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2020 年 8 月 5 日 09:00 CET (中央ヨーロッパ時間) まで公開禁止厳守 

新型 BATTISTA プロトタイプのテクノロジ

ーを「コンクール バーチャル」で初公開 

 

 
 

(2020 年 8 月 5 日、トリノ発) 史上最もパワフルなイタリアン スポーツカーの中枢を担うテ

クノロジーが、2020 年 8 月 7 日、Automobili Pininfarina チーフ プロダクト & エンジニア

リング オフィサー、Paolo Dellacha によって世界に向けて披露されます。Automobili 

Pininfarina が新型ピュアエレクトリック ハイパーカー Battista を発表するこの特別な日の

 Automobili Pininfarina は、Battista プロトタイプのテクノロジーを初開催
の「コンクール バーチャル」で初公開します 

 限定生産の新型 Battista Anniversario のワールド プレミアが、チーフ デザ

イン オフィサーの Luca Borgogno によってオンラインで行われます 

 Automobili Pininfarina の CEO、Per Svantesson が、栄光の歴史にインス
パイアされたピュアエレクトリックカーの未来に向けたビジョンをご紹介しま

す 

 ダウンロード可能な Battista プロトタイプの新しい画像 

https://concoursvirtual.com/conceptcars/pininfarina-battista-anniversario/
https://mb.cision.com/Public/19629/3164025/98c90e6986518b4e.zip
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ために、一連のフィルムが公開されます。その一部として、 Battista のプレビューと過酷な

テスト プログラムの様子を 8 月 7 日 14 時 CET が初開催の「コンクール バーチャル」のウェ

ブサイトでオンライン配信されます。 

Automobili Pininfarina の CEO、Per Svantesson は次のように述べています。「コンク

ール バーチャルでは Automobili Pininfarina の仕事を紹介しますが、これは、イタリア、

カンビアーノにある当社ハイパーカー開発拠点と Pininfarina SpA において、Battista の初

期プロトタイプ テスト車両が完成に近づいた時期に重なります。 

「試練の期間の間ずっと、当社のエンジニアと各分野のエキスパートは、今年中に Battista 

を世に送り出すために、開発に邁進してきました。そしてこの機会を通じて、私たちは当社

製品に関心をお持ちのお客様とコンクール バーチャルをオンラインで訪れる皆様に、これま

でに私たちが達成した素晴らしい成果を披露したいと思います。」 

「コンクールバーチャル」の共同委員長、Geoff Love は次のように述べています。「私たち

は、Automobili Pininfarina がプロトタイプのテクノロジーを披露する場として、このコン

クール バーチャルが選ばれたことを嬉しく思っています。今年は人々が集まるイベントの開

催が困難な状況にあり、自動車メーカー各社は将来へのプランを提示する革新的な手段を探

してきました。  

コンクール バーチャルは、世界中のコレクターやエンスージアストが観客としてオンライン

で集う素晴らしい環境です。私たちは、Automobili Pininfarina が 8 月 7 日に公開する展示

を心から楽しみにしています。」 

 

「コンクール バーチャル」では次の 3 つのプログラムが配信されます。 

時刻：14:00 CET (中央ヨーロッパ時間) 

タイトル：Past, Present and Future: Shaping Automobili Pininfarina 

ホスト：Paolo Pininfarina – Pininfarina SpA 会長、Per Svantesson – Automobili 

Pininfarina CEO  

詳細：Pininfarina SpA は 90 年にわたって革新的デザインを生み出し、発展してきたデザイ

ン ハウスです。Automobili Pininfarina は世界で最も賞賛されるラグジュアリー カーメーカ

ーになることを目指しています。Pininfarina SpA の会長である Paolo Pininfarina は、祖父

の Battista 'Pinin' Farina が設立したこのデザイン ハウスの名高い「革新の伝統」が、現代

https://concoursvirtual.com/conceptcars/pininfarina-battista-anniversario/
https://concoursvirtual.com/conceptcars/pininfarina-battista-anniversario/
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においても高く評価されている理由について持論を展開します。Per Svantesson は、ピュア

エレクトリック ハイパーカー Battista の発売を皮切りに、サステナビリティを基本理念とす

るラグジュアリーを推進していくプランについて説明します。 

時刻：14:20 CET (中央ヨーロッパ時間)  

タイトル：Battista Anniversario - Concours Virtual World Premiere   

ホスト：Luca Borgogno – Automobili Pininfarina チーフ デザイン オフィサー 

詳細：Battista Anniversario は生産台数わずか 5 台の限定モデルです。このピュアエレクト

リック ラグジュアリー スーパーカーは、伝説的デザイナー、Battista ‘Pinin’ Farina の偉業

に敬意を表して世に送り出されます。この特別なプレゼンテーションでは、Luca Borgogno 

が彼の個人的な観点から、Battista Anniversario を特徴づけているビスポークによるエクス

テリアとインテリアのデザインについて説明します。 

 

時刻：14:40 CET (中央ヨーロッパ時間) 

