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

最新のDrive-Eパワートレーンは、意のままに
引き出せるパワーとクラス最高水準の効率を
巧みにバランスさせながら、クルマを走らせて
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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まったく新しいボルボのラグジュアリーセダンを
設計するにあたり、私たちにはひとつの目標が
ありました。ラグジュアリーというものの概念を
再定義してしまう一台の創造です。新しいS90は、
そんなクルマを目指して開発されました。最も
上質なスカンジナビアン・デザインに先進技術を
融合したS90は、ありきたりな日常にはなかった
新しい体験を、あなたにお届けします。それは、
ほかでは味わえないボルボならではの、スウェー
デン流のラグジュアリーです。
ボルボ伝統の幅広く張りのあるたくましいショル
ダーラインをまとったボディは、低く伸びやかな
シルエットとしました。その自信に満ちた、落ち着き
ある佇まいを導き出したデザイン哲学は、イン
テリアにも注がれています。柔らかな手触りの
レザーや木の温もりを感じさせるウッド素材
など、高品質なマテリアルを用いて仕立てられた
キャビンをご覧になれば、それがおわかりいただ
けるでしょう。
ドライビングをサポートする最新のテクノロジーも、
これ見よがしに存在を主張させるのではなく、
美しいデザインの内側に包み込みました。衝突を
未然に防ぐ安全技術から、独自の高いパフォー
マンスと高効率を実現するDrive-E（ドライブ・
イー）パワートレーンにいたるまで、搭載された
すべての先進技術は、S90でのドライブをより
よい体験にするために開発されています。
現代のラグジュアリーセダンはどうあるべきか。
その答えがここにあります。

T6 AWD Inscription | マッセルブルーメタリック（721） | 
20インチ 8 スポーク アルミホイール ダイヤモンドカット/シルバー

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



●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）



“Underneath the crisply sculpted exterior lies  
a new chassis that delivers the perfect combination  

of precise handling and welcome comfort.”

THE ART OF CREATION

Where elegance complements technology. 

どの角度から見てもエレガントかつパワフル。
それがフラッグシップ・セダン S90です。切り
詰められたオーバーハング、伸びやかなホイール
ベース、低いルーフラインで構成された、彫刻を
思わせるソリッドなスタイリングが、洗練された
気品を漂わせます。力強いショルダーラインは
伝統の継承であり、未来へと引き継がれていく、
ボルボならではの造形です。
S90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、
大画面のタッチスクリーンを採用したのはさま
ざまな機能を操作するために必要なスイッチの
数は、最小限に減らしました。縦長の画面形状
は地図の確認にもスクロールにも最適です。
世界初となる革新的技術のランオフロード・
ミティゲーション（道路逸脱回避支援機能）は、
意図せず進路がそれた場合に、クルマが道路
から逸脱しないようにステアリング操作および
ブレーキ操作をアシストする機能。これも「人」
を中心に置いた視点から生まれた技術であり、

あなたのために存在しています。
緊張感のある彫刻的なエクステリアの下には、
意思に忠実なハンドリングと快適な乗り心地
を完璧に両立する、すべてを新しく設計した
シャシーをご用意しました。クルマの動きを意の
ままに操ることができるように、フロントには
ダブルウィッシュボーン、リアにはインテグラル
アクスルのサスペンション形式を新たに採用
しています。
気品ある存在感、卓越した職人技、そして先進
の技術。S90には、そのすべてが注ぎ込まれて
います。

VOLVO S90

T6 AWD Inscription | マッセルブルーメタリック（721）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）



受け継がれたボルボらしさ。それでいて現代的。
スカンジナビアの感性が生み出した力強いプロポー
ションが、非日常の存在へとS90を高めます。内に
秘めた能力と気品を暗示する、伸びやかなボンネット
と低いルーフライン。削り出されたかのような造形の
ショルダーラインは、S90がボルボであることの証です。

繊細なディテールが生み出す鮮烈な印象。
ディテールを磨き上げた大胆なシェイプが、強い印象を
与えます。標準装備のインテグレーテッド・デュアル
テールパイプによって締めくくられる、一糸乱れぬデザ
インの統一感。走り去るときも佇んでいるときも、
LEDのリアライトがS90の後ろ姿に独自の存在感を
加えます。

T6 AWD Inscription | マッセルブルーメタリック（721） | 
20インチ 8 スポーク アルミホイール ダイヤモンドカット/シルバー

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



●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。



VOLVO S90

DESIGNED FOR CONTROL

Precision and accuracy at every touch.

掲載している装備・機能（標準装備、メーカーオプション、アクセサリー）は、モデルによって異なります。
詳しくは、Specifications & Price Listをご覧いただくか、ボルボ・ディーラーにお問い合わせください。
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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。低めに設定されたS90のドライビング
ポジションと、そこから目に映る、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、まるでコクピットにいるような
感覚を与えます。美しいマテリアルと先進の
技術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。
いたるところに感じられる精緻な印象は、卓越
したクラフトマンシップによるものです。コン
セプトカーから引き継がれたエアベントも、その
ひとつです。縦に配置されたルーバーのメタル
仕上げや、ドライブモードのスクロールホイール
に施された特徴的なダイヤ目のローレットは、
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、S90のキャビンに存在する
ものはすべてが緻密に作動します。あなたが
走らせているあいだ、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S90なのです。

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

●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）



S90へようこそ。ここは新しいファーストクラスです。
落ち着きと快適さを、美しい室内に封じ込めました。到着
してしまうのが惜しくなるような旅をお楽しみください。

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

掲載している装備・機能（標準装備、メーカーオプション、アクセサリー）は、モデルによって異なります。
詳しくは、Specifications & Price Listをご覧いただくか、ボルボ・ディーラーにお問い合わせください。
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Experience a new way to travel.
フラッグシップ・セダン S90は、どこに座っても
そこがファーストクラスです。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
贅沢な空間とするために、最新のテクノロ
ジーと卓越したクラフトマンシップが注がれて
います。
その体験は、まずシートに触れるところから
始まります。人の身体に沿うように形作られた
フロントシートには、しっかりとしたサポートと、
きめ細かな調整機能を与えました。誰もが
理想的な着座姿勢を見つけられるはずです。
また、後席乗員の足もと空間を最大限に確保
できるように、バックレストの形状にも配慮し
ています。リアシートには、個別に設定できる
シートヒーターを採用（Inscriptionにオプ

ション設定※）。どのシートに座っていても、
居心地のよさに変わりはありません。
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、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アンビエントライトを
設えました。
CleanZone-エア・クオリティ・システムは、
あなたが車内で呼吸する空気を外気よりも
クリーンに保つ技術。外気の状態をモニターし、
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、特別な操作は不要です。すべて
S90にお任せください。
フルオートマチック・エアコンディショナーは、
リアシートでも専用のタッチスクリーンで個別に
お好みの温度を設定できる、4ゾーン式を採用
しました。冷風はグローブボックスにも送られる
ので、暖かい日に持ち込んだ冷たい飲み物は
こちらにどうぞ。
日常のなかで役立つ便利な機能として、パワー
トランクリッドを標準装備しました。ハンズフリーで
トランクリッドを開けられるので、両手に持った
荷物をどこかに置く必要はありません。テクノロ
ジーを使いやすさに結びつけたS90が、快適な
ドライブをお届けいたします。
※ステアリングホイール・ヒーターとセットオプションとなります。

“In the S90, technology and convenience go hand in hand.”

