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WE’RE VOLVO CARS. 
WE PUT PEOPLE FIRST.

“ What can we do to make  
this person’s life better, easier or  

more comfortable ?”

走る歓びをどこまでも満喫させるボルボのパワーソース
ラインアップ、その中でもひときわ軽快でスムースなドライ
ビングフィールが愉しめる、1.5リッター4気筒直噴ガソリン
ターボエンジン、新開発Drive-E T3エンジンが誕生しました。
この小気味よい走りを創出する新エンジンは、ボルボなら
ではの魅力をそのコンパクトなボディに凝縮したプレミアム・
ショートワゴンV40 & V40 Cross Countryに搭載。まさに
新鮮にして、瑞 し々い走りの感動を生み出す新たなベーシック
モデルが誕生しました。もちろん、常に「人」を中心に見
つめるボルボ本来の持つ魅力は余すところなく注がれて
います。より排気量の小さなエンジンで大きなパワーを引き
出す、このコンセプト自体も、環境対策への有効な技術の
ひとつといえるでしょう。もちろんそこには、ボルボ独自の
環境適合技術の粋、Drive-Eテクノロジーが生かされて
いることは言うまでもありません。また、「人」から発想する

デザインを求め続け創立以来88年間、多くの革新を生み
出してきました。たとえば、いまでもあなたを守り続ける3点式
シートベルト、それは1959年に私たちが発明し特許を
取得した安全技術。安全は独占されるべきものではない
との考えから、この特許は無償で公開され、世界すべての
自動車メーカーが装備できるようになりました。そして今、
ボルボは「2020年までに、新しいボルボ車において、
交通事故による死亡者や重傷者をゼロにする」という
新たな目標、ビジョン2020を掲げています。革新を生み
出すことはボルボの歴史の中で常にコアバリューであり
続けています。最新の安全機能の成果が、最新のボルボ
にも余すところなく注がれています。そして、それこそが、
私たちが現在ボルボというブランドを確立している理由に
ほかなりません。
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● 写真は日本仕様とは異なる場合があります。



Stunning looks,  
exhilarating performance.

V40 T3

私たちは知っています。繊細で洗練されたスタイルのもと、ボルボのドライバーが群衆の中で際立った存在でありたいと
願うことを。V40 T3＆T3 SEの俊敏な走りは、ディテールにまでこだわりを込めたスタイリッシュでスポーティなデザインと
ともに、あなたの想いに近づきます。

V40 T3＆T3 SEは、都市を舞台にした日々のビジネス、急に思い立った週末の旅行といったあらゆる場面で、あなたの
完璧なパートナーとなります。清爽なラインが描く心奪うシルエットは、5ドアモデルとしての確かな存在感を放つプレミアム・
ショートワゴンの姿。リアドアのユニークなプレスラインやブラックガラスがあしらわれた特長的なテールゲートのパネル。
そのデザインルーツをたどれば、1960年に登場した私たちの伝説的なクーペ ボルボP1800にまでさかのぼります。
ドライビングを愛するあなたのために、軽快にして優れたパフォーマンスを発揮する新開発Drive-E 1.5リッター4気筒
直噴ガソリンターボエンジン、新開発6速オートマチック・トランスミッションをはじめ、その完成に何千時間におよぶ
チューニングを施したシャシー。喧騒の街の中で機敏な走りを愉しみ、長距離のハイウェイにでもゆとりのパワーを満喫
させる。それは、まるであなた自身を映すような個性を放つ、北欧からの新鮮な風を思わせるクルマです。
もちろん、あなたがボルボに期待するような上質な素材とクラフトマンシップ、さらには革新的なセーフティ性能を満たして
います。V40 T3は、ボルボならではの本質的な価値を、かつてない軽快なドライビングプレジャーと共にあなたにお届けします。

● 写真は日本仕様とは異なる場合があります。（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、ボルボ・ディーラーにお問い合わせください。
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スカンジナビア生まれゆえに、私たちは、美しいインテリアを作るために何が
必要かを心得ています。幸福感と呼ぶにふさわしい格別な雰囲気を醸し
出す、美しいデザインと洗練されたマテリアルに包まれて、V40の室内ならば、
わが家にいるときと同じようなくつろぎを味わえます。心地よい開閉音とともに、
しっかりとした造りのドアを閉めると、そこには自分だけの快適な空間が現出
します。その空間はすべてが、あなたのドライブを楽しませるために設計されて
います。スタイリッシュなシートは、整形外科医のアドバイスを受け、長距離
走行でも快適であり、疲労を軽減させます。そして、ボルボ・デザインの特色で
あるフリーフローティングセンタースタックパネル、モダンでクールな印象を与える
美しく視認性に優れるデジタル液晶メーターパネル、さらにスマートフォンの
フォルムからインスパイアされたフレームレスのルームミラーなど、注ぎ込まれた
深いこだわり。清浄な室内の空気環境ももちろん、アクティブキャビンフィルター
の高性能活性炭フィルターはPM2.5に対しても95％以上のフィルタリング
効果があることが証明されています。また、車内自動換気システムは、外気
温度が10度以上の日に、リモートコントロールでドアロックを開錠すると同時に
最長1分間作動し換気。内装マテリアルから発する揮発性物質もすばやく
車外へ排出し、クリーンな車内環境を創出します。あなたは、V40での旅が、
いつまでも終わらないことを望まれるはずです。

V40を選ぶということは、ドライバーのために、エレガントにデザインされたキャビン
を手に入れるということです。あなたは、目にするすべてに、その確かなクオリティを
実感することができるでしょう。それは、とても自然なことです。なぜなら、素晴らしい
デザインは、 単なる贅沢ではなく、スウェーデンの生き方なのです。

In Sweden, great  
design is a way of life,  
not a luxury.

V40 T3

● 写真、イラストはイメージです。 ● 写真は日本仕様とは異なる場合があります。（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、ボルボ・ディーラーにお問い合わせください。
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スウェーデンに生まれたボルボは、自然を愛するあなたにとって何が大切かを知っています。V40 Cross Country T3は、
冒険を楽しむあなたのために、洗練されたスカンジナビアン・デザインとスマートな逞しさを、巧みに融合させました。

あなたが忙しい都市生活を過ごしながら、胸の内に、都会を離れて自然の懐でのアドベンチャーを忘れることのない人物
であるとすれば、V40 Cross Country T3は、まさにその期待に応える選択といえるでしょう。街でも郊外に向かうハイウェイ
でも、機敏にしてゆとりのパワーを満喫させる、軽快で優れたパフォーマンスを発揮するDrive-E 1.5リッター直噴ガソリン
ターボエンジンと新開発6速オートマチック・トランスミッションをはじめ、その完成に何千時間におよぶチューニングを施した
シャシーを採用。V40 Cross Country T3には、標準のV40よりも30mm高い車高が与えられ、着座位置が上昇する
ことで、ドライバーにとって良好な視界を生み出しています。そして、跳ね石から傷つきやすい個所を保護するため、フロント
ノーズとテールがブラックの樹脂製パネルで覆われ、リアスキッドプレートは、そのタフな性能を体現。さらに、ハニカム
メッシュのフロントグリルは、モダンスカンジナビアン・デザインが磨いた精悍な表情を与えています。そして、あなたの充実
したライフスタイルに調和する多目的性。そこには、走る歓びを満たす、すぐれた能力と際立つ個性が輝いています。
V40 Cross Country T3、自然への渇望をいやしに、町境を越えて走る時、あなたはかつてない軽快にして心地よい
ドライビングプレジャーに包まれることでしょう。 

volvo V40 T3 / V40 Cross Country T3

ThE PERFECT  
GETAWAy CAR.

