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INNOVATION FOR 
PEOPLE, MADE BY 
SWEDEN

「人」を中心に置くこと。ボルボでは、すべてがそこから始められます。 
そして私たちは、人びとを理解し、人びとが大切にしているものを守り、
人びとに特別な時間を過ごしていただけることを願っています。

「人」を中心に置いた視点は、ボルボの姿勢そのものです。したがって
私たちが作り出すものは、すべてがその視点に基づいています。
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、

人びとの人生をよりよく変えていくために私たちが注いだ情熱の
証なのです。
私たちの発想の原点にあるのは、ひとりひとりの個性を大切にして
常識の枠にとらわれないという、私たちの国、スウェーデンの伝統です。
そして私たちは、よりよい成果を得るための努力を惜しみません。
私たちには「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」が
あります。そのために私たちは、さまざまな運転支援機能や先進の
安全技術をIntelliSafe（インテリセーフ）として、すべてのボルボ車に
標準装備しています。
これが私たちの目指す、「人」を中心に置いた革新です。あなたの
もとへ、スウェーデンからお届けします。

●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）
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T5 AWD R-Design
クリスタルホワイトパール（707）
20インチ 5ダブルスポーク アルミホイール（アクセサリー設定） ●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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都市を駆け巡る本物のSUVとして、XC40は開発されました。リフト
アップされた地上高、大径アルミホイール、そして正統派のSUVらしい
プロポーションによって作り出される、力強さにあふれた佇まい。その
一方で、大胆な造形のフロントグリルからディテールの美しさを追求
したテールライトにいたるまで、XC40のアピアランスはすみずみまで
ボルボそのものです。スカンジナビアの独創性と都会的な雰囲気を
身にまとった、都市で生活するあなたのために作られた一台です。

T5 AWD R-Design
クリスタルホワイトパール（707）

20インチ 5ダブルスポーク アルミホイール（アクセサリー設定）

●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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際立つ個性
張り出したフロントグリル、特徴的なTシェイプの

LEDデイタイム・ランニング・ライト、そしてスキッド

プレートを組み合わせた立体的な造形のフロント

バンパー。タフなイメージをまといながらも、XC40は

まぎれもなくボルボです。

一歩先行くライティング技術

良好な視界を確保するとともに昼夜を問わず

XC40を強く印象づける、ボルボを象徴するTシェイプ

のLEDデイタイム・ランニング・ライトを内蔵した

LEDヘッドライト。積載状況に応じて光軸の高さが

自動調整されるだけでなく、ロービームとハイビーム

の切り替えも自動で行われるので、広い照射範囲

を確保しながらも、ほかの道路利用者を眩惑する

ことはありません。また、ステアリング操作に連動

して最大30°の範囲で照射方向を変えるアクティブ

ベンディング機能により、コーナーを走行中でも

進むべき先を明るく照らし出します。

いつでも万全
大径アルミホイールとダイナミックなボディが、

XC40が漂わせる圧倒的な存在感の源です。どんな

ときにも頼りになるSUVの、これがあるべき姿です。

堂々とした佇まい
大きくとられた地上高によってもたらされる、

力強さにあふれた佇まいと見晴らしのいい

視界。アルミホイールとタイヤは、大径サイズ

を選びました。XC40があなたを、さらなる高み

へとお連れします。

大胆に、印象的に
ボディサイドに回り込むL字型のLEDテールライト

が、たくましさあふれるワイドなプロポーションを強く

印象づけるリアスタイル。そこにはシンプルに

して機能的な、スカンジナビアン・デザインの

本質が表れています。
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。

● 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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AN INTERIOR TO INSPIRE

大胆かつ斬新なデザインは、ボルボXC40の核心をなす特徴といえる
でしょう。それはキャビンについても変わりません。全体のレイアウトは
美しいディテールが映える整然とした設えとし、運転のしやすさにつな
がる高めのシートポジションをはじめとする、北欧流の先進的な発想を
取り入れました。厳選されたマテリアルを用いて丁寧に仕上げられた
インテリアはセンスにあふれ、先進のテクノロジーによって直感的に
扱える操作性が実現されています。XC40のキャビン。そこは乗るたび
にあなたを触発する空間です。

●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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インナードアハンドル
丁寧に仕上げられた重厚なインナードアハンドル

には、ボルボのラージサイズ SUVと共通する

デザインが採用されています。指先に伝わる

メタルフィニッシュの上質な感触もまた、きっと

あなたの審美眼にかなうはずです。

BEAUTY IN DETAIL

ボルボのインテリアは、ほかとは違います。その違いを生み出している
のは、計算し尽くし、妥協を許さず、クラフトマンシップを注ぎ込んだ
ディテールです。たとえそれがどんなに小さな部品だとしても、私たちの
姿勢に変わりはありません。高めのシートに腰を下ろすたびに、XC40
だけが醸し出す独特の雰囲気を感じ取っていただけるはずです。

チルトアップ機構付電動パノラマ・ガラス・サンルーフを通して降り
注ぐ自然の光、個性的なフレームレスタイプのルームミラー、ダッシュ
ボードのデコレーション・パネルを照らすLEDライトなど、XC40の
キャビンには特別な空間を演出する数多くのハイライトが用意されて
います。心地よいひとときをお楽しみください。

LEDの室内照明
XC40のインテリアライトにはLEDを採用しま

した。日が落ちて暗くなったキャビンで、彫刻的

な造形が美しいダッシュボードやスタイリッシュな

デコレーション・パネルを印象的に演出します。

未来を見据えた美しさ
XC40のフロアマットに備わる美しさは、モダンな

デザインだけではありません。将来にわたって

持続可能であるように環境負荷の低減にも

配慮し、原材料をリサイクル素材としています。

大容量のドアポケット
エアウーファーテクノロジー™を採用し、スピーカー

をドア下部からダッシュボードの奥に移設する

ことにより、フロントドアのポケットをラップトップ

PCが収納できるほどの大容量にできました。

1リットルサイズのペットボトルなら3本も入ります。

"Lava"オレンジ
スポーツモデルの R-Design には、"Lava"

オレンジカラー・フロアカーペット＆ドア内張りを

オプション設定しました。XC40 の活動的な

キャラクターを一段と際立たせる、大胆にして

カジュアルな色調です。

スマートフォンをワイヤレス充電
タッチスクリーン式センターディスプレイの下が、スマートフォンの定位置です。さらに、対応機種なら

置いておくだけで充電できる、ワイヤレス・スマートフォン・チャージを用意。すっきりと収納できて、使い

たいときにはすぐに手に取れます。

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。

● 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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A VERSATILE  
SPACE

