
MODEL

車両本体価格（消費税10％込価格） ¥12,210,000 ¥12,540,000

PAINTWORK
SPORT SOLID COLOURS
スポーツブラック、スポーツグリーン、スポーツアイボリー、スポーツブルー

CLASSIC SOLID COLOURS
クラシックスポーツレッド、クラシックメテオレッド、クラシックダヴグレー

クラシックダークグレー、クラシックアーモンドグリーン、クラシックブルー

クラシックホワイト、クラシックサファリイエロー、クラシックラグーンブルー

METALLIC COLOURS
メタリックブラック、メタリックシルバー、メタリックダークシルバー、メタリックグリーン

メタリックアイスブルー、メタリックレッド、メタリックグラファイト、メタリックホワイトゴールド

メタリックアリゲーターグリーン、メタリックリーガルグレー

スペシャルソリッドカラー　：　カラーコード指定により選択　※1 ¥220,000 ¥220,000
スペシャルメタリックカラー　：　カラーコード指定により選択　※1 ¥330,000 ¥330,000
3ステージパールペイント　：　カラーコード指定により選択　※1 ¥759,000 ¥759,000
マットペイント（上記に追加）　※2 ¥88,000 ¥88,000
2トーンペイント（上記に追加）（ウイング＆フロントアンダートレー、ボディーと別色）　※2 ¥308,000 ¥308,000

WHEEL OPTIONS
15" シルバーアロイホイール（4本） ▲ ▲

15" シルバーアロイホイール（5本） ¥88,000 ¥88,000
15" ブラックアロイホイール（4本） ¥154,000 ¥154,000
15" ブラックアロイホイール（5本） ¥264,000 ¥264,000
15" シルバーペイントワイヤーホイール（4本） ¥220,000 ¥220,000
15" シルバーペイントワイヤーホイール（5本） ¥330,000 ¥330,000
15" ブラックペイントワイヤーホイール（4本） ¥363,000 ¥363,000
15" ブラックペイントワイヤーホイール（5本） ¥473,000 ¥473,000
15" ポリッシュドワイヤーホイール（4本） ¥429,000 ¥429,000
15" ポリッシュドワイヤーホイール（5本） ¥539,000 ¥539,000
ポリッシュドセンターホイールナット　※ワイヤーホイールのみ ▲ ▲

ブラスセンターホイールナット（真鍮色）　※ワイヤーホイールのみ ¥44,000 ¥44,000

BRAKE CALIPER OPTIONS
ブラックブレーキキャリパー ▲ ▲

イエローブレーキキャリパー ¥110,000 ¥110,000
レッドブレーキキャリパー ¥110,000 ¥110,000

INTERIOR TEXTILES - PEBBLE GRAIN LEATHER
ペブルブラック ▲ ▲

ペブルタン △ △

ぺブルダークブラウン ¥198,000 ¥198,000
ペブルマルベリー ¥198,000 ¥198,000
ぺブルコッツウォールドグリーン ¥198,000 ¥198,000
ペブルブリティッシュグリーン ¥198,000 ¥198,000
ペブルライトグレー ¥198,000 ¥198,000
ペブルスレート ¥198,000 ¥198,000
ペブルブリティッシュブルー ¥198,000 ¥198,000
ペブルビスケット ¥198,000 ¥198,000
ぺブルクリーム ¥198,000 ¥198,000

INTERIOR TEXTILES - SOFT GRAIN LEATHER
ソフトリッチタン ¥286,000 ¥286,000
ソフトブラック ¥286,000 ¥286,000
ソフトダークブラウン ¥286,000 ¥286,000
ソフトディープレッド ¥286,000 ¥286,000
ソフトアイボリー ¥286,000 ¥286,000
ソフトブリティッシュレーシンググリーン ¥286,000 ¥286,000
ソフトダークブルー ¥286,000 ¥286,000