V40 Cross Country T3

● 写真は日本仕様とは異なる場合があります。（メーカーオプション/アクセサリー装着車）
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V40 Cross Country 。あなたの多彩なライフスタイルを楽しむ指定席は、
整形外科医の協力を得て、人間工学に基づいて設計されたシートです。タフな
路面を長い距離走りきった後でも、あなたは疲労が少なく、気力を保ったご自身
に気づくことでしょう。精悍でスタイリッシュなチャコールカラーのテキスタイルは、
シートの立体的なデザインを際立たせます。そしてスカンジナビアン・デザインの
粋が磨いたインテリア空間。ボルボ・デザインの特色であるフリーフローティング
センタースタックパネル。ドライバーの好みや目的に応じて「Elegance」

「Eco」「Performance」の3種類のテーマで、手軽に表示が切り替えでき、
美しく視認性に優れるデジタル液晶メーターパネル。さらにフレームレスの
ルームミラーに至るまで、注ぎ込まれた深いこだわりは、あなたとあなたのゲストに、
スカンジナビアン・デザインの真髄を実感させることでしょう。清浄な室内の空気
環境ももちろん、アクティブキャビンフィルターの高性能活性炭フィルターは
PM2.5に対しても95％以上のフィルタリング効果があることが証明されて
います。また、車内自動換気システムは、外気温度が10度以上の日に、リモート
コントロールでドアロックを開錠すると同時に最長1分間作動し換気。内装
マテリアルから発する揮発性物質もすばやく車外へ排出し、クリーンな車内
環境を創出します。さらにインテリアは、人体に有害な臭気を避けるように
配慮されています。車外がどんな天候であっても、空気が汚れていても、常に
あなたのために快適な空間が用意されています。

あなたのV40 Cross Countryの室内は、あなたが楽しむ冒険と同じくらい個性
に満ち溢れたものでなければなりません。自然の懐へ赴くとき、たとえ荒れた
天候のもと風雨にさらされ、ぬかるんだ道を走る時でも、車内では、スカンジ
ナビアン・ホスピタリティに包まれる、清爽な空間を満喫することができるでしょう。

Outside : mud, rain, wind. 
Inside : total refinement.

V40 Cross Country T3

クリーンで上品なフォルムは、永遠のスカンジナビアン・
デザインの具現。車内のフレームレス・ルームミラーは、
現代のスマートフォンデザインへのオマージュです。

● 写真は日本仕様とは異なる場合があります。（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、ボルボ・ディーラーにお問い合わせください。



SEnSUS | 11volvo V40 T3 / V40 Cross Country T3

yOUR VOLVO V40 
STARTS hERE.
次代の走りを創出するDrive-Eパワートレーンを搭載。
歓びに満たされる走りの世界は、ここから始まります。

T3 [new]

なめらかな走りを満喫させる、新開発Drive-E 1.5リッター4気筒直噴ガソリンターボエンジン
T3エンジンは、ボルボならではのドライビングプレジャーを余すことなく凝縮し、最先端のエンジンテクノロジーを
傾注して生みだされた、新開発の高効率パワーソースです。小型ターボチャージャーを採用した最先端の直噴燃
料噴射システムにより、最高出力は152ps（112kW）、1,700〜4,000rpmという広い回転域で最大トルク
２５０Nmを発生。また、ECO+モードにより、最大約5%の燃料消費量を削減でき、市街地での燃費を最大
約8%向上させるエンジン・Start/Stop機能とあいまって、さらなる低燃費を実現します。その走りは、まさに
なめらか、スムースにして軽快なドライビングが楽しめます。

Power
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SENSUS（センサス）は、あなたとクルマ、そしてあなたの
周りの世界をつなぐためのアプローチを網羅しています。
それは、車に乗っているときでもネットワークに繋がっている
ことを意味します。SENSUS CONNECTにより、あなた
はダッシュボードにある7インチのスクリーンを、インター
ネットで接続された情報エンターテインメントハブに変える
ことができるのです。新たにコネクティビティ・アプリを採用。
インターネット接続時に現在地の天気予報を調べたり、
駐車場の空き情報を調べるなど、様々な情報の検索が
可能です。
目的地まで正確にガイドを行うHDDナビゲーション。ナビ
ゲーション・システムの地図情報を最新のものに更新する
マップケア（地図更新サービス）が無償で付帯します。
クルマと人との新しいインターフェイスの姿を提示する
SENSUS（センサス）は、先進的で直感的な操作性を
実現します。ドライバーは、音声認識のボイスコントロール
またはステアリングホイールのボタンとスクロールスイッチに
より、ナビゲーションをはじめとする車載システムをハンドル
から手を離すことなく、操作できます。また、コネクティッド

サービス予約では、SENSUSが点検サービスなどの必要な
時期をお知らせし、サービス予約もスムースに行えます。
入庫時には、ディーラーまでの道順もご案内します。
最上のオーディオ体験もSENSUSの一部です。harman/ 
kardonプレミアムスピーカー（V40 T3 SEにオプション
設定）を採用した極上のサウンド・オーディオシステムを
はじめ、リアルな臨場感にあふれるサウンドがすべての
シートで満喫できます。もちろん、お手持ちの音楽プレーヤー
との接続も容易です。
デジタル液晶メーターパネルは、もうひとつの魅力。あなたが
必要とするあらゆる情報は、高い視認性のもと、好みや
目的に応じて「Elegance」「Eco」「Performance」の
3種類のテーマで、手軽に表示が切り替えられ、センター
スクリーンも同期します。
フリーフローティングセンタースタックに配された人型の
クライメートコントロールの操作スイッチは機能と美を調和
させるスカンジナビアン・デザインの一例。さらにナイト
ドライビング時のインテリア・シアターライトなど、随所に
そのデザインの真髄を感じていただけることでしょう。

※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。SENSUS CONNECTは、
Bluetooth®のダイヤルアッププロファイルを持たない携帯電話（スマートフォン
の一部機種など）ではご利用できません。ご利用いただける携帯電話の機種
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®のテキストによる商標または商標ロゴの所有権は、Bluetooth 
SIG, Inc.が有しています。ボルボ・カー・コーポレーションは、当該商標の使用を
ライセンス契約に基づき使用しています。その他の商標及び商号の所有権は
それぞれに帰属しています。

The intuitive way  
to interact with your car.

