（RC20）| ブラックウォールナット・ウッド・パネル

DESIGNED FOR CONTROL
Precision and accuracy at every touch.
彫刻を思わせる造形のシートに身体を預けたその瞬間から、すべてを
思いのままに操 作できます。V90 Cross Country の快 適なドライ
バーズシートから目に映る、
ドライバー側に向けられた9インチのタッチ
スクリーン式センターディスプレイが、まるでコックピットにいるような
感覚をもたらします。美しいマテリアルと先進のテクノロジーがキャビン
で一体となり、この格調高く機能性に満ちた空間を作り出している
のです。V90 Cross Country 専用のブラックウォールナット・ウッド・
パネルは、ボルボに使用される素材に対する私たちの考え方を象徴
しているといえるでしょう。すなわち、現代的であり、主張が強すぎず、
触感に優れた素材です。いたるところから伝わる精緻な印象は、卓越
した職人技によるもの。たとえばエアベントも、
そんなディテールのひとつ
です。縦にレイアウトされたルーバーのメタル仕上げや、コントロール
ノブに施された特徴的なダイヤモンドパターンは、見た目の美しさだけ
でなく、機能性も考慮に入れて選ばれました。ひとつひとつに熟練の
技術が注ぎ込まれ、V90 Cross Country のキャビンに存在するもの
はすべてが精密に作動します。
あなたが走らせている間、そのあらゆる場面で思いどおりに操作できる
クルマ。それが V90 Cross Countryなのです。

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。

●

写真、
イラストはイメージです。写真は海外仕様であり、
日本仕様とは一部異なります。日本仕様は右ハンドルとなります。
（メーカーオプション/アクセサリー装着車）
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LIGHT. SPACE . LUXURY.
どの席に座っても、そこにはファーストクラスの快適性が約束されて

機構付電動パノラマ・ガラス・サンルーフ（全車にオプション設定）は、

います。あなた専用のプライベートラウンジにふさわしい、快適で贅沢

閉めているときには濃色ガラスによって不快な眩しさを抑え、開け放

な空間を構築するために、V90 Cross Country には最新のテクノ

てばキャビンをさらに爽快感あふれる空間へと一変させます。ガラス・サ

ロジーと卓越したクラフトマンシップが注ぎ込まれています。

ンルーフはリモコンキーの操作で閉じることもできます。

その体験は、
まずシートに触れるところから始まります。人の身体に沿う

夜には温かみのあるインテリアイルミネーションがキャビンを照らし、

ように形作られたフロントシートは、
しっかりとしたサポートときめ細かな

あなたをお迎えします。バックライトを備えたドアハンドルや、イルミネー

調整機能を備えていますので、誰もが理想的な着座姿勢を見つけら

ション機能付スカッフプレートなど、特別な雰囲気を高めるさまざまな

れるはずです。そしてSummumでは、標準装備されるベンチレーション

アンビエントライトを設えました。

機能やマッサージ機能が心地よく緊張を解きほぐします。

CleanZone – エア・クオリティ・システムは、あなたの健康に配慮し、

後席は、足もと空間を最大限に確保できるようにフロントシートのバック

車内の空気をできる限りクリーンに保つ技術です。外気の状態をモニ

レスト形状に配慮し、リアシート自体もゆったりと身体を預けてくつろ

ターし、必要に応じて外気導入口を閉じることで汚染物質の侵入を

げるデザインとしました。
また、4ゾーン・フルオートマチック・エアコンディ

遮断しながら、ほこりや花粉、臭気などの微粒子をフィルターで除去し

ショナーに加え、格納式のリアドアウインドー・サンブラインドと左右個

ます。ご希望の温度に設定するだけで自動的に作動するので、特別な

別に設定できるリアシートヒーターも用意
（ともにSummumに標準装備、

操作は不要です。

Momentumにオプション設定）
。贅沢なひとときをお過ごしいただけます。

テクノロジーを使いやすさに結びつけた V90 Cross Countryが、

日差しがたっぷりと降り注ぐ明るいキャビンを演出するチルトアップ

快適なドライブをお届けします。

左右リアシートの座面を持ち上げて、お子様が正しい
位置にシートベルトを着用できるようにする内蔵式の
インテグレーテッド・チャイルド・クッションをオプションで
ご用意しています。

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。

●

キャビンを彩るすべてのものに、機能を形にした美しさ
が備わっています。
ドアハンドルはバックライトに照らし
出されるので、暗がりでも迷わずに操作できます。

先進のテクノロジーを、ブラックウォールナット・ウッド
やレザーなど美しい自然素材で包み込みました。V90
Cross Country のインテリアに漂う、独特で現代的
な雰囲気を作り出しています。

写真、
イラストはイメージです。写真は海外仕様であり、
日本仕様とは一部異なります。日本仕様は右ハンドルとなります。
（メーカーオプション/アクセサリー装着車）
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“The clever design and versatile interior
layout make every day easier.”

READY FOR EVERY ADVENTURE
A car that fits your life – all of it.
V90 Cross Country に乗り込んだら、冒険旅行の始まりです。路面
を問わない走破性と、生まれ持った幅広い用途への対応力が、あなた
の行動範囲をさらに押し広げます。
インテリアのレイアウトは、扱いやすさを考慮してデザインしました。たと
えばラゲッジスペースの形状は、真四角ではない荷物でも収まりよく
積み込める工夫を随所に凝らしています。また、左右が独立したリア
シートのバックレストをスイッチひとつで前に倒せば、完全にフラットで
奥行きある空間が出現。車内にいても操作できるので、わざわざクルマ
から降りてテールゲートを開ける必要はありません。スルーローディング
ハッチを利用すれば、
リアシートのバックレストを倒さなくてもスキーなど
の長さのある荷物を収容できます。
テールゲートは電動開閉式としました。ハンズフリー機能も搭載して
いるので、両手に持った荷物を地面に下ろす必要はありません。リア
バンパーの下で足を動かすことで、
テールゲートが自動的に開閉します。
あなたのV90 Cross Countryをさらに使いやすくするラゲッジスペース
用アクセサリーも、豊富に取り揃えました。たとえばラゲッジスペースを
2 分割するセパレーターを利用すれば、2 匹のペットを、あるいはペット
と荷 物を別々に収 容 可 能。スチール製のガードネットは、ラゲッジ
スペースとキャビンを安全に隔てます。さまざまな要望に応じる数多く
のアクセサリーから、
お好みに合わせてお選びください。

T6 AWD Summum
オスミウムグレーメタリック
（714）
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T6 AWD Summum
オスミウムグレーメタリック
（714）
20インチ 10スポーク アルミホイール ダイヤモンドカット/ブラック

ALL-ROAD CAPABILITY
OPENS UP YOUR WORLD.
V90 Cross Country は、普通のクルマではたどり着けない場所に
踏み入れるためのテクノロジーを搭載した、本物のオールローダー
です。
したがって、
クルマの能力不足があなたの冒険の妨げになること
はありません。
いかに路面や天候が悪くても、V90 Cross Country はその足を止め
たりはしません。困難な状況に立ち向かう力を与えてくれるのは、自動
的に最適な駆動力を各ホイールへと最大限に配分する、ボルボの
洗練された第 5 世代 AWDシステムです。たっぷりとした地上高と大径
ホイールの組み合わせもまた、あなたの行動範囲をさらに広げる能力の
ひとつ。険しい下り坂ではヒル・ディセント・コントロールが適 切な
ブレーキ操作を行い、速度と横滑りを抑えるので、進路を乱される
心配は無用です。
オフロードに踏み入れるときには、
ドライブモード・セッティングで「Offroad」モードを選択しましょう。V90 Cross Country の走りはさらに
頼もしさを増します。濡れた草原やぬかるみ、砂利敷きの未舗装路
など、
まっすぐに走りにくい路面でも、
エンジンの出力を適正に伝達でき
るようにドライブトレーンを制御し、低速走行時の扱いやすさを高める
モードです。不整路では、行く手に待つ起伏や溝を巧みに吸収する、
電子制御式リア・エアサスペンションを備えた FOUR-C アクティブ
パフォーマンスシャシー（全車にオプション設定）が真価を発揮します。
路面の状態が刻々と変化し、天候も悪化していくような状況に遭遇
しても、目的地をあきらめる必要はありません。V90 Cross Country
にお任せください。

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。

●

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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“Sensus connects you with your
Volvo and the rest of the world.”

