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好調 V40 シリーズ第 3 弾、V40 Cross Country を発売
・

アクティブなライフスタイルに応える新しいデザイン

・

天候や道路状況に左右されない最新の電子制御 AWD システム

・

2.0 リッター直列 5 気筒ターボエンジンは上質感と高出力を実現

・

追突回避・軽減オートブレーキ、「シティ・セーフティ」を標準装備

・

世界初の安全装備「歩行者エアバッグ」をオプション設定

ボルボ・カー・ジャパンは、好評の V40 シリーズに V40 Cross Country T5 AWD（ブイ・フォーティ クロス
カントリー ティーファイブ エーダブリューディー）を加え、本日より発売を開始いたします。

Volvo V40 Cross Country T5 AWD

（オプション装着車）

アクティブなライフスタイルをサポートする AWD モデル
V40 Cross Country は、乗る人の個性をより強く演出するアウトドアテイストを散りばめたスマートな
SUV デザインと、2.0 リッター直列 5 気筒ターボエンジンに最新の AWD（四輪駆動）システムを組み合わ
せることにより、オンロードでの高い走行安定性を実現しています。
特徴あるフロントグリル、コントラストカラーが印象的なバンパーなど、数々の専用装備
エクステリアの一部にグラファイトカラーを採用し、ボディカラーとのコントラストを効かせた前後の専用バ
ンパー＆スキッドプレート、フロントグリルには専用のクロームグリルフレーム&ハニカムメッシュ・グリル
を採用。専用グロッシーブラック仕上げのドアミラーカバーとサイドウインドーフレームがボディサイドを引
き締め、ルーフラインに合わせてデザインされた専用ルーフレールがアウトドアイメージを醸し出します。
リアバンパーのスキッドプレートには“CROSS COUNTRY”の文字が刻まれています。
報道関係者お問い合わせ先：
ボルボ・カー・ジャパン株式会社 広報室： 03-5404-8611
http://www.volvocars.co.jp

タワーパーキングに対応する 1,470mm の全高と最新の AWD システム
V40 Cross Country の全高は、ベースとなる V40 比で＋30mm となる 1,470mm で、多くの立体駐車場
の高さ制限 1,550mm に対応します。スウェーデン Haldex（ハルデックス）社製の最新第 5 世代 AWD シ
ステムに加え、急坂を下降する際に車両が速度を自動コントロールすることで、ドライバーがステアリン
グ操作に集中でき、安全に走行できる「ヒル・ディセント・コントロール」を搭載し、オールラウンドな走行性
能を実現しています。

2.0 リッターT5 エンジンを搭載し、ボルボ AWD モデル史上最良の燃費 12.4km/l を達成
V40 Cross Country は、4 気筒エンジン並のコンパクトさと軽快さ、6 気筒エンジンの滑らかさという双方
の利点を併せ持つボルボ伝統の 5 気筒エンジンの最新版、T5 を搭載しています。このアイドリングストッ
プ機能付き 2.0 リッター直列 5 気筒ターボエンジンは、最高出力 213ps/6,000rpm、最大トルク
30.6kgm/2,700-5,000rpm を発生。スポーツモード付 6 速ギアトロニック付オートマチック・トランスミッシ
ョンとの組み合わせにより、スムースで上質な走りを実現しています。燃費向上対策として、アイドリング
ストップ機能（エンジン Start/Stop システム）に加え、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などを備えることで、12.4km/l（JC08 モード）の燃費を実現していま
す。
先進の安全システムに加え、世界初のエアバッグシステム「歩行者エアバッグ」を採用
ボルボが標準装備化を進める自動ブレーキシステム「シティ・セーフティ」を標準装備したほか、車両に加
えて歩行者も検知可能な自動ブレーキシステム「ヒューマン・セーフティ」をはじめとする 10 種類の先進安
全装備をパッケージした「セーフティ・パッケージ」を用意しています。また、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「歩行者エアバッグ」がメーカーオプションとして装着可能です。
13 色のエクステリアカラーと 14 種類のインテリアバリエーションを用意
インテリアカラーは標準の T-Tec/テキスタイルシートで 6 種類、本革シート（オプション）で 8 種類のカラー
コンビネーションから選択可能。本革シートには専用ステッチが施され、ボルボ独自の“フリーフローティ
ングセンタースタック”には、クロスカントリー専用のカッパードーンアルミニウム・パネルを採用しました。
標準装備アイテムが充実した競合優位性の高い AWD モデル
V40 Cross Country は、最新の 2.0 リッター直列 5 気筒ターボエンジンを搭載する AWD モデルに、専用
内外装、運転席パワーシート、フロント・シートヒーター、カッパードーンアルミニウム・パネル、アラームシ
ステム、PCC/キーレスドライブ、クルーズントロール、DVD ビデオプレーヤー、パークアシスト・リア、アク
ティブベンディング・デュアルキセノンヘッドライト、ヒル・ディセント・コントロール、17 インチ"Larenta"アル
ミホイール（ダークグレー色）、作動速度を 50km/h まで拡大した追突回避・軽減オートブレーキ・システム
「シティ・セーフティ」などを標準装備し、欧州ブランドの AWD モデルとしてお求めやすい 359 万円という
価格を実現しています。