ボルボでは、まず「人」を中心に置いて考えるところからすべてを
始めます。私たちが乗る人を見つめ、声に耳を傾け、何を望んでいるの
かを理解したうえで設計を進めていくのはそのためです。そしてそれは、
乗る人の手をできる限り煩わせずに必要な荷物を運ぶことができる、
実用的で多目的なクルマという特徴を、XC40が備えている理由でも
あります。たとえば広いラゲッジスペースへアクセスするためのパワー
テールゲートには、スムーズに荷物の積み降ろしを行えるように、
ハンズフリー・オープニング/クロージング機構を設定しました。かさばった
荷物や背の高い荷物を運ぶときには、折りたたみ可能なリムーバブル・
ラゲッジフロアが役に立つはずです。さらに広いスペースが必要なら、
ボタンひとつでリアシートのバックレストを倒すこともできます。

ラゲッジスペース内では、ラゲッジフロアの下にも収納スペースを
用意。施錠できるので、大切な荷物を人目に触れないように保管する
には最適な空間です。また、ラゲッジスペースの使い勝手を考慮し、
折りたたんだラゲッジフロアを固定する位置を選べるようにしました。
壊れやすい荷物を安全に固定することができ、乗員の保護にもつな
がるラゲッジネットを掛けるためのアイレットは、4カ所に設置しています。
ショッピングバッグなどは、ラゲッジスペースの左右にあるグロサリー
バッグ・フックに掛けておけば、走行中に転がることも、中の荷物が
飛び出してしまうこともありません。あなたが運ぶ荷物がどのような
タイプでどのようなサイズだったとしても、安心してXC40にお任せ
ください。

手を煩わせません
両手がふさがっていたとしてもご心配なく。ハンズフリー・オープニング/

クロージング機構を備えるパワーテールゲートにより、リアバンパーの下で

足を動かすだけで、パワーテールゲートが自動的に開閉します。

ちょうどいい大きさ
XC40を使いこなして、アクティブな毎日を思い切り楽しんでください。クラス

最大級を誇るラゲッジスペースは、シートアレンジが通常時のままでも十分な

広さです。また、折りたたむこともできるラゲッジフロアを活用すれば、さまざま

な荷物にも対応できます。

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。

● 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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EXPERIENCE CONTROL

XC40には、前方視界が広く周囲の状況をつかみやすい、高めのシート
ポジションが採用されています。通常よりも高い位置から見下ろせる
視点と、扱いやすさに配慮して整然とデザインされたインテリアの組み
合わせに、ステアリングを握るたびに運転のしやすさを実感されるに
違いありません。さまざまな操作についても、煩わしいひと手間を省く

ことのできる直感的な技術を取り入れました。簡単に扱えるタッチ
スクリーン式センターディスプレイは応答性にも優れているので、手袋を
着用したままでも操作が可能です。また、高解像度のデジタル液晶
ドライバー・ディスプレイは、表示そのものの美しさに加え、周囲の明るさ
が変化しても見やすさが保たれる、輝度の自動調整機能も備えています。

使いやすさを形に
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を

配置しました。デザインの美しさと使いやすさを融合した、新世代のボルボ

車に共通するレイアウトです。縦型にレイアウトされた大型画面は情報を

読み取りやすく、マップ画面では進行方向が広く表示されるため、スクロール

させる必要がほとんどありません。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、最新のスマートフォンの画面と同形状なので、すぐに慣れて

直感的に扱えるはずです。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仕上げも、ひとつの先進技術なのです。

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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XC40にはさまざまな機能が搭載されていますが、その操作はどれも自然
で直感的。画面に触れるだけで扱えるセンターディスプレイ、高解像度の
デジタル液晶ドライバー・ディスプレイ、人に話しかけるように指示を出せる
ボイスコントロールなど、シンプルでわかりやすい操作方法を実現する技術
がいたるところにちりばめられています。
数多くの機能が集約されたタッチスクリーン式センターディスプレイは、
画面を縦に配置しました。まるで使い慣れたスマートフォンのような親しみ
やすさで、すぐに思いどおりに扱えるはずです。また、くっきりとした鮮明な
表示で読み取りやすく、手袋を着用したままでも操作できるほど応答性に
優れています。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
ポータブルミュージックプレーヤーに収めたコンテンツに縛られることなく、
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、新しい音楽を見つけ出して
ください。
走行中に必要な情報は、目の前にある12.3インチのデジタル液晶
ドライバー・ディスプレイにわかりやすく表示されますから、前方の路上に
集中してドライブをお楽しみください。車外から差し込む光に応じて輝度が
自動調整されるので、車内が明るくても暗くても、見やすさは変わりません。

IN SYNC WITH YOU

DESIGNED FOR SOUND

音楽には変化をもたらす力があることを、私たちは知っています。だからこそ私たちは、
あなたがお気に入りの音楽を最大限に楽しめるように、オーディオシステムを設計しました。
XC40は緻密で力強い低音を生み出すエアウーファーテクノロジー™を全車に標準
装備しています。
よりリアルな臨場感をお求めの方には、harman/kardonプレミアムサウンド・オーディオ
システムを用意しています。高音質で世界に知られ、ハイエンドのひとつに数えられる
オーディオブランドとのコラボレーションによって完成した、クラス最高水準のオーディオ
システムです。13 個のスピーカーによって紡ぎ出される、バランスに優れたパワフルな
サウンドをご堪能ください。

決め手は低音
XC40に標準装備された、エアウーファーテクノ

ロジー™。それは、原音に忠実なサウンドと重厚な

低音再生を兼ね備えた、オーディオスピーカーの

新しい姿です。通常はドア下部に設置される

スピーカーをダッシュボード奥へと移設することに

より、限られたキャビン内でより大きな収納スペース

を確保できる自由度も獲得しました。

ストリーミングもオンデマンドで
ストリーミングサービスへのアクセスは、ボタン操作

またはボイスコントロールでどうぞ。AppleCarPlay™

とAndroid Auto™にも対応していますので、お好み

のアプリを使って音楽やニュース、オーディオブック

を簡単に聴くこともできます。

harman/kardonプレミアムサウンド・
オーディオシステム
XC40のキャビンで、お気に入りの音楽を心ゆくまで

堪能しましょう。世界に名だたるオーディオブランド

が手がけた、クラス最高水準のharman/kardon

プレミアムサウンド・オーディオシステムが、パワフル

できめ細かなサウンドをお届けします。

あなたのコンシェルジュ
SENSUS NAVIGATIONは、ドライブの

目的地を探し出したり、ルートガイドをはじめ

とする各種情報をお知らせする、あなたの

専属コンシェルジュです。鮮明な地図

画像や、無償で地図データを最新版に

更新できるマップケアに加え、目的地の

検索や自車位置の共有に役立つアプリ

にも対応していますので、XC40 での

ドライブを存分にお楽しみください。

Apple CarPlay™はApple Inc.の登録商標です。
AndroidはGoogle Inc.の登録商標です。

harman/kardonはHARMAN International Industries Inc.の登録商標です。

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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被追突時警告機能 
（静止時オートブレーキ機能付）
後方から接近する車両により追突される危険を
検知した際に警告を発する被追突時警告機能は、
IntelliSafeとともにXC40に標準装備される安全
装備のひとつ。衝突の直前、フロントのシートベルトを
自動的に巻き取り、乗員を衝撃から保護します。さらに、
自車が停止している場合には、最大の制動力で自動
ブレーキを作動させ2次被害の衝突を防ぎます。