ナビゲーションやエンターテイメントの各機能は、
運転席で前方に視線を向けたまま、ステアリング
ホイールに内蔵されたコントローラーで操作可能。
状況は12.3インチのデジタル液晶ドライバー・ディス
プレイに表示されます。

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、リニア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。S90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）



VOLVO S90

Connecting you with a 
world of entertainment. 
コンフォート機能やエンターテイメント機能、ナビ
ゲーションなど、快適な移動時間を過ごせるように
用意されたさまざまな装備の中核となるのが
SENSUS（センサス）です。極上のサウンドで楽しむ
お気に入りの音楽ほど、ドライブにくつろぎを与えて
くれるものはありません。S90のSENSUSは、
スマートフォンなどのお手持ちのモバイル機器に
収めたお気に入りの曲を、Bluetooth®＊経由でスト
リーミング再生することができます。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
プレイに集約しました。指先で画面に軽く触れる
だけで反応し、手袋を着用したままでも操作できます。
お手持ちのモバイル機器との接続も、手早く簡単
です。SENSUSはApple CarPlay™※1に対応して
いるので、USBポートを経由して接続したiPhone®※2

をセンターディスプレイから操作可能。その際には

もちろん、充電も行われます。Android※3スマート
フォンをお使いの方はAndroid Auto™経由での、
保存されている音楽の再生や通話、メッセージの
送信に対応しています。
Wi-Fiやテザリングを利用してインターネットに接続
できるSENSUS CONNECT※4機能は、エンター
テイメントコンテンツの選択肢が多彩です。スマート
フォンやポータブル音楽プレーヤー以外に、インター
ネットラジオや音楽配信サービスSpotify®などの
メディアアプリを通じて音楽が楽しめます。R-Design
に標準装備のハイパフォーマンス・オーディオシス
テムは、ジャンルを問わず高音質で再生します。
さらに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の最大出力を誇るBowers 
& Wilkins*プレミアムサウンド・オーディオシステムを
Inscriptionに標準装備でご用意しています。

“Turn the centre display into an 
extension of your iPhone® using Apple CarPlay™.”

※1 Apple CarPlay™はiPhone 5以降に対応しています。　※2 iPhone®はApple Inc.の商標または登録商標です。　※3 AndroidはGoogle Inc.の登録商標です。
※4 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。

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

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*が誇るハイエンド・オーディオのエンジ
ニアと共同開発しました。ユニークなエアベンチレーテッド
サブウーファーは、豊かで厚みのある低音を送り出します。 

また、すべてのシートに最上のサウンドを届けるため、19個の
スピーカーをご用意しました。加えて3つの音響空間を再現する
オーディオモードがサウンドに命を吹き込み、すぐ近くで演奏され
ているかのような臨場感を生み出します。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、そしてお好みに
応じた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。

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。



9インチ・センターディスプレイ。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
プレイを配置しました。縦型画面は表示範囲が広く、スク
ロールさせる必要は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
操作できるはずです。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
れるこの処理も、先進技術のひとつなのです。

●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）



ボイスコントロール
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。

タッチスクリーン式センターディスプレイ（9インチ）
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。明快に
進むべき方向を指し示す大画面は、理想的な案内
役といえるでしょう。

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、わかりやすくご案内します。
必要な情報はすべて、目の前に設置された12.3
インチのデジタル液晶ドライバー・ディスプレイ
（4モード選択式）に表示されます。ルートを案内
する高解像度のガイドマップやルート情報は、
適切なサイズに自動的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ので眩しさ
を感じさせません。また、視界を遮らないウインド
スクリーンの低い位置に、まるでクルマの前方に
浮かんでいるかのように車速やナビゲーションの

進行方向など重要な情報を投影するヘッドアップ・
ディスプレイ（Inscriptionに標準装備）があれば、
道路に視線を向けたままでも確認できます。
目的地まで道に迷わずに到着できるように、
SENSUSは高精細ディスプレイを採用している
ので、地図画像も鮮明です。さらに、S90にお乗り
いただいている間、無償で年２回、地図を最新版
に更新できるマップケアが利用できます。
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できます。
常に先回りしてあなたをサポートするSENSUSで、
S90でのドライブをお楽しみください。

SENSUS | 15

12.3インチ・デジタル液晶ドライバー・ディスプレイ 
（4モード選択式）
デジタル液晶メーターパネルは、お好みの4種類の
カラーテーマが選択可能。2つの丸い大きな計
器とその間にインフォメーションディスプレイが表示
でき、ナビゲーション画面の表示も可能です。

ヘッドアップ・ディスプレイ※

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

※Inscription に標準装備



あなたを守る力。端正なフロントマスクの内側には、
危険回避を支援して余裕のあるドライブをもたらすための、
数々の安全技術が搭載されています。

T6 AWD Inscription | マッセルブルーメタリック（721） |  
20インチ 8 スポーク アルミホイール ダイヤモンドカット/シルバー

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



“Journeys are more relaxed with  
IntelliSafe there to help you.”
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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
サポートし、万が一の衝突の際にもあなたを
保護する、インテリジェントな先進の安全技術。
それがIntelliSafe（インテリセーフ）です。この
革命的ともいえる技術は、「2020年までに、
新しいボルボ車での交通事故による死亡者や
重傷者をゼロにする」という大きな目標である
「VISION 2020」を達成するための、中心的
役割を担っています。
そして、IntelliSafeの要となるのが、S90に
標準装備される進化したCity Safetyです。
差し迫る危険を見逃さずに警告し、必要に
応じて危険回避のサポートをするため常に
あなたの横で目を光らせる、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、
大型の動物を検知するとともに、状況によっては
自動的にブレーキを作動させて、衝突の回避
または被害軽減を図ります。
IntelliSafeは余裕のあるドライブにも貢献
します。パイロット・アシスト（車線維持支援
機能）は車速140km/h以下の一定の速度
で、あるいは前方車両との車間距離を設定
して走行中に、進路を車線の中央に保つよう
にステアリング操作をサポートします。意図し
ない車線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）は、世界初※の技術です。
ドライバーの疲労や注意力の低下を検知して
休憩を促すDAC（ドライバー・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RSI（ロード・サイン・インフォメー
ション）も搭載しています。
ほかにも、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BLIS™（ブラ
インドスポット・インフォメーション・システム）や、
駐車スペースから後退して出るときに背後に
いる他の道路利用者に目を配るCTA（クロス・
トラフィック・アラート）など、IntelliSafeには
ドライバーをサポートする１５種類以上の先進
技術が含まれています。
※自社調べ



