
NEW RANGE ROVER VELAR



ランドローバーは、常に可能性に挑戦している。 
その情熱が、新たな土地への冒険心や、 
むき出しの大自然を乗り越える勇気を生み出しているのだ。

ランドローバーのデザイナーやエンジニアが大切にしているのは、 
好奇心をかき立てる独創的な車をつくり続けること。 
一切の慣習にとらわれず、走りの新境地を開き、 
ドライバーと一緒に前進したいと思う。 
ランドローバーは、さまざまな体験によって人生を豊かにし、 
これからも限界を超えていく。

ABOVE & BEYOND - さらなる高みへの挑戦







NEW RANGE ROVER VELAR
レンジローバー ヴェラールは、SUVのすべてを一新する新しいモデルです。そのデザインは、近未来を想像させる
美しい仕上がり。車内に足を踏み入れると、洗練されたインテリアと好奇心をかき立てる様々な装備が皆さまを 
お迎えするでしょう。本カタログでは、新しいアヴァンギャルドなレンジローバーのすべてをご紹介します。

レンジローバー ヴェラールの最新情報は、ランドローバー公式ウェブサイトでご確認ください。 

写真はR-Dynamic HSE（シリコンシルバー）。オプションのパノラミックルーフ、コントラストルーフ（ブラック）、プライバシーガラス、  
22インチ9スプリットスポークスタイル9007ホイール（ダイヤモンドターンドフィニッシュ）を装備。 
このカタログに掲載された写真のモデルは、欧州仕様車です。仕様、オプション、お取り扱いの有無は国によって異なります。 
詳しくは、お近くのランドローバー正規ディーラーにお問い合わせください。

CONTENTS

レンジローバーのニューモデルのご案内 6

DESIGN
エクステリアデザイン 8
インテリアデザイン 11

PERFORMANCE AND CAPABILITY
エンジンとトランスミッション 12
パフォーマンス 14
最先端の機能 17

TECHNOLOGY
インフォテインメント 21
オーディオ 22
コネクティビティ 24
ドライバーアシスト 28
高効率テクノロジー 33

SAFETY
安全性とセキュリティ 34

VERSATILITY
快適性と実用性 38

SPECIFY YOUR RANGE ROVER VELAR
First Edition（期間限定の特別グレード） 42
エンジン 46
グレード 48
エクステリア 50
インテリア 60
オプションとアクセサリー 70

寸法/性能 78

THE WORLD OF LAND ROVER
ランドローバーの世界 80
安心してご乗車いただくために 82



INTRODUCING A NEW  
TYPE OF RANGE ROVER
「卓越したデザイン、エンジニアリング、テクノロジーを絶えず追求し、グラマラス、 
モダン、エレガンスが融合した新型レンジローバー ヴェラールは、エモーショナルな 
DNAを継承し、由緒正しいレンジローバーの血統と性能を受け継ぐ1台です。 
このアヴァンギャルドなレンジローバーが、SUVのすべてを変えるでしょう」

ランドローバーチーフデザインオフィサー 
ジェリー・マクガバン

グレードや国によって、仕様・装備内容が異なる場合があります。ご利用いただける機能やオプションの詳細は、  
お近くのランドローバー正規ディーラーにお問い合わせください。 
写真は、R-Dynamic HSE（シリコンシルバー）。オプションのパノラミックルーフ、コントラストルーフ（ブラック）、 
プライバシーガラス、22インチ9スプリットスポークスタイル9007ホイール（ダイヤモンドターンドフィニッシュ）を装備。

インテリジェントな機能の数々
970mmのヘッドルームと945mmの膝元スペースを確保し、673リッター*の大容量 
ラゲッジスペースも備えています。また、エアサスペンション**が車高を自動で調整し、
乗り降りを優雅に演出。荷物の積み下ろしを容易にする、自動開閉のハンズフリー 
パワーテールゲートも装備しました。 
詳しくは、38ページをご覧ください。

レンジローバーならではの室内環境
キャビンに足を踏み入れると、いかに室内が快適であるかを実感していただけるで 
しょう。空力を考慮したアンダートレイや優れた音響をもたらす積層フロントガラスに
よって、風切音やロードノイズを極限まで抑制。 後部座席の装備としては、リクライ 
ニングリアシートや4ゾーンフルオートエアコンディショナー、2台の8インチリアシート 
エンターテインメントスクリーンを設置（すべてオプション装備）。心地よい空間を 
ご提供します。 
詳しくは、11ページをご覧ください。

シームレスに統合されたテクノロジー
標準で搭載されるTouch Pro Duoインフォテインメントシステムは、優れたコネク 
ティビティとエンターテインメント機能をご提供。2台の10.2インチ高解像度タッチ 
スクリーンをシームレスに統合し、一方でナビゲーションを表示しながらもう一方で 
電話をかけることができます。Touch Pro Duoと合わせてオプションでの搭載となる 
フルカラーヘッドアップディスプレイは、鮮明なグラフィックを表示する先進の 
システムです。同じくオプションでお選びいただけるTFTバーチャルコックピットは、 
タッチ式のステアリングコントロールをお好みの設定にカスタマイズできます。 
詳しくは、21ページをご覧ください。

*タイヤリペアシステム搭載時。  **P380エンジン搭載車に標準装備。P300エンジン搭載車ではオプション装備。

革新的かつ機能的なデザイン
時代を先駆けるレンジローバー ヴェラールのデザインは、ただ美しいだけでは 
ありません。エレガントなボディサイドには、展開式のフラッシュドアハンドルを標準装備。 
一体式のリアスポイラーによって空力性能が増し、箔押しのフロントグリルは 存在感を高 
めています。また、流れるようなデザインが特徴的なLEDヘッドライトとリアライト（標準装
備）や、マトリックスLED / マトリックスレーザーLEDヘッド ライト（オプション装備）も革新 
的かつ機能的なデザインのひとつと言えるでしょう。詳しくは、8ページと36ページをご覧く 
ださい。
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卓越したクラフトマンシップと素材 
あらゆる部分が専門の熟練工によって細部まで作り込まれ、洗練された質感を生み出して 
います。シート、ステアリングホイール、キャビン内の各所には、ソフトレザーまたはプレミアム  
テキスタイル/スエードクロスをご指定いただけます。 
詳しくは、11ページをご覧ください。

洗練された効率性
3.0リッター380PSスーパーチャージドガソリンエンジンは、450N・mのトルクを 
生み出す究極の高性能エンジンです。2.0リッター180PSターボチャージド 
ディーゼルエンジンは、CO2排出量をわずか142g/kmに抑えています。 
詳しくは、12〜13ページをご覧ください。

スポーツコマンドドライビングポジション
高い着座位置で車との一体感を生む、 
スポーツコマンドドライビングポジション。 
運転席からの視界が広がるため、安心かつ安全な 
ドライブを実感していただけます。 
詳しくは、11ページと34ページをご覧ください。

走りの質を高める革新的なテクノロジー 
ランドローバーの優れた機能を網羅する、レンジローバー ヴェラール。例えば、インテリジェント 
ドライブラインダイナミクス（IDD）搭載のAWDシステム、アダプティブダイナミクス、トルクベクタリング 
バイブレーキは、ドライビングの一体感を高めます。また、オプション装備としてエアサスペンション**、 
オールテレインプログレスコントロール（ATPC）、テレインレスポンス2オート、アクティブリアロッキング 
ディファレンシャルもご用意。最大渡河水深はトップクラスの650mmを誇るため、オフロードでも安定した 
走りを可能にします。 
詳しくは、14〜19ページをご覧ください。
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洗練、知的、先進。力強さと気高さを精巧な仕上げによって組み合わせることで、卓越した  
現代のブリティッシュデザインが完成。美しさを求めたレンジローバー ヴェラールは、最適な 
プロポーションを実現しました。由緒正しいレンジローバーの血統を感じていただけるでしょう。 
フォーマルでパワフルなフロントエンドのボリュームから、流れるように滑らかなウエストを経て、
リアに向かって頂点に達し、エレガントに絞り込まれたライン。下半身の美しいボリュームと 
完璧に一体化したデプロイアブルドアハンドルが、細部へのこだわりを主張しています。オプ 
ションの22インチホイールが魅力的なプロポーションをいっそう際立たせ、レンジローバー 
ヴェラールの存在感をさらに高めています。

リアに目を向けると、4連テールライトシグネチャーエレメントが個性を演出しています。 
リアの幅いっぱいに施されているのは、象徴的なRANGE ROVERスクリプト。ボディ 
ラインと魅力的な仕上げが、シームレスに調和しています。

DESIGN

CELEBRATION OF EXTERIOR DESIGN

上の写真は、R-Dynamic HSE（シリコンシルバー）。オプションのパノラミックルーフ、コントラストルーフ（ブラック）、プライバシーガラス、22インチ9スプリットスポークスタイル9007ホイール（ダイヤモンドターンドフィニッシュ）を装備。8
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CELEBRATION OF 
INTERIOR DESIGN
レンジローバー ヴェラールの車内には、エレガントでシンプルな美しさが 
息づいています。慣れ親しんだレンジローバーのインテリアデザインアーキ 
テクチャと力強くエレガントな水平ラインが、革新的な機能とシームレスに 
融合。落ち着いた雰囲気をもたらすとともに、ドライビングの期待を高めます。 
シームレスに統合した2つの10.2インチタッチスクリーンとミニマルなスイッチ 
で、最新のテクノロジーを自由にコントロールできます。新時代のTouch Pro 
Duoによって、車全体に広がるラグジュアリーとイノベーションの感覚を感じ 
とっていただけるのではないでしょうか。 
ドライバーと乗員が目的地までリラックスして快適なドライブを楽しんでいた 
だけるように、すべてを設計。乗員それぞれが独立して使えるツインスライ 
ディングアームレストが、一人ひとりの快適性をさらに高めます。 
オプションのウィンザーレザーを含む美しい素材、そして特徴的なダイヤ 
モンドカットパターンで車内を包み込むことで、空間をコンテンポラリーに 
アレンジ。レザーだけでなく、モダンでプレミアムなテキスタイルもお選び 
いただけます。高品質でデザイン性に優れたヨーロッパ屈指のテキスタイル 
メーカーKvadrat（クヴァドラ）社とのコラボレーションが、インテリアの完成度を
高めました。また、定評あるスポーツコマンドドライビングポジションの高い着座位
置によって、前方と周囲を確実に見渡すことができ、道路や交通の状況にかかわら
ず、常に視界を良好に保つことができるでしょう。 
10色からお好みの雰囲気をお選びいただけるインテリアムードライトや、車内に 
自然光を取り込むスライディングパノラミックルーフなど、オプション装備が 
充実していることもレンジローバー ヴェラールの魅力のひとつです。 

詳しくは、ランドローバーウェブサイトをご覧ください。

DESIGN

写真のインテリアは、R-Dynamic HSE（ウィンザーレザー、ライトオイスター/エボニー）。 
スライディングパノラミックルーフを搭載。

スライディングパノラミックルーフ

パノラミックルーフウィンザーレザー（ダイヤモンドカットパターン）
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PERFORMANCE AND CAPABILITY

ENGINES AND TRANSMISSION
秘めたパワーと好奇心をかき立てる走り、優れた燃費と洗練された高性能。 
レンジローバー ヴェラールに搭載したエンジンは、あらゆるニーズにお応えする最適な特性を備えています。 
すべてのエンジンにインテリジェントストップ/スタートとスマートリジェネレーティブチャージングシステムを 
装備。減速時の運動エネルギーをバッテリーに充電して効率よく活かすことで、特に街中での燃費を向上させて 
います。レンジローバー ヴェラールの4気筒エンジンモデルすべてに、インジニウムテクノロジーを採用。オール 
アルミニウム製のエンジンで内部摩擦を低減し、強固なシリンダーブロックやツインバランサーシャフトにより 
低振動を実現。快適で洗練されたドライビングをお楽しみいただけます。

詳しくは、ランドローバーウェブサイトをご覧ください。

DIESEL ENGINES

D180
インジニウムテクノロジーを採用した2.0リッター4気筒180PSターボチャージドディーゼル 
エンジンの最大トルクは、430N・m。ラインアップの中でも最高の燃費性能を誇ります。
 – 高圧コモンレール式のディーゼル直噴、エキゾーストの可変カムタイミング、高効率な水冷インター 
クーラーのコンビネーションによって、クリーンで効率的な燃焼を実現します。
 – インテリジェントな電子制御アダプティブエンジンクーリングが、燃費とCO2排出量を低減します。
 – 可変容量のターボチャージャーが、変化する排気ガスのフローに応じてすべての回転域で高トルクを発生。 
均一で緩やかな応答性がラグを低減します。

*18インチホイール装備車の最高速度は、220km/hです。
EUのテスト数値。比較参考値としてご理解ください。実際の数値は異なる場合があります。燃料残量低下の警告は、残量約9Lで表示されます。

PS N・m CC

最高出力 （PS） 最大トルク （N・m） 加速性能 0-100 KM/H （秒） 最高速度 （KM/H） 排気量 （CC）

D180 180 430 8.9 201 1,999

12



PETROL ENGINES

P250
インジニウム2.0リッター4気筒250PSターボチャージド 
ガソリンエンジンは、最大トルク365N・mで、傑出したドライバ 
ビリティと経済的な燃費を両立しています。 
 –  インテリジェントな連続可変バルブリフト（CVVL）システムがイン 
レットバルブの開く範囲を調整し、エンジンのポンピングロスを低減
します。エンジンの吸排気の効率を最大限に高めることで、パワーと
トルクも最大限に発揮できます。（P300共通）
 –  CVVLがデュアル独立可変カムシャフトタイミングと連動して動作 
の柔軟性を高め、いかなる回転域でも優れたパワーと燃費を実現し
ます。（P300共通）
 – 一体型エキゾーストマニホールドを備えたツインスクロールターボ 
チャージャーによりタービンへのエネルギー伝達が増加するため、 
ターボラグが大幅に低減され、レスポンスが向上します。 
（P300共通）

P300
高性能を誇るインジニウム2.0リッター4気筒300PSターボ 
チャージドガソリンエンジンでは、最大トルク400N・mのアップ
グレードしたブーストシステムを搭載しています。 
 – 改良されたターボチャージャーではハイフローコンプレッサー 
ホイールが給気量を26%増やし、最高出力300PSを実現します。
 – ツインスクロールターボチャージャーにはセラミックボールベアリン
グを採用し、摩擦の低減と過渡応答の改善を実現しています。

P380
3.0リッターV6 380PSスーパーチャージドガソリンエンジンの 
最大トルクは、450N・m。ラインアップの中でも極立つ高性能 
エンジンです。  
 – ルーツタイプのツインボルテックススーパーチャージャーは、一定 
したトルクと最高の応答性を備えています。
 – スプレーガイド式の直噴システムが、燃焼室の混合気を緻密にコント
ロールして燃焼効率を高め、さらなるパワーを喚起。優れた出力で 
燃費も向上させ、排出ガスを低減しています。
 – インレットとエキゾーストのバルブ動作を変化させるデュアル独立可
変カムタイミングも採用。超低摩擦ピストンリングを備えた軽量ピス
トンと連動することで、パフォーマンスと効率性を向上させてい 
ます。
 – 洗練性を極めた2連カウンターローティングバランサーシャフト 
システムが、驚くほどスムーズなパワーを生み出します。