Informed, in control and
always up to date.
車内で快適な時間をお過ごしいただくために用意された各種エン
ターテイメント機能やナビゲーションなど、さまざまな機能の中核と
なるのが SENSUS（センサス）です。エンターテイメントコンテンツや
各種機能の操作は、
すべてSENSUS に集約されています。
直感的で扱いやすい操作系は、
SENSUS 最大の特徴といえるでしょう。
物理的なボタンに代わり、大きくて操作しやすいアイコンを画面上に
表示するために9インチの大型タッチスクリーン式センターディスプレイが
採用されました。くっきりとした判別しやすいグラフィックで表示される
ので、各種情報がひと目で理解できます。
ドライブ中にも路上から注意を
そらさずに、すべてを操作できる運転環境。それが私たちの理想です。
ヘッドアップ・ディスプレイを装着したSummumなら、道から目を離す
ことなく、
さまざまな情報を確認できるようになります。
さらに、お手持ちの通信デバイスを経由してインターネットに接続する
SENSUS CONNECT ※の操作や、接続したモバイル機器に収録
されているお好みの楽曲の再生も、
自在に行えます。
ボルボに乗って過ごす時間を有意義に活用できるように、SENSUSが
あなたのドライブをサポートします。
※ 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。
®
＊ Bluetooth の商標は、Bluetooth SIG, Inc.が有しています。
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“Turn the centre display into an extension of
your smartphone using our Smartphone Integration.”

CONNECTING YOU WITH
A WORLD OF ENTERTAINMENT.
すべてのシートで、音楽をもっと身近に。SENSUS CONNECTが

もちろん、USB ポートに接続中は充電も行われます。

あれば、インターネットのストリーミングを含むさまざまなメディアから、

Wi-Fi やテザリングを利用してインターネットに接続すれば、エンター

お気に入りの曲をいつでも楽しめます。

テイメントコンテンツの選択肢は大きく広がります。スマートフォンや

SENSUS の操作は、9インチのタッチスクリーン式センターディス

ポータブルミュージックプレーヤーに収められたコンテンツにとどまらず、

プレイに集約されています。指先で画面に軽く触れるだけで反応し、

音楽配信サービス Spotify ® などのメディアアプリやインターネット

手袋を着用したままでも操作できます。

ラジオ、そのほかのオンデマンドサービスを活用して、新しい音楽を見つ

お手持ちのモバイル機器とも、手早く簡単に接続できます。iPhone®

け出してください。全モデルに標準装備されるハイパフォーマンス・

（5 以降）や Android（5.0 以降）スマートフォンなら、USB ポートを

オーディオシステムが、
ジャンルを問わず高音質で再生します。さらに

経由してセンターディスプレイからの操作も可能。Apple CarPlay™や

ハイレベルなサウンドをお望みの方には、19スピーカー、1400W の

Android Auto™に対応しているので、スマートフォンに収録されている

最大出力を誇るBowers & Wilkinsプレミアムサウンド・オーディオ

音楽の再生やハンズフリー通話、
メッセージの送信も思いのままです。

システムをオプションでご用意しています。

あなたがどのシートに座っていても、
Bowers & Wilkinsプレミアムサウンド・オーディオ

最上のサウンドをお届けします。加えて、
サウンドに命を吹き込み、
すぐ近くで演奏

エレガントなキャビンの中央には、9インチのタッチスクリーン式センターディスプレイ

システムが最高水準のサウンドをお届けします。あなたのお気に入りの音楽をあくま

されているかのような臨場感を生み出す、3つの音響空間を再現するオーディオ

を配置しました。縦型画面は表示範囲が広いため、
スクロールさせる必要はほとんど

艶のあるブラックに仕上げた画面には、映り込みを抑える特殊コートを施しました。
何も表示させていなくても美しく、使用時には鮮やかな表示が得られるこの処理も、

でもクリアに、
そしてリアルに再現するための革新的技術を、Bowers & Wilkinsの

モードを用意しました。イェーテボリ・コンサートホールの音響を再現するコンサート

ありません。地図を表示させるには最適な配置といえるでしょう。
また、最新のスマート

ひとつの先進技術なのです。

エンジニアと共同開発しました。豊かで厚みのある低音を送り出すユニークなエア

ホールモード、演奏者の意図どおりのサウンドを再生するスタジオモード、
そして

フォンの画面と同形状なので、
すぐに慣れて直感的に操作できるはずです。

ベンチレーテッドサブウーファーを含む19個のスピーカーにより、
すべてのシートで

お好みに応じて臨場感を調整できるカスタマイズモードが選択できます。

Apple CarPlay™はApple Inc.の登録商標です。
AndroidはGoogle Inc.の登録商標です。
Bowers & WilkinsはB&W Group Ltd.の商標です。

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。

●

写真、
イラストはイメージです。
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GET TO YOUR DESTINATION
EVERY TIME , WITH EASE .
SENSUS NAVIGATIONなら、簡単に目的地を探し出せます。目的

ヘッドアップ・ディスプレイがあれば、道路に視線を向けたままでも重要

地までのガイドもお任せください。直感的に操作できる洗練されたナビ

な情報を確認できます（Summum に標準装備）
。

ゲーションシステムが、目的地までのルートを素早く見つけ出し、わかり

目的地まで道に迷わずに到着できるように、SENSUS には高精細

やすくご案内します。

ディスプレイを採用しており、地図画像も鮮明です。さらに、V90 Cross

必要な情報は、
目の前に設置された12.3インチのデジタル液晶ドライ

Country にお乗りいただいている間、無償で年 2 回、地図を最新版に

バー・ディスプレイ（4モード選択式）にすべて表示されます。ルートを

更新できるマップケアが利用できます。

案内する高解像度のガイドマップやルート情報は、自動的に適切な

さまざまな地点を簡単に見つけられる検索機能も充実しており、駐

サイズに切り替わるので把握しやすく、
さらに輝度も自動で調整される

車場やガソリンスタンドなど、ご希望の施設を瞬時に探し出すことが

ので眩しさを感じさせません。また、車速やナビゲーションの進行方向

できます。

などドライブに役立つ情報を、視界を遮らないウインドスクリーンの

常に先回りしてあなたをサポートするSENSUSで、
V90 Cross Country

低い位置に、まるでクルマの前方に浮かんでいるかのように投影する

でのドライブを心ゆくまでお楽しみください。

ボイスコントロール

タッチスクリーン式センターディスプレイ
（9インチ）

SENSUSの操作は話しかけるだけで簡単に行えます。特殊な言い回しをする必要は

タッチスクリーン式センターディスプレイは、地図の閲覧やナビゲーションが表示する

ありません。人と会話するように、
普段どおりに話しかけてください。ボイスコントロールは
エアコンディショナーやナビゲーション、
各種インフォテイメント、
SENSUSに接続した
スマートフォンの操作にも対応しています。

ルートの先読みに最適な、縦型の画面配置としました。
まるで地図帳を開いている
ように見やすく、最小限のスクロールで進行方向の情報を読み取ることができます。
明確に進行方向を表示する大きな画面は、理想的な案内役といえるでしょう。

●

写真、
イラストはイメージです。写真は海外仕様であり、
日本仕様とは一部異なります。日本仕様は右ハンドルとなります。
（メーカーオプション/アクセサリー装着車）
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Always looking out for you.
あなたの運転を支援するとともに事故回避をアシストし、万が一の