  

パイロット・アシストは運転操作の労力を軽減し、より
リラックスしたドライブを支援する技術です。車速や
前方車両との車間距離を設定して車速140km/h
以下で走行中に、穏やかにステアリングを修正する
ことで、クルマが車線中央に保たれるようにドライ
ビングをサポートします。

City Safetyは、ドライバーが対応する操作を行わ
なければ前走車に衝突する状況にあることを感知
すると、前走車との速度差が50km/hまでなら衝突を
回避するように、それ以上では衝突の被害を軽減する
ようにブレーキを作動させます。City Safetyは、交差
点で右折しようとしているときに対向車と衝突する
危険が生じた場合も、衝突回避または被害軽減の
ためブレーキを作動させます。

IntelliSafeの一部として提供されるBLIS™（ブラインド
スポット・インフォメーション・システム）はレーダー
センサー技術を用いて、クルマの左右後方にできる
死角に隠れている、または後方から高速で接近中の
車両の存在をドライバーに知らせ、注意を促します。

CTA（クロス・トラフィック・アラート）は、見通しの悪い
駐車スペースから後退して出るような状況下で、
衝突する可能性のある車両がいないことを確認できる
機能です。後方左右のどちら側からでも接近して
くる車両がいる場合は最大30mの範囲で検知し、
警告を発します。歩行者やサイクリストの場合はそれ
よりも短い距離で検知します。

T6 AWD Inscription | オスミウムグレーメタリック（714） | 
20インチ 8 スポーク アルミホイール ダイヤモンドカット/
シルバー



●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）



大型動物検知機能（世界初※）
車速4km/h以上の走行時に作動し、前方にヘラ
ジカやトナカイ、馬などの大型動物をASDM（アク
ティブ・セーフティ・ドメイン・マスター）-ミリ波レーダー/
高解像度カメラ一体型センサーユニットが検知する
と、ドライバーに警告を発します。ドライバーが警告に
反応しない場合はブレーキが作動し、大型動物との
衝突時に車速を約15km/h減速します。
※自社調べ

WORLD

FIRST
※

●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）



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

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、最大の制動性能で自動ブレーキが作動し、自車と前走車との速度差が50km/h以下の場合および、自車と歩行者・サイクリストとの
速度差が45km/h以下の場合、衝突の回避または衝突の被害を軽減します。
※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。例えば、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。

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

CITY SAFETY
さらなる進化を遂げたCity Safety。 
衝突回避・被害軽減機能を包括したセーフティシステムです。

他の車両や歩行者、サイクリストとの衝突を
回避または被害を軽減するCity Safetyがさら
に進化し、新たにヘラジカなどの大型動物も
検知する大型動物検知機能が加わりました。
走行中の車線のほうへ近づいている大型動物
を検知すると、ドライバーに警告し、ドライバーが
ブレーキをかけない場合はオートブレーキを作動
させ、車速を最大15km/h減速します。また、
インターセクション・サポート（右折時対向車検
知機能）を採用し、交差点内で右折する際に
対向車の動向を監視します。衝突の可能性が

ある場合は、自動ブレーキを作動させ、衝突を
回避または被害を軽減します。
City Safetyは、車速4km/hから作動します。
前方の車両に衝突しそうな状況をASDM
（アクティブ・セーフティ・ドメイン・マスター）-
ミリ波レーダー/高解像度カメラ一体型セン
サーユニットが感知。まずドライバーに警告を
発し、ドライバーがブレーキ操作をしない場合
は、最大の制動力で自動ブレーキを作動させ
ます。自車と前走車両との速度差が50km/h
以下で、ドライバーが適切な行動を取らな

かった場合、自動ブレーキを作動させ衝突
回避を支援します。速度差がこれよりも大きい
場合は、衝突による被害を軽減します。衝突
の危険が迫り自動ブレーキが作動するときや
ドライバーのブレーキペダル踏力が不十分な
場合、City Safetyは衝突の回避に必要な
レベルまで、ブレーキ圧を上昇させます。走行
速度が30km/h以上で衝突が避けられないと
判断した場合、フロントのシートベルトを巻き
上げ、ドライバーと助手席の乗員を保護します。
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WORLD

FIRST
※

種類以上の先進安全・運転支援技術を
S90全モデルに標準装備15

サイクリストとの衝突回避・被害軽減
車両前方の歩行者やサイクリストを検知することは
もちろん、歩行者やサイクリストが不意に進路に入る、
横切る、静止することにより衝突の危険が生じた際、
ドライバーに警告を発し、反応しない場合は自動ブレー
キを作動します。速度差が45km/h以下の場合、歩行
者やサイクリストとの衝突回避をサポート、速度差が
45km/hを超える場合は衝突被害を軽減します。



VOLVO S90

LCMA 
（レーン・チェンジ・マージ・エイド）
自車の後方70m以内の両脇の車線で急接近する
車両の存在をドライバーに警告します。この場合も、
ドアミラーガラスに内蔵されたインジケーターが点灯し、
ドライバーに知らせます。ドライバーがインジケーターの
点灯を無視して車線変更のウィンカーを作動させると、
インジケーターが点滅し、ドライバーに危険を知らせ
ます。

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

BLIS™ 
（ブラインドスポット・インフォメーション・システム）
ドライバーから見えない、死角に入った他車の位置
情報を知らせる機能です。リアバンパーに装着された
高精度ミリ波レーダーにより、後方や両側方にいる
車両を監視します。他車が死角に入っている場合に
は、ドアミラーガラスに内蔵されたインジケーターが
点灯することによってその存在を知らせ注意を喚起。
さらに近づいてくる車両の方角へウィンカーを出すと
素早く点滅することで、ドライバーに注意を促します。