走る楽しみと低燃費を両立、EPAS※（電動パワーステアリング）
速度感応式電動パワーステアリングは、走行スピードに応じた適切な
アシストで、あなたの思い通りのハンドリングを支えるとともに、余分な
燃料消費を抑えます。また、エンジンの耐久性向上にも貢献します。
※ EPAS : Electrical Power Assisted Steering

［全車標準装備］

さらなる低燃費を実現する、エンジン・Start/Stopテクノロジー

停車と同時に自動的にエンジンを止め、アイドリングの燃料をカット。発進時
には、瞬時にエンジンを再始動。このStart/Stop機能により、市街地での
燃費が最大約8％向上します。

［全車標準装備］

● 写真は日本仕様とは異なる場合があります。
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、ボルボ・ディーラーにお問い合わせください。
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DAC（ドライバー・アラート・コントロール）
時速65km以上で作動。道路上の車線とステアリングホイールの操作をデジタル
カメラなどを使用して総合的にチェック。ドライバーの運転傾向に眠気や注意力
散漫といった、通常のドライビングスタイルから逸脱した操作を検知した場合、
警告音を発し、メーターパネルに休憩を促すメッセージを表示します。

BLIS（ブラインドスポット・インフォメーション・システム）
BLISは、ドライビング中の死角情報を提供する装備です。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、後方や側方にいる車をモニタリングします。
他の車が死角に入っている場合や後方から接近してきた場合にドアミラーポストに
設置されたインジケーターが点灯、さらに近づいてくる車両の方へ方向指示器を
出すと点滅することで、ドライバーに注意を促します。

LCMA （レーン・チェンジ・マージ・エイド）
LCMAは主に高速道路などで発生する、車線変更時の事故を予防する装備です。
リアバンパーに装着されたミリ波レーダーが、常に70m後方の道路状況をモニタ
リングし、自車の両側から急接近する車をインジケーターで警告、ドライバーにその
存在を知らせます。

CTA（クロス・トラフィック・アラート）
たとえば、ガレージなど視界がさえぎられた状況から後ろ向きで車を出す時など、
左右から近づいてくる車両等の存在を知らせます。リアバンパー左右のミリ波
レーダーはそれぞれ半径30m、80度の扇状の範囲で車両を検知。この機能は、
リバースギアに入れると自動的に作動します。

LKA（レーン・キーピング・エイド）
フロントウインドーのデジタルカメラが車線を検出。時速65km以上で走行時に
自車が走行車線を逸脱したと判断すると、車線内にとどまるようにステアリングを
穏やかに自動補正します。その後も車線逸脱が発生する場合は、ステアリングが
振動して、ドライバーに警告を発します。

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、追越禁止など、重要な道路標識を検知してデジタル
液晶メーターパネル内に表示。道路標識に関する情報を伝えます。
※すべての標識に対応するものではありません。

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） 
/車間警告機能
交通の流れに合わせて、加速、走行、減速、停止まで自動でコントロール。前方
走行車両との安全な車間距離を保ちます。高速道路でも渋滞などの場面でも、
交通状況に合わせて、設定した速度と車間距離を自動的にキープ。長時間のドラ
イブにおける疲労を軽減します。また、ACCが作動していないときでも、常に前方
走行車両との車間距離を検知。接近しすぎると、フロントガラスの低い位置に
警告灯が点灯し、適切な車間距離を保つよう注意を促します。

歩行者・サイクリスト検知機能付追突回避・軽減フルオートブレーキ・ 
システム（ミリ波レーダー、デジタルカメラ、赤外線レーザー方式）
先進のミリ波レーダーとデジタルカメラ、赤外線レーザーを採用したフルオート
ブレーキシステムです。衝突の危険がある速度差で、前方走行車両に接近すると
アラームが作動。ドライバーが警告に反応せず、危険が迫った場合は、必要に応じ
自動的にフルブレーキが作動し、事故を未然に回避、または事故の被害を軽減
します。さらに歩行者およびサイクリスト検知機能を搭載。前方の歩行者や車と
同じ方向に走っている自転車に対するリスクをも遠ざけます。

AHB（アクティブ･ハイビーム）
ヘッドライトスイッチをオートモードに設定して、ハイビームを選択した場合、カメラ
センサーが、対向車のヘッドライトや先行車両のリアライトを検知し、自動的に
ハイビームからロービームへ切り替えます。センサーが、そのようなライトを検知
しなくなると約1秒後にハイビームに戻ります。

最上の安全性をお届けするために

ボルボの先進的なセーフティ&ドライバーサポート機能は、ドライバーの安全運転を前提とした運転補助を目的とするシステムです。交通、天候及び路面状況により、その制御性能等が影響を受ける場合が
あります。いかなる時にもシステムだけに頼った運転は避け、ご自身の判断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。またこれらの機能を正確に作動させるためにも、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。
＊歩行者・サイクリスト検知機能付追突回避・軽減フルオートブレーキ・システムは、時速4〜200kmの範囲で作動し、時速35km以下では衝突を回避、それ以上の速度では前方の車両や対象物との速度差に応じ衝突を
回避・軽減します。＊歩行者及びサイクリストの検知は時速4〜80kmの範囲で作動し、夜間は解除されます。歩行者検知機能は、80cm以下の歩行者、動物は検知しません。サイクリスト検知機能は、日中、自車の前方で、
同じ進行方向に向かっている自転車を検知します。自転車は大人用の二輪車で、少なくとも地上70cm以上の高さに後部反射板が装備されている場合に限ります。＊詳しくは、ボルボ・ディーラーにお問い合わせください。

リアビューカメラ
リアビューカメラは、車の後方映像を7インチ・ワイドディスプレイに映し出し、
バックでの駐車を容易にします。さらにディスプレイ上に誘導ラインが表示され、
よりスムースなパーキングをサポートします。

種類の先進安全技術
ボルボ全車に標準装備10

「人」を設計の中核に据えるボルボは、どんな人でも必ずミスをするという事実からも目をそむけません。人が起こすミスを、
車がリカバリーできたら、そんな発想が生みだした先進のオートブレーキやドライバーサポートシステムといった10種類の
革新的なセーフティ・テクノロジーが、全車に標準装備されています。

● 写真、イラストはイメージです。 ● 写真は日本仕様とは異なる場合があります。（メーカーオプション/アクセサリー装着車）



volvo V40 T3 / V40 Cross Country T3

dRIVER ASSIST  ドライバー・アシスト
これまでボルボが磨き続けてきたセーフティ・テクノロジーを、さらに進化させた装備が実用化されています。
それは、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生み出された、新たなドライバーサポート機能。 
人を中心に発想するという、ボルボのクルマづくりは、いま最先端の技術革新の成果を組み入れ、新たなセーフティの次元へ。
最新のボルボは、次世代の安全性の基準となっていきます。

ID IS（インテリジェント・ドライバー・インフォメーション・システム）
車載システムが絶えずあなたの運転をモニタリング。通常とは異なるステアリングや
ブレーキ、アクセル操作などを検知した時に、緊急以外の各種警告や車両情報の
表示を遅らせます。

［全車標準装備］

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）/ 
アドバンスト・スタビリティ・コントロール/コーナートラクション・コントロール
センサーが車の進行方向と車輪の回転速度をモニタリング。ステアリングホイール
の動きや実際の車輪の回転速度を比較し、横滑り傾向を検出。1つまたは複数の
ホイールのブレーキを制御、さらにエンジン出力を軽減することによって対処し、
エンジンブレーキによるホイールの一時的ロックも防ぎます。また、アドバンスト・
スタビリティ・コントロールは、回転率ジャイロスコープとアクセルセンサーが徐々に
発生しつつある横滑りを早い段階で検知。精緻な制御により、安定性がさらに
高まり、いっそうダイナミックな走行をお楽しみいただけます。さらに、コーナートラク
ション・コントロールは、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。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、より強いトラクションが得られます。スポーティな走行を楽しみたい場合
は、さらにアグレッシブな走りを演出するスポーツモードが選択可能。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。