高速道路を走行中、斜め後方を走っている車両の存在を知らせる

衝突の際にはあなたを守るインテリジェントな先進の安全技術。それが

BLIS™（ブラインドスポット・インフォメーション・システム）には、新たに

IntelliSafe（インテリセーフ）です。ボルボの革新的ともいえるこれら

ステアリングアシスト機能が加わり、ステアリングアシスト付 BLIS™

の技術は、
「 2020 年までに、新しいボルボ車での交通事故による

（後車衝突回避支援機能付）へ進化しました。警告が出ている間に

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

他車が接近している車線にはみ出ると、ステアリングアシストが元の

2020」を達成するための、中心的役割を担っています。

車線へ戻るように、
ステアリング操作をアシストします。

そして、IntelliSafeの要となるのが、V90 Cross Country 全車に標準

オンカミング・レーン・ミティゲーション（対向車線衝突回避支援機能）は、

装備の進化したCity Safetyです。差し迫る危険を見逃さずに警告

対向車との衝突回避をアシストする技術です。
ドライバーが意図せず

し、必要に応じて危 険 回 避のアシストを行うため、常にあなたの横

センターラインを越え対向車線へはみ出してしまった場合に、元の車線

で目を光らせる、副操縦士のような存在といえるでしょう。City Safety

に戻るようにステアリング操作を自動アシストします。ほかにも、道路

は昼夜を問わず進路上の他車や歩行者、サイクリスト、大型動物を

逸脱を回避するために、ステアリング操作や、場合によってはブレーキ

検知するとともに、必要に応じて自動的にブレーキを作動させて、

操作も行うランオフロード・ミティゲーション（道路逸脱回避支援機能）
、

衝突の回避または被害軽減を図ります。

運転のふらつきを検知してドライバーに休憩を促す DAC（ドライバー・

IntelliSafe は余裕あるドライブにも貢献します。たとえば、パイロット・

アラート・コントロール）
、制限速度の道路標識を読み取って知らせる

アシスト（車線維持支援機能）は、車速 140km/h 未満で走行中に、

RSI（ロード・サイン・インフォメーション）が搭載されています。

車速や前走車との車間距離をセットすると、進路を車線の中央に保つ

ボルボの安全技術は、あなたの毎日のドライブがより安全なものとなる

ようにステアリング操作をアシストします。前走車がいない場合でも

ように、絶え間なく進化し続けています。それがあなたとあなたが乗せる

作動させることができます。

大切な人、
そして周囲のすべての人までも守ることへとつながるからです。

●

写真、
イラストはイメージです。
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16

種類以上のボルボ・セーフティ機能を
V90 Cross Country全モデルに標準装備

さらなる進化を遂げたボルボの安全・運転支援技術。
クルマ、人、自転車が混在する複雑な交通環境のもと、事故を未然に （歩行者とサイクリストの場合は45km/h以下）
では衝突回避を支援
防ぐためにクルマにできる最善の対策を追求した最新の成果。それが

し、速度差がそれよりも大きい場合は衝突による被害を軽減します。

ボルボの先進安全・運転支援技術です。

車速 30km/h 以上で衝突が避けられないと判断した場合はフロント

衝突回避または被害を軽減するCity Safety に加え、
ステアリング

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。

アシスト付 BLIS™（後車衝突回避支援機能付）
と、
オンカミング・レーン・

City Safety には他にも、交差点内で右折する際に対向車の動向を

ミティゲーション（対向車線衝突回避支援機能）を新たに搭載し、 監視し、衝突の危険を検知すると自動ブレーキを作動させ、衝突を
あなたのドライブをサポートします。City Safetyは車 速 4km/hから

回避または被害を軽減するインターセクション・サポート（右折時対向車

200km/h の範囲で作動します。衝突回避・軽減フルオートブレーキ

検知機能）を装備、さらに大型動物との衝突の危険を検知すると

システムは前 方の車 両や歩 行 者、サイクリストに衝 突する危 険を ドライバーに警告し、
ドライバーがブレーキ操作を行わなかった場合は
検知すると、
まずドライバーに対して警告を発します。
ドライバーが一定

自動ブレーキを作動させ、車速を最大 15km/h 減速させる大型動物

時間内に適切な回避操作をしなかった場合は最大の制動力で自動

検知機能も備わっています。

ブレーキを作動させます。自車と前走車との速度差が 50km/h 以下

NEW

NEW

ステアリングアシスト付BLIS™
オンカミング・レーン・ミティゲーション
（後車衝突回避支援機能付ブラインドスポット・インフォメーション・システム） （対向車線衝突回避支援機能）
リアバンパー左右に内蔵されたミリ波レーダーにより、後方から接近する車両の

車速60km/hから140km/hで走行中、
ドライバーが意図せずに自車線を逸脱し、

存在を知らせるBLIS™に、
ステアリングアシストが加わりました。
ドアミラーガラス

センターラインを越えて対向車線へ侵入した際に、自車に接近する対向車との

に内蔵されたインジケーターが点灯中に車線変更または無意識に自車線から逸脱

衝突の危険が高いと判断されると、速やかに元の走行車線へと復帰できるように

した際に、隣接車線を走行中の車両と衝突する危険が高いと判断されると、元の

ステアリングを自動修正し、衝突回避をアシストします。

車線へ戻るようにステアリングを自動修正し、衝突回避をアシストします。

歩行者・サイクリスト・大型動物検知機能
（夜間含む）
車両前方の歩行者やサイクリストをあらかじめ検知し、
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にはドライ
バーへ警告を発します。それでも適切な回避操作が
行われない場合は自動ブレーキが作動します。速度
差が4 5 k m / h 以 下では歩 行 者やサイクリストとの

CITY SAFETY

衝突回避をサポートし、
それよりも大きい場合は衝突
被害を軽減します。

インターセクション・サポート
（右折時対向車検知機能）

画像解像度を向上させたカメラとミリ波レーダーユニット
を一体化し、新たな検知アルゴリズムと高性能プロ
セッサーを採用した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。

WORLD
FIRST
※

（世界初※）

CITY SAFETY

WORLD
FIRST
※

大型動物検知機能*

（世界初※）

被追突時警告機能
（静止時オートブレーキ機能付）

交差点を右折しようとしている際に、対向車と衝突する

車速4km/h以上で走行中に、前方にヘラジカやトナ

後方から急接近する車両による追突の危険を検知

危険が高いと判断されると、
自動的にブレーキを作動

カイ、馬などの大 型 動 物の存 在を検 知すると、
ドラ

した際に、ハザードランプを通常よりも速く点滅させて

させ、交差点内での対向車との衝突被害の軽減を

イバーに警告を発します。
ドライバーが警告に反応し

後方のドライバーに注意を促します。さらに追突の

図ります。こうした状況では、車両が危険を検知して

ない場合は、通常の最大制動力の約30％
（約0.3G）

危険が迫ると、
フロントのシートベルトを締めつけて

から衝突を回避するまでに時間的な余裕がないため、 で自動ブレーキを作動させ、車速を最大15km/h減速

身体をしっかりと保 持し、乗員を保 護します。また、

衝突警告と同時にフルブレーキが作動します。

します。また、跳ね上げられた大型動物による衝突

事故発生後はブレーキを作動させ、多重事故による

※自社調べ

被害への対策として、Aピラーやフロントウインドーを

2次被害の発生を防ぎます。

強化しています。
※自社調べ

CITY SAFETY
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、
または所定の性能を発揮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。

■City Safetyの作動速度範囲は車速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、最大の制動力で自動ブレーキが作動します。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、衝突の回避をアシストし、速度差がそれよりも大きい場合は、衝突被害の軽減を図ります。
大型動物検知機能は支援機能であり、状況によっては大型動物を検知できない場合があります。たとえば、体の一部が隠れている大型動物、真正面または真後ろにいる大型動物、動きが速い大型動物、
*犬やイノシシ・
シカなど小型の動物の場合は検知できません。検知可能な最小の動物の大きさは、体高、体格および輪郭により異なります。

●

写真、
イラストはイメージです。
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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。

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ているなど、見通しが悪い
駐車スペースから後進して出る際、
リアバンパー左右に
内蔵されたミリ波レーダーにより、
自車から30mの範囲
内で接 近する車 両と、
さらに近い範 囲の自転 車や
歩 行 者を検 知します。衝 突の危 険がある場 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
ディスプレイの警告表示でドライバーに注意を促します。