被追突時警告機能 
（静止時オートブレーキ機能付）
後方から車両が接近すると、システムが追突される可
能性を分析します。追突の危険があると判断すると、
接近する車両に対しドライバーの注意を促すため、
通常のインジケーター/ハザード警告ランプより速い
速度で、すべてのインジケーターを点滅、接近してくる
車両に警告を与えます。さらに、追突の危険が切迫する
と、シートベルトを締めつけ、追突事故を起因とする、
むち打ち症のリスクを軽減します。また、事故発生時に
ドライバーがブレーキペダルを踏んでいない場合でも
自動でブレーキを作動させ、多重事故による２次被害
の発生を防ぎます。

先進の自動ブレーキやドライバーサポートシステムといった、 
革新的な安全技術は、ボルボならではの発想から生み出されました。
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RSI 
（ロード・サイン・インフォメーション）
カメラセンサーにより制限速度や追い越し禁止など、
重要な道路標識＊を検知して、液晶メーターパネル内
に表示します。刻々と変化する道路標識の情報を
絶えず表示し、ドライバーの運転をアシストします。
ヘッドアップ・ディスプレイ※装着車は、ヘッドアップ・
ディスプレイにも情報を表示します。

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

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

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

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

パイロット・アシスト（車線維持支援機能）
車速140km/h以下で走行中に、自車を車線の中央
に保持するよう自動的にステアリングを穏やかに修正
することにより、ドライバーをサポートします。前走車が
いない単独走行中でも作動します。

■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。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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先進のセンサー技術やコンピュータプログラミング技術を 
駆使して新たなドライバーサポート機能が生み出されました。

※ 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。

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を検知すると、
センターディスプレイと液晶メーターパネルの表示で
自動操舵の開始を知らせます。ドライバーは、周囲の
安全確認を行いステアリングから完全に手を離して、
ブレーキとアクセル、シフトレバーの操作をするだけ
です。縦列駐車だけでなく、直角方向への車庫入れ、
および縦列駐車からの発進時にも対応しています。

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、
車両を真上から見下ろしている画像を作成し、センター
ディスプレイに表示します。ドライバーは車両の位置
や道路を一目で確認でき、周囲の確認が容易に
なります。カメラはリアに1個、フロントに1個、各ドア
ミラーの下に1個ずつ配置。フロントカメラは、フロント
グリルのアイアンマーク内に取り付けられ、左右方向に

約180度の画角があり、真横から接近するほかの
クルマや歩行者を映し出します。また、リバースギアに
入れると、車両後方の様子が、ワイドビューでセンター
ディスプレイに映し出されます。画面に表示される
ガイドラインは、車両の予想進路を示し、ステアリング
ホイールの操作に応じて変化。リアビューカメラの映像
は、拡大表示に切り替えが可能です。

●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）



掲載している装備・機能（標準装備、メーカーオプション、アクセサリー）は、モデルによって異なります。
詳しくは、Specifications & Price Listをご覧いただくか、ボルボ・ディーラーにお問い合わせください。
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LEDヘッドライト 
（アクティブベンディング機能付）
S90のフロントビューにあって、ひときわ印象的な
「トールハンマー」（北欧神話の雷神が持つハンマー）を
モチーフにしたLEDヘッドライトは、新世代ボルボを
象徴するユニークなアイコンとなっています。ポジ
ショニングライトやウィンカーの役割も果たします。
また、ステアリングを切った方向に合わせて自動で
ヘッドライトの向きを変え、夜間の視界を確保する
アクティブベンディング機能を備えています。

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

LEDフロント・フォグライト 
（コーナリング・ライト機能付）
LEDコーナリング・ライトは、フォグライトに一体化され
ています。約30km/h以下でステアリングホイールを
30度以上回したとき、またはウィンカーを作動させる
と、進行方向側のライトが点灯して周辺を明るく照ら
します。

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。

●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）



VOLVO S90

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。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、最大限に安全な着座姿勢を確保するための
装備です。

彫刻を思わせる造形だけが美点ではありません。
S90のフロントシートには、道路から転落して強い
衝撃を受けた場合などに乗員の脊柱を保護するため、
垂直方向のエネルギーを吸収する独自の構造が
採用されています。これもまた、あなたの安全を確保
するために私たちが懸命に取り組み、ボルボに注ぎ
込んだ安全技術のひとつです。

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、それを第一に考えてきました。
その結果が最新世代のボルボです。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
テクノロジーが投入されています。そして、
あなたとあなたの大切な人を守り続けていく
ため、これから先も私たちが技術革新の手を
休めることはありません。
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。
1959年に3点式シートベルトを世界に公開
して以来、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。クルマ
が道路から逸脱する危険を感知すると、ステア
リングやブレーキの操作に介入して防止を
図る緊急危険回避システム、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）も
そのひとつです。

それでも道路からの逸脱を回避できないと
判断された場合は、負傷の程度を最小限に
抑えるためにランオフロード・プロテクション
（道路逸脱事故時保護機能）が作動し、まず
衝撃に備えて自動的にシートベルトを締めつけ、
衝突時に最も安全な着座姿勢を確保。落下
などで強い衝撃を受けた際には、ボルボ独自の
衝撃吸収機能付フロントシートが乗員の脊柱
を保護します。
こうした細部にいたるまでの数々の安全技術と
警告機能により、安全なドライブを満喫できる
ボルボの室内空間が構築されているのです。

強度の異なる数種類のスチールを組み合わせた衝撃吸収システム構造
■：MS（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
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衝突時ブレーキペダルリリース機能
S90には、正面衝突が発生した際に、火薬点火装置
によってブレーキペダル位置を奥に引き込み、右足を
負傷するリスクを低減する機能が備わっています。この
機能は、シートベルト・プリテンショナーとフロント・エア
バッグを作動させるものと同じセンサーによって起動
します。

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

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

衝撃吸収機構付フロントシート
事故の種類によっては、シートクッションに向かって
下方向に、非常に高い縦方向の力が乗員の身体に
加わります。それにより、一見さ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。S90のフロントシートクッションは、重大
事故においてもエネルギーを吸収することのできる
新しい機構を備え、衝突や事故の際に乗員が負傷
するリスクを低減します。

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65～140km/hで走行中に、カメラセンサーにより道路から逸脱しそうになる危険性を検知
すると、ステアリング操作およびブレーキ動作をアシストし、道路逸脱回避をサポートします。

アクティブボンネット（歩行者保護機能）
車速25～50km/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、エンジンルーム後部に装着された
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隙間を作ります。ボン
ネットが衝撃を吸収する役割を果たし、歩行者の頭部
への衝撃緩和を図ります。

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）
パニックブレーキや急な回避操作などにより、溝への転落や、宙に浮き上がったりといった道路
逸脱時の危険を予測、事故発生前に乗員をシートの安全な位置に固定する電動プリクラッシュ・
テンショナー付フロントシートベルトやエアバッグ、衝突時ブレーキペダルリリース機能など、さまざまな
システムが連携して乗員を保護するよう最適な動作を行い、負傷リスクを低減します。 ※自社調べ

WORLD

FIRST
※

WORLD

FIRST
※

●写真、イラストはイメージです。写真は海外仕様で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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Enjoying more, using less.

