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ロールス・ロイス・モーター・カーズ、
フェスティバル・オブ・スピードでブラック・バッジを展示
2022 年 6 月 22 日、グッドウッド、ウエスト・サセックス
•

ロールス・ロイス・モーター・カーズ、「フェスティバル・オブ・スピード」において
極めて現代的なモデルをお披露目

「

•

ブラック・バッジのビスポーク全ラインアップを展示

•

当コレクションは同フェスティバルのランドリー・グリーンにて公開

フェスティバル・オブ・スピード』には、毎年多くのお客様、ブランドの支持者、

メディアの皆様が集まります。ロールス・ロイスの本拠地のグッドウッド・エステートから
すぐ近くの会場で行われるこのフェスティバルは、当ブランドにとって極めて重要なイベン
トです。今年は、ランドリー・グリーンにブラック・バッジの全ラインアップを展示する予
定です。わたくしは、職人、デザイナー、エンジニアたちの創造性の証である鮮やかで豪華
な色彩の、極めて特別なビスポーク・モデルを展示できることを嬉しく思います。」
ロールス・ロイス・モーター・カーズ、英国・欧州・ロシア・中央アジア地域担当ディレク
ター、ボリス・ウェレツキー

フェスティバル・オブ・スピードへご来場者される皆様は、世界で初めて公開される
ブラック・バッジの全ラインアップを目にすることができます。
フェスティバル・オブ・スピードの会場である、グッドウッド・ハウスに隣接するランド
リー・グリーンに展示されるのは、ブラック・バッジ・レイス、ブラック・バッジ・ドーン、
ブラック・バッジ・カリナン、そしてロールス・ロイスのブラック・バッジを最も純粋に表
現したブラック・バッジ・ゴーストの特別なビスポークセレクションです。どの依頼品も、
オーナーの美的感覚とロールス・ロイスの比類ないクラフツマンシップが表現されています。
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ブラック・バッジ
2016 年に発表されたブラック・バッジは、ロールス・ロイスがお客様の新たなご要望にお応
えしたモデルです。これはロールス・ロイスのビスポークにより、よりダークな美しさと強
い個性を持つ、印象的な素材で仕上げられています。ロールス・ロイスのブラック・バッジ
は、大きなトルク、扱いやすさ、より大きなパワーのある設計が特徴的で、型にはまらず自
分らしく生きる人たち、例えば、革新者、先駆者と呼ばれるようなルールにとらわれない人、
そして何よりも勇気のある人のためのクルマです。ブラック・バッジの発売以来、ラグジュ
アリーを愛する躍動的な人々が、自身のビスポークの依頼を通して、当ブランドの分身と言
える、ブラック・バッジの限界に挑まれています。
ロールス・ロイスの分身として大きな成功を収めたブラック・バッジは、現在、全世界から
の注文の 27 パーセントを占めています。このブラック・バッジを象徴するのは、無限の可能
性を示す数学記号の「レミニスケート」です。この記号は、かつてマルコム・キャンベル卿
がロールス・ ロイス・ エンジンを搭載して速度記録を樹立したモーターボート
「ブルーバード K3」に掲げられたシンボルであり、ロールス・ロイスのデザイナーたちは、
あ く な き パ ワ ー の 追求 と 無限 の 可 能 性 を 反映 さ せ る た め 、 こ の マ ー ク をブラ
ック・バッジ・モデルに採用しました。現在、この記号はブラック・バッジ・モデルのイン
テリアに使用されています。
今年のフェスティバル・オブ・スピードでロールス・ロイスは、お客様のご希望からインス
ピレーションを得た 5 つの新しい魅力的な作品を発表します。

ブラック・バッジ・ゴースト
2021 年後半に発売された「ブラック・バッジ・ゴースト」は、ロールス・ロイスにとって最
もピュアかつ技術的に進化したブラック・バッジ・モデルです。
このブラック・バッジ・ゴーストのドラマチックな印象を表現するため、ガリレオ・ブルー
とブラックのエクステリアが採用されました。印象的な赤色のブレーキ・キャリパーと
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ホイール・センターにあしらわれたガリレオ・ブルーのシングル・ピンストライプが、エク
ステリアの美しさを際立たせています。テーマ・カラーのブルーはインテリアにも反映され
ており、シートのパイピングやビスポーク・インテリア・レザーがガリレオ・ブルー仕上げ
となっています。
VIP エリアには 2 台目のブラック・バッジ・ゴーストが展示されており、鮮やかなライム・グ
リーンのコーチワークとダーク・カーボン・ファイバーのスピリット・オブ・エクスタシー
が、印象的なコントラストを生み出しています。