車両本体価格
モデル名
V40 Cross Country T5 AWD

報道関係者お問い合わせ先：
ボルボ・カー・ジャパン株式会社 広報室： 03-5404-8611
http://www.volvocars.co.jp

車両本体価格（消費税込）
¥3,590,000

V40 Cross Country T5 AWD
主要諸元
V40 Cross Country T5 AWD
車名・型式
寸法・重量

乗員・定員
エンジン

全長(㎜)
全幅(㎜)※1
全高(㎜)
ホイールベース(㎜)
トレッド【前/後】(㎜)
最低地上高(㎜)
車両重量(㎏)※2
車両総重量(㎏)※2
定員(名)
種類

トランスミッション

型式
内径×行程(㎜)
総排気量(cc)
圧縮比
燃料供給装置
最高出力【kW(ps)/rpm】DIN
最大トルク【Nm(Kgm)/rpm】DIN
使用燃料/燃料タンク容量(ℓ)
方式

ボルボ DBA-MB5204T
4,370
1,800
1,470
2,645
1,550/1,540
145
1,580
1,855
5
インタークーラー付ターボチャージャー
DOHC 水冷直列 5 気筒横置き・20 バルブ
B5204T
81.0×77.0
1,983
10.5
電子燃料噴射式
157(213)/6,000
300(30.6)/2,700-5,000
無鉛プレミアム/57
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
4.148/2.370/1.556
1.155/0.859/0.686/3.394

変速比 1 速/2 速/3 速/
4 速/5 速/6 速/後退

駆動
ステアリング

サスペンション
ブレーキ

ホイール

3.604 [変向機 0.387]
2.580
電子制御 AWD システム
右
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

最終減速比 前輪
最終減速比 後輪
方式
ハンドル位置
方式
ロック・ツー・ロック(回転)
前輪
後輪
主ブレーキ

2.6
マクファーソンストラット方式
マルチリンク式
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

スチールラジアルタイヤ
リム(材質)

225/50R17
7.0J×17(アルミ合金)
5.4
12.4
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

最小回転半径(m)
燃費消費率 JC08 モード(国土交通省審査値)【km/ℓ】
主要燃費向上対策

※1 キーレスドライブ非装着時は、全幅1,785mmとなります。
※2 パノラマ・ガラスルーフ装着時は、車両重量および車両総重量が 10kg 増加します。

報道関係者お問い合わせ先：
ボルボ・カー・ジャパン株式会社 広報室： 03-5404-8611
http://www.volvocars.co.jp

主要装備

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

V40 Cross Country
T5 AWD
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
1

2

SIPS※ (側面衝撃吸収システム)/ROPS※ (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)
3

