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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、 
これからも限界を越えていく。

ABOVE & BEYOND − さらなる高みへの挑戦
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「ワールド・カー・デザイン・オブ・ザ・イヤー2018受賞モデルをさらに進化させた、レンジローバー  
ヴェラール SVAutobiography Dynamic Edition。5.0リッターV8エンジンで、さらに洗練された 
力強い走りを体感いただけます。」

マイケル・ヴァンダー・サンデ  
スペシャルビークルオペレーションズ(SVO)部門マネージングディレクター 
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写真のインテリア: レンジローバーヴェラール SVAutobiography Dynamic Edition （エボニー / シーラスインテリア、ウィンザーレザー、オプションのスチール 
ウィーブカーボンファイバーパネル）

このカタログに掲載した写真のモデルは、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る場合があります。燃料消費率は、実際に 
装着するホイールやオプション装備によって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。

CONTENTS

概要 06

特別装備 08

デザイン 12

パフォーマンス 20

テクノロジー 31

安全性 40

多用途性 42

SPECIFICATIONS 44

THE WORLD OF LAND ROVER 52

YOUR PEACE OF MIND 57





INTRODUCTION

ワールド・カー・デザイン・ 
オブ・ザ・イヤー 2018 受賞。 
そして今、新たな進化。
世界中のオーナー、評論家から絶賛を受け、数々の受賞歴を誇るレンジローバーヴェラール。そして 
今、さらなる進化を遂げた、レンジローバーヴェラール SVAutobiography Dynamic Editionの登場 
です。シンプルなデザイン設計から生まれたヴェラール独自のスタイル。フォーマルにしてスポーティな 
そのスタイルが、さらに優雅に、スマートに生まれ変わりました。レンジローバーヴェラールでは初と 
なるV8エンジンを搭載し、優れたレスポンス性能と刺激的な走りを実現。さらに、寛ぎのインテリアも 
パフォーマンス視点でリニューアル。レンジローバーヴェラール SVAutobiography Dynamic Edition
は、デザインと洗練性を極めた1台です。

写真: レンジローバーヴェラール SVAutobiography Dynamic Edition （バイロンブルー サテンフィニッシュ、オプション装着）6





NEW RANGE ROVER VELAR 
SVAUTOBIOGRAPHY DYNAMIC 
EDITION UNIQUE FEATURES
レンジローバーヴェラールだけのデザインと機能。あなただけの特別な1台に。

デザイン
デザインにもパフォーマンス視点を採用。エアロダイナミクスを追求しました。 
フロントバンパーには大型のエアインテークを装備し、グリル、リアバンパー、 

サイドクラッディングも一新。さらに、ボンネットとフェンダーベントには専用の 
グロスブラックアウターフィニッシュとグラファイトアトラスインナーフィニッシュを 

施しました。レンジローバーヴェラール SVAutobiography Dynamic Edition 
専用の21インチホイールが、印象的なデザインをいっそう引き立てます。 

詳しくは、12ページをご覧ください。

エアロダイナミクス
エアロダイナミックトランスミッショントンネルアンダートレイに、 

SVダイナミックステアリングキャリブレーション、そして、SVチューニングを 
施した改良エアサスペンション。エアロダイナミクスを追求し、 

さらに優れたオンロード性能を備えました。 
詳しくは、22ページをご覧ください。

写真: レンジローバーヴェラール SVAutobiography Dynamic Edition （バイロンブルー サテンフィニッシュ、オプション装着）8



ワンランク上の室内空間
スポーティで高級感溢れるキャビン。その主役を飾る、20ウェイウィンザーレザーシートには、 

シートヒーター&クーラーとマッサージ機能を標準装備。ダイヤモンドキルテッドのシートパターンは、
個性的な空間を演出。ローレット加工を施したロータリーシフターとコントロールダイヤルには、 

精巧な技術が光ります。詳しくは、17ページをご覧ください。

洗練された効率性
V8スーパーチャージドエンジンは、最高出力405kW（550PS）、最大トルク
680N・mというクラス屈指の性能を発揮。クイックシフト8速オートマチック 
トランスミッションと、パフォーマンスドライビングに最適化したダイナミック 

