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保証＆点検整備

目次

仕様
標準装備

エクステリア
カラー
ホイール

ブレーキ
キャリパー

さらに高い限界を求めるドライバーに

仕様と
各種パック

パワー。喜び。美しさ。スーパーカーの傑出した新基準の到来です。720S はドライバー
と一体になります。あらゆる感動を逃さず体験してください。 そして、遠慮すること
なく、さらに上を望んでください。そうです。さらに高いレベル、このクラスで最高
の性能と効率をお届けできる車なのです。でも何よりも重要なのは、感動の新境地
に達したドライビング体験です。

目次
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保証＆点検整備

主要諸元

オプション装備

圧倒的なパワーを誇る 4.0 リッター V8 ツインターボ エンジンでスタート。次は超軽
量のカーボンファイバー製「モノケージ II 」。そして、息を呑むような新作デザイン。
思わずうっとりさせられる姿。画期的なテクノロジー。新時代を切り開くエンジニア
リング。その目的は？これまでになく完成したスーパーカーのドライビング体験を創
出することです。マクラーレンが 720S で到達したものは、まさにそれなのです。

仕様

仕様

標準装備

デザインのカスタマイズ。やり方はシンプル。

エクステリア
カラー

720S に用意されているエクステリアとインテリアの特別アップグレードコ
レクションは、マクラーレンのデザインチームが手がけたものです。3 種
類のトリムレベルからピックアップするだけの簡単なもの。ドライビング
の個性に合わせた 720S をデザインすることができます。マクラーレンの
車に個性的タッチを加えることがこれまでになくシンプルになりました。
720S ラグジュアリー – よりエレガントなドライビングをお望みの方に
720S パフォーマンス – サーキットの感覚を満喫されたい方に

目次
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保証＆点検整備

主要諸元

オプション装備

仕様と
各種パック

ブレーキ
キャリパー

ホイール

720S – スポーツデザインとエレガンスの完璧なバランスをお望みの方に

仕様

カスタマイズ仕様のオーバービュー

標準装備

あなただけの 720S。あなた風。

目次

ブレーキ
キャリパー

ホイール

720S
エクステリア

ダーク・パラジウムのエクステリア
トリム（フロント スプリッター、フロン
ト エア インテーク、リア エアロ ブリッ
ジ、リア バンパー ロア、ディフューザー）

サテン・グラファイ
トのエクステリア
ウィンドウサラウンド

オプション装備

仕様と
各種パック

インテリア
Alcantara® のみ、またはナッパレザー
＆ Alcantara® の内装

サテン・グラファイ
トとジルコン・
シルバーのブライトワーク

インテリア

「By
McLaren」パフォーマンス仕様イン
テリア（Alcantara® ＆ナッパレザーの
内装）
ジルコン・シルバーとブラッシュド・
イリジウムのブライトワーク

カーボンファイバー製のプライマリー
インテリア コンポーネント

車内のアンビエン
ト照明

主要諸元

インテリア

「By
McLaren」ラグジュアリー仕様の
インテリア（ラグジュアリーレザー
の内装）
ジルコン・シルバーとブラッシュド・
イリジウムのブライトワーク

ヒーター、
メモリー機能付き電動スポー
ツシート
車内のアンビエント照明

720S パフォーマンス
エクステリア

エクステリア
カーボンファイバー
パック 1（フード エア インテーク、
ドアミラーケース、リア フェンダー
エア インテーク）

ダーク・パラジウムのエクステリア
トリム（フロント スプリッター、
フロント エア インテーク、ロア サイド
エア インテーク、リア エアロ ブリッジ、
リア バンパー ロア、ディフューザー）

サテン・グラファイ
トのエクステリア
ウィンドウサラウンド

エンジンルームのアンビエン
ト照明

*MSO ビスポーク仕様のインテリアのイメージです
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保証＆点検整備

720S ラグジュアリー
エクステリア

ダーク・パラジウムのエクステリア
トリム（フロント エア インテーク、
フロント スプリッター、リア バンパー
ロア、ディフューザー、フード エア
インテーク、リア エアロ ブリッジ、
リア フェンダー エア インテーク）
ジルコン・シルバーのエクステリア
ウィンドウサラウンド

エンジンルームのアンビエン
ト照明

エクステリア
カラー

クラシックなジルコンシルバーのタッチ。ヒーターおよびメモリー機能付きのス
ポーツシート。ラグジュアリー感たっぷりのレザー。720S ラグジュアリー仕様で、
スーパーカーのスリルに快適さとデザインをさらにプラスしてください。サーキッ
トのような興奮を味わうなら、720S パフォーマンス仕様が良いでしょう。カー
ボンファイバー製のエアロコンポーネントとトリムに、大胆なプレミア付きイン
テリアをプラス。または、シンプルながらもデザイン性のある装備を約束する
720S の仕様を選択することもできます。内装と外装の両方で。

仕様

標準装備

標準装備

テクノロジー

目次

ホイール

ブレーキ
キャリパー

仕様と
各種パック

ロール（ESC）
可変ドリフトコントロール（VDC）

ヒル・ホールド・アシス
ト

ブレーキパッ
ド摩耗センサー（フロントおよびリア）

ブレーキ・ディ
スク・ワイピング

ブレーキ・アシス
ト

ブレーキ・プレフィ
ル

クルーズ・コン
トロール
電子制御パーキングブレーキ

スピードリミ
ット機能（LIM）

オプション装備

ホイール、タイヤ、ブレーキ

スポーツ仕様
5 本ダブルスポーク鋳造合金製ホイール

ホイールのシルバー仕上げ

ロック機能付きホイールナッ
ト
Pirelli P Zero™ タイヤ

タイヤ・プレッシャー・モニタリング・システム
（TPMS）+ タイ
ヤ温度ゲージ

ドライバー支援

アンチロック・ブレーキ・システム（ABS）

トラクション・コン
トロール・システム（TCS）

ダイナミックモード付きエレク
トロニック・スタビリティ・コント

サスペンション

アダプティ
ブ・ダンパー

プロアクティ
ブ・シャシー・コントロール II
3 種類のハンドルモード（コンフォート、スポーツ、トラック）
6

主要諸元

ボディの構造

カーボンファイバー製「モノケージ
II」

6 ピストン 鍛造アルミニウム製フロントキャリパーと 4 ピストン
鍛造アルミニウム製リア キャリパーが付いたカーボンセラミック
ブレーキ

保証＆点検整備

パワートレイン
M840T 4.0 リッター V 型 8 気筒ツインターボエンジン、最大出
力 720 PS、最大トルク 770 Nm

ツイン電動アクチュエーション
ツイン スクロール ターボチャー
ジャー

ステンレススチール製ツイン
エキジット エキゾーストシステム、
サンドブラスト加工フィニッシャー付き
7 速 + リバースのシームレス・シフト・ギアボックス（SSG）
3 種類のパワートレインモード（コンフォート、
スポーツ、
トラック）