パフォーマンスと高効率の完璧なバランス。
ボルボのエンジンは最小限の燃料消費量で、
思いのままにパワーを引き出します。それを
可能にした技術がDrive-E（ドライブ・イー）です。
Drive-Eのガソリンエンジンには、そのすべてに
動力性能と効率性能を高い次元で両立する
ための最先端技術が注ぎ込まれています。
Drive-Eのエンジンは、すべてがターボチャー
ジャーを採用。これによって、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。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。
それぞれのエンジンの高められたポテンシャルを
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。その局面
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、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も作動します。これに
より、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、より豊かにします。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。

“Balancing performance and efficiency, every  
Volvo powertrain gives you on-demand power  

with low fuel consumption and emissions.”

T6 AWD Inscription | マッセルブルーメタリック（721） | 
20インチ 8 スポーク アルミホイール ダイヤモンドカット/
シルバー



Driven to perfection.
精度の高いハンドリングと快適な乗り心地。その
両方に徹底してこだわり、S90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ふたつの世界を、あなた
自身のドライブでお確かめください。高度なテクノ
ロジーに支えられ、快適でありながら意のままに
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、リアにインテグラルアクスル式を採用。
両者が巧みに協調し、操作に忠実な走りを実現
します。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、安定性の確保とコーナリング
性能の向上に貢献。パワフルなT6エンジンには、
あらゆる路面状況において高いトラクション

性能を発揮する、AWDシステムを組み合わせて
います。
クルマの挙動をお好みに合わせて切り替えられる
ドライブモード・セッティングは、さまざまなモードが
選択できます。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選びくだ
さい。R-Designに装備されるパドルシフトもまた、
思いどおりの反応を引き出すための装備のひとつ
です。
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、
停車した位置にクルマをとどめておく、ヒル・スタート・
アシストがお手伝いします。オートホールド機能は、
ブレーキペダルから足を離したあともブレーキを作動
したままにする機能。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。

T6 AWD Inscription | マッセルブルーメタリック（721） | 
20インチ 8 スポーク アルミホイール ダイヤモンドカット/
シルバー

VOLVO S90

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）



Enjoy the performance.

VOLVO S90

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。



T6 AWD 

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

詳しくはvolvocars.jpをご覧ください。

T6 AWD Inscription | マッセルブルーメタリック（721） |  
20インチ 8 スポーク アルミホイール ダイヤモンドカット/シルバー

パワフルでありながら洗練された先進のパワー
トレーンにより、かつてないドライビング体験を
お届けします。S90のためにご用意したすべて
のエンジンに、最小限の排出ガスで最大限の
パワーを可能にする、ボルボ独自のDrive-E

テクノロジーが注ぎ込まれています。大排気量
エンジンに匹敵するパフォーマンスを、4気筒
ならではの高効率で実現したパワートレーン
です。T6 AWDはターボチャージャーとスーパー
チャージャーを組み合わせ、全回転域での

高出力を実現しました。低速での取り回しから
高速でのクルージングまで、必要なパワーを
意のままに引き出し、４輪を通じて路面へと
伝達します。S90は常に最高のパフォーマンス
を発揮します。
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●写真は海外仕様であり日本仕様とは一部異なります。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）



T6 AWD Inscription | マッセルブルーメタリック（721）

●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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YOUR CHOICE
自由には、より素晴らしい側面があります。
そのなかには、ボルボを選ぶことで満喫できる
ようになるものもあります。たとえば、新しい
道を探検する自由や、初めての体験を楽しむ
自由。なかでも特別なのは、あなたの流儀や
個性を表現できる一台です。しかも、ボルボを
選ぶことで証明されるのは、あなたのパーソ
ナリティだけではありません。人生でいちばん

大切なものを知っているということ、そして、
そこにいたる道を歩んでいるということの、
証でもあるのです。ボルボを選ぶということは、
他者を、そしてこの世界を心から気遣い、デザ
インや品質に対して決して妥協しないという
こと。なぜなら、より人間らしく、直感的で、
効率に優れるクルマを選んでいるからです。
そして、これらの多くは、豊かで上質な人生を

生きるためにもすべきことなのです。
S90には最高水準の北欧流ラグジュアリーを
体感していただけるInscriptionと、スポーティ
な雰囲気を満喫していただけるR-Designの
２タイプをご用意しています。あなたの望みに
応えるS90はどのような仕様なのかを、ご確認
ください。

S90 InscriptionS90 R-Design



●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）



INSPIRED BY THE ART OF DRIVING
スポーツドライビングを愛するあなたのための
S90。それがR-Designです。スタイリング、レス
ポンス、コントロール性を磨き上げたR-Design
独自の資質がもたらす、刺激に満ちたドライ
ビングの醍醐味をお楽しみください。R-Design
専用に開発されたさまざまな装備はS90が内に
秘めた躍動する魂を覚醒させ、さらにスポーティ
で際立つ存在感を引き出しました。どのアングル

からでも見る人の視線を惹きつけて離さない
その姿を目にするたびに、卓越したパフォー
マンスを予感するはずです。そして、それはまさし
く、S90 R-Designの走りそのものといえます。
各部が入念に仕上げられた印象的なインテリア
に囲まれ、彫刻を思わせる造形のシートに腰を
下ろし、ドライビングポジションを合わせた瞬間、
何もかもが自分のために設えられたかのように

感じられるに違いありません。パドルシフトを
備えた専用ステアリングホイールから、チャコール
のルーフライナーにいたるまで、そのすべては
ドライビングへの集中力を高め、サポートする
ために用意されました。専用のスポーツ・サス
ペンションが実現した、躍動感にあふれ、思い
どおりのラインを描き出せる走りを、心ゆくまで
お楽しみください。

S90 T6 AWD R-Design

エクステリア：
5 ダブルスポーク アルミホイール 8.5J×20 （ダイヤモンドカット/マットブラック） | R-Design専用フロントグリル | R-Design専用シルクメタル・サイドウインドー・トリム/マットシルバー・
ドアミラーカバー | R-Design専用グロスブラック・トリム（フロントバンパー） | インテグレーテッド・デュアルテールパイプ | R-Design専用スポーツ・サスペンション