［全車標準装備］

HBA（ハイドロリック・ブレーキアシスト）および 
RAB（レディ・アラート・ブレーキ）を搭載したアンチロック・ブレーキシステム
大口径のアンチロック・ディスクブレーキと最適化された油圧システムを採用。
あらゆる状況下で短距離での停止を助けます。ブレーキペダルに加えられる踏力と
その圧力勾配をモニタリングし、急制動を予測。RAB（レディ・アラート・ブレーキ）が
ブレーキパッドをディスクに近づけて急制動に備え、HBA（ハイドロリック・ブレーキ
アシスト）は、ドライバーのブレーキペダル踏力が足りなかった場合、ブレーキ圧を
最高レベルに高めることで制動距離を短縮します。さらに、フェーディングブレーキ・
サポートシステムは、強いブレーキ力が長時間かかった場合、その後に必要とされる
ペダル力を自動的に補完。EBD（エレクトロニック・ブレーキフォース・ディストリ
ビューション）は、荷物やドライビング状況に応じ、フロントおよびリアホイールの
制動力を配分します。

［全車標準装備］

アクティブ・ベンディング機能付デュアル・キセノンヘッドライト
デュアル・キセノンヘッドライトは、従来型のハロゲンヘッドライトに比べ、夜間の
視界を約230%広げます。さらに、アクティブ・ベンディング機能はマイクロプロセッサ
制御により、コーナリング時の方向に合わせて自動で左右に最大15度向きを変え、
コーナーの先を照射。ハイウェイやタイトなコーナーが続く細い道、それぞれに最適な
照射効果をもたらします。日中は、デイライト・センサーにより、角度調整機能が
自動的にオフになります。

［V40 T3 SEに標準装備。V40 T3、 V40 Cross Country T3にオプション設定］

パーク・アシスト・パイロット-縦列駐車支援システム
縦列駐車の際に、あなたをサポートしてくれる画期的な機能です。ドライバーは、
システムの指示を受けながら、アクセルとブレーキ、シフトレバーを操作。あとは
先進のテクノロジーが、ステアリングを自動で操作してくれます。

［全車にアクセサリー設定］

自動防眩機能付ルームミラー
フレームレスタイプのデザインを採用したルームミラーには自動防眩機能が採用
されています。センサーが後続車両のヘッドライトなどの光を一定以上検知する
と、自動的に眩しさを軽減、安全でストレスフリーな視界を確保します。

［全車標準装備］
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PROTECT SAFETy  プロテクト・セーフティ
万一の時に、あなたとあなたの大切な人を守る、世界をリードするボルボ先進の衝突安全テクノロジー。
ボルボでは、ただ単にセーフティ装備の数を誇ることはありません。最も重要なことは、その相互作用。 
そのクルマがどれほど安全であるかは、セーフティ装備がいかに連携して、統合的に働くかにかかっているのです。

相互に働くボルボのプロテクト・セーフティ・テクノロジー
正面衝突の際には、特許取得のフロント構造が変形し、衝突の衝撃吸収・分散を
助けます。コンパクトなパワートレーンは、変形の最適化を助けるよう設計されて
います。室内では、シートベルトがスプリット・ステアリングコラムやデュアルモード・
エアバッグと相互に作用して、乗員を防護します。また、プリ・プリペアード・レスト
レインツは、予想される衝撃力に合わせて様々な乗員拘束システムの最適化を
図ります。

横転の際には、ジャイロスコープがボルボのROPS（横転保護システム）を作動
させます。ウルトラ高張力鋼板（ボロンスチール）を採用した堅牢なセーフティケージ
と補強されたルーフ構造が、プリテンショナー付シートベルトやIC（インフレータブル
カーテン）の作用とあいまって、乗員を保護します。

側面衝突の際には、ボルボ独自のSIPS（側面衝撃吸収システム）が衝撃力を
ボディの各所に分散し、室内へのダメージを抑制。サイド・エアバッグがフロント
シート乗員の胸部と腰部を、IC（インフレータブルカーテン）が、窓側に座っている
乗員の頭部を防護します。

追突された際には、リアクランプルゾーンが衝突エネルギーを吸収・分散します。
燃料タンクは、リア・アクスルの前に配置され、万全の保護がなされるように考慮。
ヘッドレストは頚部と背骨を保護し、そしてボルボ独自の画期的なシート構造、
WHIPS（後部衝撃吸収リクライニング機構付フロントシート）は、フロントシートの
乗員の跳ね返りのショックを適切に受け止め、むち打ち症のリスクを低減します。

歩行者エアバッグ
ボルボが世界に先駆けて実用化した、画期的なエアバッグシステムです。時速20〜
50kmの間で作動、万一の際、センサーが歩行者との衝突を感知すると、アル
ミニウム製のボンネットを持ち上げて、エアバッグが、フロントウインドーに展開。
負傷の可能性と程度を大幅に軽減することでしょう。このシステムは、歩行者と
クルマとの事故に際して、重大な結果を防ぐための重要な第一歩となります。

［オプション設定］

デュアルモード・エアバッグ（運転席/助手席） 
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。軽い
衝撃では70%の膨張率が維持され、それ以上の衝撃では初めから100%の圧力
で膨張します。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、
シートベルト・プリテンショナーを介してドライバーや同乗者を拘束します。

［全車標準装備］

● 写真、イラストはイメージです。 ● 写真は日本仕様とは異なる場合があります。（メーカーオプション/アクセサリー装着車）



SPECIFICATIOnS　主要諸元

V40 T3 V40 T3 Se V40 CROSS COUnTRY T3
車名・型式 ボルボ DBA-MB4154T ボルボ DBA-MB4154T ボルボ DBA-MB4154T

寸法・重量 全長（mm） 4,370 4,370 4,370

全幅（mm） 1,800 1,800 1,800

全高（mm） 1,440 1,440 1,470

ホイールベース（mm） 2,645 2,645 2,645

トレッド［前／後］（mm） 1,550／1,540 1,550／1,540 1,550／1,540

最低地上高（mm） 135 135 145

車両重量（kg） 1,480 1,480※ 1,490

車両総重量（kg） 1,755 1,755※ 1,765

乗員・定員 定員(名) 5 5 5

エンジン 種類 インタークーラー付ターボチャージャー 
DOHC水冷直列4気筒横置き・16バルブ 

［ガソリン］

インタークーラー付ターボチャージャー 
DOHC水冷直列4気筒横置き・16バルブ 

［ガソリン］

インタークーラー付ターボチャージャー 
DOHC水冷直列4気筒横置き・16バルブ 

［ガソリン］

型式 B4154T（ターボ付） B4154T（ターボ付） B4154T（ターボ付）

内径×行程(mm) 82.0×70.9 82.0×70.9 82.0×70.9

総排気量(cc) 1,497 1,497 1,497

圧縮比 10.5 10.5 10.5

燃料供給装置 電子燃料噴射式 電子燃料噴射式 電子燃料噴射式

最高出力[kW(ps)/rpm] 112（152）/5,000 [ECE] 112（152）/5,000 [ECE] 112（152）/5,000 [ECE]