■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4〜70km/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・サイクリストとの速度差が50km/h以下の場合および、自車と歩行者
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。

CITY SAFETY

インターセクション・サポート 
（右折時対向車検知機能）
City Safetyには、交差点内で発生する事故を減らし、
万が一事故が発生してしまった場合でも被害を低減
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）が含まれています。交差点で右折する際
に対向車の接近を検知すると自動ブレーキを作動
させます。

さらなる進化を遂げたボルボの
安全・運転支援機能。

ボルボであること。それは安全なクルマであることを意味しています。
数十年にわたる経験と革新の積み重ねから生み出された先進技術
を、私たちはXC40に注ぎ込みました。
クルマ、人、サイクリストが混在する複雑な交通環境において、事故を
未然に防ぐために、クルマにできる最善の対策を追求した最新の成果。
それがボルボの先進安全・運転支援機能、IntelliSafeです。
IntelliSafeの要であり、安全なドライブをサポートするCity Safetyには、
衝突回避・軽減フルオートブレーキシステム、インターセクション・サポート

（右折時対向車検知機能）、歩行者・サイクリスト・大型動物検知機能
（夜間含む）の3機能が含まれており、車速4km/hから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。ドライバーが一定時間内に適切な回避操作をしなければ
最大の制動力で自動ブレーキを作動させ、自車と前走車との速度差
が 50km/h 以下（歩行者の場合は45km/h 以下、サイクリストの
場合は50km/h以下）では衝突の回避を、速度差がそれよりも大きい
場合は衝突による被害の軽減を図ります。
私たちが目指す、「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」を実現するために欠くことのできないIntelliSafeはXC40
全車に標準装備です。

歩行者・サイクリスト・大型動物検知機能
（夜間含む）
昼間だけでなく薄暗い環境下でも自車前方の歩行者や
サイクリストを識別し、衝突の危険が生じた際には
ドライバーへ警告。適切な回避操作が行われなければ
自動ブレーキを作動させます。大型動物検知機能は、
前方のヘラジカやトナカイ、馬などの大型動物を検知
し、衝突の危険を察知した際にはドライバーへ警告を
行い、必要に応じ自動ブレーキを作動させます。

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。

種類以上のボルボ・セーフティ機能を
XC40に標準装備16

● 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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■ 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。

TECH THAT HELPS

XC40には快適なドライブをサポートするための、さまざまな革新技術が
搭載されています。そのうちのひとつ、パイロット・アシスト（車線維持
支援機能）は、交通量の多い道でドライバーの疲労を軽減する技術。
高速道路などを走行中に、必要に応じてステアリングにわずかな修正を
加え、車線の中央を保持して走行できるようにステアリング操作を
支援します。また、設定した車速や車間距離を保ちながらXC40を
巡航させる全車速追従機能付ACC（アダプティブ・クルーズ・コント
ロール）は、前走車との距離を保持できるように車速を自動調整して、
運転操作の労力を軽減します。

LEDヘッドライト 
（アクティブベンディング機能付）
北欧神話の雷神が手に持つ「トールハンマー」を
モチーフにした、ひときわ印象的なLEDヘッドライトは、
新世代のボルボを象徴するユニークなアイコンと
なっています。LEDデイタイム・ランニング・ライトや
ウインカーの機能を内蔵しているほか、ステアリングを
切った向きに合わせてヘッドライトの照射方向を最大
30°の範囲で自動的に動かし、進行方向前方の
視界を確保する、アクティブベンディング機能も
備えています。

LKA（レーン・キーピング・エイド） 

進行方向の車線を監視し、無意識のうちに走行中
の車線を逸脱しそうになっていると判断された場合
に、走行中の車線を保持できるようにステアリングを
穏やかに自動修正します。ステアリングの自動修正
では不十分な場合、あるいは隣接する車線へと進入
してしまった場合は、警告音やステアリングホイール
の振動で注意を促します。

パイロット・アシスト（車線維持支援機能） 

全車速追従機能付ACCを設定して高速道路などを
走行中にパイロット・アシストを作動させると、車線を
維持するためにステアリングを穏やかに自動修正
するステアリング・アシストが働き、わずかなステアリング
操作で車線の中央を保持できるよう支援します。
この機能は渋滞中でも車線を維持するようにステア
リング操作をアシストし、先行車や隣接車線の他車と
接触するリスクを低減させてドライバーの疲労を軽減。
単独走行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）
設定した速度を上限として、前方車両との車間距離
を自動的に調整しながら加速、巡航、減速、停止まで
を交通の流れに合わせて自動で行い、長距離ドライブ
の疲労を軽減。前走車が減速して停止すると追従
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。車速70km/hを超えて先行車に追従して
いる際にウインカーを操作して追い越す意思を示すと、
車両を一時的に加速させてスムーズな追い越しを
支援する「追い越しアシスト」機能も備えています。

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。

● 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）



NEW DAC（ドライバー・アラート・コントロール） 

左右車線（走行区分線）と自車の位置関係をカメラで
監視するとともに、ドライバーのステアリング操作を
チェック。運転中の眠気や注意力低下による運転の
ふらつきなど異常な走行状況を感知すると、警告音で
ドライバーの注意を喚起し、休憩を促すメッセージと
コーヒーカップのマークをデジタル液晶ドライバー・
ディスプレイ内に表示します。

RSI（ロード・サイン・インフォメーション） 

制限速度や追い越し禁止などの重要な道路標識＊

をカメラで読み取り、デジタル液晶ドライバー・ディス
プレイ内に表示。刻 と々変化する道路標識の情報を
わかりやすく伝え、運転に必要な情報の見逃しを
防ぎます。速度警告機能では、制限速度を超過した
ときに標識のシンボルを一時的に点滅させるように
設定することができます。
＊すべての標識に対応するものではありません。

LCMA（レーン・チェンジ・マージ・エイド） 

リアバンパーの左右コーナーに内蔵されたミリ波
レーダーにより、隣接する車線の自車後方に急接近
する車両の存在が検知された場合、左右ドアミラー
ガラスに内蔵されたインジケーターの該当する側を
点灯させてドライバーに注意を促します。さらに、
インジケーターが点灯中にもかかわらず車線変更の
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
を点滅させてドライバーに警告します。

