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Alpine is faithful to its fundamentals.
Agility. Lightness. Compactness.
Alpine is the pleasure of driving.

On any roads. At any speeds. In all occasions.

アルピーヌは、ドライビングの基本性能に忠実だ。
アジリティ、ライトウェイト、コンパクト。

アルピーヌをドライブすることは、無上の歓びである。
あらゆる道で、いかなる速さでも、すべての瞬間に。

■ 写真は欧州仕様車です。
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With high engine power and a focused suspension setup, A110S offers an intense sports car driv-
ing experience. The chassis is tuned for ultimate handling response and steering precision while 
the engine is optimised for thrilling power delivery. Unique styling elements such as carbon flags 
emblems, orange brake calipers and Dinamica upholstery mirror the car’s purposeful character. 
Ultimate handling response, high engine power and sophisticated design: A110S is Alpine’s most 
intense sports car.

A110S

高エンジン出力と強化されたサスペンションのセットアップにより、A110Sは極められたドライビングエクスペリエンスをもたらす。
シャシーは、ハンドリングレスポンスを追求し、正確なステアリングコントロールを実現。エンジンはスリリングなパワーを発
揮するため最適化されている。オレンジに染められたブレーキキャリパー、カーボンフラッグのエンブレム、スポーティかつ洗
練されたインテリア。唯一無二のスタイリングが、このクルマのキャラクターを如実に表す。極められたハンドリングレスポンス、
高いエンジン出力、洗練されたデザイン：A110Sは、アルピーヌ A110シリーズで最もパフォーマンスを極めたスポーツカーである。
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Exterior design

Standard equipment – 軽量アルミニウムボディ　シャシースポール
– フラットアンダーボディ　リアディフューザー
– フルLEDヘッドランプ　リアLEDランプ（シーケンシャルウインカー）
– スポーツエキゾースト
– ALPINEエンブレム（ブラック）　オレンジ/ カーボンエンブレム
– 前後アルミ製ハブ /鋳鉄製320mmベンチレーテッドディスク
– 前輪：Brembo製アルミモノブロック対向式4ピストンキャリパー
– 後輪：Brembo製アルミシングルピストンキャリパー （電動パーキングブレーキ内蔵）
– キャリパーカラー：オレンジ

＊1 日本語表記の末尾「M」の外装カラーはメタリックカラーとなります。＊2 注文生産車は納車までにお時間をいただきます。詳しくはアルピーヌ ディーラーまでお問い合わせください。 ■ 写真は欧州仕様車です。

清新なデザインと独自の内外装で一世を風靡した傑作、A110ベルリネットのスタイルを継承。
走りに劣らない強い個性を放つ。フランス出身のデザイナー、アントニー・ヴィラン率いるデザインチームは、
アルピーヌの豊かな伝統を継承しながら、A110Sの個性を見事に表現したフォルムに創り上げた。

Blanc Irisé　ブラン イリゼ M＊1

FUCHS製 18インチ鍛造アロイホイール（グリ チターヌ サテン）
 〈ブラン イリゼ M＊1、ブルー アルピーヌ M＊1〉

Bleu Alpine　ブルー アルピーヌ M＊1

18インチアロイホイール（ブラック）‘GT RACE’
 〈グリ トネール マット〉 （注文生産）＊2

Gris Tonnerre Mat　グリ トネール マット
 （注文生産）＊2

カーボンルーフ（グロスフィニッシュ）

Colours

Wheels Carbon roof
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Interior design

Standard equipment

＊1 Bluetoothは、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。＊2 日本語表記の末尾「M」の外装カラーはメタリックカラーとなります。＊3 注文生産車は納車までにお時間をいただきます。詳しくはアルピーヌ ディーラーまでお問い合わせください。 ■ 写真は欧州仕様車です。

シートは、質感の高いDinamica素材を使用し、鮮やかなオレンジのステッチにより、個性的かつ洗練されたコック
ピットとなっている。インストゥルメントパネルは、空調の操作やスマートフォンとの連係により、ドライビングの快適さ
と愉しさとを両立。サイドシルの高さを抑え、乗り降りもしやすい。ヘッドスペースも考慮され、余裕のあるドライビング
空間が確保されている。

