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闇  にステップ・イン

夜の闇が深まると、クラシックモデルを現代風にリシェイプし
たこのモデルが、息を吹き返します。日が沈み、夜の帳が落ちる
と、Black Badgeが目覚めます。

素晴らしいパワーとドラマチックな外観を融合させたBlack 
Badgeは、Rolls-Royce Ghost、Wraith、Dawnにおいて独特の
展開を見せています。各モデルは、強烈なドライビング体験をお
届けするべく、設計されています。凝縮された職人技術により、磁
石で引き寄せられるようにドライバーと車がつながります。

これは呼び出し状です。未知のものに対する魅力を楽しむ人への
呼びかけです。すべてを包み込む闇に身をゆだね、Black Badge
の洗練された強烈さを抱きしめてください。





黒とは単なる色彩ではありません。それは心の表現。 
ときには、意思の表明。

否定しがたい存在感を持ち、誰をも振り向かせるモデル
です。塗装面は、強い誘惑で揺さぶる、深く強烈な輝きを
生み出しています。各要素がノワールなダーク調の仕上
がりを見せる一方、クロームの輝きがボディラインを際
立たせます。 

カリスマ性があり、毅然とした車。服従することを拒む人
のための車です。あえて周囲とは異なる道を行く人のた
めの自己表現です。 

個性を内に秘めた  美学



変容  をもたらすパワー

強烈なパワーを秘めたBlack Badgeは、走るために創造さ
れました。 

威風堂々たる外観から、内なる自信が伝わってきます。その自
信がタフで確実なパフォーマンスに反映されます。思いのま
まのライディングコントロール。スリリングなパワーのうねり
に五感が研ぎ澄まされます。Black Badgeシリーズでは、最
高にパワフルなドライビング体験が味わえます。パーフェクト
でピュアに創りこまれたボディ。凄まじいまでのパワーが、内
に秘める真の力を暗示しています。

昼が夜へと変わるとき、Rolls-Royce Black Badgeは真の
姿に変容します。内なる反逆児を解き放ち、闇を抱きしめてく
ださい。 







Spirit of Ecstasyが遠くに姿を現わすと、一目でその違い
を見て取ることができます。どこまでも大胆で深い色に包ま
れたあの有名なエンブレムが、毅然とした雰囲気を醸し出
しています。エンブレムを包み込むその色調は、漆黒です。

ロールス・ロイスの特長ともなっているラジエーターグリル
は、新しいノワール・トーンの中にも息づいています。いくつ
かのエレメントはハイグロス・ダーククローム仕上げへと変
更され、LEDヘッドライトとさらにドラマチックなコントラス
トを見せ、路上での圧倒的な存在感を生み出しています。 

最後の変容は、印象的な21インチホイールの採用です。 
カーボンファイバーがダークな輝きを放ち、それが、ロー 
ルス・ロイスのエンブレムを光輪で包みます。光が闇へと移
り変わり、大胆さが姿を現します。 

ドラマチックな 

 感動



夕暮れのように 

 ダークに
黒という色にはさまざまな顔があります。謎。パワー。反逆。 

微妙な色調がうつろい、見る人を虜にするほどの力を持つ色です。 

最も深く、極めてダークなブラックを実現させるために、ロールス・
ロイスの工芸職人たちは細心の注意を払って下塗剤を何層にも
重ね塗りした後に、特別に処方された Xirallic® （シラリック）顔料
とハイグロス・コーティングで仕上げました。

そして手作業によりパーフェクトに磨き上げられたとき、Rolls-
Royce Black Badgeがついに世界へとデビューします。







未知のものに対する魅力。Rolls-Royce Black Badgeは、 
唯一無二の空間に踏み込むという、抑えがたい魅力であなた
を誘います。

このラグジュアリーなキャビンは、個性的な多数の要素に溢れ
ています。熟練の技術で丹念に仕上げられたマテリアルと大胆
な内装との調和が、Black Badgeのインテリアを作り上げて
います。