オートブレーキ機能付
CTA（クロス・トラフィック・アラート）
駐車スペースから後退して出庫するときの安全を
確保するための装備。リアバンパーに内蔵された
ミリ波レーダーによって、接近する車両、歩行者や
サイクリストの存在を検知します。検知された場合は
警告音でドライバーに知らせるとともに、必要に応じて
オートブレーキを作動させ、衝突の回避または衝突
被害の低減を図ります。

BLISTM 
（ブラインドスポット・インフォメーション・システム）
自車の周囲を走行している車両を検知し、その存在
をドライバーに知らせることで、より安全でストレスの
少ない運転を支援します。自車後方および側方の
監視には、高精度ミリ波レーダーを使用。接近もしくは
併走する車両が存在する場合には警告し、車線
変更の際に衝突するリスクを低減します。

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）
意図せずに自車線を逸脱し、センターラインを越えて
対向車線へ進入してしまった際に、自車に接近する
対向車との衝突の危険度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ステア
リングを自動修正し、衝突回避をアシストする機能です。
車線境界線がはっきりと視認できる道路を車速
65km/hから140km/hで走行中に作動します。

● 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）



※ 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。

PARKING.  
MADE EASIER

コンパクトなボディに高めのシートポジションとクイックなステアリングを
採用し、数々の運転支援装備が備わったXC40なら、駐車はいたって
簡単です。目立たないようにボディに埋め込まれた360°ビューカメラは、
クルマを真上から見下ろしているかのような映像をセンターディスプレイ
に表示。自車と周囲の車両や障害物との位置関係をひと目で確認
できるので、それらを避けながら駐車することができます。
パーク・アシスト・パイロットは、ドライバーに代わってステアリング操作を

受け持つ、駐車支援機能です。縦列駐車ならXC40の全長のわずか
1.2倍のスペースがあれば十分で、もちろん標準的な並列駐車にも
対応しています。ドライバーが操作するのはブレーキとアクセル、シフト
レバーだけ。操作するタイミングは、パーク・アシスト・パイロットが的確に
指示します。見つけた駐車スペースの長さが十分かどうかの判断も
お任せください。XC40を駐車できる場所を見つけたら、アラームで
お知らせします。

パーク・アシスト・パイロット 
（縦列・並列駐車支援機能）
ドライバーに代わってステアリング操作を自動で行い、
駐車を支援します。駐車可能なスペースがあることを
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
に自動操舵の開始を表示。ドライバーは周囲の安全を
確認し、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、シフトレバーの操作をするだけで駐車でき
ます。縦列駐車だけでなく、直角方向への車庫入れ、
縦列駐車からの発進にも対応しています。

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
真上から見下ろしている映像を作成し、センターディス
プレイに表示。自車と周囲との位置関係をひと目で
確認することができ、障害物の有無などの周辺状況を
把握しやすくなります。リバースギアにシフトすることで、
センターディスプレイに360°ビューの映像を表示
できるほか、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。

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。（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・プロテクション
（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、エアバッグと連携し、乗員が負傷するリスクを
低減します。道路からの転落などによる強い衝撃に対しては、衝撃吸収機構付
フロントシートが衝撃を緩和して、乗員の脊椎を保護します。

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）
道路からの逸脱を防止するため、ステアリング操作をサポートする機能です。車速
65km/hから140km/hの範囲で走行中、意図せず道路から逸脱するような
ステアリング操作が行われたことを検知すると、ステアリングを自動修正すると
ともに、必要に応じてオートブレーキを作動させて危険回避を図ります。

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（電動プリクラッシュ・テンショナー）が内蔵され
ています。各種センサーが衝突の危険を察知すると、
事前にフロントシートベルトを巻き取ることで乗員を
シートに拘束し、衝撃に備えます。巻き取る力は状況に
より変化し、最大10秒間、乗員の身体を適切に保持
して安全を確保します。

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
下方向の非常に強い力が乗員の身体に加わります。
それにより、一見したところではそれほど深刻ではない
と思える事故でも、重大な脊椎損傷へとつながる危険
性があります。ボルボ車のフロントシートクッションは、
そのような重大事故においても衝撃のエネルギーを
吸収することのできる機構を備えており、衝突や事故
の際に乗員が負傷するリスクを低減します。

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。たと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。

■：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

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

SAFER THAN EVER 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
第一に考えてきました。そしてXC40には、私たちが数十年にわたって
生み出してきた技術革新の成果である、先進の安全装備が搭載
されています。
すべてのボルボ車がそうであるように、XC40にはあなたを守る強さが
あります。たとえばボディは、すべての乗員を安全に囲い込む防護

ケージの役割を果たせるように、ウルトラハイストレングススチール
（ボロンスチール）の使用率を高めています。フロントシートには、衝撃
により脊柱にダメージを受ける危険を最小限に抑える、独自の構造を
採用しました。加えて、追突された際に頸部を保護してむち打ち症の
リスクを低減する、WHIPS™（後部衝撃吸収リクライニング機構）も
組み込まれています。道路から逸脱してしまった場合には、重大な

負傷から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
事故時保護機能）が作動。衝突の危機を検知すると事前に乗員の
身体を拘束するフロントシートベルトも連携して、衝突時に安全性を
最大限確保できる態勢を整えます。これらをはじめとする数々の安全
装備が、XC40のキャビンをボルボの名にふさわしい安全な場所に
しているのです。

デュアルモード・エアバッグ（運転席/助手席）/
ニー・エアバッグ（運転席）
2つの膨張パターンが設定されたフロントシート用
デュアルモード・エアバッグ。衝突時に加わる衝撃が
極めて小さい場合、エアバッグは開かず、プリテン
ショナー付シートベルトを介してドライバーや同乗者を
拘束します。ニー・エアバッグはドライバーの膝元に
装着され、主に正面衝突の際に、膝や足がダッシュ
ボード下部に衝突することを防ぎ、負傷の程度・
可能性を軽減させます。

●写真、イラストはイメージです。
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AGILE. RESPONSIVE.  
IN CONTROL

どんな場所を走らせているときでも、常に意のままに操ることのできる
SUV。それがXC40です。軽量なアルミニウムを広範囲に使用した
サスペンションが、市街地から郊外まで、路面状況を問わない洗練
された走りを可能にしました。ステアリングホイールを通じて伝えられる
瞬時の応答性と躍動感あふれる身のこなしを、あなた自身の手で
お確かめください。エンジン、オートマチック・トランスミッション、スポーツ
モード付 ESC（エレクトロニック・スタビリティ・コントロール）、ステア
リング、そしてエンジン・Start/Stop 機能の設定はドライブモード・
セッティングで変更できるので、そのときの気分に最適な走行フィール
をお好みに合わせて選べます。
滑りやすい路面を走行しているときや牽引時の安定性向上に寄与
する、トラクション性能に優れたAWDモデルもラインナップしました。
急傾斜や滑りやすい斜面を下る際には、ヒル・ディセント・コントロールが
最大限の安全性を確保します。
XC40はパワートレーンもスマートです。排出ガスや燃料消費を抑え
ながらも素早いレスポンスでドライバーの意思に応えるので、どちらに
も妥協する必要はありません。その中心的役割を果たしているのが、
なめらかな出力特性と効率を高い次元で両立した、最新世代のターボ
エンジンです。コンパクトかつ軽量な設計はフロント部の重量低減に
つながり、軽快なハンドリングにも貢献しています。
エンジンから送り出されたパワーを路面へと伝達するギアボックスには、
効率に優れていて変速動作がなめらかな、8速のギアトロニック付オート
マチック・トランスミッションを採用しました。R-Designに装備される
パドルシフトを駆使すれば、マニュアル変速も思いのままです。目的地
までの距離が遠くても近くても、いつでもドライバーの意思に忠実な
走りで応える能力が、XC40には備わっています。そしてそれは、信頼
できるクルマの条件でもあるのです。