ドライビングモードにより、圧倒的でダイナミックな走りを堪能できます。 
詳しくは、11ページをご覧ください。

パフォーマンス
高性能スーパーチャージャーを搭載した5.0リッターV8スーパーチャージド 

ガソリンエンジンにより、究極の走りをご堪能いただけます。スポーツチューニングを 
施した電子制御ディファレンシャル（E-diffシステム）は、オンロード / オフロードを問わず、 

あらゆる天候状況で優れたトラクションを維持します。詳しくは、20ページをご覧ください。





REFINED POWER
絶賛を浴びたレンジローバーヴェラールの進化形、SVAutobiography Dynamic Edition。デザインに、さらに 
磨きをかけました。すっきりとしたボディサイドにはクラッディングを施し、重心を低くワイドに。力強さと 
存在感を放ちます。3次元加工のフォイルエフェクトで、フロントグリルを一新。エクステリアに新たな魅力を加え 
ました。 

ハイパフォーマンスカーのスポーティな魅力を際立たせるデザイン。最高出力405kW（550PS）、最大トルク
680N・m、0〜100km/h加速4.5秒を誇る5.0リッターV8スーパーチャージドガソリンエンジン。そして、コンテン 
ポラリーで洗練されたインテリア。すべてが調和し、妥協なきまでにパワフルな1台が生まれました。

写真: レンジローバーヴェラール SVAutobiography Dynamic Edition （バイロンブルー サテンフィニッシュ、オプション装着） 11



写真: レンジローバーヴェラール SVAutobiography Dynamic Edition （バイロンブルー サテンフィニッシュ、オプション装着）

DESIGN

DESIGNED TO PERFORM
レンジローバーヴェラール SVAutobiography Dynamic Editionで、ランドローバーは 
新たなー歩を踏み出します。専用のフロントグリルとサラウンド、エンジン冷却のため 
開口部を大きく設けたフロントバンパー、リアバンパーなどを新たに採用。クワッド 
エキゾーストパイプや鍛造ホイールなどのディテールが、大胆なデザインにアクセントを 
加えます。さらに、SVAutobiography Dynamic Editionだけのカラー、バイロンブルー 

（サテンフィニッシュ）もご用意しています。
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写真: レンジローバーヴェラール SVAutobiography Dynamic Edition （バイロンブルー サテンフィニッシュ、 
オプション装着）

印象的なデザインは、バランスのよいスポーティなスタイルを生み出し、さらに 
パフォーマンスをも向上させています。流れるようなルーフラインにより、車体上部
のエアフローをスムーズにし、空気抵抗を低減。オプションの22インチホイールは、
そのデザインも魅力。一新されたエキゾーストからは独特のエンジンサウンドが 
響き渡ります。







A LUXURIOUS SPORTING INTERIOR
レンジローバーヴェラール SVAutobiography Dynamic Editionの専用装備には、20ウェイキルテッドオックス 
フォードレザーフロントシート（ヒーター&クーラー、メモリー＆マッサージ機能付）、プレミアムカーペットマット、 
ローレット加工を施したメタルロータリーシフターなどがあります。インテリアはフォーマルでモダンな雰囲気ながら、 
すべてドライバー視点で設計。ステアリングホイールにはサムレストとアルミニウムパドルシフトを装備し、部分的に
厚みを持たせて操作性を高めました。新型のダイヤルとともに、コンテンポラリーでスポーティな雰囲気を演出します。

写真のインテリア: レンジローバーヴェラール SVAutobiography Dynamic Edition （エボニー / シーラスインテリア、ウィンザーレザー） DESIGN 17



ダイヤルは縁取りにローレット加工を施し、心地よい手触りとなっています。ソフトなパーフォレイテッドウィンザーレザーシートには、SVAutobiography Dynamic Edition 
だけのダイヤモンドキルテッドパターンを施しています。
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レンジローバーヴェラール SVAutobiography Dynamic Edition のステアリングホイールには、 
アルミニウムパドルシフトを装備。