※    ▲・・・標準装備　　△・・・選択　　金額・・・オプション設定　　－・・・設定なし

※    価格 2021年6月11日現在のメーカー希望小売価格（消費税10％込）です。

※    価格、主要諸元及び仕様 予告なく変更する場合がございます。

※　　弊社で 、お客様が弊社の許可なく車両に加える変更、加修、改造等に起因する 車両の異常等について 、一切その責を負いかねます。

※1　カラーコード指定により選択。選択色によって 上記価格を超える場合がございます。

※2　選択した色料金に追加で必要となります。

¥154,000
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¥264,000¥264,000



MODEL

車両本体価格（消費税10％込価格） ¥12,210,000 ¥12,540,000

INTERIOR TEXTILES
シル＆トンネルサイドカーペット ▲ ▲

エクステンデドレザーインテリア（シル＆トンネルサイドレザー内装色同色） ¥88,000 ¥88,000

INTERIOR TEXTILES - STANDARD WEAVE CARPET
スタンダードウィーヴブラック ▲ ▲

スタンダードウィーヴベイジュ ¥88,000 ¥88,000
スタンダードウィーヴブルー ¥88,000 ¥88,000
スタンダードウィーヴブラウン ¥88,000 ¥88,000
スタンダードウィーヴグリーン ¥88,000 ¥88,000
スタンダードウィーヴグレー ¥88,000 ¥88,000
スタンダードウィーヴマルーン ¥88,000 ¥88,000
スタンダードウィーヴレッド ¥88,000 ¥88,000

INTERIOR TEXTILES - BOX WEAVE CARPET
ボックスウィーヴブラック ¥132,000 ¥132,000
ボックスウィーヴビスケット ¥132,000 ¥132,000
ボックスウィーヴブルー ¥132,000 ¥132,000
ボックスウィーヴブラウン ¥132,000 ¥132,000
ボックスウィーヴアンスラサイト ¥132,000 ¥132,000
ボックスウィーヴグリーン ¥132,000 ¥132,000
ボックスウィーヴオートミール ¥132,000 ¥132,000
ボックスウィーヴレッド ¥132,000 ¥132,000

SEAT DETAILS
ホリゾンタルプリーテドシートセンター（シートセンター部のステッチが横仕様） ▲ ▲

キルトツインニードルステッチシートセンター（シートセンター部のステッチがキルト仕様） ¥132,000 ¥132,000
スクエアボックスステッチシートセンター（シートセンター部のステッチがスクエア仕様） ¥132,000 ¥132,000
シートバック - ブラックコンポジット ▲ ▲

シートバック - レザー（レザー内装色と同色） ¥110,000 ¥110,000
シートバック - ボディー同色 ¥110,000 ¥110,000
ランバーアジャストメント ▲ ▲

ヒーティッドシート ¥99,000 ¥99,000
コンフォートプラスシート（サイド/腿ボルスターへの空気圧調整機能追加） ¥176,000 ¥176,000
刺繍入りヘッドレスト（選択ステッチカラーと同色） - Morgan Wing ロゴ ¥55,000 ¥55,000
刺繍入りヘッドレスト（選択ステッチカラーと同色） - Plus Four ロゴ ¥55,000 ¥55,000
シートパイピング（レザー内装色と同色） ▲ ▲

コントラストシートパイピング（ぺブルグレーンレザーカラーより選択） ¥110,000 ¥110,000
ステッチング（レザー内装色と同色） ▲ ▲

コントラストステッチング（ぺブルグレーンレザーカラーより選択） ¥44,000 ¥44,000

DASHBOARD TEXTILE
ダッシュボード - ボディーカラー同色/グロスフィニッシュ（光沢） ▲ ▲

ダッシュボード - グロスブラックウッド（ピアノブラックフィニッシュ） ¥88,000 ¥88,000
ダッシュボードベニアチョイス - グロスフィニッシュ（光沢）