●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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T4 / T4 AWD
なめらかで応答性に優れ、それでいて高効率な

走りを実現する140kW（190ps）/300Nm

（30.6kgm）の直噴ガソリンターボエンジンを

搭載。ごく低回転から発生されるゆとりある

パワーが、路面状況を問わない扱いやすさの

源です。

T5 AWD
185kW（252ps）/350Nm（35.7kgm）の

ハイパワー2.0リッター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。

全域で余裕に満ちたパワーと卓越したドライバ

ビリティを誇るオールラウンダーです。

あなた自身とあなたのライフスタイルに完璧に寄り添う、都市に最適な
SUVであること。何よりもそれを目標に、私たちはXC40を仕上げました。
快適な乗り心地と個性的なスカンジナビアン・デザインを備え、心躍ら
せる俊敏な走りであなたの期待に応えられるクルマとして、XC40は
ボルボを選ぶ人とボルボが創り出す世界を大切にして作られています。
直感的に扱えて、さまざまな用途に対応できるようにデザインされた
XC40は、充実した毎日をともに過ごせる最高のパートナーといえる
でしょう。
XC40の走りの核心は、高効率でレスポンスのいいガソリンエンジンに
あります。どのモデルを選んだとしても、最新のDrive-E（ドライブ・イー）

テクノロジーが実現する意のままに引き出せるパワーは、あなたの
期待を裏切りません。それでいて、燃料消費と排出ガスは低く抑え
られています。
2種類のガソリンエンジンには、変速動作がなめらかでダイレクト感の
ある走りを実現する、8 速ギアトロニック付オートマチック・トランス
ミッションを組み合わせました。路面状況を問わず高い走行安定性を
提供するAWDモデルもお選びいただけます。
あなたにもっともふさわしい XC40を選び、思う存分、ドライブを
お楽しみください。

YOUR JOURNEY 
BEGINS HERE

●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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CREATE YOUR OWN 
SWEDISH CITY SUV

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。その
思想は、ボルボのラインナップ構成にも反映されており、あなたらしさを表現
できる、あなたのライフスタイルにぴったりなモデルが見つかるはずです。
都会での生活や都市そのものの息づかいに着想を得たXC40は、
個性的であることを求めるあなたにこそふさわしいSUVといえるでしょう。
XC40には、それぞれ独自のスタイリングとキャラクターを備えた4モデルが
用意されています。厳選された装備が揃えられたベーシックモデル、現代的
で鮮やかな配色が印象的なMomentum、パワフルでスポーティ感に
あふれるR-Design、そしてスウェーデン流のラグジュアリーとエレガント
さを追求したInscriptionです。
豊富なバリエーションの中から、あなたがお望みの1台を見つけてください。

VO LVO XC 40 INSCR IP T IO N

スタイリッシュなデザインはそのままに、北欧ならでは
のラグジュアリーセンスを加味して、エレガントさを
さらに昇華させた1台です。

VO LVO XC 40 MO M EN T U M

都会的な存在感を漂わせる、力強く現代的なスタイ
リング。鮮やかなホワイトカラールーフとの組み合わ
せも選択できます。

VO LVO XC 40 R- DE S IG N

専用パーツによるダイナミックな走りや、デザイン
を引き締める専用ブラックカラールーフを採用
するスポーティーモデルです。

VO LVO XC 40

自分らしさを大切にするあなたのための都市型
SUVです。優れた快適性と高い実用性、先進の
安全機能を備えるベーシックモデルです。

●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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XC 40
主要装備

エクステリア：
17インチ・アルミホイール | ダークグレー・フロントグリル（クローム・フレーム） | インテグレー
テッド・ルーフレール（マットブラック） | LEDヘッドライト

インテリア：
テキスタイル・シート | "City Map"チャコール・パネル（フロント） | 本革巻ステアリング
ホイール | 本革巻シフトノブ（チャコール） | タッチスクリーン式センターディスプレイ（9インチ）

XC40.
THE RIGHT
EQUIPMENT

都市を駆けるスタイリッシュなSUVとしてデザインされたXC40の
ベーシックモデルには、あなたの価値観や快適性に対する要望に
応える装備が取り揃えられています。最新世代のボルボを象徴する
TシェイプのLEDヘッドライトも、そのうちのひとつです。人間工学に
基づいてデザインされたシートは、高品質なチャコールのテキスタイルで
包み込みました。ダッシュボードにはボルボの故郷スウェーデン・
イェーテボリ港の地形にヒントを得たユニークな形状の"City Map"
チャコール・パネルをあしらい、ステアリングホイールには上質なレザーを
使用しています。その奥に見える12.3インチ・デジタル液晶ドライバー・
ディスプレイは、好みに合わせてデザインを変更できる4モード選択式
です。キャビンの中央には、9インチ縦型のタッチスクリーン式センター
ディスプレイを配置。インターネット接続に対応するSENSUS 
CONNECTや、車内の空気を新鮮に保つCleanZone – エア・クオ
リティ・システムなど、長距離のドライブでも快適に過ごせる装備も
充実しています。もちろん、数々の賞を獲得した先進安全・運転支援
機能も標準装備です。

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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XC 40 MO M EN T U M
主要装備

エクステリア：
18インチ・アルミホイール | ダークグレー・フロントグリル（クローム・フレーム） | ホワイトカラー
ルーフ［オプション］ | インテグレーテッド・ルーフレール（シルバーカラー） | LEDヘッドライト | 
シルバー・スキッドプレート

インテリア：
テキスタイル・コンビネーション・シート | フロント・電動ランバーサポート（4ウェイ） | アーバン
グリッド・アルミニウム・パネル（フロント） | 本革巻/シルクメタル・ステアリングホイール | 
本革巻シフトノブ（チャコール） | インテリアイルミネーション