最大トルク[Nm(kgm)/rpm] 250（25.5）/1,700－4,000 [ECE] 250（25.5）/1,700-4,000 [ECE] 250（25.5）/1,700－4,000 [ECE]

使用燃料／燃料タンク容量(ℓ) 無鉛プレミアム／62 無鉛プレミアム／62 無鉛プレミアム／62

トランスミッ
ション

方式 電子制御前進6速A/T 
（ロックアップ機構付）ギアトロニック

電子制御前進6速A/T 
（ロックアップ機構付）ギアトロニック

電子制御前進6速A/T 
（ロックアップ機構付）ギアトロニック

変速比 1速 4.044／2速 2.371／3速 1.556／ 
4速 1.159／5速 0.852／6速 0.672／後退 3.193

1速 4.044／2速 2.371／3速 1.556／ 
4速 1.159／5速 0.852／6速 0.672／後退 3.193

1速 4.044／2速 2.371／3速 1.556／ 
4速 1.159／5速 0.852／6速 0.672／後退 3.193

最終減速比 3.234 3.234 3.365

駆動 方式 前2輪駆動式 前2輪駆動式 前2輪駆動式

ステアリング ハンドル位置 右 右 右

方式 パワーアシスト付ラック＆ピニオン 
スプリット・ステアリングコラム

パワーアシスト付ラック＆ピニオン 
スプリット・ステアリングコラム

パワーアシスト付ラック＆ピニオン 
スプリット・ステアリングコラム

ロック・ツー・ロック（回転） 2.7 2.7 2.6

サスペンション 前輪 マクファーソンストラット式 マクファーソンストラット式 マクファーソンストラット式

後輪 マルチリンク式 マルチリンク式 マルチリンク式

ブレーキ 主ブレーキ パワーアシスト付4輪ディスクブレーキ  
ABS付ダイヤゴナル 

タンデム・マスターシリンダー式  
スライディング・キャリパー方式

パワーアシスト付4輪ディスクブレーキ  
ABS付ダイヤゴナル 

タンデム・マスターシリンダー式  
スライディング・キャリパー方式

パワーアシスト付4輪ディスクブレーキ  
ABS付ダイヤゴナル 

タンデム・マスターシリンダー式  
スライディング・キャリパー方式

ホイール スチールラジアルタイヤ 205/55R16 205/50R17 205/60R16

リム（材質） 7.0J×16（アルミ合金） 7.0J×17（アルミ合金） 7.0J×16（アルミ合金）

最小回転半径（m） 5.2 5.2 5.4

燃料消費率JC08モード（国土交通省審査値）［km/ℓ］ 16.5 16.5 16.0

平成27年度燃費基準 +10%達成 +10%達成 +10%達成

主要燃費向上対策 筒内直接噴射
可変バルブタイミング機構 
電動パワーステアリング 

ブレーキエネルギー回生システム 
エンジン・Start/Stop機能

筒内直接噴射
可変バルブタイミング機構 
電動パワーステアリング 

ブレーキエネルギー回生システム 
エンジン・Start/Stop機能

筒内直接噴射
可変バルブタイミング機構 
電動パワーステアリング 

ブレーキエネルギー回生システム 
エンジン・Start/Stop機能

※ パノラマ・ガラスルーフ装着時は、車両重量及び車両総重量が10kg増加します。

● 燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時には、気象、道路、車両、運転、整備などの条件が異なってきますので、それに応じて燃料消費率は異なります。

● 諸元データはメーカー発表の資料に基づくもので、国土交通省への申請値です。なお、記載の諸元は予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。
● 特別注文車（メーカーオプション/オプション・パッケージ）はメーカー受注生産車となり、ご注文後納車まで通常約4〜6ヶ月の期間が必要となる場合があります。 

詳しくは、ボルボ・ディーラーにお問い合わせください。
製造事業者：ボルボ・カー・コーポレーション　輸入事業者：ボルボ・カー・ジャパン株式会社
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●日本仕様は右ハンドルのみの設定となります。
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V40 Cross Country T3

LInE-UP　ラインナップ

V40 T3 V40 T3 SE
● エンジン ：  インタークーラー付ターボチャージャー 

DOHC水冷直列4気筒横置き・16バルブ ［ガソリン］
● 総排気量 ： 1,497cc
● 最高出力 ： 112kW（152ps）/5,000rpm［ECE］
● 最大トルク ： 250Nm（25.0kgm）/1,700－4,000rpm［ECE］

● エンジン ：  インタークーラー付ターボチャージャー 
DOHC水冷直列4気筒横置き・16バルブ ［ガソリン］

● 総排気量 ： 1,497cc
● 最高出力 ： 112kW（152ps）/5,000rpm［ECE］
● 最大トルク ： 250Nm（25.0kgm）/1,700－4,000rpm［ECE］

EnVIROnMEnT InFORMATIOn　環境情報

1.5ℓターボエンジン（T3）

排出ガス重量：JC08H+JC08CモードCO排出量（g/km） 1.15
排出ガス重量：JC08H+JC08CモードNMHC排出量（g/km） 0.013
排出ガス重量：JC08H+JC08CモードNOx排出量（g/km） 0.013
排出ガス重量：JC08H+JC08CモードPM排出量（g/km） —

排出ガス適合基準 平成17年排出ガス基準75％低減
アイドリングCO濃度（％） 0.5
アイドリングHC濃度（ppm） 100
燃料の種類 ガソリン（無鉛プレミアム）
JC08モード燃料消費率（km/ℓ） 16.5※1

JC08モードCO2排出量（g/km） 141※2

近接排気騒音（デシベル/回転数） 96/3,750
定常走行騒音（デシベル） 72
加速走行騒音（デシベル） 76
カーエアコン冷媒 種類：HFC134a/GWP値 使用量：650g/GWP値：1,430
冷媒の環境影響度の低減 フロン排出抑制法における目標値/目標年度 目標値：GWP150/目標年度：2023年度
リサイクル設計の有無/リサイクル部品名 有/ホイールアーチライナー等

※1 V40 Cross Country T3の場合は、16.0km/ℓとなります。　※2 V40 Cross Country T3の場合は、145g/kmとなります。

●燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時には、気象、道路、車両、運転、整備などの条件が異なってきますので、それに応じて燃料消費率は異なります。

ボディカラー：アイスホワイト（614） ボディカラー：パワーブルーメタリック（713）

V40 Cross Country T3
● エンジン ：  インタークーラー付ターボチャージャー 

DOHC水冷直列4気筒横置き・16バルブ ［ガソリン］
● 総排気量 ： 1,497cc
● 最高出力 ： 112kW（152ps）/5,000rpm［ECE］
● 最大トルク ： 250Nm（25.0kgm）/1,700－4,000rpm［ECE］