ドアパネルにも、各部の仕上げと同じシャドーアルミニウムフィニッシャーを採用しています。

DESIGN 19



PERFORMANCE

SUPERCHARGED PERFORMANCE
卓越したオンロード性能と、クラス屈指のオフロード性能。レンジローバーヴェラール SVAutobiography Dynamic Editionはデザイン、サウンドだけでなく、 
優れたパフォーマンスも魅力のひとつです。高性能スーパーチャージャー搭載の5.0リッターV8スーパーチャージドガソリンエンジンにより、最大出力
405kW（550PS）、最大トルク680N・mというクラス屈指のパワーを実現。レンジローバーシリーズ最高の加速性能を誇り、0〜100km/h加速はわずか 
4.5秒となっています。

写真: レンジローバーヴェラール SVAutobiography Dynamic Edition （バイロンブルー サテンフィニッシュ、オプション装着）20



PERFORMANCE 21



写真: レンジローバーヴェラール SVAutobiography Dynamic Edition （バイロンブルー サテンフィニッシュ、オプション装着）

AERODYNAMICS
レンジローバーヴェラール SVAutobiography Dynamic Editionのデザインはモダンで魅力的なだけではありません。デザインのリニューアルにより 
冷却性能、エアロダイナミクスが向上。定評あるテレインレスポンス2などと組み合わせることで、さらに優れた性能を発揮します。 
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PERFORMANCE

トランスミッショントンネルアンダートレイ
エキゾーストシステムを改良し、エアロダイナミクスを追求したトンネルトレイを採用。アンダーフロアの
エアフローを最適化し、空気抵抗を低減します。 

フロントバンパー&ブレーキダクト
新しくなったフロントバンパーインテークは、空気を大量に取り込み、エンジンとブレーキを冷却。 
パフォーマンスを高めます。フロントバランスも一新。空気の流れを調整し、空気抵抗を低減します。
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PERFORMANCE

SUPREME CAPABILITY OFF AND ON-ROAD

シャシー&サスペンション
強度と剛性を併せもつボディ構造は安定性に優れ、正確で俊敏なハンドリングが可能に。グレードアップ
したサスペンションシステムとともに、さらに安定した走りを実現しています。また、SVOによるダンピン
グ設定で、力強く、洗練された走りに磨きがかかりました。ダンパーコントロールシステムも一新。 
ショックアブソーバをチューニングし、新しくなったフロントスプリング、リアスプリング、サスペンション
リンクブッシュはよりハードに。制御性、俊敏性、フィードバックの完璧なバランスを作り出しています。  

フロントに採用したダブルウィッシュボーンのアルミニウム製サスペンションは、ジャガーF-TYPEに 
搭載されたシステムとほぼ同設計で、正確なハンドリングとコントロールを可能にします。アンチロール 
バーも改良され、高速でのコーナリング時や厳しい路面状況でボディロールを大幅に抑えます。リアの 
インテグラルリンクサスペンションシステムは、安定したハンドリングをサポート。快適な乗り心地、 
多彩な走行性能を両立しています。 

パフォーマンスブレーキシステム
ひと目でランドローバーとわかる、レッドキャリパーが印象的なパフォーマンスブレーキシステム。 
耐フェード性に優れ、特に高速時のブレーキングに、スピーディで正確なレスポンスを発揮します。 
リアキャリパーにも一体型電動パーキングブレーキ（EPB）を搭載しています。 

電子制御アクティブディファレンシャル
SVAutobiography Dynamic Editionに搭載の、新型電子制御アクティブディファレンシャルシステムは、 
トルクベクタリングバイブレーキ（TVBB）システムと連動。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。特に凍った路面、濡れた草地などの低グリップ条件で効果を発揮します。コーナーの出口荷重 
移動により内輪のトラクションが失われるときも、外輪へのトルクを増すことで最大のトラクションが
得られます。 

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
レンジローバーヴェラール SVAutobiography Dynamic Editionの全輪駆動システムは、スペシャル 
ビークルオペレーションズ（SVO）部門による特別設計。卓越したパフォーマンスとハンドリングを誇り
ます。トルク配分に差を持たせることで、トラクションが大幅に向上しました。走行条件に応じて、リア 
配分100％からフロント配分100％まで対応可能です。道路の状況が変わりやすい場所では、90％以上の 
トルクがリアホイールからフロントホイールに分配され、あらゆる状況で最適なトラクションを提供 
します。草地や泥道などのスリップしやすい状況では、前後輪のトルク配分を50：50に設定してトラク 
ションを最大化します。