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

T6 AWD R-Design | バースティングブルーメタリック（720） |  
20インチ 5 ダブルスポーク アルミホイール ダイヤモンドカット/マットブラック



R-Designは、優れたスポーツギアとしての
遺伝子を注入されて誕生したボルボです。イン
テリアもエクステリアも、ともに高いパフォー
マンスを予感させる外観と雰囲気の完成形と
いえるでしょう。エクステリアには、シルクメタル
のフレームを組み合わせたグロスブラックの
R-Design専用フロントグリルやフロントスポ
イラー、スタイリッシュなR-Design専用シルク
メタル・サイドウインドー・トリム、R-Design専用
マットシルバー・ドアミラーカバー、インテグレー
テッド・デュアルテールパイプ、そして足もとを
引き締める20インチ・アルミホイールなど、強く
目を引くスポーティなデザイン要素をちりばめ
ました。
イルミネーション機能を備えたR-Design専用
アルミニウム・スカッフプレートが出迎える
インテリアは、R-Design専用カーボンファイ
バー・パネル、チャコールのルーフライナー、
R-Design専用パーフォレーテッド・ファイン

ナッパレザー・スポーツシートなどでスポーティ
に仕上げました。全体の雰囲気は、高度な
テクノロジーを操る戦闘機のコクピットのイメージ
です。さらに、シートにあしらわれたR-Designの
ロゴや明るい色合いのコントラスト・ステッチ、
そしてシフトノブとステアリングホイールに使用
されたパーフォレーテッド・レザーが、エレガント
な印象のなかにもスポーティさを漂わせます。
腿をしっかりと支えるマニュアル調整式クッ
ション・エクステンションは、ロングドライブ時に
疲れを軽減。夜間にはインテリアイルミネーション
が、S90 R-Designのキャビンの独特な雰囲気
を一段と強調します。また、思いどおりのドライ
ビングスタイルをサポートするアイテムとして、
パドルシフトを装着しました。
ドライブモード・セッティングは、フロントシート間
のトンネルコンソールの使いやすい位置に
設置。「Comfort」、「Dynamic」、そして「Eco」
など、さまざまなモードを簡単に切り替えること

ができます。
鋭さを増したステアリングレスポンスと走りを
磨き上げたスポーツシャシーは、S90にさら
なるレスポンスと豊かなフィードバックをもたら
しました。パーフォレーテッド・ファインナッパ
レザーで仕上げられた専用スポーツステア
リングを握って走り出せば、R-Designならでは
のドライビングの楽しさに、すぐに気づくはず
です。応答性に優れたハンドリングとロールが
抑えられたコーナリングは、最適化したアンチ
ロールバーとハードなスプリングを採用して
低く固めたR-Design専用スポーツ・サスペン
ションの恩恵です。加えてリアのダンパーを、
より素早い反応を特徴とするモノチューブ式に
変更し、あらゆる路面状況でのコントロール性
を向上させました。乗り心地の快適性を一切
損なわないまま、スポーティなロードホールディング
性能をさらに高めたR-Designの走りを、ぜひ
あなた自身の手でお確かめください。

1. パーフォレーテッド・レザーで仕上げたステアリングホイールとパドルシフト、そして、起動時にR-Designのロゴが浮かび上がる12.3インチ・デジタル液晶ドライバー・ディスプレイを標準装備。  
2. ダイヤモンドカット加工を施したマットブラックの20インチ・アルミホイールがR-Designの走りを一段と高めます。  3. R-Designのインテリアに躍動感をもたらすカーボンファイバー・パネル。  
4. ドアミラーカバーのカラーリングにはコントラストが際立つマットシルバーを採用。  5. R-Design専用スポーツステアリングホイールとシフトレバーのブーツには、コントラスト・ステッチを
施したファインナッパレザーを使用。スポーツシートも同じく上質なファインナッパレザーで仕上げました。  6. インテグレーテッド・デュアルテールパイプが印象的なスタイリングを演出。 
7. フレームにシルクメタルを採用したグロスブラックのR-Design専用フロントグリルと、同じくグロスブラックのロアグリルが、S90の走りのイメージを強調します。

●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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●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）



S90 T6 AWD Inscription

エクステリア：
8 スポーク アルミホイール 8.5J×20（ダイヤモンドカット/シルバー） | Inscription専用フロントグリル | チルトアップ機構付電動ガラス・サンルーフ | サイドウインドー・クローム・トリム | Inscription
専用クローム・トリム（フロント/リアバンパー） | Inscription専用クローム・トリム（ドア下部） | Inscription専用ドアハンドル（ボディ同色クロームトリム付、グランドライト付） | 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） | ダークティンテッド・ガラス（リア・ウインドー5面） | パーク・アシスト・パイロット（縦列・並列駐車支援機能） | サイド
ウィンカー内蔵グラウンドライト付電動リトラクタブル・ドアミラー（ヒーター付、ワイドアングル、リバースポジション機構付）

インテリア：
12.3インチ・デジタル液晶ドライバー・ディスプレイ（4モード選択式） | 自動防眩機能付ルームミラー/ドアミラー | フロント・8ウェイパワーシート（ドアミラー連動メモリー機構付） | フロントシート・
電動バックレスト・サイドサポート | フロント・電動ランバーサポート（4ウェイ） | 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・マッサージ機能 | 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：ベンチレーション機能付） | リニアウォールナットウッド・パネル | ドライブモード・セッティング | アルミニウム・スカッフプレート（イルミネーション機能付） | 
本革巻/シルクメタル・ステアリングホイール | Bowers&Wilkinsプレミアムサウンド・オーディオシステム（1400W、19スピーカー）サブウーファー付 | タッチスクリーン式センターディスプレイ
（9インチ） | 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） | Inscription専用フロアマット | CleanZone - エア・クオリティ・システム（車内自動換気
機能付） | リアドアウインドー・サンブラインド | HDDナビゲーションシステム、VICS3 | 12セグ地上デジタルTV | インテリアイルミネーション（7カラー・シアターライト、ドアポケット/インナードア
ハンドル/ サイドステップ/フロント・カップホルダー・ライト、トランクルーム・ライト）

A HIGHER GRADE OF LUXURY
北欧が生んだ、デザインとクラフトマンシップ。
その最高峰を堪能したいというあなたの期待に
応えるためのモデルが、Inscriptionです。
ほかでは味わえない独特の表情が、このうえ
なく優雅でくつろぎの感覚をもたらします。
乗る人が心地よくさわやかな時間を過ごせる
ように、ディテールのひとつひとつが慎重に
選ばれています。
エクステリアには、S90のラグジュアリーな