タイトル：Battista Coming to Life: The Prototype Story 

ホスト：Paolo Dellacha - Automobili Pininfarina チーフ プロダクト & エンジニアリング 

オフィサー 

詳細：このフィルムで、Paolo はこの出力 1,900 馬力のピュアエレクトリックカー、Battista 

の技術開発を加速させている彼のエンジニアリング チームの目標とプロセスについて説明し

ます。カメラがこのイタリアン デザインの傑作の内部に潜入し、そのチューニング、テスト、

製造などに関わる秘密を探ります。 

終わり 

プレス連絡先 

 

Dan Connell 

 

 

 Christian Scheckenbach 
チーフ コミュニケーション オフィサー  広報およびパートナーシップ コミュニケーシ

ョン担当部長 (M) +49 (0) 160 553 0318  (M) +49 (0) 171 265 4094 
d.connell@automobili-
pininfarina.com 

 c.scheckenbach@automobili-
pininfarina.com 

詳細およびメディア キットについては、以下にアクセスしてください。 

www.automobili-pininfarina.com/media-zone 

mailto:d.connell@automobili-pininfarina.com
mailto:d.connell@automobili-pininfarina.com
mailto:c.scheckenbach@automobili-pininfarina.com
mailto:c.scheckenbach@automobili-pininfarina.com
http://www.automobili-pininfarina.com/media-zone
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AUTOMOBILI PININFARINA BATTISTA 

Battista は、イタリアで設計・製造された史上最強の車になるでしょう。今日の内燃機関を搭載した公道仕様のスポ

ーツ カーでは、実現不可能なレベルのパフォーマンスを提供します。1,900 馬力と 2,300 Nm のトルクにより、0-
100 km/h 加速 2 秒以内と現行の F 1 レースカーを凌駕する速さで走る Battista は、最先端のエンジニアリングと技

術をゼロ エミッションで融合させます。Battista の 120 kWh バッテリーは、4 つの電気モーター (各ホイールに対

し 1 つずつ) に電力を供給し、1 回の充電で 500 km (310 マイル) 以上の WLTP 航続距離のシミュレーションを行っ

ています。 

AUTOMOBILI PININFARINA について 

Automobili Pininfarina は、ドイツのミュンヘンに本社を置き、高級車やプレミアムカーブランドの経験豊富な幹

部チームを擁しています。イタリアで設計、エンジニアリング、生産される Battista ハイパーカーと将来のすべての

モデルは、Pininfarina のブランド名のもと、世界の主要な市場で販売、サービスを受けることになります。新会社

は、世界で最も持続可能な高級車ブランドを目指しています。 

同社は 100％ Mahindra & Mahindra Ltd の出資によるもので、Pininfarina S.p.A. と Mahindra & Mahindra Ltd. 
の間で商標ライセンス契約が締結され、Automobili Pininfarina と命名されました。 Pininfarina S.p.A. は、世界の

名車の多くを生産してきた 90 年に及ぶ独自の経験に基づいて、デザインと生産能力をサポートするために活躍する

ことになります。 

代表取締役会長である Anand Mahindra 氏、Pininfarina S.p.A. の代表取締役会長である Mahindra & Mahindra、
Paolo Pininfarina、および代表取締役会長である Dr Pawan Goenka、Mahindra Racing は、2018 年 4 月 13 日に

開催されたローマのフォーミュラ E レースで新車ブランドを発表しました。Mahindra は、2013 年に世界で最も革

新的なモーター レース シリーズが始まって以来、すべてのフォーミュラ E レースに参戦し、最先端の「レース ツー 
ロード」の持続可能な高性能技術革新の経験を急速に積み上げてきました。 

「コンクール バーチャル」について 

Hagerty 社がスポンサーを務める「コンクール バーチャル」は、世界中から 200 台を超える素晴らしい車が参加す

る世界一流のコンクール デレガンスです。6 月 30 日から 8 月 9 日まで開催され、ユニセフのために £75,000 の募

金を集めることを目標としています。このイベントの魅力は出品される車両の素晴らしさだけではありません。ディ

スカバリー チャンネルの「クラシック カー コレクション」に出演している TV スター、Wayne Carini 、クラシック 
カー コレクターとしても有名なピンク フロイドのドラマー、Nick Mason、「Goodwood Festival of Speed and 
Revival」の創設者として知られる Richmond 公爵など、錚々たる顔ぶれが審査に当たることも特筆すべきことです。 

コンクールは、アール デコ時代の車から 1970 年代のコンセプト カーまで、そしてフォーミュラ 1 の 70 年という 計 
18 部門に分かれています。これらの部門ではクラシック カーとスーパー カーに造詣が深い 40 名以上の審査員によ

って審査が行われており、最後に最優秀賞が選ばれます。このイベントでは、コンクールにエントリーする車両以外

に、いくつかの世界屈指の革新的自動車メーカーがコンセプト カーを披露し、また高品質ブランドの市販車も多数出

品されます。「バーチャル コンクール」は、クラシックカーの専門誌「Magneto」と「Concours Yearbook」(年
鑑) の発行元、Hothouse Media が主催しています。 