Blanc Irisé　ブラン イリゼ M＊2 Bleu Alpine　ブルー アルピーヌ M＊2 Gris Tonnerre Mat　グリ トネール マット
 （注文生産）＊3

Colours

– Sabelt製軽量モノコックバケットシート（レザー /マイクロファイバー）
– マットカーボン/アルミ/レザーインテリア　オレンジステッチインテリア
– オレンジ/カーボンエンブレム付ドアトリム　マイクロファイバールーフトリム
– ブラッシュ仕上げアルミペダル
– 運転席 /助手席アルミフットレスト
– ALPINE テレメトリー
– フルカラー TFT メーター
– 7インチマルチファンクションタッチスクリーン（AM・FM ラジオ/USB/Bluetooth機能）＊1

– FOCAL 製軽量4スピーカー
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＊1 ご利用には、パケット通信が可能なスマートフォンが必要です。ご利用時の通信料などは、別途お客さまのご負担となります。ご使用の端末により、一部またはすべての機能に対応していない場合があります。＊2 Bluetoothは、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。
■ 7インチタッチスクリーンを操作する場合は、交通規則、道路交通法、条例を順守し、必ず安全な場所に停車してから操作してください。■ 7インチタッチスクリーンの表示は日本仕様とは異なります。■ アプリケーションのアップデートなどに伴い、機能の内容や表
示は予告なく変更される場合があります。■ 写真は欧州仕様車です。

Turbo-charged power
パワーとレスポンスに優れ、ドライバーの意図を的確に路面に伝えつつ、心揺さぶる重厚なサウンド
を響かせる 1.8L直噴ターボエンジン。シート後方、リアミッドに搭載されて後輪を駆動する。292ps
を発揮するエンジンは、2,000rpmから 6,420rpmまで幅広い回転域で最大トルクを供給し、
A110Sのピュアスポーツモデルとしてのキャラクターを確立している。

Seamless transmission
エンジンパワーを後輪に伝えるトランスミッションには、レスポンスに極めて優れた電子制御 7速 AT
（7DCT）を採用。ステアリング背面のアルミ製パドルシフトでギアを自在にコントロール。

Sport chassis
A110Sは新設計のシャシースポールを採用。重心を最適化し、優れた高速安定性とステアリングレス
ポンスを得るため4mmローダウンされた（A110ピュア・リネージ比）。また、剛性を50%向上させ
たサスペンションとアンチロールバーを備える。タイヤは、新コンパウンドで高いグリップをもたらす、
10mmワイド化した（A110ピュア・リネージ比）ミシュラン製パイロットスポーツ4を採用。コーナリング
時のグリップを高め、より一層精緻なハンドリングを実現する。

Aluminium body
軽量なアルミニウムを採用した車体構成。接合部の強度まで配慮した設計が、A110Sの正確なハン
ドリングと高速走行時の安定性を生み出す。側面の流れるような曲線と、ボンネット中央を縦断する
プレスラインは、アルピーヌ伝統のデザインである。

Exciting performance
ハイパワーエンジンと軽量な車体構造を追求した A110Sは、優れた直線加速性能と、3.8kg/psとい
うパワーウェイトレシオを実現。ローンチコントロールとも相まって、0-100km/h加速では、4.4秒を
達成している。

Suspension and brakes
ダブルウィッシュボーン式のサスペンション構造を採用することで、高速走行時の安定性とハンドリ
ングの正確性が向上。軽量なアルミニウムボディと相まって、A110Sの高い俊敏性の源となった。ブ
レーキは、Brembo製フロントアルミモノコック対向式 4ピストンキャリパー（320mmディスク）、
Brembo製リアアルミシングルピストンキャリパー（320mmディスク）を採用。高い制動力と耐久
性を発揮する。