写真: レンジローバーヴェラール SVAutobiography Dynamic Edition （バイロンブルー サテンフィニッシュ、オプション装着） 25



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リングし、正確なハンドリングと 
スムーズな乗り心地をサポートします。加速、ステアリング、スロットル、ブレーキペダルの動きを 
システムが常時分析し、電子制御式のダンパーがサスペンションを調整。快適性、洗練性、俊敏 
性を最適なバランスに保ちます。

コンフィギュラブルダイナミクス
快適性重視、それともパフォーマンス重視。コンフィギュラブルダイナミクスは、スロットル 
マッピング、シフトポイント、ステアリング設定、サスペンションなどを、好みに合わせて 
カスタマイズできます。 

トルクベクタリング
内側の車輪にかかるブレーキを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、レスポンスに優れたコーナリングを可能にします。 

アンダーステアを検出

内輪への制動力

外側の車輪へのトルクを維持

補正ライン

写真: レンジローバーヴェラール SVAutobiography Dynamic Edition （バイロンブルー サテンフィニッシュ、オプション装着）26





ヒルディセントコントロール
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）を標準装備。難しい下り坂の運転をサポートする機能です。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。ヒルローンチアシストも標準装備され、急な上り坂での発進時に車両の後退を防ぎます。さらに、 
同じく標準装備のグラディエントリリースコントロール（GRC）は、急な下り坂でブレーキを放した際の急加速を防ぎます。 

写真: レンジローバーヴェラール SVAutobiography Dynamic Edition （バイロンブルー サテンフィニッシュ、オプション装着）28



PERFORMANCE

オールテレインプログレスコントロール
オプションのオールテレインプログレスコントロール（ATPC）は、最新技術を駆使したシステム。ぬかるみ、 
濡れた草地、凍結路や雪道、未舗装路などの滑りやすい状況で、あらかじめ設定した一定速度を維持します。 
3.5km/h〜30km/hで、クルーズコントロールのように機能します。システムが設定した速度を維持するため、 
ドライバーは障害物の回避などステアリング操作に集中できます。

テレインレスポンス 
ランドローバー独自のテレインレスポンスは、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、
シャシーシステムなど車の各種設定を最適化するシステム。テレインレスポンスには、コンフォート、草地 /  
砂利 / 雪、泥 / 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
テレインレスポンスをさらに発展させたテレインレスポンス2は、走行状況をモニタリングして、最適な 
車両設定を自動的に選択します。このシステムは手動で無効にできます。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
ドアミラーの超音波センサーを使用した、ランドローバー独自の技術です（オプション装備）。クラス最高を
誇る最大渡河水深650mmに近づくと、表示と警告音で知らせます。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します。 
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写真のインテリア: レンジローバーヴェラール SVAutobiography Dynamic Edition （エボニー / シーラスインテリア、ウィンザーレザー）30



TECHNOLOGY

INFOTAINMENT
デザイン性と高機能を両立した、ランドローバー独自のインフォテインメントシステムInControl Touch Pro Duo。多彩な情報とエンター
テインメントを、最新テクノロジーでお楽しみいただけます。直感的なインターフェイスで、ストレスなしに操作が可能。ドライブがさらに
楽しい時間へと変わります。 

TOUCH PRO DUO
Touch Proの自由度と効率性がさらに向上。標準 
装備の10インチ高精細デュアルタッチスクリーン
で、大切な情報を確認しながら、他の機能もご 
利用になれます。たとえば、上の画面でナビゲー 
ションを表示しながら、下でメディアを再生する 
といった使い方が可能です。キャビンとシートの 
温度調整も、マルチファンクションダイナミック 
ダイヤルから行えます。ステアリングホイールには、 
操作時のみ点灯するタッチスイッチを標準装備。 
ステアリングホイールのエレガントで滑らかな 
デザインに溶け込みます。スイッチのうち1つは、 
ユーザー設定が可能。お好みの機能をアサイン 
できます。 