ボディカラー：ロウカッパーメタリック（708）

●は標準装備/OPはメーカーオプション設定
ALUMInUM WhEELS　アルミホイール

“Matres” 7.0J×16
　205/55R16 

（シルバーストーン）

“Mannan” 7.0J×17
　205/50R17
（シルバー）

“Geminus” 7.0J×16
　205/60R16

（シルバーストーン）

“Segomo” 7.5J×17
　225/45R17

（グレー）

“Spider” 7.0J×17
　205/50R17

（ダイヤモンドカット/ダークグレー）

“Taranis” 7.5J×18
　225/40R18

（シルバーブライト）

“Larenta” 7.0J×17
　225/50R17
（ダークグレー）

V40 T3 ● OP — — — — —

V40 T3 SE — ● OP OP※ OP OP※ OP

V40 CROSS COUnTRy 
T3

— — ● — — — OP

※最小回転半径が5.7mとなります。
● 特別注文車（メーカーオプション/オプション・パッケージ）はメーカー受注生産車となり、ご注文後納車まで通常約4〜6ヶ月の期間が必要となる場合があります。 

受注期限、納期等については、ボルボ・ディーラーにお問い合わせください。

● 写真は日本仕様とは異なる場合があります。（メーカーオプション/アクセサリー装着車）● 写真は日本仕様とは異なる場合があります。



●は標準装備/OPはメーカーオプション設定/ACはアクセサリー設定 ●は標準装備/OPはメーカーオプション設定/ACはアクセサリー設定

EQUIPMEnT　主要装備

▶ボルボは全車に盗難防止装置（エンジン始動防止機構）イモビライザーを採用しています。
※1 SIPS:Side‐Impact Protection System　※2 ROPS:Roll‐Over Protection System　※3 助手席へチャイルドセーフティシートを取り付ける場合および、身長140cm以下の方が座る場合は、必ず助手席エアバッグを非作動
状態にしてください。　※4 IC:Inflatable Curtain　※5 WHIPS:Whiplash Protection System　※6 ACCは、状況によっては先行車を認識しない場合や、作動しない場合があります。使用の際にはオーナーズマニュアルをご覧ください。
※7 リバースポジション機構は非装備となります。　※8 本革シートは、座面及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。 ※9 対応機種のみ。対応機種でも一部機能が作動
しない場合があります。　※10 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。SENSUS CONNECTは、Bluetooth®のダイヤルアッププロファイルを持たない携帯電話（スマートフォンの一部機種など）ではご利用できません。ご利用いただける
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。 ※11 ECC:Electronic Climate Control　環境保全のため、全車のエアコンディショナーの冷媒にはオゾン層破壊の恐れが少ないとされる代替
フロンR134aを使用しています。　※12 アクセサリーの「ラゲッジトレー」を追加使用すれば、CZIP（クリーンゾーン・インテリア・パッケージ）の車内環境が創出され、アレルギー物質を可能な限り抑制した、クリーンなインテリア環境を
実現します（純正フロアマットもしくはフロアトレーの使用が前提となります）。　※13 パノラマ・ガラスルーフ装着時、リア・インテリア・シアターライトは非装備となります。※14 アクティブ・ベンディング機能付デュアル・キセノンヘッド
ライトをオプションで選択された場合は、LEDドライビングライトが装備され、クロームトリム付フロントロアー・エアインテークは非装備となります。　※15 V40 Cross Country T3の場合、専用クロームトリム付フロントロアー・エア
インテークとなります。　※16 スペアタイヤは装備されていません。

＊キーレスドライブは、ペースメーカーに影響を及ぼす可能性があります。ペースメーカーとキーレスドライブシステムのアンテナ部の距離が22cmを越えれば、一般に相互作用の発生の懸念が無いことが確認されています。なお、アンテナ
はセンターコンソール前方下部、センターコンソール後部下部、カーゴスペース中央奥フロア下部、左右リアドアアウターハンドル、リアバンパー中央部に装着されています。詳しくは、ボルボ・ディーラーにお問い合わせください。

*Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。*ITSスポットは、国土交通省の登録商標です。*DSRCは、一般社団法人 ITS推進機構（ISPA）の登録商標です。

● 本カタログに掲載されていない、別売りアクセサリーとして購入できる装備品については、ボルボ・ディーラーにお問い合わせください。

●記載の主要装備は予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。

V40 T3 V40 T3 SE V40 CROSS COUnTRy  
T3

安全対策 ボディ 衝撃吸収バンパー/ケージ・クランプル組み合わせ構造 ● ● ●

SIPS※1（側面衝撃吸収システム）/ROPS※2（横転保護システム） ● ● ●

室内 デュアルモード・エアバッグ（運転席/助手席） ● ● ●

助手席エアバッグ・カットオフスイッチ※3 ● ● ●

サイド・エアバッグ（フロント2席） ● ● ●

ニー・エアバッグ（運転席） ● ● ●

プリ・プリペアード・レストレインツ・システム ● ● ●

IC※4（インフレータブルカーテン）-頭部側面衝撃吸収エアバッグ ● ● ●

プリテンショナー付シートベルト（4席、フロント:高さ調整機構付） ● ● ●

シートベルト・フォースリミッター（フロント/リア左右2席） ● ● ●

3点式イナーシャリールシートベルト（全5席） ● ● ●

セーフティヘッドレスト（全5席） ● ● ●

WHIPS※5（後部衝撃吸収リクライニング機構付フロントシート） ● ● ●

難燃性室内マテリアル/サブマリニング防止シート（フロント/リア） ● ● ●

スプリット・ステアリングコラム/安全合わせガラス（フロント） ● ● ●

ISO FIXアタッチメント（リア左右2席） ● ● ●

インテリセーフ ● 歩行者・サイクリスト検知機能付追突回避・軽減フルオートブレーキ・システム

● ● ●

10種類の
先進安全
テクノロジー

  （ミリ波レーダー、デジタルカメラ、赤外線レーザー方式）
● 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)※6 

　/車間警告機能
● DAC（ドライバー・アラート・コントロール）
● LKA（レーン・キーピング・エイド）
● BLIS（ブラインドスポット・インフォメーション・システム）
● LCMA（レーン・チェンジ・マージ・エイド）-急接近車両警告機能
● CTA（クロス・トラフィック・アラート）
● RSI（ロード・サイン・インフォメーション）
● AHB（アクティブ・ハイビーム）
● リアビューカメラ