PERFORMANCE AND CAPABILITY

8-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION
レンジローバー ヴェラールでは、全モデルに8速オートマチックトランスミッションを搭載。クロスレシオの8速ギアが 
常に最適なギアを選択し、優れた燃費効率と加速性能を発揮します。ギアチェンジは、ほとんど感じ取れないほどにスムーズ。 
ドライビングスタイルに合わせて、フレキシブルにシフトします。

PS N・m CC

最高出力 （PS） 最大トルク （N・m） 加速性能 0-100 KM/H （秒） 最高速度 （KM/H） 排気量 （CC）

P250 250 365 6.7 217 1,998

P300* 300 400 6.0 234 1,998

P380* 380 450 5.7 250 2,995
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インテリジェントドライブラインダイナミクス搭載AWD
レンジローバー ヴェラールの全輪駆動（AWD）システムには、インテリ 
ジェントドライブラインダイナミクス（IDD）を標準装備しています。オン 
ロードパフォーマンスだけでなく、レンジローバーならではの優れたオフ 
ロード性能もサポート。AWDとIDDの組み合わせにより、前輪と後輪のト
ルク配分を常に最適化し、あらゆる路面と天候状況で最大限のトラクショ
ンと燃費性能を実現します。レンジローバー ヴェラールのために開発され
た耐久性に優れたトランスファーボックスは、電子機械式のマルチプレート
湿式クラッチにより前輪と後輪にスムーズかつ正確にトルクを配分。ドライ
バーが感じ取れないほどなめらかに、効率よくトラクションを伝達します。 
IDDは常に車両と路面への反応をモニターして、必要なトルク配分を決定 
します。通常は、発進時から最大の安定性が得られるように前後50:50で 
配分。パフォーマンスをフルに発揮するリア100%の配分から、路面状況に 
応じてフロント100%の配分までコントロールします。予測型のリアクティブ
なシステムによってトラクションを失わず、仮に失った場合もトラクション
回復を目指す設計です。

REFINED PERFORMANCE
レンジローバー ヴェラールに搭載した高度なテクノロジーが、ドライバーの好奇心をかき立て、  
車と一体感のある走りをご提供します。

写真はR-Dynamic HSE（シリコンシルバー）。オプションのパノラミックルーフ、 
コントラストルーフ（ブラック）、プライバシーガラス、22インチ9スプリット 
スポークスタイル9007ホイール（ダイヤモンドターンドフィニッシュ）を装備。

ロートラクション条件
濡れた草地や雪道などの滑りやすい路面では、前後 
のトルク配分を調整してトラクションを最大化。フロ 
ントだけにトラクションがかかる極端な状況では、 
100%のエンジントルクを前輪に配分して 
最大のグリップを確保します。 

高トラクション条件
スムーズで乾いた路面では、最適なトルク配分を 
後輪に伝えるため、最も効率よく、俊敏で正確な 
ハンドリングをお楽しみいただけます。

トルクベクタリングバイブレーキ
内側の車輪にかかるブレーキを適切にコントロール 
することで、限界域でのアンダーステアを低減。 
安定性と応答性の高いコーナリングを可能にします。 
A アンダーステアを検出

B 内輪への制動力

C 外輪へのトルクを維持

D 補正ライン

14



PERFORMANCE AND CAPABILITY

アダプティブダイナミクス
走行中にホイールポジションやボディの動きを絶えずモニターし、 
最適なダンパー調整を行うアダプティブダイナミクスを装備。 
加速、ステアリング、スロットル、ブレーキペダルの動きをシステムが 
常に分析しています。電子制御式のダンパーでサスペンション設定を最適
に維持。快適性と俊敏性のバランスを保ちます。

コンフィギュラブルダイナミクス
パフォーマンスの洗練性や快適性をさらに高める、コンフィギュラブル 
ダイナミクスをご用意しています（First Editionに標準装備、その他の 
グレードではオプション装備）。ドライビングスタイルに合わせてスロット
ルマッピング、ギアボックスのシフトポイント、ステアリング設定、サスペン 
ションをお好みの設定にカスタマイズすることが可能です。

15



16



PERFORMANCE AND CAPABILITY

*P380エンジン搭載車に標準装備。P300エンジン搭載車ではオプション装備。  
**First Editionに標準装備。その他のグレードではオプション装備。
写真は、R-Dynamic HSE（シリコンシルバー）。オプションのパノラミックルーフ、コントラストルーフ（ブラック）、プライバシーガラス、  
22インチ9スプリットスポークスタイル9007ホイール（ダイヤモンドターンドフィニッシュ）を装備。

CAPABILITY IN ALL CONDITIONS
ラグジュアリーかつエレガントでありながら、世界に名だたる走破性能も兼ね備えたレンジローバーは、常に  
走りの新境地を開く先進的な存在です。レンジローバー ヴェラールは、革新的なテクノロジーと最適化された 
車両設計によって、新しいスタイルを確立するプレミアムSUVになるでしょう。 
ランドローバーが特許を持つヒルディセントコントロール（HDC）を装備し、走行困難な下り坂でも確実に 
車をコントロール。一定の速度を維持しながら、各ホイールに個別にブレーキをかけて制御します。また、急勾配の 
下り坂での後退を防ぎ坂道発進をサポートするヒルローンチアシストや、急勾配での急発進を防止するグラディエント 
リリースコントロールも標準装備となります。

エアサスペンション
卓越したホイールアーティキュレーションと安定性をもたらす、最新のエアサスペンション*。優れた制御能力を発揮 
します。車高を敏速に調整して対角位置にあるホイールをリンク。過酷な悪路でもすべての車輪で確実に路面をとら 
えます。さらに、車高を+/-50mm調整できるため、重い荷物の積み降ろしも容易になるでしょう。これらの機能は、 
10.2インチタッチスクリーンで操作できます。また、スピードロワーリングシステムによって、走行中の車高を電子 
制御サスペンションで調整。車速が105km/hを超えると車高を標準から10mm下げて、クルージング時の空力抵抗と
燃費の向上に寄与します。

オールテレインプログレスコントロール
最新テクノロジーのオールテレインプログレスコントロール（ATPC）**は、ぬかるみ、湿った草地、凍結路や雪道、 
未舗装路などの滑りやすい状況において、あらかじめ設定した一定速度で走行します。クルーズコントロール 
システムと同様に、1.8km/h～30km/hの範囲で速度設定が可能。ドライバーは、障害物の回避などのステア 
リング操作に集中できます。
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 *First Editionに標準装備。その他のグレードではオプション装備。　**エアサスペンション搭載時。　†エアサスペンション搭載時。P380エンジン搭載車はオプション装備。

テレインレスポンス 
走行状況に合わせてエンジン、ギアボックス、ディファレンシャル、シャシーシステムを最適に設定する 
テレインレスポンス。「オンロード」、「草地/砂利道/雪道」、「泥地/轍」、「砂地」、「ECO」､ 「ダイナ
ミックモード」の6つの設定があります。 

テレインレスポンス2オート
テレインレスポンスをさらに発展させた機能が、テレインレスポンス2オート*です。 走行状況を 
モニターし、最適な車両設定を自動的に選択。Touch Pro Duoのコントロールパネル（下側タッチスク
リーン）から簡単に操作できます。

ウェイドセンシング
First Edition以外のグレードにおいてオプションで搭載されるランドローバー独自のシ
ステム。ドアミラーの超音波センサーによって、車両の最大渡河水深の650mm**を超え
た際に警告します。また、走行中の車体に対する水の高さと最大渡河水深をリアルタイム
でタッチスクリーンに表示。ご利用には、サラウンドカメラシステムが必要です。

18



PERFORMANCE AND CAPABILITY
写真はR-Dynamic HSE（シリコンシルバー）。オプションのパノラミックルーフ、コントラストルーフ（ブラック）、 
プライバシーガラス、22インチ9スプリットスポークスタイル9007ホイール（ダイヤモンドターンドフィニッシュ）を装備。

アクティブリアロッキングディファレンシャル
アクティブリアロッキングディファレンシャル†は、オンロード、オフロード問わず、あらゆる
天候で最大のトラクションを維持します。一般的なオープンディファレンシャルは左右の 
駆動輪に等しくトルクを伝え、一方が滑り出すともう一方のトルクも制限されるためトラク 
ションが低下します。レンジローバー ヴェラールのインテリジェントドライブラインダイナ
ミクス（IDD）搭載AWDと電子制御トラクションコントロール（ETC）は、フロントとリアの
ホイールにトルクを配分するとともに、各ホイールのブレーキをコントロールすることでト
ラクションを向上させる先進の技術。これに加えて、アクティブリアロッキングディファ 
レンシャルが、後輪の滑りを抑えてトラクションを最大に引き出します。 

左右のリアホイールの間に置かれたもう1つのマルチプレート湿式クラッチがほぼ 
瞬時にロックして、エンジンのパワーを余すことなく両輪に伝えます。特に、凍結路や 
濡れた草地などの滑りやすい路面やオフロード走行で効果を発揮。コーナーの出口で 
内輪の負荷が抜けるときも、外側の車輪に伝わるトルクを増すことで最大のトラク 
ションが得られます。

安全性 ドライビングフィール走破性
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TECHNOLOGY

INFOTAINMENT
InControlインフォテインメントシステム「Touch Pro Duo」は、ランドローバー独自の最新システムです。 
直感的に操れる先進テクノロジーによって、豊富な情報とエンターテインメントをご提供いたします。

TOUCH PRO DUO
新しく標準装備される10.2インチ高解像度 
デュアルタッチスクリーンは、必要な情報を表
示しながら、その他の機能も同時に効率よく
操作できます。例えば、上部の画面でナビゲー
ションを表示しながら、下部でメディアを再生
するといった使い方が可能。キャビンとシート
の温度調整も、新しいマルチファンクションダ
イナミックダイヤルでコントロールできます。エ
レガントな形状のステアリングにも、照明とと
もに現れるタッチスイッチを標準で搭載。プロ
グラム式のスイッチも含まれているため、お好
みの機能を対応させることが可能です。

TFTバーチャルコックピット
レンジローバーヴェラールは、エンターテイン 
メント、各種情報、接続機能をいつでも利用 
可能。オプションの12.3インチ高解像度TFT 
バーチャルコックピット*は、さまざまな 
ドライブ情報、ナビゲーション、電話、メディア 
などのエンターテインメント機能や、アクティ
ブセーフティに関するデータを受信して表示で
きます。高解像度の鮮明な画質、洗練された
処理能力を備えており、スムーズな動作 
とシャープな表示を実現。TFTバーチャルコッ
クピットまたは Touch Pro Duoのタッチスク
リーンから、各機能にアクセスできます。

ヘッドアップディスプレイ**
速度、ギアポジション、ナビゲーションの指示 
など、主要データをフロントガラス上に表示す
るヘッドアップディスプレイ。フルカラーの高解
像度グラフィックによって、あらゆる情報を簡
単に読み取れます。電話や再生中の曲名など
タッチスクリーンの情報も表示可能。 
ドライバーご自身のお好みで、オン/オフを切り
替えていただけます。

リアシートエンターテインメント 
システム 
オプション†のリアシートエンターテインメン 
トを選択すると、フロントシートのヘッドレスト
背面に8インチスクリーンが2枚装備されます。
このエンターテインメントシステムには、 
「ジャーニーステータス」機能も搭載。 
これは後席の乗員に、目的地までの時間と 
距離の詳細情報をポップアップで表示する 
ナビゲーションサマリースクリーンです。 
その他、WhiteFire®デジタルワイヤレスヘッ
ドフォンやHDMI、モバイル高解像度リンク
（MHL）、USBの接続ポートも装備。前席で
は10.2インチタッチスクリーン、後席では 
オプションのリアシートエンターテインメント 
システムで、デジタルテレビチャンネルをご覧 
いただくこともできます。

TECHNOLOGY

*RANGE ROVER VELAR、RANGE ROVER VELAR S以外ではオプション装備。  **First Editionに標準装備。その他のグレードではオプション装備。  †First Editionには装着不可。
WhiteFire®は、Unwired Technology LLCが所有する登録商標であり、ランドローバーは、このマークをライセンス契約に基づいて使用しています。
写真のインテリアは、R-Dynamic HSE（ウィンザーレザー、ライトオイスター/エボニー）。各種オプションを装備しています。
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LAND ROVERサウンドシステム（標準装備）
8個のスピーカーを備えた卓越した音響システムです。

MERIDIANサウンドシステム（オプション装備）
緻密な計算によりドア各部に設置した11個のスピーカーとデュアルチャンネルサブ 
ウーファーが、澄み切った高音から深みのある低音まで、豊かなサウンドをご提供します。 

MERIDIANサラウンドサウンドシステム（オプション装備）
合計17個のフロント/サイド/リアスピーカーとデュアルチャンネルサブウーファーが生み出す臨場 
感あふれるライブパフォーマンスを、Trifield™テクノロジーの一体感のあるサウンドでお楽しみ 
ください。MERIDIAN独自のTrifieldテクノロジーは、左右のセンターチャンネルとサラウンド 
チャンネルを完璧に融合し、すべての乗員に素晴らしいサウンド体験をもたらします。

MERIDIANシグネチャーサウンドシステム（オプション装備）
臨場感あふれるサウンド再生で、車内のどの座席でも極上の体験を堪能できます。世界初の 
Trifield 3Dテクノロジーによる新次元のサラウンドサウンドを、デュアルチャンネルサブ 
ウーファーを含む23個のスピーカーを搭載したシグネチャーサウンドシステムで実現。 
お気に入りの音楽の楽器や歌声がありのままに再現され、ドライブ中の車内が感動的な 
3D体験の場になります。

AUDIO
車のキャビンは、お好みの音楽が楽しめる理想的な場所。レンジローバー ヴェラールには、豊かな音楽再生のために、  
4種類のオーディオシステムをご用意しています。

22スピーカー

サブウーファー

22



TECHNOLOGY

MERIDIAN
1977年に英国ケンブリッジシャーに設立されたMERIDIAN社は、ランドローバーの音響機器 
パートナーとして、アクティブスピーカーや世界初のデジタルサラウンドサウンドプロセッサなど、
多くの先進機能を開発してきました。MERIDIANのキャビン補正テクノロジーが、車内の形状、 
音響特性を解析し、不要なサウンドを排除します。高度なアルゴリズムによって、あらゆる楽曲の
リズムやビート、タイミングを正確に再現。レンジローバー ヴェラールの車内は、最高のオーディ
オスペースでもあります。

MERIDIANは、Meridian Audio Ltd.の登録商標です。 
Trifieldおよび「3フィールド」機器はTrifield Productions Ltd.の商標です。 
グレードや国によって、仕様・装備内容が異なる場合があります。

 独自のMERIDIANテクノロジー スピーカー W

LAND ROVERサウンド 
(RANGE ROVER VELARに標準装備) 8 250

MERIDIANサウンド 
(S以外のグレードはオプション装備) 11 380

MERIDIANサラウンドサウンド 
(SE、HSE以外のグレードは 
オプション装備)

17 825

MERIDIANシグネチャーサウンド 
(First Edition以外のグレードは 
オプション装備)

23 1600

 
詳しくは、ランドローバーウェブサイトをご覧ください。

デジタル信号処理 

オーディオシステムのあらゆる要素を統合し、大型のスピーカーと同等の高音
質を実現します。

MERIDIANキャビン補正

MERIDIANのキャビン補正テクノロジーの高度なアルゴリズムにより、車内に 
正確な音場を再現します。

MERIDIANデジタルシェーピング

録音された音楽は、音質を維持するために一般的なデジタルフォーマットに 
変換されます。MERIDIANのデジタルシェーピングは、デジタル信号の変換を 
スムーズに途切れることなく行い、最高の音質を維持。そのため、音質を 
損なうことなく、オリジナルの感動をお伝えすることができるのです。