インタラクティブドライバー 
ディスプレイ
12.3インチ高解像度インタラクティブドライバー 
ディスプレイは、ナビゲーション、電話、メディアを 
含む各種情報、エンターテインメントやアクティブ 
セーフティのデータなどを受信・表示します。 
鮮明な画質、高い性能で、シャープな画像と 
スムーズな動作を可能にしました。ナビゲーション 
プロでは、3Dマップビューによるフルスクリーン
ナビゲーションが利用可能。目的地までの最適 
ルートが簡単にわかります。 

ヘッドアップディスプレイ1

前方から目をそらさず運転に集中できる、オプ 
ションのヘッドアップディスプレイ1。速度、ギアポジ 
ション、ナビゲーションの指示などをフロント 
ガラス上に映し出します。フルカラーの高解像度
グラフィック表示。あらゆる情報をはっきりと 
確認できます。Touch Proタッチスクリーンや 
スマートフォンからの、重要な情報も表示でき 
ます。オン / オフは自由に設定できます。 

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つ組み込まれます。 
WhiteFire®デジタルワイヤレスヘッドホンx2、 
HDMI、モバイル高精細リンク（MHL）、USB 
ポートが装備されています。また、地上波デジタル 
TV2により、お好きなテレビ番組もお楽しみいた
だけます。デジタルTVチャンネルは、前席では10
インチタッチスクリーン、後席ではリアシートエン
ターテインメントシステムで視聴できます。

1国によって日照調整フロントガラスが必要な場合があります。 
2地上波デジタルTVは、車両が停止中のときのみ10インチタッチスクリーンでご覧いただけます。

ドライバーは自身の安全が確保された状況でのみ車内機能を使用してください。ドライバーは、常に車両を安全に制御できる状態にある必要があります。 
WhiteFire®はUnwired Technology LLCの登録商標であり、ランドローバーはライセンス契約に基づきこの商標を使用しています。

TECHNOLOGY 31



画像: MERIDIAN™シグネチャーサウンドシステムの見本

MERIDIAN™サラウンドサウンドシステム（標準装備）
合計16台のフロント / 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を、Trifield™ 
テクノロジーでシームレスに一体化。ライブパフォーマンスさながらの臨場感を、お楽しみいただけ 
ます。MERIDIAN™独自のTrifield™テクノロジーが、センター、サラウンド、左右の完璧なバランスを 
生み出します。乗員それぞれに最適なサウンドを実現します。

MERIDIAN™シグネチャーサウンドシステム（オプション装備）
目の前で演奏しているかのような、リアルなサウンド。すべての座席で臨場感豊かなサウンドを楽しめ 
ます。世界初のTrifield™ 3Dテクノロジーは22台のスピーカーとデュアルチャンネルサブウーファーで、 
新次元のサラウンドサウンドを生み出します。楽器や歌声、会場の雰囲気まで音楽をありのままに再現。 
立体的なサウンドを体感できます。

AUDIO
キャビンは、お気に入りの音楽を楽しめる理想的な空間。レンジローバーヴェラール SVAutobiography Dynamic Editionでは、 
オーディオシステムを2種類ご用意。どちらも、臨場感溢れるサウンドをお楽しみいただけます。 

スピーカー22台 サブウーファー
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MERIDIAN™
ランドローバーのオーディオパートナーであるMERIDIANは、1977年、英国ケンブリッジシャー 
にて設立。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ーなど、多くの
製品を世界に先駆けて提供してきました。MERIDIANの音響技術が、レンジローバーヴェラール 
SVAutobiography Dynamic Editionの優れた音響空間に活かされています。MERIDIAN™ 
音場補正テクノロジーは、キャビンの形状、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、タイミングが正確に再現されるため、 
車内のどの座席でも極めて高音質のサウンドをお楽しみいただけます。 

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。

仕様・装備内容は、グレードや国によって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 サブウーファー W