MOMENTUM.  
CONTEMPORARY 
URBAN STYLE

優れた機能性をモダンなデザインで包み込んだ、大胆にして鮮烈な
ルックス。それはまさに、都市型SUVを追求したXC40の本質の表れ
です。都会を舞台にした生活がより快適になるように設計され、作り
上げられたXC40 Momentumには、そのために必要なすべてが備わって
います。ソリッドとメタリックの両方を揃えたさまざまなボディカラーは、
いずれも個性的かつ現代的な色調ばかりです。さらにそのうちの5色
には、都会の雑踏の中でも存在感が際立つホワイトカラールーフを
オプションで用意しました。さらに、ドアミラーカバーとアルミホイールも
ホワイトカラーでコーディネートすることもできます（オプション※）。
キャビンでは、モダンなテキスタイル・コンビネーション・シートがあなたを
おもてなしします。お好みのインテリアカラーとエクステリアカラーの
組み合わせを選び、あなただけの個性的なXC40に仕立てましょう。

※ホワイト・ドアミラーカバーと19インチ アルミホイール〈ブラック/ホワイト〉は同時装着が必要です。

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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CONFIDENTLY URBAN

全身が自信にあふれ、落ち着き払ったXC40 Momentumの佇まいは、
スカンジナビアン・テイストに彩られた都会的センスそのものといえるでしょう。
Momentumは、ホワイトカラールーフのオプションや、インテリアやエクス
テリアカラーの組み合わせによって、あなた自身の個性や好みを反映した
SUVに仕上げることができます。上質なシート、ダッシュボードを飾るアーバン
グリッド・アルミニウム・パネル、そして趣あるインテリアライトが醸し出す都会的
で贅沢な雰囲気を、XC40 Momentumのキャビンでお確かめください。

クロームのフレームで縁取られた

ダークグレーのフロントグリルがモダン

な印象を与えます。

現代的なスタイリングを際立たせる

ホワイトカラールーフのオプションは、

5色のボディカラーで選択できます。

シルバーカラーのスキッドプレートと

リアバンパー内側に隠されたテール

パイプにより、タフでありながらもスタ

イリッシュな後ろ姿を演出。

北欧デザインならではの美しさ。そのエッセンスは、

テキスタイル・コンビネーション・シート、ダッシュ

ボードを飾るアーバングリッド・アルミニウム・

パネル、本革巻ステアリングホイールなど、

XC40 Momentumのインテリアのいたるところ

に注ぎ込まれています。

日が落ちて暗くなると、ダッシュボードに収められた

アーバングリッド・アルミニウム・パネルがLEDライト

に照らされて浮かび上がり、XC40 Momentumの

インテリアにモダンな雰囲気を加えます。

ドライビングを支援するさまざまな機能は、12.3

インチのデジタル液晶ドライバー・ディスプレイと

9インチのタッチスクリーン式センターディスプレイ

によって操作可能です。

象徴的なTシェイプのLEDヘッド

ライト、シルバーカラーのインテ

グレーテッド・ルーフレール、そして

オプションのホワイトカラー 

ルーフなど、XC40 Momentum

には都市の街並みに映える装備

を取り揃えました。

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。

● 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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XC 40 R- De s ign
主要装備

エクステリア：
19インチ・アルミホイール | 専用フロントグリル（グロッシーブラック・フレーム） | 専用ブラック
カラールーフ | 専用インテグレーテッド・ルーフレール（グロッシーブラック） | 専用グロッシー
ブラック・ドアミラーカバー | 専用グロッシーブラック・サイドウインドー・トリム（下部） | グロッシー
ブラック・スキッドプレート | 専用リアルーフピラー・トリム | 専用スポーツ・サスペンション

インテリア：
専用Nubuck*/ファインナッパレザー・コンビネーション・シート | カッティングエッジ・アルミ
ニウム・パネル（フロント） | "Lava"オレンジカラー・フロアカーペット＆ドア内張り［オプション］ | 
専用本革巻/シルクメタル・ステアリングホイール | パドルシフト | 専用本革巻シフトノブ

（チャコール） | 専用アルミニウム・スポーツペダル | 専用フロアマット | チャコール・ルーフ
ライニング | 専用アルミニウム・フロントスカッフプレート

*Nubuck：バックスキン仕上げの人工皮革

R-DESIGN.  
THE SPORTY LOOK

ルーフをはじめ、エクステリアの各所に配されたグロッシーブラックの
ディテール。それは、XC40が内に秘めるスポーティなキャラクターを
追求したR-Designだけに与えられたカラーテーマです。足もとには、
路上での存在感を際立たせるとともに力強さを演出する、大径アルミ
ホイールを装着。卓越した走りのポテンシャルを予感させるその姿は、
どの角度から見ても視線をとらえて離しません。
ドライバーの集中力を高めるチャコールカラーでインテリアを統一した
キャビンでは、専用のマテリアルやトリムがあなたを包み込みます。
たとえばシートにはR-Design 専用の、心地よく身体をサポートする
Nubuck*/ファインナッパレザー・コンビネーション表皮を採用。
R-Design専用本革巻/シルクメタル・ステアリングホイールやパドル
シフトから、チャコールカラーのルーフライニングにいたるまでのすべて
のディテールが、ドライバーを鼓舞し、ドライビングを支えるために選び
抜かれています。新鮮でスタイリッシュな雰囲気をキャビンにもた
らし、乗り込むたびに気分を高めてくれる"Lava"オレンジカラー・
フロアカーペット＆ドア内張りもまた、R-Designだけに用意された
オプションです。

40 | VOLVO XC40

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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INSPIRED BY  
THE ART OF DRIVING

XC40のパワフルなキャラクターを強く印象づける、ダイナミックなコントラストと
自信に満ちた存在感。フロントグリルやルーフ、ドアミラーカバーなどの
ディテールにグロッシーブラックをあしらった専用エクステリアデザインに
大径アルミホイールを組み合わせた、R-Designだけのアピアランスです。
インテリアは、Nubuck/ファインナッパレザー・コンビネーション表皮の
R-Design専用シート、オプションの"Lava"オレンジカラー・フロアカーペット＆
ドア内張り、ダッシュボードに収められたカッティングエッジ・アルミニウム・
パネルなど、スポーティなデザインテーマで仕上げました。快適性を損なう
ことなく優れたコントロール性を生み出す専用スポーツ・サスペンションと
合わせ、R-Designならではの世界をご堪能ください。