TRIFIELD

MERIDIAN独自のTrifieldテクノロジーは、左右のセンターチャンネルとサラ 
ウンドチャンネルを完璧に融合。車内のどこにいても、コンサートホールにいる
かのように音楽をお楽しみいただけます。

TRIFIELD 3D

MERIDIANの実績あるTrifieldサラウンドサウンドテクノロジーをベースに 
開発された、世界初の車載Trifield 3Dが迫力ある音楽をお届けします。専用の 
ハイトチャンネルが車内に3Dサウンドを展開し、高精細で豊かな音響体験を 
もたらします。
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CONNECTIVITY
InControlは標準またはオプションで搭載され、車内から外部へシームレスに安全に接続できる環境を提供します。 
2タイプのパックが用意され、それぞれセキュアトラッカーおよびInControlアプリを使用して機能を拡張することが 
できます。専用のアプリを使用すると、車から離れていてもInControlの機能を使用でき、これまでにない楽しい 
使い方が可能になります。

詳しくは、ランドローバーウェブサイトをご覧ください。

 *音声認識システムは、すべての言語内アクセントおよびすべての操作コマンドに対応しているわけではありません。   **リモートには、ランドローバー正規ディーラーによる保証期間の終了後も延長可能な契約サービスが含まれています。 
上の写真は、R-Dynamic HSE（シリコンシルバー）。オプションのパノラミックルーフ、コントラストルーフ（ブラック）、プライバシーガラス、22インチ9スプリットスポークスタイル9007ホイール（ダイヤモンドターンドフィニッシュ）を装備。24



TECHNOLOGY

標準装備

音声認識システム*
音声による指示で操作できるため、ドライバーはステアリングから手を放す必要がなく、 
運転に集中できます。 

オプション装備

リモート**
InControlリモートスマートフォンアプリで車の最新情報を確認し、離れたところから操作が可能。 
ほとんどのスマートフォン、Android™ Wear、Apple Watch®に対応し、以下のサービスをご利用いた
だけます。

– リモートロック/アンロック – 離れたところからボタン操作でドアのロックと解除ができます。 
InControlリモートスマートフォンアプリの車両セキュリティ画面で「ロック」ボタンを 
押すだけで、ドアをロックしてアラームが起動。ドアミラーが格納され、ウィンドウが閉まります。 

– リモートエアコン – 乗車前に車内のエアコンを遠隔操作できるため、常に快適なキャビンに 
乗り込むことができます。

– ビープ音/フラッシュ – ハザードランプ、ロービームのヘッドライト、ビープ音によって、例えば 
混み合った駐車場などで自分の車を簡単に見つけることができます。 

– 走行履歴 – 設定を有効にすると、経路や移動距離などの履歴が自動で記録されます。この情報 
をメールで送信して経費を精算したり、表計算シートに読み込むことが可能です。

– 車両ステータス – 現在の燃料残量、走行可能距離、ドアと窓の開閉状況やロック状態を確認 
可能。また、車両を最後に駐車した位置を表示して、車両までの徒歩ルートを確認できます。

ランドローバースマートロードサイドアシスタンス–万が一、車が故障したときは、オーバーヘッドコン 
ソールのボタンを押すか、InControlリモートスマートフォンアプリを使用してランドローバー 
アシスタンスチームに直接依頼できます。

SOS緊急コール – 重大な事故が発生した場合、緊急対応チームを自動で呼び出し、近くの緊急  
サービスに派遣を依頼します。

InControlの機能、オプションおよび利用の可能性は、国やパワートレインによって異なります。日本でご利用いた
だけるかどうか、およびご利用規約については、お近くのランドローバー正規ディーラーにお問い合わせください。
画面や操作手順など、InControlに関連して記載される情報や画像は、選択したオプションに応じて、ソフトウェア
アップデート、バージョンおよびその他システム/外観の更新に伴い変更される場合があります。一部機能のご利用
には、マイクロSIMカードのご契約が必要となります。このため、ランドローバー正規ディーラーが当初ご提示した
以上の費用がかかる場合があります。モバイルネットワークの接続は、すべての場所で保証されるものではありま
せん。InControlアプリは、App Store もしくはGoogle Playでダウンロードする必要があります。 
Android™ は、Google Inc.の商標です。Apple Watch®は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標
です。

25



オプション装備

ナビゲーションプロ
S、SE、HSEに標準で搭載されるナビゲーションプロは、お気に入りの場所の保存や、 
ピンチ/ズーム操作でマップ探索を行うことができ、鮮明な2D/3Dマップを表示可能。

コネクトプロパック
コネクトプロパックは、4G Wi-Fiホットスポットをご提供。ドライバーと乗員がドライブを 
楽しみながら、優れた接続機能をご利用いただけます。

– Wi-Fi ホットスポット – SIMカードを装着し、車載アンテナを活用したパワフルな4G 
スポットを作ることができます。同時に8台までのデバイスが接続でき、メールや 
インターネット、コンテンツのダウンロードが可能です。

 InControlの機能、オプションおよび利用の可能性は、国やパワートレインによって異なります。日本でご利用いた 
だけるかどうか、およびご利用規約については、お近くのランドローバー正規ディーラーにお問い合わせください。 
画面や操作手順など、InControlに関連して記載される情報や画像は、選択したオプションに応じて、ソフトウェア 
アップデート、バージョンおよびその他システム/外観の更新に伴い変更される場合があります。一部機能のご利 
用には、マイクロSIMカードのご契約が必要となります。このため、ランドローバー正規ディーラーが当初ご提示 
した以上の費用がかかる場合があります。モバイルネットワークの接続は、すべての場所で保証されるものでは 
ありません。InControlアプリは、App StoreもしくはGoogle Playでダウンロードする必要があります。26



TECHNOLOGY

ランドローバーInControlアプリ
InControlアプリ Android/Appleスマートフォンの車両用アプリを車のタッチスクリーンからコント 
ロールして、連絡先、予定表、USBケーブル/ソケットに接続した音楽プレイヤーなどをご利用いただけ
ます。また、さまざまなサービスを提供しているサードパーティー製アプリもダウンロード可能。以下
は、ご利用いただけるアプリケーションの例です。 

– Spotify* – 初めて自動車に搭載された音楽サービスのSpotify統合アプリで、3,000万曲以上の 
音楽ライブラリにアクセス。Spotifyスマートフォンアプリとして直感的に操作できる機能を備え、
曲、放送局、お勧めを検索し、プレイリストを作成して、オフラインモードで音楽を お楽しみいた
だけます。

セキュアトラッカー** 
万が一、車両が盗難にあった場合、トラッキングテクノロジーが車両位置を捜査機関に通知。 
発見を早めます。

*Apple製スマートフォンのみ対応。Androidスマートフォンではご利用になれません。 
**セキュアトラッカーには、ランドローバー正規ディーラーによる保証期間の終了後も延長可能な契約サービスが含まれています。 27



DRIVER ASSISTANCE

MAKING DRIVING EASIER
ドライバーと乗員のさらなる安全のために、標準装備、オプションまたはオプションパックの一部として、 
さまざまな革新的機能を搭載。そのすべてが、ドライブの楽しみをさらに広げるために設計されています。

自動緊急ブレーキ：車や歩行者との衝突を回避するシステム。走行中に衝突の危険を察知すると、ビジュア
ルとブザーでドライバーに警告します。5～80km/hの速度で正面からの衝突、5～60km/hで 
歩行者との衝突の危険をフロントカメラで監視。衝突が避けられないと判断した場合は、自動的に 
ブレーキをかけて衝突時の衝撃を軽減します。 
スピードリミッター付クルーズコントロール：アクセルペダルから足を離しても車速を維持し、ドライブの 
疲れを軽減する機能です。設定した最高速度を超えないように車速を制限するスピードリミッターを採用。 
必要に応じて簡単にオン/オフ切り換えが可能です。 
レーンデパーチャーワーニング：長距離ドライブの安全性を高める機能。方向指示器を出さずに車線から 
逸脱しそうになると、警告表示とステアリングの振動でドライバーに注意を促します。

アダプティブクルーズコントロール（キューアシスト、エマージェンシーブレーキアシスト付）： 高速道路の走
行時や渋滞などの低速走行シーンで、先行車の減速を検知して一定の車間距離を維持。先行車が完全に停
止すると、キューアシスト機能によりスムーズに停止します。先行車が動き出した際にアクセルを踏めば、  
システムが再稼働。16km/hの低速から高速走行まで対応します。また、走行中に衝突が避けられない状況
が発生した場合は、エマージェンシーブレーキアシストが作動。自動的にブレーキをかけて、衝突時の衝撃
を軽減します。

グレードや国によって、仕様・装備内容が異なる場合があります。 詳しくは、お近くのランドローバー正規ディーラーにお問い合わせください。

標準装備 オプション装備

自動緊急ブレーキ アダプティブクルーズコントロール(ACC）
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DRIVE PACKS

オプションのドライブパックは、安全なドライブと最新情報入手のためのさまざまな機能を 
ご提供します。
ブラインドスポットモニター：ドライバーが目視できない車や急速に接近してくる車を検知するシステム。 
検知した側のドアミラーに小さな警告ライトが点灯します。また、危険が迫る側に方向指示器を出すと、 
警告ライトが点滅して注意を促します。
ドライバーコンディションモニター：ステアリングの操作状況からドライバーの眠気や疲れの兆候を 
検知し、休憩を促します。 

ドライブプロパックには、左記のドライブパックに以下の機能が加わります。
レーンキープアシスト：車両が意図せず車線から逸脱しそうになると、自動的にステアリング操作を 
サポートして車両をレーン内に戻します。 
ブラインドスポットアシスト：衝突回避を目的とする機能。車線変更時にドライバーが目視できない 
車を検知すると、ステアリングの動きを制御して、接近してくる車との接触を防ぎます。

ドライブパック（オプション装備） ドライブプロパック（オプション装備）

TECHNOLOGY

ブラインドスポットモニター レーンキープアシスト
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サラウンドカメラシステム：車体に装備した4台のデジタルカメラによって、車の周囲360°の映像をタッチ 
スクリーンに表示。同時にいくつかのビューを表示できるため、狭い場所や縁石沿いの駐車、交差点などで 
安全な取り回しをサポートします。 
リアパーキングエイド：狭い場所でのバック操作を支援します。ギアをリバースに入れると、リアバンパーに 
搭載したセンサーが自動的に作動。駐車の操作中は、タッチスクリーンの映像と音で、障害物との距離を 
示します。

 フロント/リアパーキングエイド：スムーズで安全な駐車を支援する機能。ギアをリバースに入れるか手動で 
システムをオンにすると、フロント/リアパンバーに設置したセンサーが作動。駐車の操作中は、タッチ 
スクリーンの映像と音で、障害物との距離を示します。

ENJOY STRESS-FREE PARKING
レンジローバー ヴェラールには、車を簡単に操作するための先進技術を搭載しています。 
車庫入れや縦列駐車、狭い場所の出入りも容易に。標準、オプションまたはオプションパックの一部でご提供します。

詳しくは、ランドローバーウェブサイトをご覧ください。

グレードや国によって、仕様・装備内容が異なる場合があります。 詳しくは、お近くのランドローバー正規ディーラーにお問い合わせください。

標準装備 オプション装備 

サラウンドカメラシステム フロント/ リアパーキングエイド 
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PARK PACKS

オプションのパーキングパックは、狭い場所や街中での運転を支援する装備です。
リバーストラフィックディテクション：バックで出庫するときに便利な機能です。左右両側から接近してくる 
車や歩行者を検知すると、ドライバーに警告。ビジュアルと警告音の両方でドライバーに注意を促すため、 
視界が遮られている場合でも車の背後に何があるか把握することができます。 
360°パーキングエイド：車体各部に設置したセンサーが、バックギア選択時に自動的に作動し、車両の 
オーバーヘッドビューをタッチスクリーンに表示。手動でも作動が可能で、駐車の操作中はタッチスク 
リーン上の映像と音で、障害物との距離を知らせます。

 パーキングプロパックを装備すると、狭い場所での駐車、建物や他の車で周囲が見え  
づらい状況などで、安全かつ確実に操作することができます。左記のパーキングパックに 
以下の機能が加わります。
パークアシスト（360°パーキングエイドを含む）：縦列駐車や車庫入れをアシストするシステム。ドライバーは 
ギアを選択し、アクセルとブレーキを操作するだけで駐車できます。画面表示と通知で 操作をガイド。 
さらに、駐車位置から発進する際にも安全な操作をサポートし、駐車のストレスを軽減します。

パーキングパック（オプション装備） パーキングプロパック（オプション装備）

TECHNOLOGY

リバーストラフィックディテクション パークアシスト（360°パーキングエイドを含む）
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TECHNOLOGY

EFFICIENT TECHNOLOGIES

サステナブルのフィロソフィー
ランドローバーは、より環境に優しい素材を採用した車づくりを目指し、サステナビリティの実現に 
向けて廃棄物の削減、天然資源の節約に努めています。レンジローバー ヴェラールの開発プロセス 
では、ライフサイクル全体を通じた評価を行い、85％にリサイクル/再生可能素材を使用。廃車時には 
材料の95％を再生できる設計になっています。

高度に軽量化したレンジローバー ヴェラールのボディ構造は、82％がアルミニウム素材。その 
革新的設計により、ボディパネルの製造プロセスから最大50％に独自のクローズドループ方式による 
リサイクル素材を取り入れて、性能を大幅に向上させるとともに、ライフサイクルを通じたCO2排出量 
を削減しています。この循環型の供給システムでは、解体プロセスで廃棄アルミニウムを回収、分類し
て融解し、同等品質のパネルを生産。アルミニウム一次原料の利用を減らしながら、最高水準の品質
を維持しています。 

先進のエアロダイナミクス
流れるような最新の車両デザインは、レンジローバー史上最高の空力性能を持つレンジローバー 
ヴェラールを生み出しました。2つのスロットが入ったリアスポイラーは、テールゲー ト上のエアフロー
を整えてリアガラス上の空気の乱れを最小限に抑え、CdA0.32の空気抵抗低減に貢献。空力を考慮し
て設計したホイールも、空気抵抗を5％カットしています。

 エンジンマニュファクチャリングセンター
ジャガー・ランドローバーのエンジンを開発するエンジンマニュファクチャリングセンターは、最高水
準の環境性能（BREEAM Excellent）を達成し、英国で最大規模のソーラーパネルを屋上に設置。  
22,600枚ものパネルを配置し、最大6.2MW（1,600戸分）の発電能力を持つこのシステムは、 
工場の電力の30％以上を発電し、CO2排出量を年間2,400トン以上も削減しています。

詳しくは、ランドローバーウェブサイトをご覧ください。

写真は、R-Dynamic HSE（シリコンシルバー）。オプションのパノラミックルーフ、コントラストルーフ（ブラック）、プライバシー 
ガラス、22インチ9スプリットスポークスタイル9007ホイール（ダイヤモンドターンドフィニッシュ）を装備。
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 写真は、R-Dynamic HSE（シリコンシルバー）。オプションのパノラミックルーフ、コントラストルーフ（ブラック）、プライバシーガラス、22インチ9スプリットスポークスタイル9007ホイール（ダイヤモンドターンドフィニッシュ）を装備。