ブラック・バッジ・カリナン
世界最大のダイヤモンド原石から名付けられた「カリナン」は、上質な旅をどこでも
気軽に楽しめるようデザインされたスーパー・ラグジュアリーSUV です。発売以来、
「ブラック・バッジ・カリナン」は驚くべきビスポークの旅を続けており、このモデルはブ
ラック・バッジ・カリナンが体現する実用性、力強さ、気軽さというイメージを調和させる
クルマとして、このイベントのために特別に製作されました。ダーク・オリーブのエクステ
リアにマンダリンのシングル・コーチ・ラインおよびマンダリンのブレーキ・キャリパーを
備え、 ブラック・ バッジの特徴である切削加工されたカーボン・ ファイバー製
スピリット・オブ・エクスタシーや 22 インチ・ブラック・バッジ・ホイールなどのデザイン
が、エクステリアの美しさを際立たせています。

ブラック・バッジ・ドーン
「ブラック・バッジ・ドーン」は、世界で最も妥協のないオープン・トップ・ラグジュア
リーを表現しています。ジャスミンとブラックの印象的なツートン・カラーをまとったこの
モデルは、冒険と自由というイメージを体現しています。この大胆かつ力強いツートン・
カラーのデザインはステアリング・ホイールにも採用されており、このコーチワーク全体は
21 インチ・ブラック・バッジ・ホイールによって、より際立たされています。
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ブラック・バッジ・レイス
「ブラック・バッジ・レイス」は、世界で最もパワフルなロールス・ロイスの姿を魅惑的に 表
現しています。ラグジュアリー・グランドツアラーとしての運動性能とダイナミズムを併 せ
持ち、既成概念にとらわれない挑戦的な人たちのために生まれたモデルです。ブラッ
ク ・ バ ッ ジ ・ レ イ ス は 、 ト ゥ カ ナ ・ パ ー プ ル の エ ク ス テ リ ア に ブ ラ ッ ク の アッパー
・ボディをまとっています。マンダリンのコーチラインは、ロールス・ロイスの表 面仕上げに
おける高い技術を示しています。インテリアはマンダリンとブラックを基調とし、ドラマチッ
クでパワフルな美しさを演出しています。
展示されている 4 台のモデルに加え、専用のショーケースである「ファースト・グランス」
で 1 日に最大 4 回、ロールス・ロイスのブラック・バッジ・ゴーストがヒルクライムに
登場する予定です。 さらに、 ロールス・ ロイス・ ブラック・ バッジ・ レイスも
「ミシュラン・スーパーカー・ラン」に参加し、ブラック・バッジの俊敏性をお披露目しま
す。これら 2 つのモデルは、ハイ・スピード･ランの合間にパドックで見学することができま
す。

「 フ ェ ス テ ィ バ ル ・ オ ブ ・ ス ピ ー ド 」 で ロ ー ル ス ・ ロ イ ス は 、 その 他 にも
ブラック・バッジ・ドーンを送迎車として、またブラック・バッジ・カリナンをフェスティ
バル・コースのセーフティ・カーとして参加しています。
- 以上-

詳細情報
ロールス・ロイスのウェブサイト「PressClub」では、プレス・リリースやプレス・キットの
ほか、ダウンロード可能な高解像度の写真やビデオ映像も多数ご用意しております。以下の
リンク先で、低解像度や高解像度の画像および動画をご覧ください：https://bit.ly/3N0fDCU
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必要に応じて、ソーシャル・メディア（LinkedIn、YouTube、Twitter、Instagram、Facebook）
でロールス・ロイス・ブランドをフォローしてください。

編集者の皆様へ
ロールス・ロイス・モーター・カーズは BMW グループの完全子会社であり、航空機用エン
ジンや推進システムを製造する Rolls-Royce plc（ロールス・ロイス・ピーエルシー）とは完全
に別会社です。英国ウエスト・サセックス州グッドウッドにあるロールス・ロイス・モー
ター・カーズの本社および製造工場では 2,000 名以上の熟練した男女が働いており、世界で
唯一、当社の極めて上質な自動車を手作業で製造しています。
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CONTACTS | regional
Nurul Azimah（ヌルル・
アジマ）
Kristen Lim（クリステ
ン・リム）
Vera Chen（ヴェラ・
チェン）
Lim Shen Yee（リム・
シェン・イー）
Yvonne Brigitte（イ
ヴォンヌ・ブリジッ
ト）
Chloe Bui（クロエ・ブ
イ）
Chutinun Guna-Tilaka
（チュティヌン・グ
ナ・ティラカ）
Hal Serudin（ハル・セ
ルディン）
ヘルプデスク

+65 8606 1052
+65 8189 9892

nurul.azimah@rrmcapac.com
kristen.lim@rrmcapac.com

+65 9816 2480

vera.chen@rrmcapac.com

+60 12 218 9015

shen.yee@rrmcapac.com

+62 819 0635 2975

yvonne.b@rrmcapac.com

+84 38 7717442 ^

chloe@rrmcapac.com

+66 61 956 2939

chutinun@imageimpact.co.th

+65 6838 9675

hal.serudin@rolls-roycemotorcars.com

+65 9017 6272 *
+66 83 076 6196

info@rrmcapac.com

*WhatsApp / ^Zalo
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