（Walnut、Tawny、Natural Ash、Brown Velvet、Burbinga、Zebranoより選択）

ダッシュボードベニアチョイス - マットフィニッシュ（艶消し）

（Walnut、Tawny、Natural Ash、Brown Velvet、Burbinga、Zebranoより選択）

CENTER CONSOLE TEXTILE
センターコラムトップ（センターコンソール上部） - ボディーカラー同色/グロスフィニッシュ（光沢） ▲ ▲

センターコラムトップ（センターコンソール上部） - グロスブラックウッド（ピアノブラックフィニッシュ）　※3 ¥88,000 ¥88,000
センターコラムトップ（センターコンソール上部） - レザー（レザー選択と同色） ¥88,000 ¥88,000
センターコラムトップベニアチョイス（センターコンソール上部） - グロスフィニッシュ（光沢）　※3 ¥110,000 ¥110,000
センターコラムトップベニアチョイス（センターコンソール上部） - マットフィニッシュ（艶消し）　※3 ¥132,000 ¥132,000

※    ▲・・・標準装備　　△・・・選択　　金額・・・オプション設定　　－・・・設定なし

※    価格 2021年6月11日現在のメーカー希望小売価格（消費税10％込）です。

※    価格、主要諸元及び仕様 予告なく変更する場合がございます。

※　　弊社で 、お客様が弊社の許可なく車両に加える変更、加修、改造等に起因する 車両の異常等について 、一切その責を負いかねます。

※3　ダッシュボードグロスブラックウッド/ダッシュボードベニアチョイス選択時 、同素材・同カラーとなります。

PLUS FOUR
MANUAL

¥110,000

¥132,000
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AUTOMATIC

           Japan Price List & Options

¥110,000

¥132,000



MODEL

車両本体価格（消費税10％込価格） ¥12,210,000 ¥12,540,000

INTERIOR OPTIONS
グローブボックス（カードネット付き） ▲ ▲

クラークルブラックフィニッシュインスツルメントパネル ▲ ▲

COMFORT & CONVENIENCE
エアコンディショニング ¥220,000 ¥220,000
セントラルロッキング ▲ ▲

パワーステアリング ▲ ▲

スピーカーシステム（Bluetoothインプット、ボリュームコントロール） ¥66,000 ¥66,000
パドルライト ¥22,000 ¥22,000
フットウェルライト ▲ ▲

ロック付ストレージ（シート後方スペース） ¥66,000 ¥66,000

INTERIOR DETAILS
ステアリングホイールセンター - シルバー ▲ ▲

ステアリングホイールセンター - ブラック ¥66,000 ¥66,000
サドルレザーディテール（シートベルトガイド、ドアハンドル） - ブラック ▲ ▲

サドルレザーディテール（シートベルトガイド、ドアハンドル） - ダークブラウン ¥44,000 ¥44,000
サドルレザーディテール（シートベルトガイド、ドアハンドル） - タン ¥44,000 ¥44,000
サンバイザー △ △

EXTERIOR TEXTILES - EASY-UP HOOD
イージーアップ Mohair フード - ブラック（アコーディオンタイプ幌） ▲ ▲

イージーアップ Mohair フード - カラー選択

（Green、Blue、Grey、Beige、Maroon、Brownより選択）

EXTERIOR TEXTILES - HOOD PIPING
フードパイピング - フードカラー同色 ▲ ▲

フードパイピング - カラー選択

（Black、Green、Blue、Grey、Red、Maroon、Sand、Stoneより選択）

EXTERIOR TEXTILES - WING BEADING
ウイングビーディング（パイピング） - ブラック ▲ ▲

ウイングビーディング（パイピング） - カラー選択

（Blue、Cream、Green、Grey、Maroon、Red、Sand、White、Stoneより選択）

FINAL FINISHES
ポリッシュドストーンガード（フロントグリル） ▲ ▲

ブラックストーンガード（フロントグリル） ¥66,000 ¥66,000
ポリッシュドグリルメッシュ（フロントグリル内） ¥33,000 ¥33,000
ブラックメッシュグリル（フロントグリル内、ローワーメッシュグリル） ¥44,000 ¥44,000
ユニオンジャックエナメルボンネットバッジ - ブラック ¥22,000 ¥22,000
ユニオンジャックエナメルボンネットバッジ - カラー ¥22,000 ¥22,000
ボディーカラーAポスト（Aピラー） ▲ ▲