SAFETY

SAFE AND SECURE
最適な安全性に基づいて設計されたレンジローバー ヴェラールには、ドライバーと乗員を 
守るだけでなく、事故を未然に防ぐ充実した装備が搭載されています。

着座位置の高いスポーツコマンドドライビングポジションは、あらゆる条件で優れた視界を 
確保。路面を広く見わたせ、歩行者や他のドライバーからの視認性も優れ、高い安全性と確実
なドライビングをご提供します。

定評あるAWD機能とインテリジェントドライブラインダイナミクス（IDD）を標準で搭載し、 
あらゆる天候と路面状況で着実なドライブを可能にします。

さらに安全性を向上させる最新のテクノロジーを標準装備

ダイナミックスタビリティコントロール（DSC）：車両のダイナミクスを監視し、安定性を最大限
に高める機能。エンジントルクを低減して適切なホイールにブレーキをかけ、アンダーステアと 
オーバーステアを抑えて正しい走行進路を維持します。

アンチロックブレーキシステム（ABS）：ブレーキング時に路面のトラクションを最大に保ち 
ながらロックを回避することで、車両の旋回能力を維持。制動距離を最短に縮めます。

エレクロトニックブレーキディストリビューション（EBD）：各車軸へのブレーキ力を自動で 
調整し、制動距離を最短にしながら安定性と操作性を維持します。

エレクトロニックトラクションコントロール（ETC）：ホイールスピンを抑え、最適なトラク 
ションと安定性を確保する、4輪エレクトロニックトラクションコントロール（ETC）。空転してい
るホイールへのトルクを抑えるとともに、必要に応じてブレーキを作動させます。
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SAFETY

コーナリングブレーキコントロール（CBC）：コーナーでのブレーキングでグリップが限界に 
近づくと、各ホイールのブレーキを自動で調整する機能。車輪のロックアップや滑りを抑える 
ことができます。

 ロールスタビリティコントロール（RSC）：ダイナミックスタビリティコントロールに組み 
込まれた転倒防止機能。車の挙動とコーナーでの遠心力をモニターし、横転の危険性を 
検知すると、フロント外側のホイールにブレーキをかけて転倒を防止します。 

エマージェンシーブレーキアシスト：急ブレーキの踏み込みが不充分な場合、その状況を認識し 
て制動力を最大化。ABSポンプでブレーキ圧を高め、緊急時にすばやく停止できるようにアシス
トします。 

急ブレーキ時の衝突のリスクを低減するため、エマージェンシーストップシグナル（ESS）システ
ムがハザードランプを自動的に点灯させます。

安全性をさらに高めるために、リアシートの左右にはチャイルドシート用シートベルトのISOFIX  
アンカーポイントをご用意。運転席、助手席、サイドカーテン、胸部などの6つのエアバッグによる 
包括的な安全システムを装備して、乗員を保護します。

詳しくは、ランドローバーウェブサイトをご覧ください。

ISOFIXポイント

エアバッグ

アルミニウムセーフティセル
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LEDロービーム145m

*フロントフォグライトは、R-Dynamicに標準装備。プレミアムエクステリア/プレミアムエクステリアブラックパックに含まれます。   **シグネチャーライト付マトリックス/マトリックスレーザーLEDヘッドライトのみ。

夜のドライブの安全性を高める光
レンジローバー ヴェラールは、あらゆる状況に対応するLEDエクステリアライトを 
搭載しています。耐用年数が長いLEDライトは、ほぼ交換の必要がありません。また、 
消費電力が 少ないことから燃費向上につながります。昼間の自然光に近いライトで、夜間 
運転の疲労感を低減。また、リアフォグライト*を点灯させると車両の視認性が高まります。

さらに、個性的なエクステリアを演出するオプションのシグネチャーライトとアニメーション 
方向指示器により、歩行者や他のドライバーが車の動きを確認しやすくなりました。同じく 
オプションのスタティックコーナリングライト**は、40km/h以下の速度の時に、方向指示器が 
示す旋回方向の路面を照らします。

夜間や視界の悪い状況でも、オプションのオートハイビームアシスト（AHBA）は前方のライ 
トを検知して、対向車へのライトを自動でロービームに切り替えます。

 オプションのマトリックスLEDヘッドライトは、インテリジェントハイビームアシスト（IHBA）と 
アダプティブフロントライト（AFL）を装備しています。メインビームを微細なストライプに分割 
するIHBAは、対向車の周囲だけをハイビームで照らし、AFLは、市街地、郊外、高速道路、悪天候 
などさまざまな条件に合わせてライトビームを最適に調整。これらのシステムにより、あらゆる条
件で優れた視認性が得られます。

標準LEDライトの5倍の輝度を持つレーザーハイビームテクノロジーは、究極のヘッドライトオプ
ションです。照明がない道路を80km/h以上で走行する際に作動して、500m以上のクリアな視 
界を確保します。

詳しくは、ランドローバーウェブサイトをご覧ください。
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LEDハイビーム330m マトリックスレーザーLED 550m

SAFETY4 標準   – 設定なし

LEDヘッドライト
 シグネチャーライト付 

プレミアム 
LEDヘッドライト

 シグネチャーライト付 
マトリックス 

LEDヘッドライト

 シグネチャーライト付 
マトリックスレーザー 

LEDヘッドライト

ヘッドライトパワーウォッシュ – 4 4 4

LEDヘッドライト 4 4 4 4

アニメーション方向指示器 – 4 4 4

オートハイビームアシスト（AHBA） – 4 – –

インテリジェントハイビームアシスト（IHBA） – – 4 4

アダプティブフロントライト（AFL） – – 4 4

スタティックコーナリングライト – – 4 4

レーザーハイビーム – – – 4
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*P380エンジン搭載車に標準装備。P300エンジン搭載車ではオプション装備。   **8ウェイマニュアルシートに、アームレストは装着できません。 
†タイヤリペアシステム搭載時。
写真は、R-Dynamic HSE（シリコンシルバー）。オプションのパノラミックルーフ、コントラストルーフ（ブラック）、プライバシーガラス、22インチ9スプリットスポークスタイル9007ホイール（ダイヤモンドターンドフィニッシュ）を装備。

VERSATILITY

TRULY FLEXIBLE
抜群の快適性と充実の収納スペースを備えたレンジローバー ヴェラール。

エアサスペンション*に付属する自動車高調整機能により、車の乗り降りが非常に楽になりま
した。目的地に到着し、エンジンを切るかシートベルトを外した瞬間、車高はまず10mm
低くなります。ドアを開くと、フルアクセスハイトの40mmまで車高が下がるため、通常よりも
はるかにゆったりとエレガントに乗り降りできるでしょう。その後、車が走り出せば、車高は
自動的に通常位置まで戻ります。

970mmの余裕のヘッドルームと945mmの後席膝元スペースで、ゆとりのリラックス空間を
創造。オプションの電動リクライニング機能も備わり、2列目シートがいっそう過ごしやすく
なっています。

そして、オプションの4ゾーンフルオートエアコンディショナーは、温度や風の向き、強さを調整
して、すべての乗員の快適性を高めました。

40:20:40分割可倒式の2列目シートは、スキーなどを収納できるパススルー機能とアームレスト**
を備えています。また、シート全体を折りたためば、荷室容量が最大に。オプションのリアシート 
リモートリリースレバーを装備すれば、簡単にすべてのシートを折りたたむことができます。

最大で673リッター†のラゲッジスペースを備えたレンジローバー ヴェラール。長期のドライブ
旅行でも、荷物をたっぷりと積むことができます。

エアサスペンションで車高を50mm低く
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VERSATILITY

ランドローバーアクセサリーのサイクルキャリアなどをご使用になれば、車両の用途がますます 
広がるでしょう。どのアイテムも利便性と多用途性を高めるため、ライフスタイルに合った使い方が 
可能です。

詳しくは、ランドローバーウェブサイトをご覧ください。

5シート
673リッター

4シート
1,202リッター

3シート
1,385リッター

2シート
1,731リッター
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1 2
42-45 46-47

あなたにふさわしい1台を作り上げるための多彩な選択肢を 
ご紹介します。エンジンとグレード、エクステリアとインテリアのカラー、 
ホイール、インテリアトリムフィニッシャーなど、自分らしいスタイルを 
お選びください。landrover.co.jpのオンラインコンフィギュレーターで 
実際の仕上がりをご確認いただけます。

 多彩なオプションで 
レンジローバー ヴェラールを 
カスタマイズしてください。

STEP 1  
MODELS
デビューから1年間のスペシャルモデル 
First Edition（42ページ）をはじめ、 
レンジローバー ヴェラールの 
各モデルを比較しながら 
ご検討いただけます（44ページ）。

STEP 2  
ENGINES
ディーゼルエンジンまたはガソリンエンジンを 
比較していただけます。
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3 4 5 6
48-49 50-59 60-69 70-77

78-79

TECHNICAL DETAILS
寸法、性能、仕様に関するテクニカルデータをご確認いただけます。

STEP 3  
SPECIFICATION PACKS
各グレードの装備を 
比較していただけます。

STEP 4  
EXTERIOR
ルーフスタイル、ボディカラー、エクステリア 
デザインパック、ホイールの各種エクステリア 
の仕様をお好みに合わせてお選びいただ  
けます。

STEP 5  
INTERIOR
 シートスタイルに加えて、お好みの 
インテリアカラーとフィニッシャーを 
お選びください。

STEP 6  
OPTIONS AND  
LAND ROVER GEAR
ファクトリーオプションでお好みのスタイルに  
仕上げることが可能。各種ディーラー 
オプションもお選びいただけます。
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1 MODELS

SELECT FIRST EDITION

First Editionには、レンジローバー ヴェラールのデザインストーリーが凝縮しています。 
デビューから1年間のみ販売されるグレードで、多彩な特別装備と仕様を網羅。 
英国ウォリックシャーのSVO工場で精巧なサテンフィニッシュを施したフラックスシル 
バーをはじめ、コリスグレー、シリコンシルバーなど3色のボディカラーをご用意しました。

詳しくは、ランドローバーウェブサイトをご覧ください。

上の写真のエクステリアカラーには、すべてインダスシルバーのリアトウアイカバーサラウンドが含まれます。レンジローバー ヴェラール独自の装備は、個別に装着することも次のモデルイヤーの装備と組み合わせることも可能です。
写真は、First Edition。スライディングパノラミックルーフ、コントラストルーフ（ブラック）、プライバシーガラス、22インチ9スプリットスポークスタイル9007ホイール（ダイヤモンドターンドフィニッシュ）を装備。

フラックスシルバー（サテンフィニッシュ） コリスグレー シリコンシルバー

 22インチ9スプリットスポーク 
スタイル9007ホイール 

（ダイヤモンドターンドフィニッシュ）

First Editionに標準装備

 21インチ5スプリットスポーク 
スタイル5047ホイール 

（ダイヤモンドターンドフィニッシュ）

オプション装備

 20インチ10スポーク 
スタイル1032ホイール  

（ダイヤモンドターンドフィニッシュ） 

オプション装備
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landrover.co.jpで、オンラインコンフィギュレーターをご活用いただけます。

First Editionには、R-Dynamic HSEの 
すべての装備（49ページ）に加え、以下の 
装備が含まれます。

パフォーマンス
3.0リッター380PSスーパーチャージドガソリンエンジンを 
搭載。パワートレインの詳細は12-13ページをご覧ください。

標準装備

 – オールテレインプログレスコントロール（ATPC）
 – テレインレスポンス2オート
 – コンフィギュラブルダイナミクス
 – アクティブリアロッキングディファレンシャル
 – ウェイドセンシング

エクステリア
 個性的なフラックスシルバーのほか、コリスグレーと 
シリコンシルバーのオプション色から選択可能。 
22インチ9スプリットスポークスタイル9007ホイール 
（ダイヤモンドターンドフィニッシュ）の他、  
20インチ10スポークスタイル1032ホイール（ダイヤ 
モンドターンドフィニッシュ）、21インチ5スプリット 
スポークスタイル5047ホイール（ダイヤモンドターンド 
フィニッシュ）をご用意しています。

標準装備

 – BピラーのFirst Editionバッジ 
 – ブラックコントラストルーフ 
 – スライディングパノラミックルーフ 
 – シグネチャーライト付マトリックスレーザー  
LEDヘッドライト 

 – プライバシーガラス

インテリア
標準装備

 – 20ウェイライトオイスター/エボニーパーフォレイテッド 
ウィンザーレザーフロントシート（ヒーター&クーラー、 
メモリー&マッサージ付）、リアリクライニングシート 
（ヒーター付） 

 – カッパーステッチ入りカーボンファイバートリムフィニッ 
シャー（First Editionスクリプト付）

 – スエードクロスヘッドライニング
 – イルミネーテッドトレッドプレート 
 – プレミアムフロアマット 
 – カスタマイズ可能なインテリアムードライト 
 – ヒーテッドステアリング 
 – ヒーテッドフロントスクリーン 
 – ヘッドアップディスプレイ 
 – MERIDIANシグネチャーサウンドシステム 
（23スピーカー） 

 – 電源ソケットパック2：4 x USB、3 x 12V 
 – インストルメントパネルクロームフィニッシュ 
 – スペースセーバースペアアロイホイール 
 – インテリアラグジュアリーパックプラス 
 – アクティビティキー

STEP 1
MODELS

エンジン、カラー、ホイールをお決めになられたら、70～77ページでオプションと 
アクセサリーをお選びください。

MERIDIANは、Meridian Audio Ltd.の登録商標です。 43



RANGE ROVER VELAR / RANGE ROVER VELAR R-DYNAMIC 
RANGE ROVER VELARとRANGE ROVER VELAR R-Dynamicを比較するために、共通の装備のほか、 
RANGE ROVER VELAR R-Dynamicに搭載されている装備をご紹介します。

レンジローバー ヴェラールは、美しいプロポーションとひと目で分かるレンジローバーデザインが融合。注目を集める1台となるでしょう。

共通装備

トランスミッション & 
ダイナミクス機能
 – シングルスピードトランスファーボックス
 – 電子パーキングブレーキ（EPB）
 – 8速オートマチックトランスミッション
 – テレインレスポンス
 – アンチロックブレーキシステム（ABS）
 – アダプティブダイナミクス
 – トルクベクタリングバイブレーキ
 – ヒルディセントコントロール（HDC）
 – ヒルローンチアシスト
 – グラディエントリリースコントロール（GRC）
 – エレクトロニックトラクションコントロール（ETC）
 – ダイナミックスタビリティコントロール（DSC）
 – コーナリングブレーキコントロール（CBC）
 – 自動緊急ブレーキ
 – レーンデパーチャーワーニング
 – エレクトロニックブレーキディストリビューション（EBD）
 – ロールスタビリティコントロール（RSC）
 – 車速感応式電動パワーステアリング
 – ロートラクションローンチ
 – コイルサスペンション
 – エアサスペンション*
 – インテリジェントストップ/スタート
 – トレーラースタビリティアシスト（TSA）

エクステリア装備 &フィニッシャー
 –  レインセンサー付ワイパー 
 – スロット付テールゲートスポイラー 
 – フラッシュデプロイアブルドアハンドル 
 – 自動防眩ヒーター付電動ドアミラー（アプローチ 
ライト付）

