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アルファロメオ全ラインアップをマイナーチェンジ 
	
	

● 「4C／4Cスパイダー」「ジュリエッタ」「ミト」をマイナーチェンジ 
● 次世代のアルファロメオブランドを象徴する新たなブランドロゴ採⽤ 
● クルーズコントロールが標準設定されるなどより充実した装備も特徴 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
 
 
 
 
 

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、同社が展
開する 「Alfa Romeo（アルファロメオ）」ブランド傘下の全ラインアップ、「4C／4C スパ
イダー」「ジュリエッタ」「ミト」をマイナーチェンジし、2017 年 2 ⽉ 18 ⽇（⼟）より全
国のアルファロメオ正規ディーラー店舗にて販売開始します。 
 
各モデルの変更点は以下のとおりです。 
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＜アルファロメオ・4C／4Cスパイダー＞ 
・4C につき、これまでオプション設定だった「カーボンヘッドライトフレーム」と「プレ

ミアムパッケージ」を標準装備として設定。伴って⾞両本体価格を、プラス 422,400 円
の 8,490,000 円（税込）に設定。 

・4C スパイダーの価格を、マイナス 128,400 円の 8,490,000 円（税込）に設定（装備には
変更無し）。 

・⾞体前後のブランドロゴを新しいデザインに変更。 
 
 

＜アルファロメオ・ジュリエッタ＞ 
グレード名称：これまでの 2 グレードから 3 グレード体制（スーパー、スーパー・パック

スポーツ、ヴェローチェ）に変更。 
エクステリア： 

・フロントグリルの V 字型をより⼀層シャープに強調されたデザインに変更。 
 ・スーパー・パックスポーツとヴェローチェのエクステリア全般を、よりスポーティな

デザインに変更。 
 ・⾞体前後のブランドロゴを新しいデザインに変更。 
インテリア： 

・ステアリングホイールのデザインおよびブランドロゴを変更。 
・メーターデザインおよび⼀部計器類のイルミネーションおよびマルチファンクション

インジケーターを⽩⽂字に変更したことで、より洗練された印象に。 
装備：全グレードにクルーズコントロールおよびナビゲーションシステムを標準装備。 
 
 

＜アルファロメオ・ミト＞ 
グレード名称：これまでのコンペティツィオーネからスーパーに変更。 
エクステリア： 

・フロントグリルの V 字型をより⼀層シャープに強調されたデザインに変更。 
 ・⾞体前後のブランドロゴを新しいデザインに変更。 
インテリア： 

・ブランドロゴを変更。 
装備：クルーズコントロールを標準装備。 
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各モデルの⾞両概要は以下のとおりです。 
 

＜アルファロメオ・4C／4Cスパイダー＞ 
【全国メーカー希望⼩売価格（税込）】 8,490,000 円 [税抜 7,861,111 円] 
【ステアリング位置】  右／左 
【エンジン】 直列 4 気筒 DOHC 16 バルブ インタークーラー付ターボ 
【総排気量】 1,742cc 
【トランスミッション】 Alfa TCT（6 速乾式デュアルクラッチオートマチック） 
【燃費(JC08 モード)】 12.1km／ℓ 
【最⾼出⼒】 177 kW(240ps) ／6,000 rpm  
【最⼤トルク】 350Nm(35.7kgm) ／2,100- 4,000 rpm 

※商品サイト： 4C：http://www.alfaromeo-jp.com/4c/ 
4C スパイダー：http://www.alfaromeo-jp.com/4cspider/ 

 

＜アルファロメオ・ジュリエッタ＞ 

グレード スーパー 
スーパーパック 

スポーツ 
ヴェローチェ 

全国メーカー希望 
⼩売価格（税込） 

3,769,200 円 
[税抜 3,490,000 円] 

3,877,200 円 
[税抜 3,590,000 円] 

4,244,400 円 
[税抜 3,930,000 円] 

ステアリング位置 右 右／左 

エンジン 
直列 4 気筒 マルチエア 16 バルブ 

インタークーラー付ターボ 
直列 4 気筒 DOHC 16 バルブ 
インタークーラー付ターボ 

総排気量 1,368cc 1,742cc 

トランスミッション Alfa TCT（6 速乾式デュアルクラッチオートマチック） 

燃費(JC08モード) 15.6 10.8 

最⾼出⼒(kW/rpm) 125(170ps)／5,500(ECE) 177(240ps)／5,750(ECE) 

最⼤トルク(N・m/rpm) 
230(23.5)／2,250 (Natural/All weather) 

250(25.5)／2,500 (Dynamic) 
300(30.6)／1,850 (Natural/All weather) 

340(34.7)／2,000 (Dynamic) 

※商品サイト：http://www.alfaromeo-jp.com/giulietta/ 
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＜アルファロメオ・ミト＞ 
【グレード名】 スーパー 

【全国メーカー希望⼩売価格（税込）】 3,294,000円 [税抜 3,050,000円] 

【ステアリング】  右 

【エンジン】 直列4気筒 マルチエア 16バルブ インタークーラー付ターボ 

【総排気量】 1,368cc 

【トランスミッション】 Alfa TCT（6速乾式デュアルクラッチ オートマチック） 

【燃費(JC08モード)】 14.6km／ℓ 
【最⾼出⼒】  99 kW(135ps) ／5,000 rpm  

【最⼤トルク】 190(19.4)／4,500 (Natural/All weather) 

230(23.5)／1,750 (Dynamic) 
※商品サイト：http://www.alfaromeo-jp.com/mito/ 

	
以	 上	

 
	