外観と雰囲気を高めるデザイン要素を結集
しました。細心の注意を払って仕立てられた
インテリアには、柔らかな手触りのレザーや
木目が美しいウッド・パネルなど、厳選された
自然素材を使用。リラックスした気分のなかで
ドライビングを楽しめる環境にふさわしい、
ゆとりある空間を提供します。S90 Inscription
は、「人」を中心に置いたデザインという私
たちが誇る伝統を、具現化したモデルです。

独自の様式と新鮮な発想が知的なラグジュ
アリーへと結実し、S90 Inscriptionの世界は
存在しているのです。さらにInscriptionの
魅力を引き立てるBowers & Wilkinsプレミ
アムサウンド・オーディオシステム（1400W、
19スピーカー、サブウーファー付）やチルト
アップ機構付電動ガラス・サンルーフなども
標準装備でご用意しています。

T6 AWD Inscription | マッセルブルーメタリック（721） |  
20インチ 8 スポーク アルミホイール ダイヤモンドカット/シルバー



洗練を極めたS90 Inscriptionは、高級感を
まったく新しい手法で表現しています。クローム
で仕上げられたフロントグリルやドア下部の
トリムなど、色あせないスカンジナビアン・デザ
インに溶け込むように入念に作り込まれた
各部のディテールが、S90 Inscriptionを
独自の存在として際立たせます。精緻に細工
された宝飾品のピースを思わせる20インチの
大径ホイールは、ボディに埋め込まれたまばゆ
いメタルフィニッシュのデコレーションパネルと
完璧に調和。エレガントなインテグレーテッド・
デュアルテールパイプとともに、エクステリアを
美しく彩ります。一方、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
作り出しているだけでなく、夜間でも良好な

視界を確保します。
ドアを開けると、イルミネーション付Inscription
専用スカッフプレートがオーナーを出迎え、
その先には贅沢な世界が広がります。職人
技を注ぎ込んだ高品質な素材をちりばめ、
高価な調度品が揃えられたラウンジのような
雰囲気を漂わせています。彫刻を思わせる
造形のシートには、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す。ほか
にも、木目の温もりを感じさせるウッド・パネルや
専用フロアマット、そして先進のインテリア
イルミネーションによって、Inscriptionなら
ではの上質感を演出しています。ドライバーズ
シートでは、12.3インチ・デジタル液晶ドラ

イバー・ディスプレイと、フロントシート間のコン
ソールに設置されたドライブモード・セッティング
のスクロールホイールが、S90のすべてを
コントロールしている感覚を高めます。
快適性をさらに高める装備として、S90の
前席には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。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を標準装備と
しているので、前両席および後席左右で、それ
ぞれ個別に温度設定が可能です。フロント
シートに加え、リアシートにもシートヒーター
（Inscriptionにオプション設定※）をご用意して
います。
※ステアリングホイール・ヒーターとセットオプションとなります。

1. チルトアップ機構付電動ガラス・サンルーフをT6 AWD Inscriptionに標準装備。  2. エレガントなクローム仕上げのフロントグリルと個性的なLEDヘッドライトを標準装備。  3. 電動式の
本革シートはファインナッパレザーを使用。新鮮なラグジュアリー感覚をキャビンにもたらすウッド・パネル。T6 AWD Inscriptionにはリニアウォールナットウッド・パネルを標準装備しています。
4. ドア下部のクローム・トリムにはInscriptionのロゴを刻印。  5. 12.3インチのデジタル液晶ドライバー・ディスプレイには4つの表示モードをご用意。タッチスクリーン式の9インチ・センター
ディスプレイで、さまざまな操作を行えます。  6. エレガントな雰囲気のなかにも力強さを感じさせる、インテグレーテッド・デュアルテールパイプとクローム・トリムの組み合わせ。  7. 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が施されたドライブモード選択のスクロールホイール。  8. リモコンキーにはファインナッパレザーを使用。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。
●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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S90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。
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Inscriptionのキャビンは、
最上級の贅沢感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、パーフォ
レーテッド・ファインナッパレザーで包まれた
本革シートは、きっとあなたの感性を刺激するに
違いありません。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
やマッサージ機能も加えました。
R-Designのドライバーを重視した躍動感
あふれるキャビンは、すべてが上質な素材で
仕立てられています。立体的な造形のスポーツ

シートは、リラックスできる座り心地でありな
がら、曲がりくねった道でもしっかりと身体を
サポート。表皮はいずれも上質なR-Design
専用のパーフォレーテッド・ファインナッパ
レザーで、洗練されたなかにもスポーティな
雰囲気を加えました。チャコールで統一された
インテリアとマッチしたカーボンファイバーの
パネルが、その印象をさらに強めています。

VOLVO S90

シート表皮  
パーフォレーテッド・ファインナッパレザー（Inscription標準装備） 1. シートカラー：アンバー、インテリアカラー：チャコール （RC20）  2.  シートカラー：ブロンド、インテリアカラー：チャコール/
ブロンド、カーペットカラー：チャコール （UC00）

R-Design専用 パーフォレーテッド・ファインナッパレザー（R-Design標準装備） 3. シートカラー：チャコール、インテリアカラー：チャコール （RC0R）
リモコンキー  4. アンバー レザー、ブロンド レザー、パーフォレーテッド レザー（R-Design標準装備）
デコレーション・パネル  5. リニアウォールナットウッド（Inscription標準装備） 6. カーボンファイバー（R-Design標準装備）

●インテリアカラーについて、「/」の前は上部色、後ろは下部色およびピラー色になります。●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。

※UC00 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｡
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VOLVO S90

宝飾品を思わせるS90のエクステリアは、色
あせることのない伝統的なスカンジナビアン・
デザインそのものです。色とりどりのボディ
カラーを並べたパレットから、あなたらしさを
そのまま映し出す1色をお選びください。
ダイヤモンドカットの輝きが気品漂うモダン

エレガンスを演出する8 スポーク 20インチ・
アルミホイールのInscriptionには、S90の
高級感と存在感を引き立てる6色をご用意
しています。
卓越した走りを予感させるマットブラックの
5 ダブルスポーク 20インチ・アルミホイールが

装着されるR-Designには、運動性能を重視
したこのモデルのキャラクターにマッチする
個性的な専用色を設定しました。いかにも
スポーティモデルらしい、ハイテクイメージを
想起させるバースティングブルーメタリックは、
R-Design専用色です。