 – ソリッドペイント 
 – アコースティックラミネート加工ウィンドスクリーン 

ヘッドライト&ライティング
 – オートヘッドライト
 – カミングホームライト
 – リアフォグライト
 – フロント/リアLEDライト

ホイール&オプション
 – 18インチ15スポークスタイル1022
 – タイヤリペアシステム
 – オールシーズンタイヤ

インテリア装備
 – サンバイザー（イルミネーテッドバニティミラー付）
 – プッシュボタンスタート 
 – モルジヌヘッドライニング 
 – アペイントフィニッシャー 
 – レザーステアリング
 – 5インチディスプレイ（インストルメントパネル）
 – パドルシフト
 – ラゲッジスペースメタルスカッフプレート 
/フロントトレッドプレート

 – オートエアコン（左右独立調整式）
 – インテリアムードライト
 – Bluetooth®接続
 – エアクオリティセンサー
 – 自動防眩ルームミラー
 – LAND ROVERサウンドシステム（8スピーカー、250W）
 – デジタルTVチューナー

シート機能
 – ラックステック&スエードクロスシート
 – 8ウェイマニュアルフロントシート
 – 2ピーススライド式フロントセンターアームレスト
 – 40:20:40分割可倒式リアシート
 – 2列目センターヘッドレスト

利便性
 – キーレスエントリー
 – リアパーキングコントロール
 – クルーズコントロール（スピードリミッター付）
 – マニュアルテールゲート
 – トノカバー
 – 電源ソケットパック1：2 x USB、3 x 12V
 – ロック付グローブボックス
 – パワーウィンドウ（ワンタッチ開閉/挟み込み防止機能付）
 – サラウンドカメラシステム

安全性
 – 盗難防止アラーム&エンジンイモビライザー
 – アドバンストエマージェンシーブレーキアシスト 
 – 325mmフロントブレーキ 
 – 350mmフロントブレーキ** 
 – ブレーキパッドウェアインジケーター 
 – エアバッグ×6
 – シートベルトリマインダー 
 – ISOFIXチャイルドシートアンカーバー（リア）
 – パワーチャイルドロック

*P380エンジン搭載車に標準装備。   **P300およびP380エンジン搭載車に標準装備。
ご利用いただける機能やオプションは、お近くのランドローバー正規ディーラーにお問い合わせください。44



RANGE ROVER VELAR RANGE ROVER VELAR R-DYNAMIC 

landrover.co.jpで、オンラインコンフィギュレーターをご活用いただけます。

STEP 1
MODELS

バーニッシュドカッパーのバンパーアクセント、 
ボンネットベント、サイドベントを採用して
個性を主張するRANGE ROVER VELAR 
R-Dynamic。 
コンテンポラリーで洗練された魅力を表現して
います。ボンネットバッジ、テールゲートスクリ
プト、グリルはシャドーアトラスフィニッシュ。
室内空間にはサテンクロームパドルシフト、 
ブライトメタルペダルを採用し、スポーティな
感覚を強調しました。

R-DYNAMIC専用装備
 – R-Dynamicトレッドプレート 
 – レザーステアリング（クロームベゼル付） 
 – 専用デザインのフロント/リアバンパー 
（一体型エキゾーストフィニッシャーを含む）** 

 – サテンクロームパドルシフト
 – シャドーアルミニウムトリムフィニッシャー 
 – ブライトメタルペダル 
 – エボニーモルジヌヘッドライニング 
 – グロスブラックミラー（ナルヴィックブラックスカルプ） 
 – フロントフォグライト
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2 ENGINES
レンジローバー ヴェラールでは、1種類のディーゼルエンジンと3種類のガソリンエンジンをご用意しました。いずれも優れた 
燃費効率と洗練された性能を誇り、スムーズでレスポンスのよい8速オートマチックトランスミッションによって 
力強いパフォーマンスを発揮します。

EUのテスト数値。 比較参考値としてご理解ください。 実際の数値は異なる場合があります。 燃料残量低下の警告は、残量約9Lで表示されます。

駆動方式・エンジン性能
ディーゼル

オートマチック

2.0リッター180PSターボチャージドディーゼルエンジン

駆動方式 AWD（全輪駆動）

最高出力kW（PS）/ rpm 180/4,000

最大トルク（N・m/ rpm） 430/1,500

総排気量（cc） 1,999

シリンダー数 4

シリンダー配置 直列

パフォーマンス

最高速度 km/h 201

加速（秒） 0-100 km/h 8.9
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landrover.co.jpで、オンラインコンフィギュレーターをご活用いただけます。

STEP 2
ENGINES

駆動方式・エンジン性能
ガソリン

オートマチック オートマチック オートマチック

P250 P300* P380*

駆動方式 AWD（全輪駆動） AWD（全輪駆動） AWD（全輪駆動）

最高出力kW（PS）/ rpm 250/5,500 300/5,500 380/6,500

最大トルク（N・m/ rpm） 365/1,200 400/1,500 450/3,500

総排気量（cc） 1,998 1,998 2,995

シリンダー数 4 4 6

シリンダー配置 直列 直列 V型

パフォーマンス

最高速度 km/h 217 234 250

加速（秒） 0-100 km/h 6.7 6.0 5.7

*18インチホイール装備車の最高速度は、220km/hです。 47



3
S SE HSE

R-DYNAMIC – S R-DYNAMIC – SE R-DYNAMIC – HSE

SPECIFICATION PACKS
理想のレンジローバー ヴェラールをお選びください。標準仕様のRANGE ROVER VELARをはじめ、 
3つのグレード（S, SE, HSE）のいずれをご選択になった場合も、追加オプション（70ページ）に 
よってさらに個性的にカスタマイズすることができます。
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landrover.co.jpで、オンラインコンフィギュレーターをご活用いただけます。

STEP 3
SPECIFICATION PACKS

*レザーステアリングは、インテリアトリムと同色です。

S SE HSE
ホイール  – 19インチ5スポークスタイル5046

R-Dynamicをご選択の場合
 – 19インチ5スポークスタイル5046（サテンダークグレー 
フィニッシュ）  

 – 20インチ7スポークスタイル7014

R-Dynamicをご選択の場合
 – 20インチ10スポークスタイル1032（サテンダークグレー 
フィニッシュ） 

 – 21インチ5スプリットスポークスタイル5047

R-Dynamicをご選択の場合
 – 21インチ10スポークスタイル1033（サテンダークグレー 
フィニッシュ）

ビジョン  – プレミアムLEDヘッドライト（シグネチャーライト、 
パワーウォッシャー付）

 – マトリックスLEDヘッドライト（シグネチャーライト、 
パワーウォッシャー付） 

 – マトリックスLEDヘッドライト（シグネチャーライト、 
パワーウォッシャー付） 

電動アシスト  – ハンズフリーパワーテールゲート  – ハンズフリーパワーテールゲート  – ハンズフリーパワーテールゲート
 – ステアリングコラム（テレスコピック&チルト電動調整付）

シート  – パーフォレイテッドグレインレザーシート
 – 10ウェイパワーシート（運転席シートメモリー、 
リアアームレスト、パワーリクライニング付）

R-Dynamicをご選択の場合
 – パーフォレイテッドグレインレザーシート（スエードクロス 
ボルスター付）

 – パーフォレイテッドグレインレザーシート
 – 10ウェイパワーシート（運転席シートメモリー、 
リアアームレスト、パワーリクライニング付）

R-Dynamicをご選択の場合 
 – パーフォレイテッドグレインレザーシート（スエードクロス 
ボルスター付）

 – パーフォレイテッドウィンザーレザーシート 
 – 20ウェイパワーシート（運転席/助手席シートメモリー& 
マッサージ、フロントシートヒーター&クーラー、 
リアアームレスト、パワーリクライニング付） 

 – レザーステアリング*、サテンクロームベゼル付エアバッグカバー 
 – サテンクロームパドルシフト 
 – ラグジュアリーパックの装備:ウィンザーレザードアトップロール 
ロワー、ウィンザーレザーミッドインストルメントパネル

インフォテインメント  – コネクトプロパック（Wi-Fiホットスポットを含む）
 – ナビゲーションプロ
 – MERIDIANサウンドシステム（11スピーカー、380W）

 – コネクトプロパック（Wi-Fiホットスポットを含む）
 – ナビゲーションプロ
 – MERIDIANサラウンドサウンドシステム（17スピーカー、825W）
 – TFTバーチャルコックピット

 – コネクトプロパック（Wi-Fiホットスポットを含む）
 – ナビゲーションプロ
 – MERIDIANサラウンドサウンドシステム（17スピーカー、825W）
 – TFTバーチャルコックピット

ドライバーアシスト  – ドライブパック: ブラインドスポットモニター、ドライバー 
コンディションモニター 

 – パーキングパック: 360°パーキングエイド、リバーストラフィック 
ディテクション

 – リアビューカメラ
 – ドライブプロパック: アダプティブクルーズコントロール（キュー 
アシスト、エマージェンシーブレーキアシスト付）、レーンキープ 
アシスト、ブラインドスポットアシスト、ドライバーコンディショ 
ンモニター 

 – パーキングプロパック: パークアシスト（360°パーキングエイド含む）、
リバーストラフィックディテクション
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4 EXTERIOR

SELECT YOUR ROOF
オプションのパノラミックルーフ / スライディングパノラミックルーフを装着すると、キャビンに自然の光をたっぷり取り入れることが 
できます。パノラミックルーフは、車内をより広く感じられ、開放感あふれるドライブを演出。また、スライディングパノラミックルーフ 
を開けると、広がる空の眺めを堪能できます。ルーフにボディ同色またはブラックコントラストをお選びになることで、エクステリアも 
さらに印象的な仕上がりになるでしょう。

 *ボディカラーが、ナルヴィックブラックもしくはサントリーニブラックの場合、ブラックコントラストルーフはお選びいただけません。コリスグレーのフロントバンパーロワー、ドアクラッディングロワー、リアバンパーロワー、ピンス
トライプフィニッシャー、トウアイカバー、インダスシルバーのリアトウアイカバーサラウンドが含まれます。  **インダスシルバーのリアトウアイカバーサラウンドが含まれます。 
写真はすべてR-Dynamic HSEです。

ブラックコントラストルーフ* 

ボディ同色ルーフ（標準装備）

ブラックコントラストパノラミックルーフ* 

ボディ同色パノラミックルーフ 

ブラックコントラストスライディングパノラミック
ルーフ*

ボディ同色スライディングパノラミックルーフ
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landrover.co.jpで、オンラインコンフィギュレーターをご活用いただけます。

SELECT YOUR PAINT COLOUR
お好みのルーフスタイルを決めたら、ボディカラーをお選びください。上質で深みのある光沢から鮮やかに輝くメタリックまで、最新の
塗料技術を取り入れた豊富なカラーをご用意しています。標準装備のソリッドカラーは深みのある均一な色合いが特徴で、オプションの
メタリックカラーはキラキラと輝き、人目を引く仕上がりとなります。さらにオプションのプレミアムメタリックカラーは、液体のような
滑らかさでエクステリアの造形を引き立て、存在感をさらに際立たせます。

STEP 4
EXTERIOR

ナルヴィックブラック*（ソリッド）

インダスシルバー（メタリック） コリスグレー** （メタリック）

フジホワイト（ソリッド）
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 *ボディカラーが、ナルヴィックブラックもしくはサントリーニブラックの場合、ブラックコントラストルーフはお選びいただけません。コリスグレーのフロントバンパーロワー、ドアクラッディングロワー、リアバンパーロワー、ピンストライプフィニッシャー、 
トウアイカバー、インダスシルバーのリアトウアイカバーサラウンドが含まれます。  **インダスシルバーのリアトウアイカバーサラウンドが含まれます。 
写真はすべてR-Dynamic HSEです。

フィレンツェレッド（メタリック） バイロンブルー（メタリック）

アルバ（プレミアムメタリック） ユーロンホワイト（メタリック）
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landrover.co.jpで、オンラインコンフィギュレーターをご活用いただけます。

STEP 4
EXTERIOR

カイコウラストーン（メタリック） カルパチアングレー（プレミアムメタリック）

サントリーニブラック*（メタリック） シリコンシルバー** （プレミアムメタリック）
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SELECT BETWEEN RANGE ROVER VELAR DESIGN PACKS
レンジローバー ヴェラールのエクステリアを引き立てる、3種類（プレミアム、ブラック、プレミアムブラック）のエクステリアパックをご用意しました。 
いずれも個性的なディテールで、洗練性を高めるデザインです。

なお、これらのパックは、R-Dynamicではお選びいただけません。R-Dynamicブラックパックのご提供となります。  
詳しくは、56〜57ページをご覧ください。

プレミアムエクステリアパックRANGE ROVER VELAR（標準装備）

ナルヴィックブラックミッド 
フィニッシャー 
アトラスロワーブレード 
ナルヴィックブラックロワー 
フィニッシャー 
フロントフォグライト

ナルヴィックブラックピンストライプ  
フィニッシャー 
ナルヴィックブラックドア 
クラッディングロワー 
ナルヴィックブラックフロント 
バンパーロワー

ナルヴィックブラックリア 
バンパーロワー 
インダスシルバートウアイカバー 
サラウンド 
コリスグレートウアイカバー

ご利用いただける機能やオプションは、お近くのランドローバー正規ディーラーにお問い合わせください。 
写真は、HSE。ご注意: 写真のホイールはオプションです。デザインパックには含まれておりません。

アトラスグリルインナーサラウンド
アトラスグリルメッシュ
サテンブラックロワーブレード
サテンブラックロワーフィニッシャー
サテンブラックフロントバンパーロワー

サテンブラックピンストライプ 
フィニッシャー 
アトラスフェンダーベント 

ダークテクノシルバートウアイカバー 
サラウンド 
アトラスRANGE ROVERスクリプト 
（ボンネット/テールゲート）
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landrover.co.jpで、オンラインコンフィギュレーターをご活用いただけます。

ブラックエクステリアパック プレミアムブラックエクステリアパック

ナルヴィックブラックロワーブレード 
ナルヴィックブラックミッド 
フィニッシャー 
ナルヴィックブラックロワー 
フィニッシャー 
フロントフォグライト

ナルヴィックブラックピンストライプ 
フィニッシャー 
ナルヴィックブラックドア 
ロワークラッディング 
ナルヴィックブラックフロント 
バンパーロワー 

ナルヴィックブラックトウアイカバー  
サラウンド 
ナルヴィックブラックトウアイカバー 
ナルヴィックブラックRANGE ROVER 
スクリプト（ボンネット/テールゲート）
ナルヴィックブラックリア 
バンパーロワー 

STEP 4
EXTERIOR

ナルヴィックブラックグリルインナー
サラウンド
ナルヴィックブラックグリルメッシュ
ナルヴィックブラックロワーブレード

グロスブラックミラーロワー 
（ナルヴィックブラックスカルプ） 
ナルヴィックブラックサイドベント/ドア 
フィニッシャーブレード 

ナルヴィックブラックトウアイカバー
サラウンド
ナルヴィックブラックトウアイカバー
ナルヴィックブラックRANGE ROVER 
スクリプト（ボンネット/テールゲート）
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landrover.co.jpで、オンラインコンフィギュレーターをご活用いただけます。

SELECT THE RANGE ROVER VELAR  
R-DYNAMIC BLACK PACK
スポーティなエクステリアをさらに魅力的に仕上げる、R-Dynamicブラックパック。グロスブラックの 
グリルメッシュ、ナルヴィックブラックのボンネットベントブレード、そしてボンネットとテールゲートに 
施したRANGE ROVERスクリプトなど、すべてがレンジローバー ヴェラールの気高さを演出しています。