どのボディカラーを選んだとしても、タフな

キャラクターを演出するブラックカラールーフ

が、あなたのXC40にドラマティックな印象を

加えます。リアルーフピラー・トリムには、

あなたが選んだXC40が特別なモデルである

ことをさりげなく主張する、R-Designのロゴ

が刻まれています。

サイド部分にパーフォレーテッド・レザーを使用

した本革巻/シルクメタル・ステアリングホイール、

本革巻シフトノブ、アルミニウム・スポーツペダル

やパドルシフトなどのR-Design 専用装備は、

R-Designが、走りにフォーカスしたモデルである

ことの証明です。

ダッシュボードに収められたカッティングエッジ・アルミ

ニウム・パネルをLEDライトが照らし出し、XC40の

インテリアに昼夜を問わず特別な雰囲気を添えます。

上質なNubuck/ファインナッパ

レザー・コンビネーション表皮に包ま

れたR-Design専用シートが、どんな

場面でもあなたの身体をしっかりと

サポートします。スポーティな雰囲気

を醸し出すホワイトのコントラスト

ステッチとパイピングに加え、ホールド

性をさらに高めるマニュアル調整式

クッション・エクステンションを採用

しています。

フロントドアには、R-Designロゴが刻印された

スタイリッシュなデザインのスカッフプレートを

装着されます。

R-Designのたくましさを一段と強調する、

19インチ・5ダブルスポークの大径アルミ

ホイールを標準設定。ダイヤモンドカットの

輝きを、マットブラックのカラーリングが引き

立てます。フロントグリル、ドアミラーカバー、

ルーフおよびインテグレーテッド・ルーフレール

などのグロッシーブラックのディテールや、

ボルボを象徴するTシェイプの LED ヘッド

ライトとも、マッチングは完璧です。

水平基調のメッシュ部分にハイ

グロスブラック、フレームにグロッシー

ブラックを配したフロントグリルは、

R-Design専用デザインです。

リアスタイルは、インテグレーテッド・

デュアルテールパイプとグロッシー

ブラックのリア・スキッドプレートにより、

スポーティかつエレガントにまとめました。
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。

● 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）



INSCRIPTION.
A HIGHER GRADE
OF REFINEMENT

洗練を極めた上級モデルにふさわしく、Inscriptionのエクステリアは
数々の専用アイテムで彩られています。色あせないスカンジナビアン・
デザインと組み合わせられた、フロントグリルやサイドウインドー下部トリム、
そしてリアバンパー・トリムを飾るクロームをはじめとするInscription
だけのディテールが、XC40を一線を画した存在へと高めます。さらに、
前後スキッドプレートのマットシルバーや、19インチの大径アルミ
ホイールに施されたダイヤモンドカットの輝きが、各部のクローム仕上げ
と完璧に調和。内に秘めた力強さを予感させるインテグレーテッド・
デュアルテールパイプとともに、躍動感と高級感を強く印象づけます。
モダンな上質感を意識したキャビンには、高品質な素材をちりばめ
ました。立体的な造形のシートには、柔らかなレザーを採用。独特な
風合いが美しいドリフト・ウッド・パネルやOrrefors® 社製クリスタル・
シフトノブと合わせ、Inscriptionならではの贅沢感を演出しています。
また、原音に忠実で透明感のあるサウンドを創出するharman/kardon
プレミアムサウンド・オーディオシステムを標準装備しています。

XC 40 I nsc r i p t i on
主要装備

エクステリア：
19インチ・アルミホイール | 専用フロントグリル | 専用サイドウインドー・クローム・トリム

（下部） | 専用マットシルバー・スキッドプレート | 専用リアルーフピラー・トリム（Inscription
ロゴ入り）

インテリア：
本革シート | ドリフト・ウッド・パネル（フロント） | 専用クリスタル・シフトノブ（Orrefors®社製） | 
専用フロアマット | 専用アルミニウム・フロントスカッフプレート

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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COMFORT AND LUXURY
EXPERIENCE

都会の街並みに映えるスタイリッシュな造形に、クロームの輝きが高級感を
添えるInscriptionのエクステリア。そこに醸し出される洗練された雰囲気に
ふさわしく、Inscriptionには4種類の専用色を含む個性的なボディカラーを
ご用意しました。リア・ウインドー5面に採用したダークティンテッド・ガラスと
リア・ルーフピラートリムに刻まれたInscriptionのロゴもまた、このモデル
だけに与えられたアクセントです。キャビンでは、ぬくもりあるドリフト・ウッド・
パネルと、4色から選べる本革シートを標準装備。フロント/リアともにシート
ヒーターを備えていますので、2ゾーン・フルオートマチック・エアコンディ
ショナーと併せ、季節を問わず快適なドライブをお楽しみいただけます。

垂直基調のデザインを採用したInscription
専用フロントグリル。ベースカラーをハイグロス
ブラック、全体を縁取るフレームと縦に並んだ
バーをクローム仕上げとすることで、エレガント
な印象にまとめました。 上質なレザーを使用した本革シートには、

アンバー、ブロンド、チャコール、オキサイド
レッドの 4 色を設定。フロントシートには、
マニュアル調整式クッション・エクステン
ションが備えられています。

ダッシュボードには流木をモチーフにしたドリフト・ウッド・
パネルを配しました。LEDライトに照らされて浮かび
上がり、キャビンに落ち着きある趣をもたらします。

シフトノブにはOrrefors®社製の
クリスタルを使用。スウェーデン
の伝統的マテリアルにより、
先進のデザインとテクノロジー
を表現しました。

フロントドアを開けると、Inscriptionのロゴ
が記されたアルミニウム・フロントスカッフ
プレートがあなたを出迎えます。

標準装備される5ダブルスポークの19インチ・
アルミホイールには、ダイヤモンドカット加工と
ブラックのカラーリングを施しました。クローム
仕 上げされたディテールとも調 和する、
Inscriptionらしい高級感あるデザインです。
LEDフロント・フォグライトはコーナリング・
ライト機能を備えています。

Inscriptionのロゴが刻まれたリア・

ルーフピラートリム。

リアバンパーのクローム・トリムとスキッド

プレートのマットシルバー、そしてリア

ドアとテールゲートのダークティン

テッド・ガラスが、Inscriptionならではの

優雅で気品あるリアスタイルを演出

します。
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。

● 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）



● 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。

クリスタルホワイトパール（707）  オスミウムグレーメタリック（714）ブライトシルバーメタリック（711）

フュージョンレッドメタリック（725）★

ブラック（019） バースティングブルーメタリック（720）
R-Design専用色

オニキスブラックメタリック（717）

オニキスブラックメタリック（717）★

パイングレーメタリック（724）
Inscription専用色

デニムブルーメタリック（723）
Inscription専用色

ブラック（019）

ブラック（019）★

アイスホワイト（614）

アイスホワイト（614） アマゾンブルー（621）★
Momentum専用色

オスミウムグレーメタリック（714）

オスミウムグレーメタリック（714）★

ブライトシルバーメタリック（711）

ブライトシルバーメタリック（711）

19インチ 5ダブルスポーク
ダイヤモンドカット/ブラック

（Inscription 標準装備）

17インチ 5スポーク
シルバー

（XC40 T4 標準装備）

19インチ 5ダブルスポーク
ダイヤモンドカット/マットブラック

（R-Design 標準装備）

20インチ 5ダブルスポーク
ダイヤモンドカット/マットブラック

（R-Design アクセサリー設定）

18インチ 5スポーク
シルバー

（Momentum 標準装備）

詳しくはvolvocars.jpをご覧ください。

★ホワイトカラールーフ設定車（オプション）

表皮 ： 専用Nubuck*/ファインナッパレザー
（R-Design 標準装備）
シートカラー ： チャコール（RB00）

表皮 ： 本革
（Inscription 標準装備）
シートカラー ： ブロンド（UD70）

表皮 ： 本革
（Inscription 標準装備）
シートカラー ： チャコール（RD00）

表皮 ： 本革（Inscription 標準装備）
シートカラー ： オキサイドレッド（RD90）

表皮 ： 専用Nubuck*/ファインナッパレザー
（R-Design オプション設定）
シートカラー ： チャコール（RB00）
カーペットカラー ： "Lava"オレンジ