ツイン多板クラッチ

オープンデファレンシャル

ローンチコン
トロール

マクラーレン
ブレーキステア
航続可能距離表示

エクステリア
カラー

運転してみて納得する疾走のパフォーマンス。そして、最高の乗り心地。720S のドライ
ビングの虜になってしまいます。しかも行き先を選びません。その秘密は「プロアクティブ・
シャシー・コントロール II 」
。世界一進んだサスペンションシステムです。そして、言うま
でもなく、より軽く、強くなったマクラーレンの「モノケージ II 」
。ボディーはアッパー、ロ
アの両方ともカーボンファイバー製となっています。伝説の McLaren P1™ゆずりのテクノ
ロジーです。

仕様

標準装備

標準装備

デザイン

目次

ホイール

ブレーキ
キャリパー
オプション装備

仕様と
各種パック

サラウンド
ボディーカラーによるドアミラー ケースおよび
ドアミラー アーム

サンドブラスト加工シルバーのエキゾース
ト
フィニッシャー

ヴィジブルカーボンファイバー製モノケージ
II
（A ピラー（インテリア / エクステリア）、
ドアオープンリング、リアアッパー構造
（B/C/D ピラー））

主要諸元

エクステリアの装備

ダブルヒンジ
ディヘドラルドア
 トクローズ・ドア
ソフ

ガラス製
C ピラー

シートを折り畳むことで出し入れ可能なリア
グラス - リア ラゲッジの固定エリア。

エア
ブレーキと自動ドラッグ・リダクション・
システム（DRS）付きアクティブ リア スポイラー

ヒーター付き電動格納式ドアミラー（リバース
連動機能付き）

電動アウタードアリリースボタン（両サイド）

エクステリアのスタイリング

ダーク・パラジウムのフロン
ト スプリッター
フロント エア インテーク

リア
エアロ ブリッジ

リア
バンパー ･ ロア
 フューザー
ディ
ボディカラーによるボンネット、フェンダー、
バンパー

グロス・ブラックのキャノピー上部

サテン・グラファイ
トのエクステリア ウィンドウ
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保証＆点検整備

エクステリアの照明

静的アダプティ
ブ フル LED ヘッドライト
ヘッドライトオートレベリング
 ォローミーホーム機能付きヘッドライト
フ
（時間調節可能）

オートライ
ト（レインライトセンサーと関連し
て装備）

自動
LED デイタイムランニングライト

自動
LED リア ライト

センターハイマウン
ト・LED ストップ・ランプ
（CHMSL）
ｘ2

デュアル機能を持つ
LEDリア フォグ / リバース
ライト

LED
シークエンシャルインジケーター

エクステリア
カラー

滑らかなラインのサイドパネルは無駄のない形を作り出します。車室の超スリムなピラーにより、
ドライバーと道路の距離が近くなります。シグネチャーとなっているディヘドラルドアはルーフに
向けて流れるように動きます。紛れもないマクラーレン。それでも、総合すると、これまでに作っ
たことのない車になっています。720S はマクラーレンのビジュアルアイデンティティに新しい章
を追加します。そして、これまでで最高の楽しいドライブを達成します。

仕様

標準装備

標準装備

コックピット

ホイール

エクステリア
カラー

最先端のテクノロジー。クラス最高品質の材質。そして何から何までドライバー
中心主義。これは、ハンドルを握るドライバーが最大に集中できるように構築さ
れたインテリアです。そして、新しいマクラーレン ドライバーインターフェースと
可変ドリフトコントロールは指先で操作が可能。わずかなタップの操作でドライ
ブ環境につながります。 ぐいぐい引っ張るトラクション、抜群の緩衝機能を持
つサスペンション。そしてオプションのマクラーレン・トラック・テレメトリーを
装備すれば、パフォーマンスを一目でチェックできるようになります。

仕様と
各種パック

ブレーキキ
ャリパー

インテリア

デュアルゾーン
空調コントロール＆エアコン

ヒーティ
ング機構付きガラス製リア ガラス
手動調整スポーツシート（運転席側はシート電動座高調整機能付き）
（ヘッドレストにマクラーレンのスピードマークのエンボスデザイン）
手動調整式ステアリングコラム（チルト＆テレスコピック機能）

フードを開けて出し入れ可能なフロン
ト ラッゲージ コンパートメント
削り出し加工によるインナースイッチ
電気クロムめっき リアビュー インナーミラー

主要諸元
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目次

オプション装備

インフォテイメント
MIS（マクラーレン・インフォテイメント・システム）
7 インチ高解像タッチスクリーンモニター

オンボードメモリ

マクラーレン
4 スピーカー オーディオシステム

オーディオ・メディアプレーヤー
AM/FM & DAB ラジオ
Bluetooth 接続電話
USB 接続ジャック X2
AUX 端子

インフ
ォテイメント用ボイスコントロール

仕様
Onyx Black

Silver

エリート

MSO Defined

標準装備

スペシャル

Argon

Aurora Blue

Azores

Aztec Gold

Belize Blue

Abyss Black

Amethyst Black

Borealis

Blade Silver

McLaren Orange

Bourbon

Cosmos

Glacier

Burton Blue

Ceramic Grey

Cirrus Grey

Memphis Red

Quartz

Pearl White

Saros

Solis

Flux Silver

Helios Orange

Lantana Purple

Supernova Silver

Volcano Yellow

Ludus Blue

Papaya Spark

Paris Blue

ブレーキ
キャリパー

手仕上げのカラーは個性ある表現を可能にします。
3 段階で構成される F1 ゆずりの塗装技術を使った、
軽量の仕上げが実現します。ユーザーによる色合い、
色、光沢の究極のコントロールが可能になります。標
準仕上げは、ホワイト、オニキス・ブラック、シルバー。
マクラーレン・スペシャル・オペレーションズ（MSO）
の世界を表現する MSO Defined 仕様のカラーオプ
ションも多数ご用意しています。傑出した車だからこ
そ、外観でも差をつけた装いへ。傑出した車だからこ
そ、ルックでも差をつけるべきなのです。