全車速追従機能付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
（車線維持支援機能）

LKA（レーン・キーピング・エイド）

LCMA（レーン・チェンジ・マージ・エイド）

RSI（ロード・サイン・インフォメーション）

DAC（ドライバー・アラート・コントロール）
カメラを使用して、左右の車線（走行区分線）
と自車

設定した速度を上限として、前走車との車間距離を

全車速追従機能付ACCを設定して140km/h未満で

ウインドスクリーンに取り付けられたカメラで前方の

自車後方70m以内の範囲で急接近する車両が隣接

制限速度や追い越し禁止などの重要な道路標識＊を

自動的に調整しながら加速、巡航、減速、停止までを

走行中にパイロット・アシストを作動させると、前走車へ

車線
（走行区分線）
を識別し、
車線を逸脱しそうになった

する車線に存在した場合、
ドアミラーガラスに内蔵された

カメラで読み取り、液晶メーターパネル内に表示。

の位置関係を監視。運転中の眠気や注意力低下に

交通の流れに合わせて自動で行い、長距離ドライブ

の追従に加えて、車線を維持するためにステアリング

場合に、走行中の車線を維持できるように、ステア

インジケーターを点灯させてドライバーに注意を促します。

刻々と変化する道路標識の情報をわかりやすく伝え

よる運転のふらつきなど異常な走行状況を感知する

の疲労を軽減します。前走車に速度を合わせて走行

を穏やかに自動修正するステアリングアシストが働き、 リングを穏やかに自動修正します。ステアリングの自動

インジケーターの点灯中にドライバーが車線変更の

ます。ヘッドアップ・ディスプレイ※装着車では、ヘッド

と、警告音でドライバーの注意を喚起し、休憩を促す

している場合は、前走車が減速して停止すると追従し

ドライバーがわずかなステアリング操作で車線の中央

修正だけでは不十分な場合や、
ドライバーが無意識

ウインカーを作動させると、
点灯していたインジケーターを

アップ・ディスプレイにも表示します。

メッセージとコーヒーカップのマークを液晶メーター

て前走車の後ろで停止し、
ブレーキ作動状態を維持し

を保持できるよう支援します。渋滞中でも車線を維持

に車線から逸脱するような操作をした場合には、
ステア

点滅させてドライバーに警告します。

するようにステアリング操作をアシストし、前走車や

リングホイールを振 動させ、
さらに警 告 音で注 意を

＊すべての標識に対応するものではありません。

パネル内に表示します。

ます。車速70km/hを超えて前走車に追従している際
にウインカーを操作して追い越す意思を示すと、車両を

隣接車線の他車と接触するリスクを低減させてドライ

促します。

一時的に加速させてスムーズな追い越しを支援する、

バーの負担を軽減します。前走車がいない単独走行

「追い越しアシスト」機能も備わっています。

※Sum m umに標準装備

中でも作動させることができます。

■全 車速追従機能付ＡＣＣ
（アダプティブ・クルーズ・コントロール）
の車間距離制御には限界があります。本機能を過信せず、必ず運転者が責任を持って運転して
ください。
また、
パイロット・アシスト
（車線維持支援機能）
とＬＫＡ
（レーン・キーピング・エイド）
は車線内自動走行を実現するものではありません。必ず運転者ご自身で
ステアリング操作を行ってください。道路状況、車両状態、天候状態および運転操作の状況により、
これらの機能をご使用になれない場合があります。
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。

●

写真、
イラストはイメージです。
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先進のセンサー技術やコンピューター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。

夜間のドライビングをより安全で快適に。
先進のライティング・テクノロジーが実現します。

ウインカー点灯時

パーク・アシスト・パイロット
（縦列・並列駐車支援機能）

360°
ビューカメラ

ドライバーに代わってステアリング操作を自動で行い、

車両の周囲に装備されている4個のカメラを使用して

駐車を支援します。駐車可能なスペースがあることを

車両を真上から見下ろしている映像を作成し、
センター

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

ディスプレイに表示します。
ドライバーは自車の位置や

に自動操舵の開始を表示。
ドライバーは周囲の安全を

道路をひと目で確認することができるので、障害物の

確認し、
ステアリングから完全に手を離して、
ブレーキと

有無などの周辺状況を把握しやすくなります。
カメラは

※

アクセル、
シフトレバーの操作をするだけで駐車でき

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

ます。縦列駐車だけでなく、直角方向への車庫入れ、

配置されており、
それぞれのカメラ映像に切り替えること

縦列駐車からの発進にも対応しています。

もできます。フロントグリルのアイアンマーク内に取り

DRL点灯時

LEDヘッドライト
（アクティブベンディング機能付）
付けられているフロントカメラは、左右方向に約180°
の
画角があり、見通しの悪い交差点などでも、直接目視で
きる位置まで自車を前進させることなく、真横から接近
してくる他車や歩行者を映し出せます。
リバースギアに
シフトすると、センターディスプレイに360 °
ビューの
映像が表示されます。また、
ステアリングホイールの
操作に応じて自車の予想進路をガイドラインで案内
するリアビューカメラの映像を表示することも可能です。

北 欧 神 話の雷 神が 手に持つ「トールハンマー」を

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ように、ハイ

LEDフロント・フォグライト
（コーナリング・ライト機能付）
低い取り付け位置と特別な配光パターンによって、

モチーフにした、
ひときわ印象的なLEDヘッドライトは、 ビームの配光パターンを自動調節する機能です。ハイ

濃 霧の中で他の道 路 利 用 者からの視 認 性を高め

新 世 代のボルボを象 徴するユニークなアイコンと

ます。後退時にも点灯し、暗い場所での駐車などの

ビームで走 行 中に対 向 車が 来たとき、
または前走

なっています。L E Dデイタイム・ランニング・ライト

車に追いついたときに、相手車両のドライバーに向け

際に安全性を向上させます。コーナリング・ライト機能

（DRL）
やウインカーの機能を内蔵しているほか、
ステア

られる部分のみを遮光します。ハロゲンライトの2倍

は、約30km/h以下でステアリングホイールを30°
以上

リングを切った向きに合わせてヘッドライトの照射方向

以上の明るさを誇るLEDヘッドライトは照射エリアを

回したとき、
またはウインカー作 動 時に、該 当 側の

を最大30°
の範囲で自動的に動かし、進行方向前方

最大限に確保できます。
その高い視認性で、対向車や

フォグライトを点灯させて周辺を明るく照らします。

の視界を確保する、アクティブベンディング機能も備

先行車が存在する状況でも、夜間走行時の安全性

えています。

向上に寄与します。

※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。
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。

●

写真、
イラストはイメージです。
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PROTECTING WHAT’S
MOST IMPORTANT.
あなたとあなたの大切な人を守ること。ボルボはこれまで常に、それを

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。
もっとも重要なことは、安全装備の数ではなく、
その相互作用です。

1959 年に 3 点式シートベルトの特許を無償で世界に公開して以来、

第一に考えてきました。その最先端にいるのが最新世代のボルボです。

ボルボは命を守る革新的技術の開発に、
絶え間なく取り組んできました。

衝突回避を支援する予防安全技術から、衝突の際に生じるさまざまな

たとえば道路からの逸脱を回避できないと判断された場合は、負傷の

衝撃を吸収する保護機能にいたるまで、そこにはかつてないほど多様な

程度を最小限に抑えるためにランオフロード・プロテクション（道路

テクノロジーが投入されています。そして、
これから先もボルボに乗る人を

逸脱事故時保護機能）が作動します。まず衝撃に備えて自動的に

守り続けていくために、
私たちが技術革新の手を休めることはありません。

フロントシートベルトを締めつけ、衝突時にもっとも安全な着座姿勢を

ボルボに乗るということは、安全に保護された空間に身を置くことを意味

確保します。道路から転落して強い衝撃を受けた際には、ボルボ独自の

します。最新世代のボルボには、
ウルトラハイストレングススチール（ボロン

衝撃吸収機能付フロントシートが乗員の脊椎への衝撃を緩和します。

スチール）の使用率を高めた強固なキャビンを基盤とするボディ構造を

こうした細部にまでいたる数々の安全技術と警告機能により、安全な

採用。乗員を囲い込む、防護ケージの役割を果たしています。

ドライブを満喫できるボルボの室内空間は構築されているのです。

）
ランオフロード・ミティゲーション（世界初※（道路逸脱回避支援機能）

車速65km/hから140km/hの範囲で走行中に道路逸脱の危険を検知すると、
ステアリングを
自動修正し危険回避を図ります。
さらに必要に応じブレーキ制御により減速します。
）
ランオフロード・プロテクション（世界初※（道路逸脱事故時保護機能）