助手席エアバッグ・カットオフスイッチ※
サイド・エアバッグ(フロント 2 席)
ニー・エアバッグ(運転席)
歩行者エアバッグ

プリ・プリペアード・レストレインツ・システム
4

IC※ (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)
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)
5

WHIPS※ (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)
その他

シティ・セーフティ(低速用追突回避・軽減オートブレーキ・システム)
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)および RAB(レディ・アラート・ブレーキ)
スポーツモード付 DSTC(ダイナミック・スタビリティ&トラクション・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
電子制御 AWD システム
ヒューマン・セーフティ(歩行者探知機能付追突回避・軽減フルオートブレーキ・システム)
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)
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/サイドマーカーランプ(フロント・リア)/リア・フォグランプ(左右)

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
PCC(パーソナル・カー・コミュニケーター)-キーレスドライブ

操作・作動装備

ヒル・スタート・アシスト
ヒル・ディセント・コントロール
クルーズコントロール
6

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)※

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および 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)
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臓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)
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）
パークアシスト・リア
リアビューカメラ

警告灯・計器

トリップコンピュータ(外気温度計付)
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 ウエイパワーシート(ドアミラー連動メモリー機構付)
助手席 8 ウエイパワーシート
前方可倒式助手席シートバック
シートヒーター
ランバーサポート
コートハンガー(助手席ヘッドレスト)

リア・シート
シート地

分割可倒式シートバック(60:40)
専用 T-tec/テキスタイル・コンビネーション
7

専用 本革※
オーディオ/ナビゲーション

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)
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、10 スピーカー)

●
●
●
●
●
●
OP
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
セーフティ・パッケージ
セーフティ・パッケージ
セーフティ・パッケージ
セーフティ・パッケージ
セーフティ・パッケージ
セーフティ・パッケージ
セーフティ・パッケージ
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
セーフティ・パッケージ
●
●
●
●
●

,

●
AC
●
AC
●
●
●
●
レザー・パッケージ
レザー・パッケージ
●
●運転席
●
●
●
レザー・パッケージ
●
OP※8

・7 インチ・ワイドディスプレイ
・CD プレーヤー/DVD ビデオプレーヤー
・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臓スクロールホイール付コントロール機能
9

・携帯電話ハンズフリー機能(Bluetooth®対応)※

報道関係者お問い合わせ先：
ボルボ・カー・ジャパン株式会社 広報室： 03-5404-8611
http://www.volvocars.co.jp

・RTI: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)
インテリア仕様

専用カッパードーンアルミニウム・パネル
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）
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・シフトノブ/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・シート内臓 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(クーリング機能付)
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
パーセルシェルフ
スチールガードネット
アッシュトレー
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

10

ECC※ (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
11

車内自動換気システム※

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)

外装

デュアル・キセノンヘッドライト(自動光軸調整機構付)/ヘッドライトウォッシャー
アクティブ・ベンディング・ヘッドライト機能
AHB(アクティブ・ハイビーム)
オートライト
パノラマ・ガラスルーフ
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
専用クロームトリム付フロントロアー・エアインテーク
ドアハンドル(ボディ同色)
リア・ルーフスポイラー
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
パンクリペアキット(電動コンプレッサー付)
Cross Country 専用

フロントグリル/フロントおよびリアバンパー（専用スキッドプレート付）/
アルミホイール“Larenta”(ダークグレー)7.0J×17

ナビゲーション・パッケージ
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
AC
●
AC
AC
●
●
●
●
●
●
●
●
セーフティ・パッケージ
●
OP
●
●
●
●
●
●
●(17 インチ)
●
●

※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する必要があります。
※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。
※7 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。
※8 ナビゲーション・パッケージとの同時装着が必要です。
※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 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。
※11 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、スウェーデン喘息アレルギー協会の承認条件を
満たす車内環境を実現します（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）。

報道関係者お問い合わせ先：
ボルボ・カー・ジャパン株式会社 広報室： 03-5404-8611
http://www.volvocars.co.jp