写真は、R-Dynamic HSE（シリコンシルバー）。オプションのパノラミックルーフ、コントラストルーフ（ブラック）、プライバシーガラス、 
22インチ9スプリットスポークスタイル9007ホイール（ダイヤモンドターンドフィニッシュ）を装備。

STEP 4
EXTERIOR

ナルヴィックブラックグリルメッシュ
ナルヴィックブラックグリルインナーサラウンド
ナルヴィックブラックRANGE ROVERスクリプト 
（ボンネット/テールゲート）
ナルヴィックブラックロワーブレード

ナルヴィックブラックボンネットベントブレード
ナルヴィックブラックエアカーテンインサート

ナルヴィックブラックサイドベント/ドアフィニッシャーブレード
グロスブラックミラーロワー（ナルヴィックブラックスカルプ）
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SELECT YOUR WHEELS
すべてのグレードで、18種類の中からお好みのホイールをお選びいただけます。サイズは18インチから22インチまでご用意。 
印象的なデザインで、エクステリアを個性的に仕立てます。

*アクセサリー設定のみ（ファクトリーオプションなし）
ご利用いただける機能やオプションは、お近くのランドローバー正規ディーラーにお問い合わせください。

 18インチ10スポーク 
スタイル1021 

 18インチ15スポーク 
スタイル1022 

RANGE ROVER VELAR/ RANGE 
ROVER VELAR R-Dynamic 

に標準装備

 19インチ5スポーク 
スタイル5046 

RANGE ROVER VELAR S 
に標準装備

 19インチ5スポーク 
スタイル5046 

（サテンダークグレーフィニッシュ）

RANGE ROVER VELAR R-Dynamic S 
に標準装備

 20インチ7スプリットスポーク 
スタイル7014 

RANGE ROVER VELAR SE  
に標準装備

 20インチ7スプリットスポーク 
スタイル7014  

（グロスブラックフィニッシュ）

 20インチ10スポーク 
スタイル1032

 20インチ10スポーク 
スタイル1032 

（サテンダークグレーフィニッシュ） 

RANGE ROVER VELAR R-Dynamic SE  
に標準装備

 20インチ10スポーク
スタイル1032

（ダイヤモンドターンドフィニッシュ）

 21インチ5スプリットスポーク 
スタイル5047 

RANGE ROVER VELAR HSE 
に標準装備
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landrover.co.jpで、オンラインコンフィギュレーターをご活用いただけます。

STEP 4
EXTERIOR

 21インチ5スプリットスポーク 
スタイル5047 

（ダイヤモンドターンドフィニッシュ）

 21インチ10スポーク 
スタイル1033 

（グロスブラックフィニッシュ）

 21インチ10スポーク 
スタイル1033 

（サテンダークグレーフィニッシュ）

 RANGE ROVER VELAR R-Dynamic HSE 
に標準装備

 22インチ7スプリットスポーク 
スタイル7015

 22インチ7スプリットスポーク 
スタイル7015 

（グロスブラックフィニッシュ）

 22インチ9スプリットスポーク 
スタイル9007

 22インチ9スプリットスポーク 
スタイル9007 

（ダイヤモンドターンドフィニッシュ）

 22インチ10スポーク 
スタイル1051（ダイヤモンドターンド 

サテンテクニカルグレーフィニッシュ）*
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5 INTERIOR

SELECT YOUR SEAT MATERIAL AND FUNCTIONALITY
シートには5種類のプレミアム素材を揃え、電動または手動の各種調整機能としてオプションのメモリー機能、ヒーター/ 
クーラー、 マッサージ機能をご用意しています。素材は、ラックステック/スエードクロス、パーフォレイテッドグレインレ 
ー、 パーフォレイテッドグレインレザー/スエードクロス、パーフォレイテッドウィンザーレザーのほか、新たにプレミアム 
テキスタイル/スエードクロスシートを加え、いずれもすべてのグレードでお選びいただけます。

*リアシートエンターテインメントシステムを搭載する場合、ヘッドレストの背面となるため、20ウェイパワーシートが18ウェイパワーシートになります。   **プレミアムテキスタイルインテリアパックとしてのご提供となります。

4 標準   8 オプション   – 設定なし  ※（カッコ）内の数字は可動箇所を表しています。

機能 A - 8ウェイシート B - 10ウェイパワーシート C - 10ウェイパワーシート 
（運転席メモリー付）

D - 18ウェイ運転席/助手席パワーシート 
（メモリー、マッサージ、 
ヒーター/クーラー付）

E - 20ウェイ運転席/助手席パワーシート 
（メモリー、マッサージ、 
ヒーター/クーラー付）*

調整

前後 手動（2） 電動（2） 電動（2） 電動（2） 電動（2）

クッション高さ 手動（2） 電動（2） 電動（2） 電動（2） 電動（2）

クッションチルト 電動（2） 電動（2） 電動（2） 電動（2）

クッション延長 電動（2） 電動（2）

リクライニング 手動（2） 電動（2） 電動（2） 電動（2） 電動（2）

ランバー 電動（4） 電動（4）

ボルスター 電動（2） 電動（2）

ヘッドレスト高さ 手動（2） 手動（2） 手動（2） 手動（2） 電動（2）

ウィングヘッドレスト 手動（2）

装備

運転席メモリー – – 4 4 4

助手席メモリー – – – 4 4

フロントヒーター/クーラー – – 8 4 4

フロントマッサージ – – – 4 4

リアセンターアームレスト – 4 4 4 4

リアパワーリクライニング – – 4 4 4

オプション機能

フロントヒーター 8 8 8 – –

リアヒーター 8 8 8 8 8
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landrover.co.jpで、オンラインコンフィギュレーターをご活用いただけます。

STEP 5
INTERIOR

4 標準   8 オプション   – 設定なし

ご利用いただける機能やオプションは、お近くのランドローバー正規ディーラーにお問い合わせください。

ラックステック/スエードクロス パーフォレイテッドグレインレザー パーフォレイテッドグレインレザー/ 
スエードクロス

パーフォレイテッドウィンザーレザー プレミアムテキスタイル/スエードクロス**

シート素材 A B C D E

ラックステック/スエードクロス: 最新テクノロジーを用いたラックステックは、ソフトタッチの滑らかな
素材。そしてリサイクル素材で環境に優しく、軽量・高級感のあるマイクロファイバースエードを
組み合わせています。

4 8 – – –

パーフォレイテッドグレインレザー: 丈夫な天然皮革を使用したグレインレザーをエンボス加工しています。 
耐久性、外観ともに優れた素材です。 – – 4 – –

パーフォレイテッドグレインレザー/スエードクロス: 丈夫な天然皮革を使用したグレインレザーをエンボス
加工。そしてリサイクル素材で環境に優しく、軽量・高級感のあるマイクロファイバースエードを
組み合わせています。

– – 4 – –

パーフォレイテッドウィンザーレザー: 滑らかな美しさとしなやかな手ざわりを併せ持つウィンザーレザーは、 
高級皮革を使用し、加工を最小限にとどめた素材です。控えめな染色で、自然な風合いを保っています。 – – – 8 4

 プレミアムテキスタイル/スエードクロス**: ヨーロッパの名高いテキスタイルメーカーであるKvadrat（クヴァドラ） 
社と協力して開発した、コンテンポラリーな高級素材です。今回新たなオプションとしてご用意しました。 – – – 8 4
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SELECT YOUR 
INTERIOR COLOUR 
COMBINATION
 すべてがプレミアムな聖域。レンジロー
バーヴェラールのキャビンは、上質な素
材と仕上げ、クラフトマンシップが見事
に融合しています。下の表からお好みの
カラーコンビネーションをお選びくださ
い。63～65ページで、すべての組み合わ
せを詳しくご覧いただけます。

1 2 3 4 5

カラー ドアアームレスト 
/ドアロールロワー ドアロールアッパー インストルメント 

パネルアッパー 小物入れ ミッドインストルメント
パネル

A エボニー エボニー エボニー エボニー エボニー エボニー
B エイコーン エイコーン エボニー エボニー エイコーン エイコーン
C ライトオイスター ライトオイスター エボニー エボニー ライトオイスター ライトオイスター
D エボニー/エボニー* エボニー エボニー エボニー エボニー エボニー
E ライトオイスター/エボニー* ライトオイスター エボニー エボニー ライトオイスター ライトオイスター
F エクリプス/エボニー* エクリプス エボニー エボニー エクリプス エクリプス
G ビンテージタン/エボニー* ビンテージタン エボニー エボニー ビンテージタン ビンテージタン
H ダップルグレー/エボニー ダップルグレー/エボニー エボニー エボニー ダップルグレー エボニー

I ダップルグレー/ライトオイスター ダップルグレー/ライトオイ
スター エボニー エボニー ダップルグレー ライトオイスター

*デュオトーンカラーは、R-Dynamic S、SE、HSEに標準装備。他のグレードでは、すべてオプション装備となります。
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landrover.co.jpで、オンラインコンフィギュレーターをご活用いただけます。

STEP 5
INTERIOR

INTERIOR COLOUR COMBINATIONS
落ち着きのある空間を演出するカラーコンビネーション。こちらでご紹介する 
組み合わせは、すべてのグレードでお選びいただけます。シートの機能と素材
は、60～61ページをご覧ください。

エイコーン 
(パーフォレイテッドグレインレザー、パーフォレイテッドウィンザーレザーで選択可能)

エボニー
(パーフォレイテッドグレインレザー、パーフォレイテッドウィンザーレザーで選択可能）

ライトオイスター 
(パーフォレイテッドグレインレザー、パーフォレイテッドウィンザーレザーで選択可能)

写真のインテリア: SE エボニーインテリア、エボニーパーフォレイテッドグレインレザー/シャドーアルミニウムフィニッシャー

写真のインテリア: SE ライトオイスターインテリア、ライトオイスターパーフォレイテッドグレインレザー/アルジェントピン 
ストライプハイグロスウッドフィニッシャー

写真のインテリア: SE エイコーンインテリア、エイコーンパーフォレイテッドグレインレザー/サテンアンバーラインウッド 
フィニッシャー
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D E

F Gエクリプス/エボニー 
(パーフォレイテッドグレインレザー/スエードクロス、パーフォレイテッドウィンザーレザーで選択可能)

ビンテージタン/エボニー
(パーフォレイテッドウィンザーレザーで選択可能)

エボニー/エボニー 
(ラックステック/スエードクロス、パーフォレイテッドグレインレザー/スエードクロスで選択可能）

ライトオイスター/エボニー
(パーフォレイテッドグレインレザー/スエードクロス、パーフォレイテッドウィンザーレザーで選択可能)

 写真のインテリア: R-Dynamic SE エボニー/エボニーインテリア、エボニーパーフォレイテッドグレインレザー/スエード 
クロス/カッパーステッチ入りカーボンファイバー

 写真のインテリア: R-Dynamic SE ライトオイスター/エボニーインテリア、ライトオイスターパーフォレイテッドグレイン 
レザ ー/スエードクロス/カッパーステッチ入りカーボンファイバー

 写真のインテリア: R-Dynamic HSE ビンテージタン/エボニーインテリア、ビンテージタン/エボニーパーフォレイテッド 
ウィンザーレザー/カッパーステッチ入りカーボンファイバー

 写真のインテリア: R-Dynamic SE エクリプス/エボニーインテリア、エクリプスパーフォレイテッドグレインレザー/スエード 
クロス/カッパーステッチ入りカーボンファイバー

写真のインテリアはカラーの参考用であり、すべてのグレードの仕様を示すものではありません。64
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landrover.co.jpで、オンラインコンフィギュレーターをご活用いただけます。

プレミアムテキスタイル
レザーに代わる斬新な素材で、コンテンポラリーな美しい仕上げのプレミアム 
テキスタイルです。世界的に名高いKvadrat（クヴァドラ）社のデザイナーと職人の 
協力のもと、耐久性に優れたウールブレンドとスエードクロスの生地を多彩な 
カラーでご用意しました*。限界までテストを重ね、優れたテクノロジーを採用した特別
なテキスタイル素材です。すべてのグレードでお選びいただけます。

ダップルグレー/エボニー

ダップルグレー/ライトオイスター

写真のインテリア: R-Dynamic HSE ダップルグレー/エボニーインテリア、ダップルグレープレミアムテキスタイル/スエード 
クロス、サテンチャコールアッシュウッドフィニッシャー

写真のインテリア: R-Dynamic HSE ダップルグレー/ライトオイスターインテリア、ダップルグレープレミアムテキスタイル/  
スエードクロス、サテンチャコールアッシュウッドフィニッシャー 

STEP 5
INTERIOR

*プレミアムテキスタイルインテリアパックとしてのご提供となります。 65



RANGE ROVER VELAR R-Dynamic –シャドーアルミニウムフィニッシャー*

RANGE ROVER VELAR –コスミックグレーフィニッシャー

標準装備

SELECT YOUR INTERIOR FINISHERS
 カラーコンビネーションを決めたら、次はドアアームレストの上の美しいインテリア 
フィニッシャー（写真1）を8種類の中からお選びください。

*R-Dynamic以外はオプション装備。66



landrover.co.jpで、オンラインコンフィギュレーターをご活用いただけます。

サテンブロンドリニアウッドフィニッシャー サテンチャコールアッシュウッドフィニッシャー

サテンアンバーリニアウッドフィニッシャー

カッパーステッチ入りカーボンファイバー

アルジェントピンストライプハイグロスウッドフィニッシャー

グランドブラックウッドフィニッシャー

オプション装備

STEP 5
INTERIOR
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ラグジュアリーパック（オプション装備）*Sグレード

RANGE ROVER VELAR Sには、標準でパーフォレイテッドグレインレザーシート、ダイヤ 
モンドカットグレインラックステックのミッドインストルメントパネル、ドアロールロワーを装備。
ブラックパドルシフト付のレザーステアリングも含まれます。

ウィンザーレザーのミッドインストルメントパネル、ドアロールロワー。

レザーステアリング**、エアバッグカバー（サテンクロームベゼル）、サテンクロームパドル 
シフト。

SELECT AN INTERIOR DESIGN PACK
さらに個性的で洗練された快適なキャビン空間を実現するために、3種類のインテリア 
デザインパックをご用意しました。

 *R-Dynamicは、レザーステアリング、エアバッグカバー（サテンクロームベゼル）、サテンクロームパドルシフトを装備済み。レザーアップグレードをオプションでお選びいただけます。   **レザーステアリングは、インテリアトリムと同色です。 
ご利用いただける機能やオプションは、お近くのランドローバー正規ディーラーにお問い合わせください。
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landrover.co.jpで、オンラインコンフィギュレーターをご活用いただけます。

ラグジュアリーパックプラス（オプション装備）* プレミアムテキスタイルパック（オプション装備）

 ウィンザーレザーのミッドインストルメントパネル、トップインストルメントパネル、 
ドアロールロワー。

レザーステアリング**、エアバッグカバー（サテンクロームベゼル）、サテンクロームパドル 
シフト。

ウールブレンドのプレミアムテキスタイルシート、スエードクロス。

ダイヤモンドカットグレインラックステックのミッドインストルメントパネル、 
ドアロールロワー。

スエードクロスステアリング、サテンクロームベゼル、サテンクロームパドルシフト。

STEP 5
INTERIOR
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6 OPTIONS AND LAND ROVER GEAR