Seats
Sabelt 製の軽量モノコックバケットシートを採用。1個あたりの重量はわずか 13.1kgに抑え、軽量化
を実現。Dinamica素材のシートクッションを装備している。

Connectivity
高解像度 7インチマルチファンクションタッチスクリーンは、専用アプリ「Alpine mySPIN」アプリを
介してスマートフォンと連係できる。＊ 1タッチスクリーンからスマートフォン内の各種機能にダイレクトに
アクセスし、日頃から使い慣れたスマートフォン内の音楽再生、通話機能などが利用可能。指先操作
で直感的かつスムーズにマルチメディアを活用できる。また、アルピーヌテレメトリーにより、ドライビング
データの確認やラップタイムの記録も可能となり、さらに、エンジンパワーやトルク出力、ターボチャー
ジャーからのブースト圧、エンジンおよびタイヤの温度などの各種車両情報も表示できる。

Focal audio
4 基のスピーカーを装備した Focal 製ステレオシステムは、特許取得済みの Flax（亜麻）コーンを採
用し、車重の増加を最小限に抑え、透明感と広がりのあるサウンドを実現。DAB規格に対応したデ
ジタルラジオ、2基のUSBポート、Bluetooth＊2および「Alpine mySPIN」によるスマートフォンと
の連係などにより、エンターテインメントを存分に楽しむことができる。
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このカタログの内容は2019年12月現在のものです。本カタログに掲載されている車両情報は予告なく変更する場合があります。詳しくはアルピーヌ ディーラーまでお問い合わせください。また、写真の車両は欧州仕様車です。掲載されている写真と日本で販売される仕様は異なる場合があります。
最新の情報はアルピーヌ・ジャポンWEBページをご覧になるかアルピーヌ ディーラーにお問い合わせください。

