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2017年 6⽉ 23⽇ 
FCAジャパン株式会社 

	
	
  「Alfa Romeo Giulia（アルファロメオ・ジュリア）」 
             年内に国内で販売開始 
	
	

● 新世代アルファロメオを象徴するフラッグシップモデル 

● 導⼊に合わせアルファロメオ専売ディーラー網を全国展開 

● 2017 年内の販売開始に向け、ティザーサイトをオープン 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
FCAジャパン株式会社（本社：東京都港区、社⻑：ポンタス・ヘグストロム）は、「Alfa Romeo
（アルファロメオ）」ブランドの新型⾼性能スポーツサルーン「Giulia（ジュリア）」を、2017
年内に、全国のアルファロメオ正規ディーラーにて販売することを決定しました。 
 
2017 年 6 ⽉ 24 ⽇に創業 107 周年を迎えるアルファロメオにとって、ジュリアはその⻑く輝か
しい歴史を象徴する 1 台であり、同時に新たなチャプターを刻む重要なモデルでもあります。
⽶国、中国などグローバル規模で新型ジュリアの導⼊によるアルファロメオ・ブランドの再ロ
ーンチが進展しており、⽇本でも年内のジュリア発売というブランドの新たな未来に向け、ア
ルファロメオ専売店舗の展開を進めています。なお、ジュリアの販売開始⽇や価格などの詳細
は、発売が近づいた段階で発表します。 
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107 周年を迎えたアルファロメオ	

アルファロメオの歴史は、A.L.F.A.社（Anonima	Lombarda	Fabbrica	Automobili＝ロンバルディア⾃
動⾞製造⼯場）が設⽴された 1910 年 6 ⽉ 24 ⽇に遡ります。常に挑戦を続け、困難を乗り越え
てきた 1 世紀を超える歴史は、伝統のエンブレムにも表れています。そのデザインは時代と共
に細部は⾒直されていますが、発祥の地であるイタリア・ミラノ市の紋章である⾚⼗字と、ミ
ラノの貴族であるヴィスコンティ家の紋章を組み合わせた意匠は創業以来変わっておらず、世
界の⾃動⾞メーカーの中でも屈指の歴史を誇るアルファロメオの誇りです。なお新型ジュリア
および最新の 4C、ジュリエッタ、ミトは創業 105 周年に変更を受けた最新のエンブレムを備え
ています。	

 
アルファロメオ・ジュリア	 〜感情を掻き⽴てる新次元のドライビング〜 
 

「La	meccanica	delle	emozioni（感情の機械）」	

アルファロメオは、ドライバーの感情を掻き⽴てる新次元のドライビング体験を体現するため
に、キーとなる 5 つの要素を掲げています。それは、洗練されたイタリアンデザイン、理想的
な前後 50:50 の重量配分、最先端をいく⾰新的エンジン、トップレベルのパワーウェイトレシ
オ、そして独創的なテクノロジーです。これらが情感に訴えるアルファロメオらしさを醸成し
ます。 
 
アルファロメオのデザインはいつの時代も、伝統の継承、スピード感、美しさの 3 要素を融合
しています。これは新型ジュリアでも同様で、“プロポーション“、“シンプルさ”、”クオリティ”の 3
⽅向のアプローチから洗練されたデザインを実現しています。 
 
“プロポーション“については、⾞体の前後オーバーハングを短く切り詰めたことが挙げられます。
これは、エンジンやその他のメカニカルコンポーネントを前後の⾞軸間にレイアウトすること
で実現しており、その結果、⾼性能スポーツサルーンらしい均整のとれたスタイリングと前後
50：50の理想的な重量配分を実現しています。 
 
次に“シンプルさ”の追求は、⾃動⾞デザインにおいてもっとも困難とされる作業ですが、アルフ
ァロメオは⻑年にわたりこの点を追求し続けています。アルファロメオでは、上質な雰囲気と
洗練されたデザインを、「⼀筆の動き」で表現しています。ジュリアの場合では、トレフォイル
（三つ葉）をモチーフとしたフロントマスクや、特徴的なサイドドアのプレスラインがこの⼿
法で描かれています。 
 
そして“クオリティ”は、⾞体の全体にわたり追求されています。⾶びかかろうとする猫を思わせ
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る躍動的なエクステリアデザインをはじめ、コクピット周辺の操作スイッチ類、美しくカーブ
したダッシュボードなど、インテリアも丁寧な作り込みが感じられる仕上げとなっています。 

 
510ps を⽣み出す⾼性能エンジン	

⾰新的なエンジンは、アルファロメオのDNAを形成する重要な要素のひとつです。開発チーム
はテクノロジーとパフォーマンスの両⾯において最先端をいく⾼性能エンジンを⽣み出し、最
上級グレードの「Quadrifoglio（クアドリフォリオ）」に搭載しました。 

 

フェラーリ出⾝のエンジニアによりチューンされたV型6気筒ガソリンツインターボエンジンは、
最⾼出⼒510psを⽣み出し、0-100km/h加速＝3.9秒という圧倒的なパフォーマンスを実現します。
またこの新世代エンジンは電⼦制御の気筒休⽌システムを備え、優れた燃費性能も両⽴。さら
にアルミニウムの採⽤により軽量化を果たすとともに、アルファロメオ独⾃のサウンドも追求
されています。 