標準

エクステリア
カラー

仕上げ

ホイール

エクステリアカラー

主要諸元

Storm Grey

Sarthe Grey

目次
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保証＆点検整備

Silica White

オプション装備

仕様と
各種パック

White

仕様

ホイールデザイン

標準装備

回転するスタイル

オプションのホイールデザイン

ホイール

5 本ツインスポーク軽量鍛造合金ホイール

スポーツ仕様の 5 本ツインスポーク
鋳造合金ホイール

軽量 10 本スポーク鍛造合金ホイール

仕様と
各種パック

オプションのホイールデザイン

Platinum finish

Stealth finish

Satin Diamond
cut finish

超軽量 10 本スポーク鍛造合金ホイール

Platinum finish

目次

Stealth finish

Satin Diamond
cut finish
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主要諸元

Stealth finish

Satin Diamond
cut finish

ブレーキ
キャリパー

Platinum finish
Silver Finish

オプション装備

標準ホイールデザイン

スポーツ仕様の 5 本ツインスポーク
鋳造合金ホイール

エクステリア
カラー

720S のスーパーカーエンジニアリングを強調する、5 本ダブルスポーク シルバー合金製ホイール
が標準で装備されます。さらに大胆なルックをご希望ですか？それならばステルス仕上げをお選び
ください。または、軽量や超軽量ホイールで重量をさらにカットしてください。サテンダイヤモン
ドカット仕上げのオプションで、洗練度をアップしてください。

仕様

ブレーキキャリパー
スペシャルカラーのブレーキキャリパー

Black
McLaren ロゴプリント入り

McLaren Orange
McLaren 切削ロゴ入り

Yellow
McLaren 切削ロゴ入り

Red
McLaren 切削ロゴ入り

Azores
McLaren 切削ロゴ入り

Azura Blue
McLaren 切削ロゴ入り

Polished
McLaren 切削ロゴ入り

ホイール

エクステリア
カラー

標準カラー

目次
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主要諸元

オプション装備

仕様と
各種パック

ブレーキ
キャリパー

ブラックカラー。ホワイトの McLaren ロゴプリント。
720S のブレーキキャリパーは、標準装備でも人の目を
引きます。
マシンの外観をさらにドレスアップしたいですか？
スペシャルカラーから選ぶことで、アイコニッ
クなマクラーレン オレンジ。
輝くようなポリッシュ・シルバー。
ゆらめくように光るアゾレス。選択はあなた次第で、シッ
クに、そしてアイキャッチにもドレスアップを可能にします。

標準装備

見せる。そして停止させる。

仕様

オプション装備 – 720S ラグジュアリー仕様

標準装備

よりエレガントなドライビングをお望みの方に

ホイール

ブレーキ
キャリパー

仕様と
各種パック

オプション
カーボンファイバー製のプライマリー インテリア コンポーネント
カーボンファイバー製のセカンダリー インテリア コンポーネント
カシスのレザーを使用したステアリングホイール、サイタスグレーのステッ
チ入り
カーボンブラックの Alcantara® を使用したステアリングホイール、カーボ
ンブラックのステッチ入り
サテン仕上げ ビジュアル カーボンファイバーを使用したシルトリム
カーボンファイバー製シートバック（スポーツ仕様シートのみ）

目次

12

保証＆点検整備

主要諸元

オプション

カーボンファイバー製のプライマリー
インテリア コンポーネント

カーボンファイバー製のセカンダリー
インテリア コンポーネント

カーボンブラックの
Alcantara® を使用したステアリングホイール、ライトス
コリアグレーのステッチ入り

サテン仕上げビジュアル
カーボンファイバーを使用したシルトリム

カーボンファイバー製シートバック
（スポーツ仕様シートのみ）

カーボンファイバー製レーシングシート
（標準またはツーリングサイズ）

720S「By McLaren」ラグジュアリー仕様インテリア – ブラック & カシス
カーボンブラックのラグジュアリーレザーとカシスのラグジュアリーレザー
ブラックのステッチとサイタスグレーのステッチ
ジルコン・シルバーとブラッシュド・イリジウムのブライトワーク
カシスのラグジュアリーレザーを使用したシルトリム
カーボンブラックのレザーを使用したステアリングホイール、カーボンブラッ
クのステッチ入り
カーボンブラックのシートベルト

オプション装備

720S「By McLaren」ラグジュアリー仕様インテリア –
カーボンブラック & シェールグレー

カーボンブラックのラグジュアリーレザーとシェールグレーのラグジュア
リーレザー

ブラックのステッチとスコリアグレーのステッチ

ジルコン・シルバーとブラッシュド・イリジウムのブライトワーク

シェールグレーのラグジュアリーレザーを使用したシルトリム

カーボンブラックのレザーを使用したステアリングホイール、ライトスコリ
アグレーのステッチ入り

カーボンブラックのシートベルト

エクステリア
カラー

プレミアム付きの By McLaren 仕様で、美しく洗練されたキャビンが創出されます。隅々に行き届くさり気ない配慮に
より、スタイリッシュなタッチが添えられます。あなたに合うインテリアのラグジュアリー仕様オプションをお選びくだ
さい。そして、カーボンファイバー製トリムなど、最先端レベルのコックピットを演出するために、コーディネートされ
た追加オプションをプラスしてください。遠回りしてドライブしたくなるほど、ラグジュアリー感たっぷりの乗り心地が
満喫できます。