アルピーヌ・ジャポン（ルノー・ジャポン株式会社） 〒220‐8 6 8 6　神奈川県横浜市西区高島一丁目1番 1号

9:00～ 18:00（年中無休）お問い合わせは

アルピーヌ コール 0800-1238-110

 #SRoads



 SAFETY　安全性 A110S 

EBD（電子制御制動力配分システム）付ABS ●

EBA（緊急時ブレーキアシスト） ●

解除スイッチ付ESC（横滑り防止装置) ●

運転席/助手席エアバッグ ●

3点式シートベルト（プリテンショナー/フォースリミッター付） ●

LEDハイマウントストップランプ ●

 FUNCTIONALITY　機能装備

パーキングセンサー（フロント・リア）＋リアカメラ ●

ALPINEテレメトリー ●

SPORTボタン（ノーマル/スポーツ/トラックモード） ●

ストップ＆スタート機能 ●

カードキー ●

エンジンイモビライザー ●

スピードリミッター&クルーズコントロール、ヒルスタートアシスト ●

フロント雨滴感応式オートワイパー、オートライト ●

ウォッシャーノズル内蔵式エアロダイナミックワイパー ●

ワンタッチスイッチ付パワーウィンドウ（挟み込み防止機能付） ●

車速感応式オートロック（衝撃感知自動ドアロック解除機能付)、集中ドアロック ●

電動パーキングブレーキ ●

トリップコンピューター ●

チルト& テレスコピックステアリング、電動パワーステアリング ●

アルミ製パドルシフト ●

防塵フィルター付オートエアコン ●

自動防眩式ルームミラー ●

マップランプ、ラゲッジルームランプ ●

サンバイザー（マイクロファイバー） ●

12V電源ソケット ●

 EXTERIOR　エクステリア

フルLEDヘッドランプ、リアLEDランプ（シーケンシャルウインカー） ●

デイタイムランプ、リアフォグランプ ●

ダブルバブルルーフ ●

フラットアンダーボディ ●

リアディフューザー ●

センターエキゾーストパイプ・スポーツエキゾースト ●

ヒーター付電動格納式ドアミラー・ボディ同色ドアミラー ●

Standard features



 EXTERIOR　エクステリア A110S 

熱線入りリアウィンドウ ●

オレンジ/カーボンエンブレム ●

ALPINEエンブレム（ブラック） ●

フロントフェンダー ’A’エンブレム（ブラック） ●

カーボンルーフ ●

 INTERIOR　インテリア

Sabelt製軽量モノコックバケットシート（レザー/マイクロファイバー） ●

レザー/マイクロファイバーステアリング ●

ブラックステアリングセンタートリム ●

センターコンソールシフトボタン ●

ブラッシュ仕上げアルミペダル ●

運転席・助手席アルミフットレスト ●

マットカーボン/アルミ/レザーインテリア ●

オレンジステッチインテリア ●

ボディ同色ドアアッパーパネル ●

オレンジ/カーボンエンブレム付ドアトリム ●

キッキングプレート（ALPINEロゴ入り） ●

フルカラー TFTメーター ●

マイクロファイバールーフトリム ●

 MULTIMEDIA / AUDIO　マルチメディア / オーディオ

7インチマルチファンクションタッチスクリーン（AM・FMラジオ/USB/Bluetooth機能）＊1 ●

FOCAL製軽量4スピーカー ●

サテライトスイッチ ●

 STORAGE　収納スペース

フロントラゲッジルーム（100L） / リアラゲッジルーム（96L） ●

リア小物入れ/リアネットポケット ●

カップホルダー ●

 ROAD HOLDING / BRAKES　足回り / ブレーキ

シャシースポール ●

4輪ダブルウィッシュボーンサスペンション ●

4輪ハイドロリック・コンプレッション・ストップ ●

前後アルミ製ハブ/鋳鉄製320mmベンチレーテッドディスク ●

前輪：Brembo製アルミモノブロック対向式4ピストンキャリパー、後輪：Brembo製アルミシングルピストンキャリパー（電動パーキングブレーキ内蔵） ●

キャリパーカラー：オレンジ ●

FUCHS製18インチ鍛造アロイホイール（グリ チターヌ サテン） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●（ブラン イリゼM/ブルー アルピーヌM）

18インチアロイホイール（ブラック）: GT RACE 　　　　　　　　　　　　　●（グリ トネール マット）

パンクリペアキット ●

●　標準装備　＊1　Bluetooth は、Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。



1,250 mm

2,420 mm
4,205 mm

1,980 mm＊1
1,800 mm

全長×全幅×全高   4,205× 1,800× 1,250mm
ホイールベース   2,420mm
トレッド   前：1,555　後：1,550mm
車両重量   1,110kg （ブラン イリゼM / ブルー アルピーヌM）/  1,120kg （グリ トネール マット）

エンジン型式   M5P
エンジンタイプ   ターボチャージャー付 筒内直接噴射 直列4気筒 DOHC 16バルブ
総排気量   1.798L
内径 × 行程   79.7× 90.1mm
燃料供給装置   電子制御式マルチポイントインジェクション
最高出力   215kW（292ps＊1）/ 6,420rpm（ECE）
最大トルク   320N･m（32.6kgm＊1）/ 2,000rpm（ECE）
燃料タンク容量 / 使用燃料  45L / 無鉛プレミアムガソリン 
最高速度   260km/h＊1

0-100km/h   4.4s＊1

0-400m   12.6s＊1

0-1000m   22.8s＊1

Technical elements

ENGINE PERFORMANCE　エンジンパフォーマンスDIMENSIONS　サイズ
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重心

44% 56% 

燃料消費率　WLTCモード＊2   12.8km/L＊3

　　　　　　市街地モード（WLTC-L）8.3km/L、郊外モード（WLTC-M）13.8km/L、高速道路モード（WLTC-H）15.8km/L＊3

環境情報　エアコンデショナー冷媒   種類：HFC134a、使用量：535± 15g、GWP値：1,430
　　　　　GWP 目標値 /目標年度   GWP150/2023年度

駆動方式   後輪駆動
懸架方式   前後：ダブルウィッシュボーン /コイル
ブレーキ   前後：ベンチレーテッドディスク
タイヤ   前：215/40R18　後：245/40R18
ホイールサイズ   前：7.5J×18　後：8.5J×18
最小回転半径   5.8m＊1