表皮 ： 本革
（Inscription 標準装備）
シートカラー ： アンバー（RD20）

XC40はモデルごとに個性的なインテリアを設定しています。ベーシック
モデルには高品質なテキスタイル・シートと"City Map"チャコール・
パネル、Momentumには都会的センスを感じさせるテキスタイル・コンビ
ネーション・シートとアーバングリッド・アルミニウム・パネル、R-Design

にはスポーティなNubuck/ファインナッパレザー・コンビネーション・
シートとカッティングエッジ・アルミニウム・パネル、そしてInscriptionに
は高級感あふれる本革シートとドリフト・ウッド・パネル。北欧デザイン
ならでは独創性をお楽しみください。

"City Map"
チャコール・パネル

（フロント・樹脂製）
（XC40 T4 標準装備）

アーバングリッド・
アルミニウム・パネル

（Momentum 標準装備）

カッティングエッジ・
アルミニウム・パネル

（R-Design 標準装備）

ドリフト・ウッド・パネル
（Inscription 標準装備）

R-Design

XC40 T4

Inscription

デコレーション・パネル

アルミホイール

フュージョンレッドメタリック（725）

Momentum

表皮 ： テキスタイル
（XC40 T4 標準装備）
シートカラー ： チャコール（R100）

表皮 ： テキスタイル・コンビネーション
（Momentum 標準装備）
シートカラー ： グレイッシュ・ライトベージュ（U470）

表皮 ： テキスタイル・コンビネーション
（Momentum 標準装備）
シートカラー ： チャコール（R300）

*Nubuck：バックスキン仕上げの人工皮革

メープルブラウンメタリック（722）
Inscription専用色

オニキスブラックメタリック（717） ルミナスサンドメタリック（719）
Inscription専用色

ブライトシルバーメタリック（711）クリスタルホワイトパール（707）

● ステアリングホイールのカラーはチャコールとなります。● 本革シートは、座面および背もたれ表面部が一部本革となります。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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BUILT TO BE USEFUL

XC40をもっと使いこなすためにデザインされたアクセサリーを活用して、
さらに充実したカーライフを満喫しましょう。余計な気を遣わずに、
XC40を思う存分アクティブに使いこなしたいとお考えなら、大切な
荷物を安全かつ気軽に運ぶことができるだけでなく、傷や汚れから

インテリアやエクステリアを保護できるさまざまなアクセサリー類が
役立ちます。ボルボ・オリジナルのアクセサリーはXC40に合わせて
専用設計されているので、完璧にフィット。末永く、特別な手入れなしに
お使いいただけます。

マッドフラップ
外観を美しく保つ、専用デザインのマッドフラップです。ボディにぴったりとフィット
する形状で、土埃や泥による汚れや傷を最小限に抑えます。

フロアトレー
靴に付いた汚れからインテリアを保護する、耐久性の高いフロアトレーです。フット
スペースに完璧にフィットする形状なので、走行中に滑って位置がずれてしまう
心配はありません。水分や泥をフロアカーペットに落とさないように、縁を立ち上げた
形状にしました。

ラゲッジスペース用マット
荷物を積み込む機会が多いなら、ラゲッジスペースの美観を新車同然に保つことが
できるラゲッジトレーやラゲッジマットをおすすめします。丈夫なプラスチック製トレー
ならしっかりとした作りで、簡単に汚れを落とせます。また、片面を高品質なテキス
タイル、もう片面を耐久性の高いプラスチックとしたリバーシブルラゲッジマットも
ご用意しています。

ボルボ・オリジナル・ルーフボックス
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、スタイリッシュな
デザインながら350リットルの大容量。片手でも簡単に手早く装着できるクイック
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照明を内蔵するなど、使い勝手にも配慮しました。

ロードキャリア
アクティブなあなたの情熱を支えることも、XC40の大切な役割のひとつ。必要な
アイテムをスマートに運べるスタイリッシュなロードキャリアなら、装着はとても簡単
です。バイシクルホルダーやカヌーホルダーなどのアタッチメントも、素早く取り付ける
ことができます。

● 詳細は、専用アクセサリーカタログをご覧ください。

YOUR XC40  
– THE WAY YOU WANT IT

あなたのライフスタイルに合わせ、XC40を完璧に仕上げましょう。
ボルボのアクセサリーは、使う人とクルマにとって最適であることを
目指し、デザインされています。
幅広いアイテムが取り揃えられたエクステリア用アクセサリーは、

XC40の多用途性と頼もしさをさらに引き出せるように、細部にいたる
まで丁寧に作り込まれています。もちろん、デザインの美しさだけでなく、
機能性についても最高水準。さらに、長期間にわたって品質を維持
できる耐久性と耐候性も備えています。

エクステリア・スタイリング・キット
たくましさとスポーティさを兼ね備えたエクステリア・スタイリング・キットで、XC40の個性的なルックスをさらに際立たせましょう。ボディ前後のスキッドプレートとドア下部の
トリムに採用したブラシ仕上げステンレスが、都市型SUVとしての力強いスタンスを一段と強調します。そして2分割デザインのエンドパイプ・ダブルが、リアスタイルを
スタイリッシュに演出します。エクステリア・スタイリング・キットは2018年秋の発売予定です。

スキッドプレート エンドパイプ・ダブル
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EASIER  
OWNERSHIP

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。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、万全のサポート体制を整えています。
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ご提供いたします。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。面倒なことに手を煩わせる必要のない快適なカーライフを
満喫していただけるように、私たちはさまざまなサービスをご用意して
います。また、ボルボ・ディーラーでは、お越しいただいたお客様からの
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、ラウンジでゆったりとおくつろぎください。貴重な
時間を無駄にすることなく、ボルボでのカーライフをできる限り快適に
お楽しみいただくために、私たちはこれからも、より充実したサービスを
ご提供します。

ボルボ・サービス・パスポート
「ボルボ・サービス・パスポート」は、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する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」が含まれた快適で安心
いただけるプログラムです。あなたのボルボ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
で最長9年間のサービスが受けられる「ボルボ・サービス・パスポート 
プラス」など、安心のプログラムもあわせて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。
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