道路逸脱を回避できないと判断された場合、衝撃に備えてフロントシートベルトを締めつけて安全
な着座姿勢を確保するとともに、
エアバッグや衝突時ブレーキペダルリリース機能などと連携し、
乗員が負傷するリスクを低減します。転落などによる強い衝撃に対しては、衝撃吸収機構付フロント

WORLD
FIRST
※

■：MS（マイルドスチール） ■：HSS（ハイストレングススチール） ■：VHSS（ベリーハイストレングススチール）
■：EHSS（エクストラハイストレングススチール） ■：UHSS（ウルトラハイストレングススチール / ボロンスチール）■：アルミニウム

安全性はボルボの代名詞です。防護ケージとして機能するボディ構造をボルボが初めて市販車に取り入れた
のは、1944年のことでした。3点式シートベルトの発明は1959年です。そして現在もなお、私たちは革新を
続けています。例えば衝突に備えて自動的に巻き取られる電動プリクラッシュ・テンショナー付フロントシート
ベルトは、安全な着座姿勢を最大限に確保するために重要な役割を果たします。

車速25km/hから50km/hで走行中に、
フロントバン
パーに取り付けられた5つの加速度センサーが歩行者
との衝突を検知すると作動します。エンジンルーム後部

WORLD
FIRST
※

※自社調べ

に装着されたパイロテクニックピストンがボンネットの
後ろ側を持ち上げ、
ボンネットとエンジンの間に空間を
作ります。この空 間がボンネットに加わった衝 撃を
吸収する役割を果たし、歩行者の頭部への衝撃を
低減することで負傷の程度を緩和します。

シートが乗員の脊椎を保護します。

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

アクティブボンネット
（歩行者保護機能）

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

衝撃吸収機構付フロントシート

衝突時ブレーキペダルリリース機能

事故の種類によっては、
シートクッションに向かって

正 面 衝 突が発 生した際に、
ブレーキペダルを踏む

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

下方向の非常に強い力が乗員の身体に加わります。

右足の負傷するリスクが低減する機能が備えられて

リミッターに加えて、電動式のシートベルト巻き取り

それにより、一見したところではそれほど深刻ではないと

います。ブレーキペダルの可動範囲を制限している

装 置が内蔵されています。各 種センサーが衝 突の

思える事故でも、重大な脊椎損傷へとつながる危険

機構を火薬点火装置によって瞬時に取り払い、通常

危険を察知すると、事前にフロントシートベルトを巻き

性があります。フロントシートクッションは、
そのような

時よりもさらに押し込めるようにするものです。この

取ることで乗員をシートに拘束し、衝撃に備えます。

重大事故においても衝撃のエネルギーを吸収する

巻き取る力は状 況によって変 化し、最 大 1 0 秒 間 、 ことのできる機構を備えており、衝突や事故の際に
乗員の身体を適切に保持して安全を確保します。

機能は、
シートベルト・プリテンショナーやフロント・エア
バッグと同じセンサーで起動します。

乗員が負傷するリスクを低減します。

●

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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T6 AWD Summum
オスミウムグレーメタリック
（714）

“Balancing performance and efficiency, every Volvo powertrain gives
you on-demand power with low fuel consumption and emissions.”

Enjoying more, using less.
パフォーマンスと高効率の完璧なバランス。ボルボのDrive-E
（ドライブ・
イー）エンジンなら、最小限の燃料消費量で思いどおりのパワーが
得られます。Drive-E のエンジンは、すべてターボチャージャーを採用。
これにより、大排気量エンジンと同等の出力をコンパクトな 4 気筒
エンジンから、
しかもアクセルペダルを踏み込んだ瞬間に引き出せます。
それはまさに高出力と高効率の完璧な融合です。
小排気量エンジンには、フリクションロスによるエネルギー損失が少ない
という特徴があります。燃料の一滴一滴を効率よくパワーに変換し、
排出ガスを最小限に抑えるには、最適な特性といえるでしょう。より
スムーズな回転とさらなる高効率を求め、構成パーツの低フリクション化
にもこだわりました。エンジンのサイズと重量を減らすことは、内部空間に
設計の自由度をもたらし、
ハンドリングの向上にも貢献します。
そして、高められたエンジンのポテンシャルを最大限に引き出すのが、
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です。局面ごとに
最適なギアを素早く選択するギアトロニックは、パワーロスを抑え、
最高のパフォーマンスを発揮させます。もちろん、あなた自身の意思で
シフトチェンジできる、
マニュアルモードも備えています。
燃費効率を最優先したいときには、
「 Eco」モードを選択してください。
ドライブトレーンの設定が、燃料消費と排出ガスを最小限にするように
変更されます。車速65km/h以上で走行中にアクセルペダルを戻した
ときには、
エンジンとオートマチック・
トランスミッションを切り離す、
コース
ティング機能が作動。エンジンブレーキによる車速の低下を防ぐことが
できます。
ボルボは未来を見つめることで、現在のあなたの人生をもっと豊かに
します。高効率とハイパフォーマンス、そして一度の給油で遠方まで
足を延ばせる先進技術の Drive-Eで、かつてないドライビングを体感
してください。

●

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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T6 AWD Summum
オスミウムグレーメタリック
（714）
20インチ 10スポーク アルミホイール ダイヤモンドカット/ブラック

DRIVEN TO PERFECTION.
道を選ばない走破性。余裕をもたらす最低地上高 210mm。オンロード
での正確なハンドリング。そのすべてに徹底してこだわり、V90 Cross
Countryは開 発されました。磨き上げられたサスペンションによって
最高水準にまで引き上げられた道を選ばない走りを、
あなた自身のドライブ
でお確かめください。悪コンディションをものともしない最新のテクノ
ロジーと、意のままに操ることのできる正確な走りに、乗るたびに胸が
高鳴るはずです。
サスペンションは、
フロントにダブルウィッシュボーン式、
リアにマルチリンク
式のインテグラルアクスルを採用。両者が巧みに協調し、操作に忠実な
走りを実現します。
リアにエアサスペンションを備えるFOUR-Cアクティブ
パフォーマンスシャシー（全車にオプション設定）を選択すれば、荷重の
影響を受けず最適な車高を維持しながら、よりいっそう快適な乗り心地を
楽しめます。アドバンスト・スタビリティ・コントロールや、アンダーステア
を抑えるコーナー・
トラクション・コントロールなどの、
ドライビングをサポート
する先進技術は、走行安定性とコーナリング性能の向上に貢献します。
余裕ある地上高とAWDシステムの組み合わせは、刻々と変化する路面
や天候のなかで、心強いアドバンテージとなるはずです。
またドライブモード・セッティングにより、クルマの挙動を状況に応じて
切り替えることができます。エンジンやトランスミッション、アクセルペダル、
ステアリングの応答性が変更されるので、気分や走っている道に合わ
せてお好みのモードをお選びください。FOUR-Cアクティブパフォーマンス
シャシー装着車では、併せて乗り心地やハンドリングの特性も切り替わり
ます。急峻な坂を下る際に運転操作をサポートするヒル・ディセント・
コントロールが自動的に作動する、
「 Off-road」モードもご用意しました。
上り坂の途中で停車したときは、ブレーキペダルからアクセルペダルへと
足を踏み替えるまでの間、
ブレーキを作動させるヒル・スタート・アシストが
発進をお手伝いします。オートホールド機能により、ブレーキペダルから
足を離したあともブレーキを作動したまま保持します。信号待ちや渋滞
の中でも、
ブレーキペダルを踏み続ける必要はありません。

リアにエアサスペンションを備えるドライビングモード選択式 FOUR-C アクティブ
パフォーマンスシャシーが、この上ない乗り心地とハンドリングをもたらします。路面の
不整を柔らかく吸収し、一定の地上高を保ち続ける理想的な運転環境で、最高水準
の快適性と操縦性をお楽しみください。
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。

●

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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T6 AWD Summum
オスミウムグレーメタリック
（714）