トランスミッション   電子制御 7速 AT（7DCT）
変速比   1速：3.615,  2速：2.368,  3速：1.515,  4速：1.156,  5速：0.926,  6速：0.843,  7速：0.707,  後退：3.246
減速比   3.789（1、2、6、7速、後退）、4.235（3、4、5速）

＊1　参考値です。　＊2  WLTCモード：市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モード。市街地モード：信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード：信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード：高速道路等で
の走行を想定。　＊3　フランスの試験機関UTACによる測定の参考値です。燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客さまの使用環境（気象・渋滞等）や運転方法（急発進・エアコン使用等）に応じて燃料消費率は異なります。 ＊4　日本語表記の末尾「M」の外装カラーはメタリックカラーとなります。
＊5　注文生産車は納車までにお時間をいただきます。詳しくはアルピーヌ ディーラーまでお問い合わせください。
■　このカタログの内容は2019年12月現在のものです。本カタログに掲載されている車両情報は予告なく変更する場合があります。詳しくはアルピーヌ ディーラーまでお問い合わせください。また、図面の車両は欧州仕様車です。日本で販売される仕様は異なる場合があります。
■　この車両は一般公道で使用することを前提に開発しています。サーキット走行など特別な条件での走行が起因となる不具合については保証対象になりませんのでご注意ください。
■　価格はメーカー希望小売価格（消費税含む）です。価格はアルピーヌ ディーラーが独自に決めておりますので、詳しくはアルピーヌ ディーラーまでお問い合わせください。価格には保険料、税金（消費税除く）、登録等に伴う諸費用、付属品価格は含まれておりません。
　　別途リサイクル料金（13,600円）が必要となります。価格および仕様は予告なく変更する場合があります。
■　製造事業者：ルノー・ジャポン株式会社

A110S 右ハンドル

ブラン  イリゼ M 8,990,000円
ブルー アルピーヌ M 8,990,000円
グリ トネール マット（注文生産）＊5 9,390,000円

型式   7BA-DFM5P
ハンドル   右
定員   2

アルピーヌ アシスタンスサービス
旅先での万一のトラブルの時、クルマだけでなくドライバーと同乗者の方もサポートするアルピーヌ アシスタンスサー
ビス。車両の応急修理はもちろん、牽引、ドライバーと同乗者の方のご移動、ご宿泊の手配など、費用を負担される

ことなく（限度額あり）、アルピーヌ独自の安心のサービスを24時間 365日受けられます。アルピーヌ アシスタンスサー
ビスは全てのアルピーヌ車（アルピーヌ ディーラーでご購入いただいた車のみ）に初年度登録日より3年間無償提供さ
せていただいております。

アルピーヌ ワランティ
新車登録日より3年間または 10万 kmの長期保証をすべてのアルピーヌ車（アルピーヌ ディーラーでご購入いただい
た車のみ）に提供させていただいております。

アルピーヌ エクステンデッドワランティ
新車購入時に標準付帯される、3年または 10万 kmのアルピーヌ ワランティ（無償）およびアルピーヌ アシスタンスサー
ビスの期間を5年に延長できるアルピーヌ エクステンデッドワランティ（有償）。一般保証満了後も、引き続きお車の
安心をバックアップします。

アルピーヌ サービスプラン
アルピーヌオーナーの皆さまに、大切なお車に安心して長く乗り続けていただくため、必要な定期点検や交換部品、交換

工賃までをパッケージしたアルピーヌ サービスプラン（有償）をご用意しています。

WEIGHT DISTRIBUTION　前後重量配分

PRICE & COLOUR　メーカー希望小売価格（税込）・ボディカラー＊4

WARRANTY & SERVICES　保証・アフターサービス

FUEL EFFICIENCY / ENVIRONMENT　燃料消費率 / 環境情報

CHASSIS　シャシー

TRANSMISSION　トランスミッション