その他 歩行者エアバッグ OP OP OP

IDIS（インテリジェント・ドライバー・インフォメーション・システム） ● ● ●

ハイマウント・ストップランプ/リア・フォグランプ ● ● ●

アダプティブ・ブレーキライト ● ● ●

EBD（エレクトリック・ブレーキフォース・ディストリビューション）機構付 
ABS（アンチロック・ブレーキシステム）

● ● ●

HBA（ハイドロリック・ブレーキアシスト）及びRAB（レディ・アラート・ブレーキ） ● ● ●

スポーツモード付ESC（エレクトリック・スタビリティ・コントロール） ● ● ●

アドバンスト・スタビリティ・コントロール/コーナー・トラクション・コントロール ● ● ●

セキュリティ イモビライザー付KIR（キーインテグレーテッド・リモートコントロール） ● ● ●

アプローチライト/ホームセーフライト ● ● ●

ボルボ・ガードシステム（インテリア・ムーブメント・センサー付）/グローブボックス・ロックシリンダー OP ● ●

PCC（パーソナル・カー・コミュニケーター）-キーレスドライブ＊ OP OP OP

操作・作動装備 ヒル・スタート・アシスト ● ● ●

ECO＋モード（省燃費走行モード） ● ● ●

速度感応式電動パワーステアリング（チルト/テレスコピック機構付） ● － ●

速度感応式電動パワーステアリング（チルト/テレスコピック機構及び 
3段階レベル調整機能付）

－ ● －

6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（スポーツモード付） ● ● ●

パドルシフト － ● －

エンジン・Start/Stop機能 ● ● ●

エンジン・スタートボタン ● ● ●

自動防眩機能付ルームミラー/レインセンサー ● ● ●

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、リバースポジション機構付） ●※7 ● ●※7

パワーウインドー（グローバル・オープニング&クロージング機構付、全ウインドー・ピンチガード付） ● ● ●

パーク・アシスト・パイロット-縦列駐車支援システム（パークアシスト・フロント含む） AC AC AC

パークアシスト・リア ● ● ●

警告灯・計器 トリップコンピュータ（外気温度計付） ● ● ●

専用デジタル液晶メーターパネル（3テーマ選択式） ● ● ●

シートベルト非装着警告灯（フロント/リア）/各種バルブ断線警告灯 ● ● ●

室内装備 フロントシート 運転席8ウェイパワーシート（ドアミラー連動メモリー機構付） － ● －

助手席8ウェイパワーシート － レザー・パッケージ －

前方可倒式助手席シートバック ● ● ●

フロント・シートヒーター － レザー・パッケージ －

ランバーサポート ●運転席 ●運転席/助手席 ●運転席

リアシート 分割可倒式シートバック（60:40） ● ● ●

シート地 テキスタイル ● － ●

T-Tec/テキスタイル・コンビネーション － ● －

本革※8 － レザー・パッケージ －

オーディオ/ ハイパフォーマンス・オーディオシステム/マルチメディア（180W、8スピーカー） ● ● ●

ナビゲーション プレミアムサウンド・オーディオシステム/マルチメディア（650W、harman/kardon10スピーカー） － OP －

V40 T3 V40 T3 SE V40 CROSS COUnTRy  
T3

室内装備 オーディオ/ ● 7インチ・ワイドディスプレイ

● ● ●

ナビゲーション ● ボイスコントロール
● マップケア
● CDプレーヤー/DVDビデオプレーヤー
● ミュージックサーバー
● FM/AMラジオ
● USBポート（外部入力端子）
● ステアリングホイール内蔵スクロールホイール付コントロール機能
● 携帯電話ハンズフリー機能（Bluetooth®対応）※9

● SENSUS CONNECT（インターネット接続機能）※10

● ITSスポット対応DSRC車載器（ETC機能付）
● デジタルオーナーズマニュアル
● HDDナビゲーションシステム、VICS3

ナビゲーション・パッケージ ● ナビゲーション・パッケージ
● 12セグ地上デジタルTV（リモートコントロール付）

インテリア仕様 チャコール・パネル ● － ●

専用カッパードーンアルミニウム・パネル － － AC

シマーグラファイトアルミニウム・パネル AC ● AC

センターコートアルミニウム・パネル AC AC AC

モダンウッド・パネル AC AC AC

チャコール・ドア・インサート/センタースタック・フレーム/ダッシュボード・インサート ● － ●

シルクメタル・ドア・インサート/センタースタック・フレーム/ダッシュボード・インサート － ● －

フロントドア・スカッフプレート － ● ●

本革巻ステアリングホイール ● － ●

本革巻/シルクメタル・ステアリングホイール（チャコール） AC ● AC

イルミネーテッド・シフトノブ（チャコール）/本革巻ハンドブレーキグリップ －/● ● －/●

ユーティリティ スライディング・フロントアームレスト/カップホルダー（トンネルコンソール、2カップ） －/● ● －/●

リア・アームレスト － ● －

リア・シート内蔵2カップホルダー － ● －

マップランプ（フロント/リア）/照明付メイクアップミラー（運転席/助手席） ● ● ●

グローブボックス ● ● ●

マルチファンクション・2レベル・ラゲッジフロア（バッグ用フック、ディバイダー機能付） ● ● ●

ラゲッジルームオーガナイザー AC AC AC

パーセルシェルフ ● ● ●

スチールガードネット AC AC AC

アッシュトレー AC AC AC

12Vパワーソケット（ラゲッジスペース） ● ● ●

フロアマット ● ● ●

室内環境 ECC※11（電子制御フルオートマチック・エアコンディショナー） ● ● ●

アクティブ・キャビン・フィルター ● ● ●

車内自動換気システム※12 ● ● ●

インテリア・シアターライト（輝度及び7ライトカラー選択機能付） ●（フロントのみ） ●※13 ●（フロントのみ）

外装 デュアル・ハロゲンヘッドライト（光軸調整機構付） ● － ●

アクティブ・ベンディング機能付デュアル・キセノンヘッドライト
OP ● OP

（自動光軸調整機構付）/ヘッドライトウォッシャー
オートライト ● ● ●

LEDドライビングライト（フロント） －※14 ● －※14

パノラマ・ガラスルーフ － OP －

サイドウインドー・クロームトリム ● ● －

クロームトリム付フロントロアー・エアインテーク※15 　  ●※14 － ●※14

専用サイドウインドー・グロッシーブラックトリム － － ●

専用グロッシーブラック・ドアミラーカバー － － ●

専用ルーフレール（レール部シルバーカラー） － － ●

アルミホイール ●（16インチ） ●（17インチ） ●（16インチ）

パンクリペアキット（電動コンプレッサー付）※16 ● ● ●

Cross Country 
専用 フロントグリル/フロント及びリアバンパー（専用スキッドプレート付） － － ●



※ 本革シートは、座面及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。
●オプション・パッケージの内容は予告なく変更される場合があります。また車両本体と同時にご注文ください。パッケージの内容を変更もしくは一部省略することはできません。
● 特別注文車（メーカーオプション/オプション・パッケージ）はメーカー受注生産車となり、ご注文後納車まで通常約4〜6ヶ月の期間が必要となる場合があります。 