標準装備

エクステリア
カラー
ホイール

ブレーキ
キャリパー

オプション
カーボンファイバー製のプライマリー インテリア コンポーネント
カーボンファイバー製のセカンダリー インテリア コンポーネント
カーボンブラックの Alcantara® を使用したステアリングホイール、カーボ
ンブラックのステッチ入り
サテン仕上げ ビジュアル カーボンファイバーを使用したシルトリム
カーボンファイバー製シートバック（スポーツ仕様シートのみ）

目次
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保証＆点検整備

主要諸元

オプション装備

オプション
カーボンファイバー製のプライマリー インテリア コンポーネント

カーボンファイバー製のセカンダリー
インテリア コンポーネント

カーボンブラックの
Alcantara® を使用したステアリングホイール、カーボ
ンブラックのステッチ入り

サテン仕上げ
ビジュアル カーボンファイバーを使用したシルトリム

カーボンファイバー製シートバック
（スポーツ仕様シートのみ）
カーボンファイバー製レーシングシート（標準またはツーリングサイズ）

720S「By McLaren」ラグジュアリー仕様インテリア –
ブラック & アーモンドホワイト
カーボンブラックのラグジュアリーレザーとアーモンドホワイトのラグジュ
アリーレザー
ブラックのステッチとライトサンドストーンのステッチ
ジルコン・シルバーとブラッシュド・イリジウムのブライトワーク
アーモンドホワイトのラグジュアリーレザーを使用したシルトリム
カーボンブラックのレザーを使用したステアリングホイール、カーボンブラッ
クのステッチ入り
サンドストーンのシートベルト

仕様と
各種パック

720S「By McLaren」ラグジュアリー仕様インテリア –
ブラック & ヴィンテージ・タン

カーボンブラックのラグジュアリーレザーとヴィンテージ・タンのラグジュ
アリーレザー

ブラックのステッチとスコリアグレーのステッチ

ジルコン・シルバーとブラッシュド・イリジウムのブライトワーク

ヴィンテージ・タンのラグジュアリーレザーを使用したシルトリム

カーボンブラックのレザーを使用したステアリングホイール、
カーボンブラッ
クのステッチ入り

カーボンブラックのシートベルト

仕様

オプション装備 – 720S ラグジュアリー仕様

仕様

オプション装備 – 720S パフォーマンス仕様

エクステリアカ
ラー
ホイール

ブレーキキ
ャリパー

仕様と
各種パック

オプション
カーボンファイバー製のセカンダリー インテリア コンポーネント
カーボンブラックの Alcantara® を使用したステアリングホイール、キセノン・
イエローのステッチ入り
サテン仕上げ ビジュアル カーボンファイバーを使用したシルトリム
カーボンファイバー製シートバック（スポーツ仕様シートのみ）
カーボンファイバー製レーシングシート（標準またはツーリングサイズ）

目次
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主要諸元

オプション
カ
 ーボンファイバー製のセカンダリー インテリア コンポーネント
カーボンブラックの Alcantara® を使用したステアリングホイール、カーボ
ンブラックのステッチ入り

サテン仕上げ
ビジュアル カーボンファイバーを使用したシルトリム

カーボンファイバー製シートバック
（スポーツ仕様シートのみ）

カーボンファイバー製レーシングシート
（標準またはツーリングサイズ）

720S「By McLaren」パフォーマンス仕様インテリア –
ブラック & キセノン・イエロー
ジェット・ブラックのナッパレザーとキセノン・イエローのナッパレザー
カーボンブラックの Alcantara®
ブラックのステッチとキセノン・イエローのステッチ
ジルコン・シルバーとブラッシュド・イリジウムのブライトワーク
ジェット・ブラックのナッパレザーを使用したシルトリム
カーボンブラックのレザーを使用したステアリングホイール、キセノン・
イエローのステッチ入り
カーボンブラックのシートベルト
カーボンファイバー製のプライマリー インテリア コンポーネント

オプション装備

720S「By McLaren」パフォーマンス仕様インテリア – ジェット・ブラック

ジェット・ブラックのナッパレザー

カーボンブラックの
Alcantara®

ブラックのステッチ

ジルコン・シルバーとブラッシュド・イリジウムのブライトワーク

ジェット・ブラックのナッパレザーを使用したシルトリム

ジェット・ブラックのレザーを使用したステアリングホイール、カーボンブ
ラックのステッチ入り

カーボンブラックのシートベルト

カーボンファイバー製のプライマリー
インテリア コンポーネント

標準装備

究極のサーキットマシンをお望みの方に
ナッパレザーと Alcantara® の独特なコンビネーション。大胆な色遣いで、エネルギッシュな注目されるキャビンを演出し
ます。パフォーマンス仕様のインテリア オプション装備のすべてに、気の利いたスポーツ仕様のトリムが使用されています。
到る所にカーボンファイバーが使われているのはそのためです。セカンダリーコンポーネントを通じて、この傾向をさらに
進めることもできます。ロード走行にサーキットのスリルを持ち込むことが可能になるのです。

標準装備

エクステリアカ
ラー
ホイール

ブレーキ
キャリパー

オプション
カーボンファイバー製のセカンダリー インテリア コンポーネント
カーボンブラックの Alcantara® を使用したステアリングホイール、カーマイン
のステッチ入り
サテン仕上げ ビジュアル カーボンファイバーを使用したシルトリム
カーボンファイバー製シートバック（スポーツ仕様シートのみ）
カーボンファイバー製レーシングシート（標準またはツーリングサイズ）

目次
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保証＆点検整備

主要諸元

オプション装備

オプション
カ
 ーボンファイバー製のセカンダリー インテリア コンポーネント
カ
 ーボンブラックの Alcantara® を使用したステアリングホイール、マクラー
レン オレンジのステッチ入り

サテン仕上げ
ビジュアル カーボンファイバーを使用したシルトリム

カーボンファイバー製シートバック
（スポーツ仕様シートのみ）

カーボンファイバー製レーシングシート
（標準またはツーリングサイズ）

720S「By McLaren」パフォーマンス仕様インテリア –
ブラック & カーマイン
ジェット・ブラックのナッパレザーとカーマインのナッパ レザー
カーボンブラックの Alcantara®
ブラックのステッチとカーマインのステッチ
ジルコン・シルバーとブラッシュド・イリジウムのブライトワーク
ジェット・ブラックのレザーを使用したシルトリム、カーマインのステッチ入り
ジェット・ブラックのレザーを使用したステアリングホイール
カーボンブラックのシートベルト
カーボンファイバー製のプライマリー インテリア コンポーネント