SELECT YOUR OPTIONS
新車ご購入時にお選びいただける、各種ファクトリーオプションをご紹介いたします。 
ご利用いただける機能やオプションは、お近くのランドローバー正規ディーラーにお問い合わせください。

エクステリア装備 
ルーフレール*
クロスバーを簡単に装着して荷物をしっかりと固定できるルーフレール。プリ 
セットされた位置にクロスバーを装着することにより、車の最適な重量配分と  
ダイナミクスを維持します。ブラックまたはシルバーフィニッシュ。 
ランドローバーアクセサリーではお選びいただけません。

バッジなし
リア部分のモデル名とエンジン形式のバッジを「なし」指定にできます。

プライバシーガラス
車内の様子を外から見えにくく遮断することで、後部座席の乗員の 
プライバシーを確保します。

ヒーテッドフロントスクリーン 
フロントガラスの霜や曇りを素早く簡単に除去。ヒーテッドウォッシャー 
ジェットが、ウォッシャー液の凍結を防ぎ、低温時でもフロントガラスを 
クリーンに保ちます。

遮光フロントガラス
日光をさえぎるフロントガラスは、熱さを抑えるとともに紫外線から乗員を 
守る働きもあります。

パノラミックルーフ /スライディングパノラミックルーフ
詳しくは、11ページをご覧ください。

プレミアムLEDヘッドライト（シグネチャーライト付）
詳しくは、36ページをご覧ください。

シグネチャーライト付マトリックスLEDヘッドライト
(アダプティブフロントライティングシステム/インテリジェント 
ハイビームアシスト付)
詳しくは、36ページをご覧ください。

シグネチャーライト付マトリックスレーザーLEDヘッドライト（アダプティブ 
フロントライティングシステム/インテリジェントハイビームアシスト付）
詳しくは、36ページをご覧ください。

ハンズフリーパワーテールゲート**
車やキーに触れることなく、車体後部のボディ下で足を動かすだけで 
テールゲートを自動開閉。けん引のためのアクセサリーを装着した場合でも、 
そのままテールゲートを開閉できます。

ルーフレール*

*First Editionでは装着不可。First Edition以外のグレードでオプション装備。　**標準のRANGE ROVER VELARではオプション装備。その他のグレードでは標準装備。　†First Editionに標準装備。その他のグレードではオプション装備。70



詳しくは、landrover.co.jpをご覧ください。

STEP 6
OPTIONS AND LAND ROVER GEAR

ドライブアシストシステム 
350mmフロントブレーキ
サーマルマスを拡大した350mmフロントブレーキは、耐フェード性に 
優れています。

コンフィギュラブルダイナミクス
詳しくは、15ページをご覧ください。

オールテレインプログレスコントロール（ATPC）
詳しくは、17ページをご覧ください。

テレインレスポンス2オート
詳しくは、18ページをご覧ください。

ウェイドセンシング†

詳しくは、18ページをご覧ください。

アクティブリアロッキングディファレンシャル
詳しくは、19ページをご覧ください。

ドライバーアシスト
詳しくは、28ページをご覧ください。

パーキングアシスト
詳しくは、30ページをご覧ください。。

タイヤとスペアホイール 
サマータイヤ
サマータイヤは、18インチ以外のサイズはすべてオプションとなります。  
荷重指数および速度レーティングはホイールサイズによって異なります。

フルサイズスペアアロイホイール*
フルサイズのスペアホイールを選択すると、荷室フロアが10cm高くなり、 
ラゲッジスペース容量が558リッター少なくなります。ツールキットを含む。

スペースセーバースペアスチールホイール
スペースセーバースペアスチールホイール。ツールキットを含む。

スペースセーバースぺアアロイホイール
軽量スペースセーバースペアアロイホイール。ツールキットを含む。

タイヤリペアキット
電動ポンプとシーラントキャニスターが含まれ、タイヤのトレッド面 
（ウォール面は不可）についた最大6mm径の傷を一時的に修復 
できます。 フルサイズスペアアロイホイール*

ウェイドセンシング†
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シートとインテリアトリム 
リアシートリモートリリースレバー
ラゲッジスペースのレバーを使ってリアシートを倒し、より広い積載スペースを
簡単に確保できます。

フロアマット
510g/㎡のタフト織りエボニーフロアマットにはRANGE ROVER VELAR 
バッジが縫い込まれ、インテリアの完成度を高めています。エボニーの 
スエードエフェクトバインディングとシングルステッチを施しています。

プレミアムカーペットマット
800g/㎡のツイストパイルエボニーフロアマットにメタル製の 
RANGE ROVER VELARバッジをあしらい、高級感を演出しています。 
エボニーのスエードエフェクトバインディングとシングルステッチを 
施しています。

クロームインストルメントパネルエンドキャップ*
インストルメントパネルを引き立てるクロームエンドキャップです。

テレスコピック&チルト電動調整付ステアリングコラム
電動でステアリングコラムの前後上下位置を調整可能。シートメモリーを 
搭載している場合は、ミラー位置が自動的にシート位置とリンクします。

ヒーテッドステアリング
寒冷地での快適性を高めるヒーター付レザーステアリングです。

スエードクロスステアリング
ベゼルとパドルシフトをサテンクロームで仕上げたスエードクロスステア 
リングを新たに追加。グリップが良好で、寒い時期には手触りが暖かく、炎天下
でも熱くなりません。柔かなタッチと美しいデザインが特徴です。

レザーステアリング（クロームベゼル付） 
美しいクロームベゼルを組み込み、インナートリムとサムグリップに 
パーフォレイション加工を施したレザーステアリング。快適な 
グリップが得られます。

イルミネーテッドラゲッジスペースメタルスカッフプレート
優美なスタイルのリアラゲッジスペーススカッフプレート。テールゲートを 
開けると淡いブルーの照明が灯ります。荷物を出し入れするときに、ラゲッジ 
スペースのトリムを傷つけないように保護。フルサイズスペアホイールの場合は 
ご利用になれません。

イルミネーテッドフロント/リアメタルトレッドプレート**
運転席と助手席側に装着する照明付アルミ製トレッドプレートは、 
RANGE ROVERもしくはR-Dynamicのロゴ入りです。

モルジヌヘッドライニング 
織布製ヘッドライニングは、ライトオイスターとエボニーから 
お選びいただけます。

スエードクロスヘッドライニング 
プレミアムスエードクロスのヘッドライニングは、ライトオイスターとエボニー 
からお選びいただけます。

インテリア装備とパック 
サテンクロームパドルシフト†

プレミアム仕上げのパドルがステアリングのスタイルと雰囲気を高めます。 
サテンクロームのパドルシフトは高級感があり、耐摩耗性に優れています。 

ブライトメタルペダル
光沢仕上げのステンレス製スポーツペダルカバー。ペダルのデザイン性を高め
ます。 

カスタマイズ可能なインテリアムードライト
あなたの好みやその日の気分に合わせて、照明のカラーと明るさを変えること 
が可能。カラーは10種類からお選びいただけます。

クーラー&ロック付グローブボックス
キャビンのエアコンの冷気をグローブボックスに取り込むことができます。

4ゾーンフルオートエアコン
運転席・助手席・後席左右の乗員が、それぞれお好みの温度を設定できる 
システム。 Bピラーにも送風口を備えています。クーラー&ロック付グローブ 
ボックスと合わせてお選びください。

イオン空気清浄機
すべての乗員の健康に配慮したテクノロジー。キャビン内のアレルギー物質、 
ウイルス、バクテリア、悪臭などを除去し、空気環境を向上させます。空気中の 
微粒子をイオン化して表面に吸い付くようにし、空気を清浄化。オン/オフの 
切り替えが可能です。

ラゲッジスペースパーティションネット 
ラゲッジスペースの荷崩れから乗員を守るよう設計されています。パーティ 
ションの最初の取り付けはディーラーが行いますが、その後は適切な工具を 
使用して簡単に取り外すことができます。厳格な欧州基準をクリア。

ラゲッジスペースストレージレール 
レールを展開・調整して、荷物を固定できます。フルサイズスペアホイールを  
搭載の場合はご使用になれません。

スモーカーズパック 
ライターソケットとアシュトレイをセンターコンソールに追加します。

オンロード/オフロードパック 
テレインレスポンス2、オールテレインプログレスコントロール（ATPC）、 
コンフィギュラブルダイナミクスを加え、さまざまな路面状況でドライビングを 
サポートします。

クライメイトパック 
4ゾーンフルオートエアコン、イオン空気清浄機、クーラー&ロック付グローブ 
ボックスをパッケージ。

コンビニエンスパック
アクティビティキー、リアシートリモートリリースレバー、ラゲッジスペース 
パーティションネットをパッケージ。

 *イルミネーテッドトレッドプレートの選択時のみ。   **R-DynamicにはR-Dynamicのロゴが入ります。   †お選びになったステアリングオプションによって異なります。ご利用いただける機能やオプションは、お近くのランドローバー正規ディーラーにお問い合
わせください。   ‡8ウェイシート&リアシートエンターテインメントシステムとの同時装着はできません。  ∆8ウェイシート、リアシートエンターテインメントシステムまたはスモーカーズパックとの同時装着はできません。　∆∆First Editionに標準装備。その他の
グレードではオプション装備。

イルミネーテッドフロント/リアメタルトレッドプレート**
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STEP 6
OPTIONS AND LAND ROVER GEAR

詳しくは、landrover.co.jpをご覧ください。

利便性とインフォテインメント
アクティビティキー∆∆

ライフスタイルをアクティブに広げる、ウェアラブル技術を活用したキーシステ
ム。身に着けたまま車のロック/アンロックができるので、通常のキーを持ち歩
く必要がなくなります。リストバンド型のキーは、タフなラバー製で完全防水仕
様。腕に装着して、さまざまなアクティビティを楽しむことができます。アクティ
ビティキーの使用時には通常のキーは作動しなくなるので、車内に置いたまま
でも安心です。

8インチリアシートエンターテインメントシステム
詳しくは、21ページをご覧ください。

電源ソケットパック2‡ 
2列目シートに2つのUSB充電ソケットを追加。 

電源ソケットパック3∆

2列目シートに2つのUSB充電ソケットを追加。前席に12Vソケットを1つ追加
しています。 

ヘッドアップディスプレイ 
詳しくは、21ページをご覧ください。

TFTバーチャルコックピット
詳しくは、21ページをご覧ください。

オーディオシステム
詳しくは、22ページをご覧ください。

接続機能
詳しくは、24ページをご覧ください。

アクティビティキー∆∆ 
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SELECT YOUR LAND ROVER GEAR
スタイリッシュでタフ、さまざまな実用的アクセサリーで、レンジローバー ヴェラールをさらに個性的に仕上げることができます。新車ご購入時だけでは
なく、お車のライフサイクルに合わせて、いつでもランドローバー正規ディーラーでお求めいただくことが可能。車両と同じ厳格な基準で設計、テスト、 
製造されています。

詳しくは、ランドローバーウェブサイトをご覧ください。

写真は、R-Dynamic HSE（シリコンシルバー）。22インチ10スポークスタイル1051ホイール（ダイヤモンドターンドサテンテクニカルグレーフィニッシュ）、クロスバー（ファクトリーオプションのルーフレールが必要。70ページ参照）、 
デプロイアブルサイドステップ、スキー/スノーボードホルダー*、ホイールマウントサイクルキャリア*を装備。74



STEP 6
OPTIONS AND LAND ROVER GEAR

詳しくは、landrover.com/gearをご覧ください。

ツーリングアクセサリー 
クロスバー（オプションのルーフレール〈70ページ参照〉が必要）
VPLYR0162
エレガントなデザインのルーフレール（ファクトリーオプションで装着可能）
で、クロスバーを簡単に取り付けることができます。プリセットされた位置に 
クロスバーを装着することにより、車の最適な重量配分とダイナミクスを 
維持します。最大積載重量は74kg**。耐久性に優れたブライトフィニッシュの 
アルミニウム製クロスバーは、Tトラックデザイン。バー全長の任意の位置に 
さまざまなルーフマウントアクセサリーを装着可能です。エアロダイナミクスを 
考慮した設計で、空気抵抗と風切り音を最小限に抑制。装着時は車高が93mm 
アップします。

ラージスポーツルーフボックス* 
VPLWR0100
パワークリック式クイックマウントシステムは統合型トルクインジケータを装備し、  
シングルハンドグリップで簡単かつ安全に固定できます。両サイドから開閉可能。 
カバーの上とボックス内部に付いているハンドルで、装着や荷物の積み降ろしを 
容易に行えます。さらに確実な積載を可能にするベースマット付。スキー8組/  
スノーボード5～6組、スキーは最長205cmまで積載可能です。 
容積430リッター。最大積載重量は74kg**です。 

センターアームレストクーラー/ウォーマーボックス
VPLVS0176
フードやドリンク用のクーラー/ウォーマーは、リアシートのセンターアーム 
レストとしても機能します。 レザーカバートップ仕上げ。センターシート 
ベルトで固定し、リアの補助電源ソケットに接続して使用します。ご家族との 
長距離ドライブなどに最適です。

iPhone®コネクト/チャージドック 
VPLRV0119
コンソールのカップホルダースペースを使用して取り付けます。充電中でも 
画面を確認可能。接続すると、iPhoneメディアにアクセスして、車載インフォ 
テインメント/オーディオシステムから操作できます。ホルダーに置いた 
ときもホームボタンにアクセスできる「カットアウト」デザインを採用。iPhoneの 
USB充電器は、別の機器でUSB接続が必要なときには簡単に取り外せます。

クリック&ゴーアクセサリーシステム
VPLRS0388
2列目シートでご利用いただける多目的シートバックシステム。クリック&ゴー  
ベースをヘッドレストに装着して使用します。アタッチメントを追加してタブ 
レットを固定したり、バッグやシャツ、ジャケットなどをかけることもできます。 
アタッチメントは別売。使わないときは簡単に取り外せます。

シートバックストレージ 
VPLVS0181
フロントシート後部の便利な小物入れ。複数の仕切りがあります。

*ルーフキャリアシステムを装着する際、「ルーフレール（ファクトリーオプション）」と「クロスバー」がセットで必要です。 最大積載量には十分にご注意ください。 
ルーフキャリアに荷物を載せると、ナビゲーションシステム等の受信感度に影響を及ぼす場合があります。 
**最大積載量は、ルーフに取り付けるアクセサリーの積載可能重量と同じです。
iPhone®は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。 

クロスバーとルーフレール（ファクトリーオプション）

クリック&ゴーアクセサリーシステム（クリック&ワーク）
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スポーティアクセサリー 
フォークマウントサイクル/ホイールキャリア
VPLWR0101
前輪を取り外した自転車を安全かつ容易に固定して積載します。 
軽量バイクやレース用ホイールの積載に最適です。前輪用キャリア付属。装着
が容易なロック付サイクルキャリアは、1ホルダーにつき1台の自転車を積載 
でき、最大2ホルダーを装備可能です。

アクアスポーツキャリア**
VPLGR0107
一部の種類のサーフボード1枚、セイルボード1式、カヌーまたはカヤック1艘の 
いずれかを積載できます。マスト、オール、パドルの運搬用のロック付多目的 
ホルダーが付属。積み降ろしを容易にするために傾けられます。アイテムの 
形状によって積載できない場合があります。最大積載重量は45kgです**。