絶妙に仕上げられたシートは、この上ない快適さをお約束しま
す。極めて深いブラックの色調による滑らかなレザーには、大
胆なアクセントカラーのカッティングがシャープに施され、独特
な現代的なスタイルを表現しています。 

リアシート中央部には、絶妙で、どこか謎めいたエンブレムがあ
しらわれています。特長あるクロックを飾り立てているのも同じ
エンブレム。この高級感のある無限大のシンボルは、大胆な姿
勢と限界に挑戦することを切望する人にとって、絶えずそのこ
とを意識させてくれるものです。

中央には、航空宇宙レベルの強度を持つアルミニウム糸とカー
ボンファイバーとを織り込み仕上げた最新設計による、目を見
張るような魅力的なテクニカルファイバーダッシュボードがド
アキャピングまで続いています。  貴重で高価な宝石を取り扱
う作業と同様、技術的精度は不可欠であり、完成の域に達しな
いものは、どれも受け入れられることはありません。 

無限の

 可能性









Black Badgeは改良について妥協を許しません。ホイールの背
後に、全ての可能性を感じます。 

キャビンはラグジュアリーのダークな解釈で一変されています。
馬蹄形の曲線デザインを特長としたキャビンは、豪華なレザー
シートで全てのパッセンジャーを包み込みます。オプションで、マ
ッサージシートをお楽しみいただくことができます。フロントシー
トでは、リフレッシュして元気づけられる環境を、そしてリアシー
トではプライバシーが守られた、充分にゆとりのある空間でのリ
ラックスをお約束します。  

ダッシュボードにはBlack Badgeクロックがはめ込まれてい
ます。針の先端にはオレンジ色があしらわれ、控えめながらも
Black Badgeのインテリアと効果的なコントラストを見せてい
ます。 

1340もの光ファイバーライトを備えているスターライト・ヘッド
ライナーが、星の降るような夜空を演出し、Wraithの空間をさ
らに雰囲気あるものにします。そのときの気分に合わせて、ひと
つひとつの星の明るさを調整することができます。 
Black Badgeでは、夜を制御するのはあなたです。

この車は限界に挑む人のことを考え、そのような人のために設
計されました。冒険心のある人。自由を追い求める人のための車
です。

ミステリアスな 

 魅力



大胆な外観の下には、さりげないパワーがクールな落ち着きを見せ
ています。

Rolls-Royce Black Badgeは、そのあふれるエネルギーと敏
捷性で、自身の道を切り開いていきます。男性的な6.6リッターV
型12気筒エンジンと、研ぎ澄まされたギアボックスを搭載した
Black Badgeは、全モデルとも、その走りを記憶に焼付けます。

スピードが増すにつれ、直観が姿を現し、動きは、より鋭敏になりま
す。Black Badgeのパワートレインはドライバーと一体化し、タイヤ
のグリップ力が増して路面をかつて無いほどしっかりと掴みます。 
パワーステアリングと拡張サスペンションが、どのような状況におい
ても一定のパフォーマンスをお約束します。

五感をぞくぞくさせ、注目を集めます。Ghost Black Badgeは強
化された840Nmトルクを解き放ち、みなぎるパワーでかつて無
い、最も速いGhostに生まれ変わります。さらにパワフルになった
Black Badge Wraithは、0-60mphまでわずか4.3秒、パワフルな
870Nmトルクを誇る性能で、ロールス・ロイスの頂点のポジション
を堅持します。比類のない優雅さを備えるBlack Badge Dawnは、
外観の美しさに840Nmトルクのパワーをプラスします。  
8速オートマチックトランスミッションは操作が簡単で、極めて大胆
不適なドライバーのために近いギア比と高い回転数を実現します。