仕様と
各種パック

720S「By McLaren」パフォーマンス仕様インテリア –
スコリアグレー & マクラーレン オレンジ

スコリアグレーのナッパレザーとマクラーレン
オレンジのナッパレザー

カーボンブラックの
Alcantara®

スコリアグレーのステッチとマクラーレン
オレンジのステッチ

ジルコン・シルバーとブラッシュド・イリジウムのブライトワーク

カーボンブラックの
Alcantara® レザーを使用したシルトリム

カーボンブラックのレザーを使用したステアリングホイール、マクラーレン
オレンジのステッチ入り

カーボンブラックのシートベルト

カーボンファイバー製のプライマリー
インテリア コンポーネント

仕様

オプション装備 – 720S パフォーマンス仕様

仕様

オプション装備 – 720S 仕様

標準装備

すべてをこなす洗練された方に

ホイール

ブレーキ
キャリパー

仕様と
各種パック

オプション
カーボンファイバー製のプライマリー インテリア コンポーネント
カーボンファイバー製のセカンダリー インテリア コンポーネント
カーボンブラックの Alcantara® を使用したステアリングホイール、カーボ
ンブラックのステッチ入り
サテン仕上げ ビジュアル カーボンファイバーを使用したシルトリム
カーボンファイバー製シートバック（スポーツ仕様シートのみ）
カーボンファイバー製レーシングシート（標準またはツーリングサイズ）

目次

16

保証＆点検整備

主要諸元

オプション

カーボンファイバー製のプライマリー
インテリア コンポーネント

カーボンファイバー製のセカンダリー
インテリア コンポーネント
カーボンブラックの Alcantara® を使用したステアリングホイール、カーボ
ンブラックのステッチ入り

サテン仕上げ
ビジュアル カーボンファイバーを使用したシルトリム

カーボンファイバー製シートバック
（スポーツ仕様シートのみ）

カーボンファイバー製レーシングシート
（標準またはツーリングサイズ）


720S インテリア – ブラック & スコリアグレー
カーボンブラックの Alcantara®
カーボンブラックのナッパレザーとスコリアグレーのナッパレザー
ブラックのステッチとスコリアグレーのステッチ
サテン・グラファイトとジルコン・シルバーのブライトワーク
カーボンブラックのカーペットを使用したシルトリム
カーボンブラックのレザーを使用したステアリングホイール、カーボンブラッ
クのステッチ入り
カーボンブラックのシートベルト

オプション装備

720S インテリア – ブラックの Alcantara®

カーボンブラックの
Alcantara® とグラファイトの Alcantara®

ブラックのステッチとスコリアグレーのステッチ

サテン・グラファイトとジルコン・シルバーのブライトワーク

カーボンブラックのカーペットを使用したシルトリム

カーボンブラックのレザーを使用したステアリングホイール、
カーボンブラッ
クのステッチ入り

カーボンブラックのシートベルト

エクステリア
カラー

豪華な Alcantara® のソフトなテクスチャー。またはナッパレザーのすべすべとした手触り。720S
仕様のインテリア オプション装備にはこれらの素材の両方が用意されています。ブラック一色に
もできれば、スコリアグレーとの組み合わせでコントラストを楽しむこともできます。個性的タッチ
の幅はさらに広がります。シートベルトをカスタマイズして、キャビンに目立つマクラーレン オレン
ジを取り入れましょう。または軽量のカーボンファイバー製トリムを使って、モダンなスタイルに仕
上げてください。

仕様

オプション装備の各種パック

標準装備

ダークにまとめる。ライト級を維持。

ステルスパック（以下の部位にステルス仕上げ
を使用）
エキゾーストフィニッシャー
エアブレーキ機構
エクステリア ウィンドウサラウンド

目次

パフォーマンス・プラス・パック
超軽量 10 本スポーク鍛造合金ホイール
スポーツエキゾースト
ラップタイム機能搭載マクラーレン・トラック・
テレメトリー（MTT）、カメラ 3 台

ホイール

ブレーキ
キャリパー

仕様と
各種パック

カラーとトリム – カーボンファイバー製のセカ
ンダリー インテリア コンポーネント
720S パフォーマンス仕様、720S ラグジュア
リー仕様 、720S 仕様でオプション装備
ドアのアプリケ
フォールディングドライバーディスプレイの
ベゼル
インフォテイメントスクリーンのサラウンド

オプション装備

エクステリア カーボンファイバー パック 3
フロント エア インテーク
ルーフ

カラーとトリム – カーボンファイバー製のプラ
イマリー インテリア コンポーネント
720S パ フォーマンス仕 様 で は 標 準 装 備、
720S ラグジュアリー仕様と 720S 仕様ではオ
プション装備
アクティブ ダイナミックス パネル サラウンド
ステアリングホイール クラスプ
ウィンドウスイッチのサラウンド

主要諸元

エクステリア カーボンファイバー パック 2
フロント スプリッター
リア バンパー ･ ロア

コンビニエンス・パック
車両リフトシステム、360 度ビューモニター
Bowers & Wilkins 社の 12 スピーカー・オー
ディオ・システム（ブランドロゴ入り）
電動調整式ステアリングコラム
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エクステリア カーボンファイバー パック 1
720S パ フォーマンス仕 様 で は 標 準 装 備、
ラグジュアリー 仕 様と 720S 仕 様 ではオプ
ション装備
フード エア インテーク
リア フェンダー エア インテーク
ドアミラーケース

エクステリア
カラー

ボディのアップグレードで差をつけましょう。パフォーマンスの世
界では 1 グラムさえもが勝負の分かれ目になります。カーボンファ
イバー製エアロ装備で軽量にして勝負の運を強くしましょう。また
はステルスパックでダークに勝負しましょう。さらにさりげない
タッチをプラスして、スタイリッシュな車に仕上げてください。