スキー/スノーボードホルダー** 
LR006849
スキー4セットまたはスノーボード2枚を積載可能。スライド式レールにより、 
積み降ろしが容易です。セキュリティのためのロック付。最大積載 
重量は36kg**です。

ラゲッジキャリア**
VPLRR0159
フレキシブルな積載を可能にする着脱容易なルーフラック。最大積載重量は 
61kg†です。 

ホイールマウントサイクルキャリア**
VPLFR0091
1台の自転車を積載できる、ロック付サイクルキャリア（最大20kg）。

カヤックキャリア**
VPLWR0099
カヌーまたはカヤック2艘を積載できます。一部の種類のサーフボードや小型 
ボートなどの船を運ぶのにも適しています。パドル運搬用のロック付多目的 
ホルダーを含みます。積み降ろしを容易にするために傾けられます。アイテムの 
形状によって積載できない場合があります。

デザインアクセサリー 
デプロイアブルサイドステップ
通常はドアシルの下に格納されており、ドアを開けると同時に自動的に展開。 
キーで作動させることもできます。ドアが閉まると自動的に収納されます。  
オフロード設定時やローレンジ設定時、障害物を感知した場合は展開しません。 
オートマチックモードを無効にして、ドアが閉じた状態の時にサイドステップを 
使ってルーフにアクセスすることも可能です。デプロイアブルサイドステップは、 
フロントマッドフラップとの同時装着が可能で、ステンレススチールフィニッ 
シュが施され、RANGE ROVER VELARロゴがレーザー刻印されています。

スポーツリアスポイラー
VPLYB0354
流麗でダイナミックなカーボンファイバー製リアスポイラー。

カーボンファイバーミラーカバー
VPLVB0145
ハイグロスフィニッシュを施したハイグレードなカーボンファイバーミラー 
カバー。優れたパフォーマンスを想起させる、高級感あふれるスタイルにアッ
プグレード。

カーボンファイバーサイドベント
VPLYB0355
ハイグロスフィニッシュを施したハイグレードなカーボンファイバー製サイド 
パワーベント。優れたパフォーマンスを感じさせるスタイルにアップグレード。

ブライトメタルペダル
VPLYS0470
光沢仕上げのステンレス製スポーツペダルカバー。ペダルのデザイン性を 
高めます。

イルミネーテッドラゲッジスペーススカッフプレート*
VPLYS0456
ブライトフィニッシュで仕上げたステンレス製リアラゲッジ用トレッドプレート 
フィニッシャー。積み降ろしの際に荷室のトリム部分を保護し、柔らかな照明で
荷室に高級感を与えます。

デプロイアブルサイドステップ

ホイールマウントサイクルキャリア

*フルサイズスペアホイール装着車ではご利用いただけません。  **ルーフキャリアシステムを装着する際、「ルーフレール（ファクトリーオプション）」と「クロスバー」がセットで必要です。 
また最大積載量に注意してご使用ください。ルーフキャリアに荷物を載せると、ナビゲーションシステム等の受信感度に影響を及ぼす場合があります。76



詳しくは、landrover.com/gearをご覧ください。

アウトドアアクセサリー 
シートカバー（2列目シート用）
VPLVS0312
シートを水濡れや汚れ、損傷から保護。装着が容易で、汚れも簡単に拭き 
取れます。ヘッドレストとアームレストカバーが含まれています。

フルハイトラゲッジディバイダー（ラゲッジスペースパーティションネット付）*
VPLYS0455
ラゲッジスペースからキャビンスペースへの荷物の侵入を防ぎます。 
ブラックナイロンでコーティングされたスチール製で、不要なときは簡単に取り
外し可能。厳格な欧州基準をクリアしています。

フロント/リア用マッドフラップ
VPLYP0318 – フロント
VPLYP0319 – リア
泥はねなどから塗装を保護するためのアップグレードオプション。車両の 
エクステリアデザインを引き立てます。

ラバーマットセット – エボニー
VPLYS0414
フロント/2列目シート用のラバーマットのセット。さまざまな汚れからカー 
ペットを保護します。 
RANGE ROVERインゴットのブライトアクセント付きです。

ラゲッジスペースラバーマット
VPLYS0411
LAND ROVERロゴ入りの防水性マット。リップ構造により、ラゲッジ 
スペースを汚れから保護します。リアシートを折り畳んだときにシート背面を 
カバーする防水性エクステンション付きです。

ラゲッジスペース用セミリジッドライナートレイ
VPLYS0412
防水仕様のセミリジッドライナートレイは、三辺の縁に立ち上がりを付けた 
リップ構造。ラゲッジスペースのフロアとサイドウォールを汚れや水濡れから
保護します。

その他のアクセサリー 
サンシェード（フロント）
VPLYS0427
紫外線をカットするサンシェードは、太陽光線を反射して、夏場でも 
車内を快適に保ちます。 

パドルシフト
VPLVS0187CAY – レッド
VPLVS0187MMU – アルミニウム
上質なアルミニウムのパドルシフトが、ステアリングのスタイルと雰囲気を 
高めます。マシン加工したアルミニウム素材を手作業で美しく仕上げ、磨耗 
による劣化を防ぐアルマイト処理を施しました。レッドまたはアルミニウム 
仕上げからお選びください。 

ラゲッジスペースパーティションネット*
VPLYS0424
ラゲッジスペースからキャビンスペースへの荷物の侵入を防ぐパーティション 
ネット。2列目シートのリクライニング機能を考慮して設計しています。

ラグジュアリーカーペットマット
VPLYS0420
高級感のある2,050g/m2の深いパイルのカーペットマットセットは、裏地が 
防水加工され、インテリアを美しく快適に仕上げます。

ラゲッジスペースリテンションキット
VPLYS0459
ラゲッジスペースリテンションキットは、クイックロック / クイックリリース 
システムでラゲッジスペースレールに装着します。さまざまな荷物をバランスよく 
整理して固定。アタッチメントパックには、巻取り式ストラップと伸縮式バーが
含まれます。取り付けには、ラゲッジスペースレールが必要です。

ラグジュアリーラゲッジスペースカーペットマット
VPLYS0429*
VPLYS0415 – フルサイズスペアホイール選択時 
高級感のある2,050g/m2の深いパイルを使用したカーペットマットは、  
裏地が防水加工され、インテリアを美しく快適に仕上げます。

ラゲッジスペースラバーマット

サンシェード（フロント）

†最大積載重量は、ルーフに取り付けるアクセサリーの積載可能重量と同じです。

STEP 6
OPTIONS AND LAND ROVER GEAR
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TECHNICAL DETAILS 

DIMENSIONS AND CAPABILITIES

数値はすべてEU参考値。  
写真は、R-Dynamic HSE（シリコンシルバー）。オプションのパノラミックルーフ、コントラストルーフ（ブラック）、プライバシーガラス、  
22インチ9スプリットスポークスタイル9007ホイール（ダイヤモンドターンドフィニッシュ）を装備。

*電子制御エアサスペンション搭載車のみ。

ラゲッジ 
スペース幅（最大） 

1,247mm

2列目後方1,035mm 

1列目後方1,795mm

全幅2,032mm（ミラー格納時）  
全幅2,145mm（ミラー展開時） 

全高 
1,665mm 

リアトレッド1,657mm 

フロントトレッド1,640mm

全長4,803mm 

渡河水深
最大渡河水深650mm（電子制御サスペンション） 

600mm（コイルサスペンション）

最小回転半径
最小回転半径（タイヤ軌跡）5.8m 
最小回転半径（バンパー軌跡）6m
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B CA

詳しくは、landrover.co.jpをご覧ください。

標準車高
ルーフレールを含む: 1,657mm  
ルーフアンテナを含む: 1,685mm  
スライディングパノラミックルーフ 
開放時1,705mm 
エアサスペンションの車高調整により、 
それぞれ40mm下がります。

ヘッドルーム
フロント最大ヘッドルーム（パノラミック 
ルーフ）970mm リアヘッドルーム966mm

レッグルーム
フロント最大レッグルーム1,024mm  
リア最大レッグルーム945mm 

ラゲッジスペース容量
リアシート直立時 
高さ1,045mm、幅1,247mm 
ラゲッジスペース容量673リッター（タイヤ 
リペアシステム搭載時） 
アーチ間のラゲッジスペース幅1,050mm 
フロア部分の長さ1,035mm

リアシート前方収納時 
高さ1,045mm、幅1,247mm  
ラゲッジスペース容量1,731リッター 
アーチ間のラゲッジスペース幅1,050mm 
フロア部分の長さ1,795mm

障害物クリアランス
オフロードモード高さ*251mm 
標準高さ213mm 

TECHNICAL DETAILS

A B C
車高 アプローチアングル ブレイクオーバーアングル デパーチャーアングル
オフロード
(R-Dynamic)* 28.89°(27.15°) 23.5° 29.5°(29.07°)

スタンダード
(R-Dynamic) 25.93°(25.06°) 21° 27.3°(26.8°)

ホイールベース2,874mm
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THE WORLD OF LAND ROVER

THERE’S A WORLD OUT THERE
ランドローバーは、ドライバーの好奇心をかき立てる車として設計、開発されました。他の車では辿り着けない場所へ、 
最もスマートに到達できる車です。ランドローバーでは、ライフスタイルを豊かにするさまざまな体験や出版物、 
グッズをご用意しています。ぜひ、探検の旅へお出かけください。 

LAND ROVER EXPERIENCE
ランドローバーエクスペリエンスセンターでは、経験豊富なインストラクターが、車の性能を最大に活かすための 
ドライビングレッスンを行っています。各国に展開するネットワークを通じて、体験ドライブや1日コースのレッスンの 
ほか、工場見学や「冒険の旅」を楽しむイベントもご用意しています。 

ONELIFE MAGAZINE
お車のご購入から3年間、無料でお届けするマガジン「ONELIFE」には、粋を集めた写真や記事、専門家による 
レビューなどを掲載しています。まさに特別な体験と冒険のエッセンスを味わいながら、最新の技術やデザイン、 
ライフスタイルに関する情報をお楽しみください。

PARTNERSHIPS
私たちは、ランドローバーの開拓者精神を分かち合うユーザー、チーム、イベントのパートナーとなることを希望して  
います。ランドローバーはベン・エインズリー・レーシングのTitle and Exclusive Innovation Partner（タイトル 
パートナーおよび独占的なイノベーションパートナー）として、第35回アメリカズカップに挑戦するこのチームをサポート。 
ランドローバーの哲学である開拓者精神をもって、ヴァージン・ギャラクティック社と提携し、その素晴らしい伝統を 
未来へ受け継いでいます。

HUMANITARIAN PARTNERSHIPS
1954年以来、ランドローバーは国際赤十字赤新月社連盟（IFRC）を支援。IFRCは、世界189の国と地域に組織を 
持ち、1億5,000万人の人々が価値のある活動を行っています。

SPECIAL VEHICLE OPERATIONS
最新のテクノロジーとクラフトマンシップを駆使する先進のスペシャルビークルオペレーションズ部門（SVO）では、 
オーナーのための究極の1台を作り出しています。

LAND ROVER COLLECTION
ランドローバーが提供する各種ウェアやレザーグッズは、車と同様の卓越したデザインと洗練されたディテールが 
特徴的。ランドローバーの伝統が息づく、冒険心あふれるギフトやウェアもご用意しています。

Land Rover Experience

Humanitarian Partnerships
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Special Vehicle Operations

Partnerships

Land Rover Collection
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YOUR PEACE OF MIND

CUSTOMER SERVICE
ランドローバーのサービスは、先進の機器を用いて、機械や電気システムを徹底的に点検いたします。資格を持った 
技術者が専用の工具でランドローバーの純正パーツとアクセサリーを使用して作業。さまざまなサービスプランと 
ともに、ロードサイドアシスタンスをご利用になれば、安心のカーライフを保証します。

LAND ROVER ROADSIDE ASSISTANCE
ランドローバーロードサイドアシスタンスは、万が一の故障による停止からパンクなど軽微の不測の事態まで、 
ドライブ中の緊急時にお客様を支援するサービスです。どのような状況でも、ドライバーがどこにいても、確かな 
安心感をお届けします。

LAND ROVER FINANCIAL SERVICES
ランドローバーをより身近に感じていただくファイナンシャルサービス。新車/中古車、個人用/ビジネス用など、 
あらゆるニーズに対応できるオプションをご用意しています。

FLEET & BUSINESS
ランドローバーは、魅力的な車両ラインアップと優れたカスタマーサービスを提供し、ビジネスでも選ばれる 
至高のメーカーとなるために尽力しています。

個性的、高性能、多用途。ランドローバー車は、残存価値が高く、サービス・整備・修理コストが低く、 
燃費がよく、そしてCO2排出量が低いことから、トータルオーナーシップコストが低くなっています。 
また、徹底したお客様第一のアフターサービスにも注力。スムーズかつコスト効率の高い方法で、すべての 
ランドローバー車がお客様の冒険のパートナーになることを目標としています。
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ご注意: 
ジャガー・ランドローバー・リミテッドでは、より優れた車を目指して、仕様、デザイン、生産技術等の 
あらゆる側面から、常に製品の改善・改良を積み重ねています。本カタログに記載されている写真は、 
日本で販売されるモデルおよび純正アクセサリーと細部で異なる場合があります。また、一部オプション 
およびアクセサリーを含みます。写真には小道具を使用している場合がありますが、小道具は製品には 
含まれません。また本カタログに掲載されている写真等は、日本で販売される製品とは細部で異なる場合や 
別売りのオプションが含まれていることもあります。あらかじめご了承ください。

掲載されているメーカーオプションおよび純正アクセサリーの一部には、日本で販売ができないものが  
含まれている場合があります。純正アクセサリーによっては、お客様ご自身で簡単に装着可能なものもあれば、  
専門的な工具や診断が必要で、ランドローバーワークショップにおいて取り付けるアイテムもあります。  
一部の純正アクセサリーには、取り付けにあたって本カタログに記載されていない関連部品が必要となる場合
があります。また、純正アクセサリー取付費はディーラーにより異なります。純正アクセサリーによっては、  
取付位置が同一のため同時装着できない場合があります。掲載されているアクセサリーは、一部のグレードで  
ご利用いただけないものもあります。  
詳しくは、お近くのランドローバー正規ディーラーにお問い合わせください。

写真は、印刷のため実際の色と多少異なることがあります。記載事項および写真の版権は、ジャガー・ランド  
ローバー・ジャパンに帰属します。無断転載を禁じます。

製造国: 英国　 
製造事業者: ジャガー・ランドローバー・リミテッド  
輸入事業者: ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社 

主要装備、仕様等は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 
写真は一部日本仕様と異なります。 
販売店ならびに小売店は、ジャガー・ランドローバー・リミテッドの代理店ではなく、 
また、何らかの明示的または黙示的な約束もしくは表現によってジャガー・ランドローバー・リミテッドを 
拘束する権限を一切有しません。

ランドローバーは、カストロールEDGE Professionalのみを推奨します。

記載内容は2017年6月現在のものです。

 左の写真、表紙/裏表紙の写真は、R-Dynamic HSE（シリコンシルバー）。オプションのパノラミック 
ルーフ、コントラストルーフ（ブラック）、プライバシーガラス、22インチ9スプリットスポークスタイル
9007ホイール（ダイヤモンドターンドフィニッシュ）を装備。

ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社 
141-0001 東京都品川区北品川6-7-29
ガーデンシティ品川御殿山 9F
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