5 ダブルスポーク  8.5J×20インチ
ダイヤモンドカット/マットブラック
T6 AWD R-Design標準装備

8 スポーク  8.5J×20インチ
ダイヤモンドカット/シルバー
T6 AWD Inscription標準装備

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

オニキスブラックメタリック（717）

クリスタルホワイトパール（707）

バースティングブルーメタリック（720）★
R-Design専用色

マッセルブルーメタリック（721）

★ ： R-Design専用色

マジックブルーメタリック（467） オスミウムグレーメタリック（714）

ルミナスサンドメタリック（719）

●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。



T6 AWD Inscription | マッセルブルーメタリック（721） | エクステリアスタイリングパッケージ
（ボディカラード装飾トリム） | 21インチ 5 スポーク“Fan”アルミホイール シルバーブライト

T6 AWD R-Design | バースティングブルーメタリック（720） | エクステリアスタイリング
パッケージ（グロスブラック装飾トリム） | 21 インチ 5 ダブルスポーク アルミホイール 
ダイヤモンドカット/マットブラック

エクステリアスタイリングパッケージ（ボディカラード装飾トリム）。ボディと同じカラーで仕上げた
彫刻的造形のフロントスポイラーとサイドシルモールディングが、低く構えたスタイリングを一段
と引き立てます。そしてトランクリッドのスポイラーは、内に秘めた高いパフォーマンスをアピール。
さらに、2分割デザインのインテグレーテッド・デュアルテールパイプとボディ同色のリアディフュー
ザーによって、意志の強さを表現しました。21インチの5 スポーク“Fan”アルミホイールは、走って
いても止まっていても、S90の存在感を強くアピールできるアクセサリーです。

グロスブラック装飾トリムが映える、R-Design専用エクステリアスタイリングパッケージ。
張り出したフロントスポイラーは低く伸びやかなフォルムを一段と強調し、2分割デザインを
取り入れたインテグレーテッド・デュアルテールパイプはあふれる力強さを演出。このほか
R-Designでは、装飾トリムをボディ同色としたエクステリアスタイリングパッケージも選択
できます。路上に佇む姿を華やかに彩る、ダイヤモンドカットを施したマットブラックの
21インチの5 ダブルスポーク アルミホイールも、アクセサリーでご用意しました。

Your S90, your way.
真新しいS90を、あなただけの一台に仕上げ
るスタイリングアクセサリーをご用意しました。
よりエレガントな雰囲気をお望みなら、クローム
装飾トリムを組み合わせたエクステリアスタイ

リングパッケージをどうぞ。ダイナミックなキャラク
ターを強調するなら、装飾トリムにボディと同じ
カラーリングを施したエクステリアスタイリング
パッケージが最適です。さらにS90 R-Design

には、独特な存在感をもたらすグロスブラック
装飾トリムを用いたエクステリアスタイリング
パッケージも設定。パッケージに含まれるボディ
パーツは、それぞれ単体での装着も可能です。

VOLVO S90



専用にデザインされた豊富なアクセサリーで、
あなたのライフスタイルに合わせてS90をカス
タマイズしましょう。
iPadホルダーは、さまざまなエンターテイメント
コンテンツを快適に楽しめるように用意された、
リアシートの乗員のためのアクセサリーです。
モダンな北欧デザインでまとめられたボルボの
インテリアにふさわしく、スタイリッシュに仕上げ

ました。USBポート2個を内蔵しているので、ほか
のモバイルデバイスを充電することもできます。
また、インテリアの雰囲気にマッチするマテリアル
による高品質なルックスと最高水準の安全性を
両立した、最新世代のチャイルドシートも取り
揃えています。天然ウール80％のシート地を
採用した新しいチャイルドシートは、オールシー
ズン快適に過ごせるだけでなく、贅沢な風合い

も魅力です。もちろん、クルマと同じ厳格な安全
基準をそのまま適用して開発していて、ほかの
シートに座る乗員と同等の安全性が確保されて
います。リモコンキーのケースには、インテリア
トリムと同一の素材だけでなく、コントラストを
楽しめるさまざまな種類を設定しています。

Designed for your life.

7 8

6

9

4 5

1. ラゲッジルーム用樹脂製トレー  2. 荷物の積み降ろし時に傷を防止するリア・バンパープロテクター  3. リアシート用iPadホルダー  4. ジュニアシート（ISOFIX対応）  
5. 後ろ向きチャイルドシート  6. ベビーシート（ISOFIX対応）  7. ドッグハーネス  8. ウッド・レザーステアリングホイール  9. キーフォブ シェル・ホワイトレザー

31 2
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●  写真は海外仕様であり日本仕様とは一部異なります。（メーカーオプション/アクセサリー装着車） 
詳細は、専用カタログをご覧いただくか、ボルボ・ディーラーにお問い合わせください。





THE VOLVO EXPERIENCE

詳しくはvolvocars.jpをご覧ください。

The simplest way to own a car.
あなたが快適なカーライフをお過ごしになること、つまり、カーライフに
まつわるすべてのことが、あなたの期待以上に、より容易に、より早く
叶えられることは、私たちにとっても大きな喜びです。ボルボをご購入
いただくときも、ファイナンス、保険、メンテナンス、タイヤ交換といった、
わずらわしさを感じてしまうことのすべてを、私たちはスムーズに提供
します。
「あなたにとって、面倒なことが一切ない、素敵なオーナーシップを体験
していただくために」。それが、ボルボ・ディーラーがいつもあなたの
そばで、総合的なサービスを提供している理由です。しかし、これは

まだ始まりにすぎません。革新に向けた私たちのユニークなスウェー
デン流のアプローチを通して、あなたのカーライフをよりシンプルにする
新しいサービスを次々と打ち出していきます。たとえば、クルマの中で
あってもボタン操作だけでサービスの予約が完了する、コネクティッド・
サービス予約。またはサーキット場のピットクルーのようなチームワークで
行われる作業スタイル「ボルボ・パーソナル・サービス」。今後、世界の
ワークショップで順次導入されていきます。あなたのアフターサービス
の待ち時間をより短く、そしてより便利にするために。将来、あなたのカー
ライフはさらに便利でシンプルなものとなるのです。

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

オーナーシップ・プログラム
・ボルボ・ワランティ（新車登録より３年間の一般保証）
・ボルボ・サービス・パスポート90
・ボルボ・プレミアム・ロードサイド・アシスタンス・サービス
・ボルボ新車延長保証
・ボルボ・サービス・パスポート・プラス
・ボルボ自動車保険プラン
・ファイナンス・プログラム 
・リース・プログラム 
・おまとめ定額プラン「SMAVO」
・オーナー様専用電子マガジン「DAY」

サービス&メンテナンス
・パーソナル・サービス・テクニシャン
・ボルボ・タイヤホテル
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