MSO Defined トラックパック：

超軽量
10 本スポーク鍛造合金ホイール

カーボンファイバー
レーシングシート（レギュラーまたはツーリング）

スポーツエキゾース
ト

ラップタイム機能およびカメラ
3 台付きマクラーレン・トラック・テレメトリー（MTT）

ブラック
Alcantara® を使ったステアリングホイール

サテン仕上げ
ビジュアル カーボンファイバーの MSO Defined エクステンド シフトパドル

グロス仕上げ
ビジュアル カーボンファイバーの MSO Defined アクティブリア スポイラー*

MSO
Defined チタン製ハーネスバー＆6 点式ハーネスシートベルト
（ハーネスの色はブラック、
レッド、ブルー、マクラーレン オレンジのいずれか）
目次
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エクステリア
カラー
ホイール

ブレーキ
キャリパー

仕様と
各種パック
オプション装備

MSO Defined インテリア

サテン仕上げ
ビジュアル カーボンファイバーの MSO Defined ダッシュボード ベント

サテン仕上げ
ビジュアル カーボンファイバーの MSO Defined ステアリングホイール

サテン仕上げ
ビジュアル カーボンファイバーの MSO Defined エクステンド シフトパドル

サテン仕上げビジュアルカーボンファイバーの
MSO Defined エクステンド シルトリム マクラー
レンブランドロゴ付き

MSO
Defined・シートベルト - マクラーレンオレンジ、レッド、イエロー

主要諸元

MSO Defined エクステリア

MSO
Defined 塗装

グロス仕上げ
ビジュアル カーボンファイバーの MSO Defined フード

グロス仕上げ
ビジュアル カーボンファイバーの MSO Defined ミラーアーム

グロス仕上げ
ビジュアル カーボンファイバーの MSO Defined リア デッキとエンジンカバー

グロス仕上げ
ビジュアル カーボンファイバーの MSO Defined リア エアロ ブリッジ

グロス仕上げ
ビジュアル カーボンファイバーの MSO Defined アクティブ リア スポイラー

MSO
Defined イグニションキー（ブラック / マクラーレン オレンジ）

保証＆点検整備

自分だけのタッチ
マクラーレンのマシンを持つことが特別である理由の一部は、本当に自分のものと感じる
ための機会が用意されていることでしょう。マクラーレン・スペシャル・オペレーションズ
（MSO）部門では、
信じられないほどのカスタマイズの選択肢を提供しています。軽量、
カー
ボンファイバーを 720S の到るところに適用できることもその一つです。エクステリア コン
ポーネントにはグロス仕上げ、キャビンにはサテン仕上げが用意されています。エクステ
リアには人の目を引くディテールがあります。そしてインテリアではラグジュアリーをそれ
となく感じさせます。

標準装備

仕様

MSO Defined オプション装備

仕様

オプション装備

標準装備

もっと先に進む

エクステリア
カラー

ルック。フィーリング。ドライビング体験の全部。自分の個性やドライビ
ングに合わせた 720S を構築してください。スポーツエキゾーストで轟音を
響かせましょう。またはエンジンルームのさりげない照明で、驚嘆のエン
ジンを強調してください。リアビューカメラのような役に立つテクノロジー
もあれば、挑戦してくる障害物のためにプライドが傷つけられ、喜びを失
うことのないように、車体リフトアップ機能も用意されています。バンプ、
カーブ、急な坂も物ともしません。

ホイール

パワートレイン

エンジンルームのアンビエント照明

ステンレススチール製ツイン
エキジット エキゾースト、チタン製ブラッ

ブレーキ
キャリパー

シュド フィニッシャー

タイヤ＆ブレーキ

Pirelli
P Zero™ Corsa タイヤ

Pirelli
P ZERO™ Trofeo R タイヤ

仕様と
各種パック

サスペンション

車体リフトアッ
プ機能

オプション装備

ドライバー支援

パーキングセンサー
（フロント 4、リア 4）

リアビューカメラ

360
度ビューモニター

HomeLink®
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目次

主要諸元

安全性＆セキュリティ

ボリューメトリックアラームのアッ
プグレード

車両トラッカー

仕様

オプション装備

標準装備

内容のあるスタイル

エクステリア
カラー

マクラーレンのモノケージ II はエンジニアリング技術の結晶です。
グロス仕上げのカーボンファイバー製トリムを使用して軽量す
るとともに、透けて見えるカーボンファイバーで主要なストラク
チャーエレメントをディスプレイとしても見せ、720S の身のこな
しをさらにモダンにすることができます。

目次
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主要諸元

オプション装備

仕様と
各種パック

ブレーキキ
ャリパー

ホイール

エクステリアのスタイリング

グロス仕上げ
ビジュアル カーボンファイバーのフロント エア インテーク

グロス仕上げ
ビジュアル カーボンファイバーのドアミラーケース

グロス仕上げ
ビジュアル カーボンファイバーのフロント スプリッター

グロス仕上げ
ビジュアル カーボンファイバーのリア バンパー ･ ロア

グロス仕上げ
ビジュアル カーボンファイバーのディフューザー

グロス仕上げ
ビジュアル カーボンファイバーのフード エア インテーク

グロス仕上げ
ビジュアル カーボンファイバーのルーフ

グロス仕上げ
ビジュアル カーボンファイバーのエクステリア ドア アッパー

グロス仕上げ
ビジュアル カーボンファイバーのリア フェンダー エア イン
テーク

仕様

オプション装備

標準装備

ディテールの一つ一つまで

エクステリア
カラー

ビートのリズムを高性能オーディオシステムで感じてください。あなたの真の
ドライビングスタイルを把握し、カメラ対応のテレメトリを通じてスキルを
向上させてください。または、涼しいナッパ・レザー、豪華な Alcantara®、
サテン カーボントリムで、洗練された快適さを味わってください。