これらの車は、他には見られないロールス・ロイスのドライビング・
エクスペリエンスをもたらします。

究極の 

 コントロール







テクノロジーのパワーがレスポンスを高め、五感を研ぎ澄ま
せます。 
ロールス・ロイス Black Badgeは、ドライバーと車を一心同
体に調和させます。 

快適な贅沢の極みとして、コンフォート・エントリー・システム
により、軽く触れるだけでドアを開けることができます。Spirit 
of Ecstasyロータリーコントローラーにより、旅行プランか
ら住所録にいたるまで、ドライバーがワンタッチで簡単にすべ
てを制御できます。Satellite Aided Transmission（SAT: 
サテライト・エイデッド・トランスミッション）は前方の道路を
スキャンし、一方インテリジェントなヘッドアップディスプレイ
は、必要不可欠な旅の情報を直接ドライバーの視界内に表
示します。 

夜間には赤体熱を検知する外線カメラを用いたナイトビジョ
ン（暗視システム）により、前方の視界をクリアに確保するこ
とができます。どんなに大胆な旅でも、また非常に難しい操
作であっても、360度のカメラがしっかりとサポートを強化し
ます。

ラグジュアリー  の新しい側面



この妥協を許さないモデルシリーズは、その不適さに匹敵する
エンターテインメントシステムを受けるに値します。五感を目覚
めさせ、あなたの行く先々に素晴らしい音楽を提供します。

ビスポーク・オーディオ・システムが、あなたの車をいっそう充
実させ、さらにドラマチックに演出します。車外のどのような状
況に対しても、この直観的なテクノロジーが、音質と音量を状
況に合うように自動的に調節してくれます。このサウンド調整は
同時に車内における音の大小のムラを補正し、ピュアな音響で
あなたを完全に包み込んでくれます。 

WiFi HotspotやConnectアプリなどの特別なオプションを
統合することにより、ドライバーとパッセンジャー間の連絡を
保つことができます。どの機器でもインターネット情報の閲覧
が簡単に行え、またご使用のお電話からお車へ、最新機能を統
合させることもできます。お選びになったRSSフィードにより、
移動中は常に最新情報が提供され、また、世界中のどのラジ
オ局でも聞くことができます。GoogleTM Send to Carおよび
Local Search（ローカル検索）機能により、選択した目的地を
直接ナビゲーションシステムに転送できるので、エンジンを始
動した瞬間に、たどるべきコースを知ることができます。

完全に 

 身をゆだねる











あなたのロールス・ロイスは、あなた自身の究極の表現です。あな
たがインスピレーションを受けるもの、– 象徴的な時代、好きな
街、自然の美しさ – 弊社のビスポークチームはこれらをお客様の
カーライフにもたらし、お客様のテイストを忠実に映し出します。  
あなたのイマジネーションの広さだけ、可能性も広がります。 

インスピレーションは 

 いたるところに



グッドウッドにおけるハンドメイド。インスピレーションを与
えるのは、あなたです。 

専用のビスポークプログラムで、紛れもなく、唯一無二のあ
なただけのRolls-Royce Black Badgeを製作します。

手作業による刺繍が施されたヘッドレストからカスタマイズ
されたトレッドプレート、あるいは個人的なモノグラムが入
った手描きのコーチラインにいたるまで、ロールス・ロイス
の職人たちにとって、実現できない思い切った表現や複雑
に入り組んだディテールなどはありません。 

思い出をよみがえらせ、情熱に再び火をともす。あなた自身
の究極の表現で、Black Badgeに生命を吹き込んでくだ
さい。

あなたの 

 軌跡を残す





 PORTO CERVO 

 ワンオフの車  
Porto Cervo Wraith Black Badgeは皆の注意を独占
するモデルです。  
Rolls-Royce Summer Studio のために特別に制作され
た、この素晴らしいビスポーク作品は、インスピレーション
を与えてくれるポルト・チェルヴォへの賛歌です。夜の闇に
ステップ・インすることで、Porto Cervo のよりダークで強
烈な側面が発見できます。