YOUR JOURNEY BEGINS HERE.
あなた自身とあなたが目指す冒険の旅に、完璧に寄り添うクルマで

らされる迅速なレスポンスとなめらかな乗り味は、あなたの期待を裏切

あること。何よりもそれを目標において、私たちはV90 Cross Country

ることはありません。

を作りました。上品な乗り心地と洗練されたデザインを備えながら、期待

すべてのDrive-Eパワートレーンには、変速のなめらかな8速ギア

どおりの躍動感に満ちた走りを提供できるクルマとして、ボルボを選ぶ人と

トロニック付オートマチック・トランスミッションを組み合わせました。

ボルボが創り出す世界を大切にして仕上げられています。直感的に扱え

また、応答性に優れるプレチャージ式電子制御 AWDシステムは、

て、人生に面倒なことを増やさず、乗るたびに楽しくなれるクルマ。それが

路面状況や天候にかかわりなく優れた走行安定性とトラクションを

V90 Cross Countryなのです。

発揮します。

その核心は、力強さと高効率を両立したパワートレーンにあります。

あなたにもっともふさわしい V90 Cross Countryをお選びいただき、

どのモデルを選んだとしても、最新のDrive-Eテクノロジーによってもた

思う存分冒険の旅をお楽しみください。

T6 AWD
スーパーチャージャーとターボチャージャーの両方を採用した、235kW
（320ps）
/400Nm
（40.8kgm）
の高出力を誇る直噴ガソリンエンジンを搭載。効率を犠牲にせず、
動き始めた瞬間から力強さを感じさせるダイナミックな走りを実現しました。応答性に優れるAWDシステムと、
スムーズな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
により、思いのままに走らせることができます。

T5 AWD
187kW
（254ps）
/350Nm
（35.7kgm）
を発生させる直噴ガソリンターボエンジンは、高速道路でも市街地でも、
あなたの意思に即座に応えるレスポンスを備えています。
ゆとりあるパワーと、
スムーズな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AWDがもたらす卓越した扱いやすさを組み合わせた、
きわめて優秀なオール
ラウンダーです。

●

写真は海外仕様であり、
日本仕様とは一部異なります。日本仕様は右ハンドルとなります。
（メーカーオプション/アクセサリー装着車）
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T6 AWD Summum
オスミウムグレーメタリック
（714）
20インチ 10スポーク アルミホイール ダイヤモンドカット/ブラック

Volvo V90 Cross Country Momentum
優れた快適性と高い実用性、
そして先進の安全技術をはじめとする充実した装備を、
美しいスタイリングで包み込みました。

Volvo V90 Cross Country Summum
端正で気品あるデザインと卓越したクラフトマンシップを極めた、
スカンジナビアン・ラグジュアリーの最上級をお届けします。

CREATE THE VOLVO V90 CROSS COUNTRY OF YOUR CHOICE.

●

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）

ボルボのクルマづくりは、常に「人」を中心に置いて行われています。

サリーをご用意しました。Momentumには、
あなたの高い要求に応える

その思想は、ボルボのラインナップ構成にも反映されていますから、

装備が標準で揃えられています。最上の北欧流ラグジュアリーを体感

きっとあなたのライフスタイルや個性にぴったりなモデルが見つかる

したいのであれば、
Summumをお選びください。あなたがどんなご要望を

はずです。

お持ちでも、最適なモデルがきっと見つかりますのでご安心を。あなたの

あなたの希望にきちんと沿った仕様の V90 Cross Countryを入手

望みに応えるV90 Cross Countryはどのような仕様なのかを、ご確認

できるように、私たちは幅広いオプション、
トリムレベル、そしてアクセ

ください。
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THE RIGHT EQUIPMENT FOR YOUR DRIVE.
V90 Cross Country の仕様を選ぶのは、そう難しいことではない

（アダプティブ・クルーズ・コントロール）やパイロット・アシスト（車線

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。

維持支援機能）による運転支援テクノロジーなどを含む、最先端の

Momentum にはスタイリング、快適性、安全性など、あなたの高い

IntelliSafeも標準装備です。

要求を満たす装備が備わっています。12.3 インチのデジタル液晶

新世代のボルボを象徴するLEDヘッドライトは、印象的なビジュアルを

ドライバー・ディスプレイ、
ボイスコントロールに対応し直感的に扱える

作り出しているだけでなく、ほかの道路利用者を眩惑することなく広い

9 インチ・タッチスクリーン式センターディスプレイ、インターネットや

範囲を照らし出します。加えてエクステリアにはグロスブラックの装飾を

モバイル機器に接続できるSENSUS CONNECT、Bluetooth

®

あしらい、
シルバーカラーのインテグレーテッド・ルーフレールと18インチ

接続によるストリーミング再生対応のクリアな再生音を楽しめるハイ

または19インチの専用アルミホイールを組み合わせることで、独自の

パフォーマンス・オーディオシステムも標準装備です。前後それぞれ

個性と存在感を際立たせました。

のシートごとに個別に温度設定できる電子制御式の 4ゾーン・フル

一方、
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）が出迎

オートマチック・エアコンディショナーにより、どの席に座っていても

えるキャビンは、Cross Country 専用のステッチを加えた高品質な

快適に過ごせます。もちろん、数多くの賞に輝いた衝突回避支援

レザーシートとブラックウォールナット・ウッド・パネルによって、北欧

技術の City Safety、LKA（レーン・キーピング・エイド）
、RSI（ロード・

らしさあふれる端正なインテリアが表現されています。

サイン・インフォメーション）、ランオフロード・ミティゲーション、オン

日が落ちて暗くなると、7カラー・シアターライトを含むインテリアイルミ

カミング・レーン・ミティゲーション、そして全車速追従機能付 ACC

ネーションが室内にさらなるラグジュアリー感を演出します。

T6 AWD Momentum
1

T6 AWD Momentum
2

3

4

5

6

7

T5 AWD Momentum / T6 AWD Momentum
主要装備
エクステリア：
5ダブルスポーク アルミホイール 7.5J×18 シルバー（T5 AWD 標準装備）、6ダブルスポーク アルミホイール 7.5J×19 ダイヤモンドカット/マットテックブラック（T6 AWD 標準装備）|
Cross Country 専用フロントグリル | パワーテールゲート（ハンズフリー・オープニング /クロージング機構付）| 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 | LEDヘッドライト（アクティブベンディング機能付）| LEDフロント・フォグライト（コーナリング・ライト機能付）| ダークティンテッド・ガラス（リア・ウインドー5 面）
インテリア：
本革コンフォートシート | シートヒーター（フロントシート）| 電動ランバーサポート（4ウェイ）| 本革巻 /シルクメタル・ステアリングホイール | イルミネーテッド・本革巻シフトノブ（チャコール）| ブラック
ウォールナット・ウッド・パネル | 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）| CleanZone – エア・クオリティ・システム（車内自動換気機能付）|
電動可倒式リアヘッドレスト | 分割可倒式シートバック（60：40）| キーレスドライブ | ネッ
トポケッ
ト（トンネル）| ラゲッジフロア・ステンレス・
トリム | 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）| 12Vパワーソケット（トンネルコンソール前・後、
ラゲッジスペース）
1-3. ボルボであることがひと目でわかるLEDヘッドライト、
エクステリアを彩るグロスブラックのアクセント、美しく輝くシルバーカラーのインテグレーテッド・ルーフレールが、力強く流麗なエクステリアを
演出。 4. 12.3インチ・デジタル液晶ドライバー・ディスプレイは4モードからお好みの表示モードを選べます。
また、外光の明るさに応じて輝度が自動で調整されるので、眩しさを感じません。

5. インテグレーテッド・ルーフレールにはシルバーカラーを採用し、特別な雰囲気を加えました。 6. ボイスコントロール機能付 9インチ・センターディスプレイ、USBポート、そしてBluetooth®
接続によるストリーミング再生に対応した高音質 10スピーカーの330W ハイパフォーマンス・オーディオシステムを装備。 7. ハンズフリーで開閉できるパワーテールゲートは、使うたびに便利

さを実感できるはずです。

●

写真、
イラストはイメージです。写真は海外仕様であり、
日本仕様とは一部異なります。日本仕様は右ハンドルとなります。
（メーカーオプション/アクセサリー装着車）
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T6 AWD Summum
オスミウムグレーメタリック
（714）
20インチ 10スポーク アルミホイール ダイヤモンドカット/ブラック