オプション装備

仕様と
各種パック

ブレーキ
キャリパー

ホイール

インテリア

ヒーター、メモリー機能付き電動スポーツシート
（720S ラグジュアリー仕
様では標準装備）

カーボンファイバーのレーシングシート

電動調整式ステアリングコラム
（コンフォート エントリー / エキジット
仕様のチルト & テレスコピック機能）

車内のアンビエント照明

エンジンルームのアンビエント照明

「By
McLaren」パフォーマンス仕 様ナッパレザーおよび Alcantara® の
インテリア

「By
McLaren」ラグジュアリー仕様レザーのインテリア

カーボンファイバー製のプライマリー
インテリア コンポーネント（ウィンド
ウスイッチのサラウンド、ステアリングホイール クラスプ、アクティブ ダイ
ナミックス パネル サラウンド。720S ラグジュアリー仕様では標準装備）

カーボンファイバー製のセカンダリー
インテリア コンポーネント（フォー
ルディングドライバーディスプレイのベゼル、インフォテイメントスクリー
ンのサラウンド）

サテン仕上げビジュアルカーボンファイバーのシルトリム

カーボンファイバー製シートバック
（スポーツシートのみ）

ブラック
Alcantara® を使ったステアリングホイール
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保証＆点検整備

目次

主要諸元

インフォテイメント

Bowers
& Wilkins 製 12 スピーカー・オーディオシステム、ブランドロゴ入り
 プタイム機能搭載マクラーレン・トラック・テレメトリー（MTT）
ラッ

ラップタイム機
能 搭 載マクラーレン・トラック・テレメトリー（MTT）、
カメラ 3 台

サスペンション								

アダプティブ・ダンパー
プロアクティブ・シャシー・コンフォート・コントロール II
3種類のハンドルモード
（Comfort、Sport、Track）

ステアリング								
電動油圧式

ブレーキ									
カーボンセラミック ブレーキキャリパー（フロント：6ピストン、
リア：4ピストン）

出力と性能								

最大出力 PS (BHP) (kW) ................................................ 720 (710) (530) / 7,250 rpm
最大トルク Nm (lb-ft) ..................................................... 770 (568) / 5,500 rpm
0-100km/h (0-62 mph) . ................................................ 2.9 秒
0-200km/h (0-124 mph) ............................................... 7.8 秒
0-60 mph . ....................................................................... 2.8 秒
0-100 mph ...................................................................... 5.5 秒
0-400 m (1/4 マイル) ...................................................... 10.3秒
停止距離：100-0 km/h (62-0 mph) . ............................. 30 m (99 ft)
停止距離：200-0 km/h (124-0 mph) . ........................... 122 m (400 ft)

重量								

最高速度 km/h (mph) ................................................... 341 (212)
DIN規格空車重量 [フルード+ 90% 燃料] . .................... 1,419 kg (3,128 lb)
空車重量（米国）[フルード + 100% 燃料] ..................... 1,424 kg (3,139 lb)
乾燥重量 . ........................................................................ 基本：1,322 kg (2,917 lbs)
乾燥重量 . ........................................................................ 最小*：1,283 kg (2,828 lbs)
重量配分 . ........................................................................ フロント：41%
重量配分 . ........................................................................ リア：59%

* 軽量オプション装備が追加された場合

目次

仕様
標準装備

エクステリア
カラー

7速 + リバースのシームレス・シフト・ギアボックス
（SSG）

ホイール

トランスミッション								

ブレーキ
キャリパー

ミッドシップエンジン、
リアドライブ方式

全長 . ........................................................................................4,543 mm
全幅、最大幅箇所 . ..................................................................2,161 mm（ミラーまで）
全幅、
ドア開放時：単体 (両方) ..............................................2,464mm (2,767mm)
全高 . ........................................................................................1,196 mm
全高、
ドア開放時 . ...................................................................1,953 mm
オーバーハング、
フロント：リア . .............................................1,058mm：816mm
ホイールベース .......................................................................2,670 mm
トレッド フロント
（接地面の中心間の距離）..........................1,674 mm
トレッド リア（接地面の中心間の距離）.................................1,629 mm
グラウンド・クリアランス .........................................................107 mm
ランプアングル（車体リフトアップ機能使用時）....................8.3 (10.4) 度
ブレークオーバーアングル .....................................................11.5 度
デパーチャーアングル .............................................................13.3 度
ホイールサイズ – フロント: .....................................................19 x 9.0J インチ
ホイールサイズ – リア: . ..........................................................20 x 11.0J インチ
タイヤサイズ – フロント: .........................................................245/35/R19 インチ
タイヤサイズ – リア: ................................................................305/30/R20 インチ
ターニングサークル ................................................................12.4 m
ステアリングホイール回転 – ロック・トゥ・ロック . ................2.46
ラゲッジ容量 ...........................................................................フロント150 L
ラゲッジ容量 ...........................................................................リア210 L

効率									

仕様と
各種パック

ドライブトレインのレイアウト							

寸法								

EU NEDC
CO2 排出量 ...................................................... 249 g/km
燃費: アーバン .................................................. 16.7 L/100km (17.1 mpg)
燃費: エクストラアーバン ................................ 7.9 L/100km (38.2 mpg)
燃費: コンバインド ........................................... 11.0 L/100km (26.4 mpg)
EU WLTP
CO2 排出量: 低速 ............................................ 528 g/km
CO2 排出量: 中速 ............................................ 293 g/km
CO2 排出量: 高速 ............................................ 209 g/km
CO2 排出量: 超高速 ........................................ 230 g/km
CO2 排出量: コンバインド ............................... 276 g/km
USA EPA
燃費: 市街地 . ................................................... 15 mpg
燃費: 高速道路 . ............................................... 22 mpg
燃費: コンバインド ........................................... 18 mpg
燃料タンク容量 ................................................ 72 L
(15.8 英ガロン / 19.0 米ガロン)

オプション装備

M840T 4.0リッター（3,994cc）V型8気筒ツインターボエンジン、最大出力 720 PS、最大トルク 770 Nm

燃費: 低速 . ....................................................... 23.3 L/100km
燃費: 中速 . ....................................................... 12.9 L/100km
燃費: 高速 . ....................................................... 9.2 L/100km
燃費: 超高速 . ................................................... 10.2 L/100km
燃費: コンバインド ........................................... 12.2 L/100km

2018 年 4 月 1 日の時点における EU (UK) の諸元に基づきます。
詳細はコンフィギュレーター（configurator.mclaren.com/model/coupe720s）
を参照したり、地元の正規マクラーレンの正規販売店を通じて得ることができま
す。すべての情報は製造者によって変更される可能性があります。
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主要諸元