ビスポークによる絶妙な特徴により、さらに大胆な
Black Badgeの創作が実現します。マットブラックとグロ
スブラックのツートーン仕上げ、毅然としたシルエットを持
つエクステリアは、堂 と々した力強さを見せつけます。  
編み込みレザーを使用したドアパニエ、エングレービング
入りのトレッドプレートが洗練されたテールとして組み込ま
れており、Black Badgeならではの最高の仕上げがここに
も顕れています。





寸法
全長  5457 mm / 214.8インチ
全長 (USAおよびカナダ) 5467 mm / 215.2インチ
全幅  1948 mm / 76.7インチ
全高 (積載なし) 1550mm / 61.0インチ
ホイールベース 3295mm / 129.7インチ
旋回半径 13.4 m / 44.0フィート
トランク容量 (DIN) 490リットル / 17.3 ft3

重量
空荷時の車体重量 (DIN) 2360kg / 5203ポンド
運転整備重量 (USA) 2490kg / 5490ポンド

エンジン
エンジン / シリンダー / バルブ V / 12 / 48
燃料タイプ 10:1 / 無鉛ハイオク*

燃料管理 直接噴射
最大トルク 840Nm/620lb ft / 1650-5000rpm
出力　　 603bhp/450kW/612PS / 5250rpm

走行性能†

最高速度 155mph / 250km/h (リミッター作動)
0-60 mph加速 (USA) 4.6秒
0-100 km/h加速 (USA) 4.8秒

燃費
都市 22.2リットル/100km / 12.7mpg (lmp.)
郊外 10.1リットル/100km / 28mpg (lmp.)
混合モード 14.6リットル/100 km /19.3mpg (lmp.)
二酸化炭素排出量(混合モード) 333 g/km

燃費 (USAおよびカナダ)
都市 (USA) 確認中
高速道路 (USA) 確認中
都市 (カナダ) 確認中
高速道路 (カナダ) 確認中

 †  製造元テスト結果。実際の加速は、車両仕様、道路および環境条件、テストの方法および手順、またドライビン
グスタイルなどにより、変更される場合があります。これらの結果は比較対照用のみに使用されるものであり、
データや結果に関して公道で試みることはお避けください。

 *  エンジンはオクタン価95ガソリン用に設計されています。ただし、オクタン価91以上のガソリンで作動する
場合もあります。

Ghost Black Badge技術仕様 

5457 mm / 214.8インチ
3295 mm / 129.7インチ

1948mm / 76.7インチ



Wraith Black Badge技術仕様 

 †  製造元テスト結果。実際の加速は、車両仕様、道路および環境条件、テストの方法および手順、またドライ
ビングスタイルなどにより、変更される場合があります。これらの結果は比較対照用のみに使用されるもの
であり、データや結果に関して公道で試みることはお避けください。

 *  エンジンはオクタン価95ガソリン用に設計されています。ただし、オクタン価91以上のガソリンで作動する場合
もあります。

寸法
全長  5285 mm / 208.1インチ
全幅  1947mm / 76.7インチ
全高 (積載なし) 1507 mm / 59.3インチ
ホイールベース 3112 mm / 122.5インチ
旋回半径 12.7 m / 41.7フィート
トランク容量 (DIN) 470リットル / 16.6 ft3

重量
空荷時の車体重量 (DIN) 生産開始時に確認
運転整備重量 (USA) 2440kg / 5380ポンド

エンジン
エンジン / シリンダー / バルブ V / 12 / 48
燃料タイプ 10:1 / 無鉛ハイオク*

燃料管理 MSD87
最大トルク 870 Nm/642 lb ft / 1700-4500rpm
出力 624 bhp/632 PS(DIN)/465 kW / 

5600 rpm

走行性能†

最高速度 155mph / 250km/h (リミッター作動)
0-60mph加速 4.3秒
0-100 km/h加速 4.5秒

燃費
都市 22.2リットル/100km / 12.7mpg (lmp.)
郊外 10.1リットル/100km / 28mpg (lmp.)
混合モード 14.6リットル/100 km /19.3mpg (lmp.)
二酸化炭素排出量(混合モード) 333 g/km