A HIGHER GRADE OF REFINEMENT.
スウェーデンが育んだ、デザインとクラフトマンシップ。その最上級を

としました。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

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 V90 Cross

した気分でドライビングを楽しめる環境にふさわしい、ゆとりある空間と

Country Summumです。ほかでは味わえない独特の表情が、このうえ

しています。V90 Cross Country Summumは、
「人」を中心に置いた

なく優雅なくつろぎの感覚をもたらします。ディテールのひとつひとつが、

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。代わる

乗る人が心地よく爽快な冒険旅行のひとときを過ごせるように、慎重に

もののない個性と新鮮な発想が知的なラグジュアリーへと昇華し、

選ばれています。19インチまたは20インチの専用アルミホイールは、

V90 Cross Country Summumだけの世界は存在しているのです。

V90 Cross Country の上品で力強い雰囲気を一段と高めるデザイン

あなた自身がそうであるように。

T5 AWD Summum / T6 AWD Summum
主要装備（Momentum の装備に加えて）
エクステリア：
5ダブルスポーク アルミホイール 7.5J×19（ダイヤモンドカット/ブラック）
（T5 AWD 標準装備）、10スポーク アルミホイール 8.0J×20（ダイヤモンドカット/ブラック）
（T6 AWD 標準装備）
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 | フロントシート・電動バックレスト・サイドサポート | フロントシート・電動クッション・エクステンション | フロントシート・ベンチレーション
機能 | フロントシート・マッサージ機能 | Summum 専用本革巻リモコンキー | ヘッドアップ・ディスプレイ | ステアリングホイール・ヒーター | リア・シートヒーター | リアドアウインドー・サンブラインド

●

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）
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T6 AWD Summum
1

2|3

V90 Cross Country Summumが目指したのは、磨き上げられた

ドライバーズシートには、4つの表示モードが選べる12.3インチ・デジタル

高級感です。ボルボの持つすべてのテクノロジーを注ぎ込み、快適で

液晶ドライバー・ディスプレイを配置。センターコンソールに設置された

さまざまな用途に応えられるモデルに仕上げました。あなたが求めて

スクロールホイールが、V90 Cross Country のすべてをコントロール

いた、心躍らせる冒険をかなえてくれる一台です。T5 AWDに標準装備

している感覚を高めます。さらに、より上質な走りを味わっていただく

される19インチ 5ダブルスポーク アルミホイールと、T6 AWDに標準

ために、快適性や操縦性を高めるエアサスペンションをリアに採用する

装備される20インチ 10スポーク アルミホイールには、
エクステリアに

FOUR-C アクティブパフォーマンスシャシーをオプションでご用意して

あしらわれたグロスブラックのディテールやシルバーカラーのインテグレー

います。スクロールホイールでお好みのドライブモードを選ぶだけで、

テッド・ルーフレールと完璧に調和する、
ダイヤモンドカット加工とブラック

最適な乗り心地やハンドリングが得られます。

のカラーリングを施しました。エレガントなインテグレーテッド・デュアル

また、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、前両席

テールパイプとともに、
ダイナミックな外観をつくり上げています。

および後席左右で、それぞれ個別に温度設定が可能です。さらなる

ドアを開けるとイルミネーション付アルミニウム・スカッフプレートが

開放感と明るい日差しをお求めなら、チルトアップ機構付電動パノラマ・

オーナーを出迎え、その先には贅沢な世界が広がっています。職人技を

ガラス・サンルーフをオプションでご用意しています。
フロント側はボタン

注ぎ込んだ高品質な素材をちりばめた空間が醸し出す、高価な調度品が

操作で開閉可能です。日差しの強い日にはメッシュ状の電動サン

揃えられたラウンジのような雰囲気をお楽しみください。彫刻を思わせる

シェードが、暑さと眩しさを和らげながらも、さわやかな風をキャビンへと

造形のシートには、パーフォレーテッド・ファインナッパレザーを採用

導きます。
そして、V90 Cross Country のキャビンをコンサートホールに

しました。前席の各部アジャスト機構はもちろん電動式で、前席には

変えてしまうオプションが、Bowers & Wilkinsプレミアムサウンド・

ベンチレーション機能とマッサージ機能を内蔵しました。ほかにも、

オーディオシステムです。お気に入りの音楽をすべての席に、あくまで

Cross Country 専用のブラックウォールナット・ウッド・パネルやフロア

もクリアに、
そしてリアルにお届けします。

4

マット、そして先進のインテリアイルミネーションなどが、Summumなら
ではの上質感を演出します。

1. V90 Cross Country T6 AWD Summumは、
ブラックのカラーリングがダイヤモンドカット加工に映える、20インチの大径ホイールを標準装備。 2. 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には電動調整機能を採用。専用のブラックウォールナット・ウッド・パネルと合わせ、
キャビンにモダンな贅沢感をもたらします。 3. 情報を直感的に把握できる12.3インチ・デジ
タル液晶ドライバー・ディスプレイには、4つの表示モードを用意しました。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、
さまざまな操作を行えます。 4. オプションのBowers & Wilkins
プレミアムサウンド・オーディオシステムが備える高音質な19スピーカーは、
目の前で演奏が行われているかのようにリアルなサウンドを再現。 5. ドライブモード・セッティングのスクロール
ホイールには、
ソフトな手触りで操作しやすい柔らかなダイヤ目のローレットを施しました。
シャシーとステアリングの設定を、
お好みに合わせて変更できます。 6. リモコンキーには、
インテリアと
同色の専用レザーを使用。北欧らしい細やかな職人技とシンプルなデザインで仕上げました。

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。

5

●

6

写真、
イラストはイメージです。写真は海外仕様であり、
日本仕様とは一部異なります。日本仕様は右ハンドルとなります。
（メーカーオプション/アクセサリー装着車）
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本革

RA00

RC30

RC00

1

RA20

5

9

6

10

7

11

8

12

UC00

2

V90 Cross Country のインテリアは、あなたにとって快適である
ことを第一に仕上げられています。リラックスしたまま思いどおりに
過ごせる空間を、ボルボのデザイナーたちは追求しました。どの
ラインも、どの造形も、細部にいたるまでのすべてがその証です。

UA00

Momentum には、上質な印象と感触を提供する本革シートを
標準装備。インテリアの雰囲気をさらに高めるアイテムとして、

WC00

3

ブラックウォールナット・ウッド・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。そして、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たSummumのキャビンは、最上級の
北欧のラグジュアリーであなたをお迎えします。たとえば、人間
工学的にデザインされたファインナッパレザーシートには、ロング
ドライブをさらに快適なものにするため、前席にベンチレーション
機能やマッサージ機能を備えました。豊富に取り揃えられたインテ
リアのカラーと素材、デコレーション・パネルを組み合わせれば、

RC20

WA00

インテリアにあなたらしさを手軽に加えられます。
4
シート表皮

デコレーション・パネル 10. ブラックウォールナット・ウッド（SummumとMomentum 標準装備） 11. アイアンオレ・アルミニウム（Momentum にオプション設定）

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 /チャコール（RA00） 2. シートカラー：アンバー、インテリアカラー：チャコール /チャコール

12. メタルメッシュ・アルミニウム（Summum にオプション設定）

（RA20） 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、
フロアカーペット/フロアマット：チャコール（UA00）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、
フロアカーペット/フロアマット：ブロンド（WA00）

パーフォレーテッド・ファインナッパレザー（Summum 標準装備） 5. シートカラー：チャコール、
インテリアカラー：チャコール /チャコール（RC00） 6. 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、
フロアカーペット/フロアマット：チャコール（UC00） 7. 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、
フロアカーペット/フロアマット：ブロンド

（WC00） 8. シートカラー：アンバー、
インテリアカラー：チャコール /チャコール（RC20） 9. シートカラー：マルーンブラウン インテリアカラー：チャコール /チャコール（RC30）
※UA00、WA00、UC00、WC00 にはデュアルトーン･ステアリングホイールが装備されます｡

● インテリアカラーについて、
「 /」の前はダッシュボード色、後ろは下部色およびセンターピラー色になります。● ステアリングホイールのカラーは、
インテリアカラー・チャコール/チャコールの場合はチャコール、
チャコール/ブロンドの場合はチャコール/

ブロンドのデュアルトーン
（外周部：チャコール、内周部・ホーンパッド部：ブロンド）
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
● 掲載装備・機能の設定
装着車）
（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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10スポーク 8.0J×20インチ
ダイヤモンドカット/ブラック
T6 AWD Summum 標準装備
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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）