ブラックアクセントパック

（Aポスト、サイドスクリーンサラウンド、ブラックユニオンジャックエナメルバッジ）

※    ▲・・・標準装備　　△・・・選択　　金額・・・オプション設定　　－・・・設定なし

※    価格 2021年6月11日現在のメーカー希望小売価格（消費税10％込）です。

※    価格、主要諸元及び仕様 予告なく変更する場合がございます。

※　　弊社で 、お客様が弊社の許可なく車両に加える変更、加修、改造等に起因する 車両の異常等について 、一切その責を負いかねます。

¥176,000

¥143,000

PLUS FOUR
AUTOMATIC

           Japan Price List & Options

PLUS FOUR
MANUAL

¥143,000

¥66,000 ¥66,000

¥66,000 ¥66,000

¥176,000



MODEL

車両本体価格（消費税10％込価格） ¥12,210,000 ¥12,540,000

ACCESSORIES　※4
サイドスクリーンバック - フードカラー同色 ¥77,000 ¥77,000
フードカバー - フードカラー同色 ¥121,000 ¥121,000
スペアホイールカバー　※5本ホイールのみ ¥55,000 ¥55,000
スペアホイールディスク - ボディーカラー同色　※5本ホイールのみ ¥88,000 ¥88,000
インドアカーカバー ¥66,000 ¥66,000
アウトドアカーカバー ¥66,000 ¥66,000
ラゲージラックプリイクイップメントパック　※5 ¥11,000 ¥11,000
ドライビングスポットライト ¥110,000 ¥110,000
フォトグラフィックビルドレコード ¥121,000 ¥121,000

※    ▲・・・標準装備　　△・・・選択　　金額・・・オプション設定　　－・・・設定なし

※    価格 2021年6月11日現在のメーカー希望小売価格（消費税10％込）です。

※    価格、主要諸元及び仕様 予告なく変更する場合がございます。

※　　弊社で 、お客様が弊社の許可なく車両に加える変更、加修、改造等に起因する 車両の異常等について 、一切その責を負いかねます。

※4　価格 メーカーオプション価格となります（車載にて輸送となり、車両新規オーダー時に注文必要）。

　　　 車両新規オーダー時以外の注文 パーツ扱いとなり、メーカーオプションと 価格が違います。

※5　ラゲージラックの取り付けを容易にするためのパックとなります（このパック無しの場合、別途ボディーへの加工が必要）。

　　　 ラゲージラックと取り付け金具 含まれておりません（別途必要）。
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PLUS FOUR
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Light Grey
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Anthracite
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PLUS FOUR MANUAL / PLUS FOUR AUTOMATIC

価格(消費税10％込） ￥ \12,210,000 / \12,540,000

全⻑ mm 3,830

全幅 mm 1,650

全高 mm 1,250

ホイールベース mm 2,520

トレッド　前/後 mm 1,492 / 1,492

最低地上高 mm 125 (Front Axle) / 135 (Rear Axle)

⾞両重量 kg(乾燥重量) 1,013 / 1,009

エンジンの種類 BMW TwinPower Turbo inline four-cylinder engine

排気量 cc 1,998

ボア ｘ ストローク mm 82.0 ｘ 94.6

使⽤燃料 RON 95+

燃料タンク容量 L 43

最高出⼒ kw(ps)/rpm 190(258)/5,500 / 190(258)/4,400

最大トルク 　Nm,(kgf/m)rpm 350(35.7)/1,000-5,000 / 400(40.8)/1,000-4,300

最高速 km/h 240

0-100km加速 s 5.2 / 4.8

トランスミッション 6-speed Manual / 8-speed Automatic with Comfort, Sport, Sport Plus, and Manual shift
modes

前 Double Wishbone with anti-roll bar

後 Double Wishbone

前 Ventilated disk with single piston caliper

後 Ventilated disk with single piston caliper

前 205/60 R15 91V

後 205/60 R15 91V

前 15 x 6.5J

後 15 x 6.5J

＊諸元数値は、イギリス本国発表値を基にしているため、⾞検証に記載される数値とは異なります。

＊諸元数値は、2021年6⽉11⽇現在の数値となり、予告なく変更される場合がございます。

ホイールサイズ
（標準仕様）

タイヤサイズ
（標準仕様）

ブレーキ形式

サスペンション形式