エンジン構成								

保証＆点検整備

技術情報

仕様

保証＆点検整備

標準装備

メーカー保証
自信に裏付けられた保証

ホイール

エクステリア
カラー

弊社は確かなエンジニアリングの品質によって成立しています。そのため、
お買い上げいただいた 720S には、標準仕様として包括的なマクラーレン車両
保証
（McLaren Vehicle Warranty）が標準として付いています。この保証には、
走行距離とは無関係に、車両とその仕上げが含まれます。また一部の地域
では、保証にロードサイドアシスタンスも含まれています。さらに究極の心
の平穏のために、マクラーレン延長保証（McLaren Extended Warranty）
で保証期間を延長できます。

ブレーキ
キャリパー

マクラーレン車両保証
3 年間の車両保証
塗装面に対する 3 年間の保証
腐食に対する 10 年間の保証

仕様と
各種パック

マクラーレン延長保証
車両を製造時の状態に維持しつつ、完全教育を受けたマクラーレンの技術
者による、マクラーレン純正パーツの使用を保証
最長 12 年までの保証を可能にするオプションです。
20,000 km/12,000 マイルの年間走行マイル数リミット
保証はご購入地域全域で有効です。

オプション装備

点検整備
完璧なプロテクション。

利用規約

http://cars.mclaren.com/terms-and-conditions
目次
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保証＆点検整備

主要諸元

お使いのマクラーレンのマシンは高級にチューニングされた自動車です。そし
て自動車には手入れが必要です。McLaren 正規販売店では、1 年に 1 回（ま
たは走行距離が 20,000 km/12,500 マイルとなった時点で）
、点検整備をオ
ファーしています。すべて完全教育を受けたマクラーレンの技術者が提供し
ます。
これにより、
720S で購入時と同じようなスリルを味わうことができます。  

目次

仕様

仕様またはラグジュアリー仕様のみで装備可能です。

静的アダプティブヘッドライ
ト機能は、米国、カナダ、
チリでは装備できません。
ヘッドライトオートレベリングは、米国、カナダ、チリ
では装備できません。

米国、カナダ、チリでは、LED
シークエンシャルイン
ジケーターの代わりに LED インジケーターが装備さ
れます。

Pirelli
P ZERO™ Trofeo R タイヤは販売代理店取り付け
アイテムとしてのみ提供しています

標準装備

エクステリア
カラー
ホイール

合には、リアビューカメラは自動的に追加されません
360 度ビューモニターは、パーキングセンサー（フロ
ント＆リア）とリアビューカメラをお選びいただいた場
合にのみ、装備可能です
車両追跡システムは、対象地域のみでご利用いただ
けます。マシンをお買い上げの際に、正規販売店でご
確認ください
MSO Defined・トラックパックは、720S パフォーマン
ス仕様でのみご利用いただけます
国を問わずマクラーレン・トラック・テレメトリー（MTT）
アプリのみのご利用は無料となります

ブレーキ
キャリパー

エクステリア

エンジンルームのアンビエン
ト照明は、パフォーマンス

いただけます。マシンをお買い上げの際に、正規販売
店でご確認ください
ボリューメトリックアラームは、一部の許可された地
域でのみご利用いただけます。マシンをお買い上げの
際に、正規販売店でご確認ください

リアビューカメラは、
フロント＆リアパーキングセンサー
をお選びいただいた場合にのみ、装備可能です

パーキングセンサー（フロント＆リア）をご購入の場

仕様と
各種パック

コラム（イージーエントリー機能付き、前後の距離お
よび上下の角度調整機能搭載）は無料のオプションと
なります。

その他
HomeLink は、一部の許可された地域でのみご利用

オプション装備

購入された場合、そのカラーは選択したトリムによっ
て決まります。
 点式ハーネスシートベルトとハーネスバーをお選び
6
いただいた場合、ラッゲージ リテンション ストラップ
を装備できません。
 点式ハーネスシートベルトとハーネスバーは、米国、
6
カナダ、チリではお求めいただけません。

カー
ボンファイバ ー 製レー シングシートは、720S
Spider ラグジュアリー仕様で次の「By McLaren」ラグ
ジュアリー仕様のインテリアをご選択の場合にはご利
用いただけません。
ブラック & カシス
ブラック & アーモンドホワイト

MSO
Defined チタン製ハーネスバーは、カーボンファ
イバーのレーシングシートをお選びいただいた場合に
のみ、装備可能です。

米国、カナダ、チリでは、AM/FM
& DAB ラジオの代
わりに SiriusXM が装備されます。

MSO
Defined・シートベルト - マクラーレンオレンジ
は以下のインテリアでのみご利用いただけます。
720S 標準仕様 - ブラック Alcantara
720S 標準仕様 - ブラック＆スコリアグレー
720S パフォーマンス仕様 - ジェットブラック

720Sパフ
ォーマンス仕様 - スコリアグレー＆マクラー
レンオレンジ
720S ラグジュアリー仕様 - カーボンブラック

MSO
Defined・シートベルト - レッドは以下のインテリ
アでのみご利用いただけます。
720S 標準仕様 - ブラック Alcantara
720S 標準仕様 - ブラック＆スコリアグレー
720S パフォーマンス仕様 - ジェットブラック
720S パフォーマンス仕様 - ブラック＆カーマイン
720S ラグジュアリー仕様 - カーボンブラック


MSO
Defined・シートベルト - イエローは以下のイン
テリアでのみご利用いただけます。
720S 標準仕様 - ブラック Alcantara
720S 標準仕様 - ブラック＆スコリアグレー
720S パフォーマンス仕様 - ジェットブラック

720S
パフォーマンス仕 様 - ブラック＆キセノンイ
エロー
720S ラグジュアリー仕様 - カーボンブラック

アメリカおよびカナダでは、電動調整式ステアリング

主要諸元

インテリア

ラッゲージ
リテンション ストラップをオプションとして
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保証＆点検整備

規則＆制限
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保証＆点検整備

主要諸元

オプション装備

各種パック

ブレーキキャリ
パー

720S
ホイール

エクステリアカ
ラー

標準装備

仕様