ブライトシルバーメタリック（711）

エレクトリックシルバーメタリック（477）

マッセルブルーメタリック（721）

デニムブルーメタリック
（723）

オスミウムグレーメタリック（714）

サヴィルグレーメタリック（492）

パイングレーメタリック
（724）

オニキスブラックメタリック（717）

ブラック（019）

メープルブラウンメタリック（722）

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）

5ダブルスポーク 7.5J×19インチ
ダイヤモンドカット/ブラック
T5 AWD Summum 標準装備

たくましさのなかにもエレガントな雰囲気をたたえたV90 Cross Countryの

採用しました。エクステリアを彩るさまざまなデザイン要素が調和して、

エクステリアは、色あせることのない伝統的なスカンジナビアン・デザイン

気品漂うモダンエレガンスを演出します。V90 Cross Countryの印象は、

そのものです。豊富に取り揃えられたボディカラーとアルミホイールの

ボディカラーの選択によっても大きく変わります。V90 Cross Countryの

組み合わせによって、
あなただけの一台を選択しましょう。
さまざまなトリム

高級感と存在感を引き立てるボディカラーが揃えられたパレットから、

レベルとパワートレーンに合わせてアルミホイールが設定されました。

あなたらしさをドラマチックに映し出す1 色をお選びください。

19インチと20インチのアルミホイールには、
特徴的なダイヤモンドカットを

6ダブルスポーク 7.5J×19インチ
ダイヤモンドカット/マットテックブラック
T6 AWD Momentum 標準装備

5ダブルスポーク 7.5J×18インチ
シルバー
T5 AWD Momentum 標準装備

詳しくはvolvocars.jpをご覧ください。
● 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。
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YOUR VOLVO, THE WAY YOU WANT IT.

幅広い用途に応えるV90 Cross Country をさらに便利にするアクセ

インテリアの雰囲気に完璧にマッチするデザインで快適さと最高水準

サリーで、あなたらしいライフスタイルをもっと楽しみましょう。ボルボの

の安全性を両立した最新世代のチャイルドシートもご用意しています。

ラゲッジスペース用アクセサリーは、
クルマの内装の保護にも役立ちます。

天然ウール 80％のシート地は耐久性に優れながらも柔らかで通気

完璧なフィット感が美しいボルボ・オリジナルルーフボックスは、スタイ

性が高いので、お子様にも安全で快適な環境でドライブを楽しんでい

リッシュなデザインながら350ℓの大容量。片手でも簡単に手早く装着

ただけます。成長されたお子様がシートベルトを正しい位置に装着でき

できるクイックグリップマウントを採用した、最大 6 組まで対応するスキー

るブースタークッションには、
レザーNubuckの生地を使用。背もたれの

ホルダーを追加することもできます。また、左右いずれからも開閉可能

角度調整機構と合わせ、快適な座り心地で安全にドライブをお楽しみ

な構造とし、暗い場所での積み降ろしに役立つ LED 照明を内蔵する

いただけます。すべてのチャイルドシートは、開発に際して車両と同じ

など、使い勝手にも配慮しました。

厳格な安全基準を適用することで、通常のシートに座る乗員と同等

V90 Cross Country のたくましさを一段と強調するエクステリアスタ

ディングとの一体感を演出します。2 分割デザインのエンドパイプ・ダブル

ラゲッジスペースの汚れを防ぐカバー類も豊富に取り揃えました。丈夫

の安全性が確保されています。

イリングアクセサリーで、スタイリッシュで存在感のある、自分だけの

はスポーティな印象を演出。マットブラックの5スポーク 20インチ・アルミ

なプラスチック製のラゲッジトレー、バンパーまで覆ってラゲッジスペース

リモコンキーをカスタマイズするキーフォブ シェルには、
インテリア・
トリム

一台に仕上げ、
あなたらしさを表現しましょう。

ホイールと、テックマットブラックの 7オープンスポーク 21インチ・アルミ

全体を保護するラゲッジプロテクション、表面のファブリックと裏面の

とのコーディネーションを楽しめる、
さまざまな素材を設定しています。

ボディサイドのステンレス製サイドスカッフプレートには、Cross Country

ホイールは、
ともにダイヤモンドカット加工を施したV90 Cross Country

プラスチックを使い分けることのできる折りたたみ可能なリバーシブル

のロゴが刻まれ、フロントとリアに標 準 装 備されているシルモール

専用ホイールです。

ラゲッジマットなど、
目的に合わせてお選びいただけます。

1

4

T6 AWD Summum
オスミウムグレーメタリック
（714）| サイドスカッフプレート、
エンドパイプ・ダブル、
バンパーカバー装着車 | 21インチ 7オープンスポーク アルミホイール ダイヤモンドカット/テックマットブラック

エクステリア・スタイリング・アクセサリー。ブラシ仕上げを施したステンレス製のサイドスカッフプレートとエンドパイプ・ダブルが、V90 Cross Countryをさらに
冒険心あふれるスタイリングへと一変させます。存在感を際立たせる、印象的な7オープンスポークの力強い 21インチ大径アルミホイールには、たくましさを強調
するダイヤモンドカット加工とブラックのカラーリングを採用しました。

2

3

5

1. ボルボ・オリジナル・ルーフボックス 2. リアシート背面からバンパーまでをカバーするリバーシブルラゲッジマット 3. ラゲッジサイドもカバーするラゲッジプロテクション 4. ブースター
クッションとブースタークッション用バックレスト（本革 /Nubuck 製） 5. キーフォブ シェル（ホワイトレザー）

専用アクセサリーカタログをご覧ください。
● 詳細は、
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THE VOLVO E XPERIENCE
ボルボ・カー・ライフスタイル・コレクションへようこそ。ライフスタイル・コレクションには、
スウェーデン製クリスタルやレザーバッグ、
ウェアや時計など、
ライフスタイルを彩るさまざまなアクセサリーが揃えられています。詳しくはwww.volvocollection.jpをご覧ください。

SERVICE BY VOLVO.
A SIMPLER WAY.
クルマの購入にはさまざまな手続きが必要になりますが、ボルボなら
心配はありません。ボルボの正規ディーラーがすべてをお手伝いします
ので、安心してお任せください。もちろん、あなたのボルボが常に最高
のコンディションを維持できるようにサポートいたします。
ボルボではお客様ひとりひとりのご要望に合わせ、あなた自身とあなた
のボルボにとって必要なサービスを効率よく提供いたします。できる
限りシンプルなカーライフをお届けする ── それが私たちの目指す
サービスなのです。
ボルボに関することなら、
どんなことでもボルボ・ディーラーにご相談くだ
さい。面倒なことに手をわずらわせる必要がない、快適なカーライフを
満喫していただけるように、私たちは常に準備を整えています。そして
それは、ボルボ体験のはじまりに過ぎません。ボルボ・ディーラーでは、
お越しいただいたお客様のご相談をパーソナル・サービス・テクニシャン
がその場で承ります。受付を終えられたらラウンジでくつろいでお待ち
ください。ボルボでのカーライフをできる限りシンプルに楽しんでいた
だくために、私たちは新しい提案を次々に打ち出していきます。

ボルボ・サービス・パスポート
「ボルボ・サービス・パスポート」や90シリーズ対象の「ボルボ・サービス・
パスポート 90」
で3年間6回のカーメンテナンスを無償で実施し、
あなた
のボルボライフをしっかりとサポートします。高度なトレーニングを受けた
専任のメカニックによる点検サービスや、厳しい基準をクリアした純正
パーツを使用した定期交換部品の交換に加え、
「ボルボ・ロードサイド・
アシスタンス・サービス」が含まれる快適・安心のプログラムです。愛車の
コンディション維持と点検整備費用の節約が図れ、万一の故障時にも
エマージェンシー・コールセンターが年中無休・24 時間態勢でサポート
します。また、有償で最大 9 年間の「ボルボ・サービス・パスポート
プラス」や「90シリーズ専用 ボルボ・サービス・パスポート プラス」など、
さらなる安心のプログラムをご用意しております。詳しくはボルボ・
ディーラーへお問い合わせください。

詳しくはvolvocars.jpをご覧ください。

volvocars.jp
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