受注期限、納期等についても、ボルボ・ディーラーにお問い合わせください。

OPTIOn PACKAGE　オプション・パッケージ
 （　）内は消費税抜価格

FACTORy OPTIOn　メーカーオプション
 （　）内は消費税抜価格

パノラマ・ガラスルーフ　［V40 T3 SEに設定］ ￥190,000 （￥175,926）

メタリック・ペイント ￥83,000 （￥76,852）

クリスタルホワイトパール（707）・ペイント ￥103,000 （￥95,371）

歩行者エアバッグ ￥62,000 （￥57,408）

PCC（パーソナル・カー・コミュニケーター）-キーレスドライブ ￥31,000 （￥28,704）

対象車種 装　備 パッケージ価格

navigation Package
ナビゲーション・パッケージ

V40 T3
V40 Cross Country T3

● HDDナビゲーションシステム、VICS3
● 12セグ地上デジタルTV（リモートコントロール付） ￥210,000 （￥194,445）

Leather Package
レザー・パッケージ

V40 T3 SE
● 本革シート※ 

● 助手席8ウェイパワーシート 
● フロント・シートヒーター

￥210,000 （￥194,445）

●表記価格は車両本体価格あるいはオプション価格で、（   ）内は消費税抜本体価格となります。なお、販売価格は、ボルボ・ディーラーが独自に定めていますので、お問い合わせください。 ●リサイクル料金は別途必要です。リサイクル料金
内訳：フロン、エアバッグ、シュレッダーダスト、資金管理料、情報管理料。なお、車両の仕様により、表示のリサイクル料金が異なる場合があります。 ●車両本体価格には、パッケージ価格、メーカーオプション価格は含まれていません。車両
本体価格、オプション価格には、税金（消費税を除く）、保険料、および登録に伴う諸費用、付属品等は含まれていません。 ●価格および仕様は、予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。 ●メーカーオプションおよび
オプション・パッケージは、車両本体と同時にご注文ください。工場装着のため、後付はできません。 ●本カタログに掲載されていないメーカーオプション、別売りアクセサリーとして購入できる装備品については、ボルボ・ディーラーにお問い
合わせください。また特別注文車（メーカーオプション/オプション・パッケージ）はメーカー受注生産車となり、ご注文後納車まで通常約4〜6ヶ月の期間が必要となる場合があります。受注期限、納期等についても、ボルボ・ディーラーに
お問い合わせください。 ●記載事項および写真の版権は、ボルボ・カー・ジャパンに帰属します。無断転載を禁じます。 ●本プライスリストの内容は、2015年9月現在のものです。

PRICE LIST　価格表

一般保証

電話による
初期アドバイス

現場での
応急処置

車両の搬送
移動のための
交通手段の手配
および宿泊の手配

車両修理完了後の
納車サービス

メッセージ
手配サービス

ロードサイド・アシスタンス
ご使用中の突発的な車両トラブルに
も、適切なサービスで365日、24時間
サポートいたします。
365日 24時間／日本語・英語対応

※ボルボ・サービス・パスポート 40とロードサイド・アシスタンスは3年間無料となります。ボルボ充実のサービス･パッケージ

新車登録日から3年間距離無制限の一般保証制度です。万が一、自動車を構成する部品に材質上あるいは製造上の不具合が発生した場合、3年間無料にて修理いたします。
※有料のボルボ延長保証で、最長5年間の保証が可能です。

ボルボ・サービス・パスポート 40
1年目、２年目の点検整備及び、1年目、２年目、
3年目の定期交換部品を交換する際の交換
工賃が無償となります。

（無償）
ボルボ・サービス・パスポート 40 Pro
3年間のボルボ点検整備プログラム定期
交換部品のパッケージ。
※サービス内容、ご加入方法等、詳しくはボルボ・
　ディーラーにお問い合わせください。

（有償）

V40 T3 

車両本体価格 ￥3,240,000
（消費税抜価格 ￥3,000,000）
※別途リサイクル料金 ￥20,310

V40 T3 SE 

車両本体価格 ￥3,740,000
（消費税抜価格 ￥3,462,963）
※別途リサイクル料金 ￥20,310

V40 Cross Country T3 

車両本体価格 ￥3,390,000
（消費税抜価格 ￥3,138,889）
※別途リサイクル料金 ￥20,310

最上の安全性をお届けするために
ボルボの先進的なセーフティ&ドライバーサポート機能は、ドライバーの安全運転を前提とした運転補助を目的とするシステムです。交通、天候及び路面状況により、その制御性能等が影響を受ける
場合があります。いかなる時にもシステムだけに頼った運転は避け、ご自身の判断により、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。またこれらの機能を正確に作動させるためにも、
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。

●  歩行者・サイクリスト検知機能付追突回避・軽減フルオートブレーキ・システム 
（ミリ波レーダー、デジタルカメラ、赤外線レーザー方式）

● 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）
  /車間警告機能
● DAC（ドライバー・アラート・コントロール）
● LKA（レーン・キーピング・エイド）

● BLIS（ブラインドスポット・インフォメーション・システム）
● LCMA（レーン・チェンジ・マージ・エイド）-急接近車両警告機能
● CTA（クロス・トラフィック・アラート）
● RSI（ロード・サイン・インフォメーション）
● AHB（アクティブ・ハイビーム）
● リアビューカメラ

10種類のボルボ先進のセーフティ&ドライバーサポート機能を標準装備インテリセーフ

Leather

inlaysUPHOlsTERiEs

Textile T-Tec®／Textile

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（P000）
※チャコールパネル装着例

シマーグラファイトアルミニウム・パネル

チャコール・パネルシートカラー ： ブロンド
インテリアカラー ： チャコール/ブロンド（P52G）
※シマーグラファイトアルミニウム・パネル装着例

シートカラー ： エスプレッソブラウン
インテリアカラー ： エスプレッソ/ブロンド（P136）
※モダンウッド・パネル装着例

STANDARD COLOUR & UPHOLSTERY　ボディカラーと内装の標準的な組み合わせ

V40

車種 シート素材 カラー
クリスタルホワイト

パール 
（707）

パワーブルー 
メタリック
（713）

ブライトシルバー 
メタリック 
（711）

オニキスブラック 
メタリック 
（717）

パッションレッド

（612）

アイスホワイト

（614）

V40 T3 テキスタイル

シート チャコール チャコール チャコール チャコール チャコール チャコール

インテリア チャコール/チャコール チャコール/チャコール チャコール/チャコール チャコール/チャコール チャコール/チャコール チャコール/チャコール

コード P000 P000 P000 P000 P000 P000

V40 T3 SE
T-Tec/ 

テキスタイル

シート ブロンド ブロンド チャコール チャコール チャコール チャコール

インテリア チャコール/ブロンド チャコール/ブロンド チャコール/チャコール チャコール/チャコール チャコール/チャコール チャコール/チャコール

コード P52G P52G P500 P500 P500 P500

V40 T3 SE
レザー・パッケージ装着車

本革

シート ブロンド エスプレッソブラウン チャコール チャコール チャコール チャコール

インテリア チャコール/チャコール エスプレッソ/ブロンド チャコール/チャコール チャコール/チャコール チャコール/チャコール チャコール/チャコール

コード P10G P136 P100 P100 P100 P100

V40 CROSS COUNTRY

車種 シート素材 カラー
クリスタルホワイト

パール 
（707）

ロウカッパー 
メタリック 
（708）

マジックブルー 
メタリック 
（467）

オニキスブラック 
メタリック 
（717）

エレクトリック 
シルバーメタリック 

（477）

アイスホワイト
 

（614）

V40 CROSS COUNTRY T3 テキスタイル

シート チャコール チャコール チャコール チャコール チャコール チャコール

インテリア チャコール/チャコール チャコール/チャコール チャコール/チャコール チャコール/チャコール チャコール/チャコール チャコール/チャコール

コード S000 S000 S000 S000 S000 S000

●インテリアカラーについて、「/」の前は上部色、後は下部色及びピラー色となります。
●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。
●本革シートは、座面及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。
●ボディカラーとインテリアカラーは特別注文（メーカー受注生産）にて、設定の範囲内で組み合わせが可能です。 
●上記ボディカラー/インテリアカラーの標準的な組み合わせは諸般の事情により、ボルボ・ディーラーで用意されていない場合があります。その場合は特別注文（メーカー受注生産）となります。　
● 特別注文車（メーカーオプション/オプション・パッケージ）はメーカー受注生産車となり、ご注文後納車まで通常約4〜6ヶ月の期間が必要となる場合があります。 

受注期限、納期等については、ボルボ・ディーラーにお問い合わせください。
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