燃費 (USAおよびカナダ)
都市 (USA) 確認中
高速道路 (USA) 確認中
都市 (カナダ) 確認中
高速道路 (カナダ) 確認中

1947 mm / 76.7インチ 5285 mm / 208.1インチ
3112 mm / 122.5インチ



Dawn Black Badge技術仕様 

性能†

最高速度 155mph / 250km/h (リミッター作動)
0-60mph加速 4.8秒
0-100 km/h加速 4.9秒

燃費
都市 22.9リットル/100km / 12.3mpg (Imp.)
郊外 10.1リットル/100km / 28mpg (Imp.)
混合モード 14.7リットル/100 km /19.2mpg (Imp.)
二酸化炭素排出量(混合モード) 337 g/km

燃費 (USAおよびカナダ)
都市 (USA) 確認中
高速道路 (USA) 確認中
都市 (カナダ) 確認中
高速道路 (カナダ) 確認中
混合モード (カナダ) 確認中
二酸化炭素排出量 (カナダ) 確認中

寸法
全長  5285 mm / 208.1インチ
全幅  1947mm / 76.7インチ
全高 (積載なし) 1502mm / 59.1インチ
ホイールベース 3112 mm / 122.5インチ
フロントトレッド 1618 mm / 63.7インチ
リアトレッド 1665 mm / 65.0インチ
リアトレッド (USA) 1665 mm / 65.0インチ

重量
空荷時の車体重量 (DIN) 2560 kg / 5203ポンド

エンジン
エンジン / シリンダー / バルブ V / 12 / 48
燃料タイプ 10:1 / 無鉛ハイオク*

燃料管理 直接噴射
最大トルク 840Nm/620lb ft / 1650-4750rpm
出力 593 bhp/601 PS(DIN)/442 kW / 

5250-6000rpm
 †  製造元テスト結果。実際の加速は、車両仕様、道路および環境条件、テストの方法および手順、またドライビン

グスタイルなどにより、変更される場合があります。これらの結果は比較対照用のみに使用されるものであり、
データや結果に関して公道で試みることはお避けください。

 *  エンジンはオクタン価95ガソリン用に設計されています。ただし、オクタン価91以上のガソリンで作動する場合
もあります。

5285 mm / 208.1インチ
3112 mm / 122.5インチ

1947 mm / 76.7インチ







すべての写真・図版および仕様は2017年7月現在の情報に基づくものです。カラーは変更されることがあります。

Rolls-Royce Motor Cars Limitedは内容を予告なく変更する場合がございます。画像にはオプション装置
が含まれている場合があります。またその国特有の改良型は、それぞれ異なる場合があります。本カタログに記
載されている速度や加速は変更される場合があります。特定モデルの型式年度表示は、いずれも、12ケ月より
短期あるいは長期である場合があります。Rolls-Royce Motor Cars Limitedは正確な情報の提供にできる
限り努めますが、情報の正確さについては保証致しかねます。 

Rolls-Royce Motor Cars Limitedは内容について一切の責任を負うものではありません。追加の情報につ
きましては、Rolls-Royce Motor Carsの正規ディーラー／ワークショップまでお問い合わせください。

米国の販売代理店：Rolls-Royce Motor Cars NA, LLC, Woodcliff Lake, NJ 07677-7731.

© Copyright Rolls-Royce Motor Cars Limited 2016。内容の複製および転載を禁じます。ロールス・ロイ
スの名称およびロゴはRolls-Royce Motor Cars Limitedが所有する登録商標です。

部品番号 –



www.rolls-roycemotorcars.com/blackbadge