 
3kg/ps を下回るクラストップレベルのパワーウェイトレシオ	

卓越したパワーウェイトレシオの実現のため、ジュリア・クアドリフォリオの⾞体は各部に超
軽量素材を⽤いています。例えばボンネットやルーフ、プロペラシャフトにはカーボンを、ド
アやフェンダー、サスペンションにはアルミニウムを⽤いています。さらにカーボンセラミッ
クディスクブレーキや、カーボンファイバー製のシートフレームのオプションを採⽤するなど、
全体にわたる徹底した軽量化の結果、パワーウェイトレシオは3kg/ps以下を達成。唯⼀無⼆のド
ライビング体験をもたらします。 

 
トルクベクタリングを始めとする先進のシャシー技術を導⼊	

アルファロメオは、シャシーの構成要素にもこだわっています。例えば、電⼦制御の採⽤はド
ライビングエクスペリエンスの向上に寄与する場合に限定してします。電⼦制御トルクベクタ
リング機構を採⽤したのも、この点をクリアしたためです。ジュリア・クアドリフォリオの採
⽤するツインクラッチ式のトルクベクタリング機構は、後側の左右輪に個別にトルク伝達を⾏
う制御により、滑りやすい路⾯においてもスタビリティコントロールに頼ることなく、優れた
トラクション性能を発揮。安全にファン・トゥ・ドライブを実現します。また電⼦制御のイン
テグレーテッド・ブレーキシステムは、ブレーキレスポンスの向上と⼤幅な制動⼒の短縮のほ
か、軽量化にも寄与し、ドライビングダイナミクスを向上させます。 
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なおジュリアの情報は、順次ティザーサイトに公開していきます。 
http://www.alfaromeo-jp.com/sp-giulia/ 

アルファロメオ専売ディーラー網を全国に展開 

 

FCAジャパンは、ジュリアの導⼊に合わせ、アルファロメオ・ブランド専売ディーラー網の整
備を全国的に進めています。既存の正規販売店に加え、新規ディーラーとの契約を締結し、2018

年中に全国60店舗規模にまで拡⼤することを掲げています。 

 

新しいアルファロメオ正規ディーラーの店舗名は、「アルファロメオ（＋地名）」となります。
新店舗は、ブランドの新しいコーポレート・アイデンティティに基づき、プレミアム感とハイ
センス感を表現したデザインが施されます。店舗の外観には、ブランドのテーマカラーである
アルファレッドとブラックを配したアルミパネルとシルバーのライン、それに筆記体のブラン
ドサインとロゴマークがあしらわれます。 

 

FCAジャパンでは、アルファロメオがグローバルに進めている商品ラインアップの充実化とプ
レミアム化、それに伴う販売増加計画を基に、ブランドの強化と販売増加に取り組みます。 

 
なお現時点で決定しているジュリアを取り扱うアルファロメオ正規ディーラーは、別紙のリス
トをご覧ください。 
 

	
以上	

 
	 	



アルファロメオ・ジュリア取扱い予定

アルファロメオ正規ディーラー 2017年6⽉23⽇現在

店舗名称 都道府県
アルファロメオ札幌東

アルファロメオ札幌清田

アルファロメオ盛岡 岩手県

アルファロメオ仙台泉 宮城県

アルファロメオ郡山 福島県

アルファロメオ⽔⼾ 茨城県

アルファロメオ宇都宮

アルファロメオ小山

アルファロメオ高前 群馬県

アルファロメオむさし野 埼玉県

アルファロメオ習志野

アルファロメオ成田

アルファロメオ世田谷

アルファロメオ杉並

アルファロメオ調布

アルファロメオ横浜町田

アルファロメオ松濤

アルファロメオ厚木 神奈川県

アルファロメオ新潟 新潟県

アルファロメオ石川 石川県

アルファロメオ岐阜 岐阜県

アルファロメオ沼津

アルファロメオ浜松

アルファロメオ天白

アルファロメオ中川

アルファロメオ春日井

アルファロメオ岡崎

アルファロメオ京都 京都府

アルファロメオ新大阪

アルファロメオ心斎橋

アルファロメオ北⼤阪

アルファロメオ大阪東

アルファロメオ堺

アルファロメオ芦屋

アルファロメオ神⼾⻄

アルファロメオ姫路

アルファロメオ岡山 岡山県

アルファロメオ広島 広島県

アルファロメオ高松 香川県

アルファロメオ徳島 徳島県

アルファロメオ松山 愛媛県

アルファロメオ福岡 福岡県

アルファロメオ熊本 熊本県

計43拠点

静岡県

愛知県

大阪府

兵庫県

北海道

栃木県

千葉県

東京都

別紙


	20170623_AlfaRomeo_Giulia_0623.pdf
	20170623_AlfaRomeo_Giulia_0623_eng.pdf
	【別紙】アルファロメオ店舗リスト.pdf