MERIDIAN™サラウンドサウンド（標準装備） 16 1 825

MERIDIAN™シグネチャーサウンド（オプション装備） 22 1 1600

デジタル信号処理 
オーディオシステムのすべてを結集し、大型スピーカーと同等の高音質を実現します。 

MERIDIAN™音場補正
MERIDIAN™の音場補正機能は、高度なアルゴリズムを採用。車内の音響を調整し、 
正確な音響特性を誇ります。

MERIDIAN™デジタルディザリング
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™デジタルディザリングは、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伝えることができるの
です。 

TRIFIELD™
MERIDIAN独自のTrifield™テクノロジーにより、センターおよびサラウンドチャンネルと左右の 
チャンネルがシームレスに融合。車内のどの座席で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が誇る、Trifield™サラウンドサウンドテクノロジー。その進化版であるTrifield™ 3Dを 
世界で初めて車に搭載しました。迫力あるサウンドをお楽しみいただけます。専用のハイトチャン 
ネルで、車内に3Dサウンドを展開。広がりのある、鮮明なサウンドを堪能できます。 
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標準装備

音声認識システム1

インテリジェントな音声認識機能を搭載。「ラジオ局を選局」「自宅に電話」のように話しかけるだけで、
運転に支障なく、操作できます。 

リモート2

リモートアプリをダウンロードすれば、離れた場所から車両の情報を取得、操作が可能に。ほとんどの
スマートフォン、Android Wear™、Apple Watch®に対応し、次のサービスが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。離れた
ところからドアをロックしてアラームを設定し、ドアミラーを折り畳んでウィンドウを閉じることが 
できます。また、「解除」ボタンを押すとミラーが開き、ヘッドライトのロービームが点灯してハザード 
ライトが2回点滅します。

–  リモートクライメート – 乗車前にキャビンの冷暖房をオンにして、快適にドライブを始めることが 
できます。

–  ビープ音 / フラッシュ – ハザードライトとロービームを点灯させ、ビープ音を鳴らせば、混み合った 
駐車場でも、ご自身の車を簡単に見つけられます。 

–  走行履歴 – 設定を有効にすると、経路や走行距離などの履歴を自動で記録。この情報をメールで 
送信して経費の報告に利用することや、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 – 現在の走行可能距離、ドアと窓の開閉状況とロック状態を確認できます。最後に 
車を停めた場所へ、徒歩で戻る道のりもご確認いただけます。 

スマートロードサイドアシスタンスサービス3 – 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、リモートアプリのアシスタンス画面を使用してランドローバーアシスタンスチームを 
直接呼び出すことができます。

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 
サービスに通知を行います。

CONNECTIVITY
InControlは、ドライバーと車をつなぎ、安全なインターネット接続をシームレスに提供するパッケージ製品。また、アプリを 
使えば、車から離れているときもInControlの一部の機能がご利用可能に。これまで以上にランドローバーのある暮らしを 
お楽しみいただけます。 

1音声認識システムは、すべての言語内アクセントおよび操作コマンドに対応しているわけではありません。  2リモートのサブスクリプションサービスは、保証 
期間終了後も有償で延長が可能です。InControlの機能、オプションおよびお取り扱いの有無は、国によって異なります。各国でのお取り扱いの有無、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。  3スマートロードサイドアシスタンスサービスは、ランドローバー正規 
ディーラーによる保証期間終了後も有償で延長が可能です。34
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ナビゲーションプロ
ナビゲーションプロでは、お気に入りの場所の保存、ピンチ / ズーム操作によるマップ探索、 
鮮明な2D/3Dマップの表示が可能です。トラフィックサインレコグニションも標準装備に含まれ 
ます。4G Wi-Fiホットスポットとプロサービス4は、車内でも車外でも利用可能。ネットワーク
に接続しながら、快適なドライブをお楽しみいただけます。 

プロサービスの内容:

–  リアルタイム交通情報 – ライブトラフィックデータを駆使して、目的地までの正確な道路 
状況をお伝えします。

INCONTROLアプリ 
InControlアプリテクノロジーにより、USBケーブルで接続したApple/Android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で操作可能。連絡先、予定表、音楽プレーヤーなどを
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 
ダウンロードできます。

利用できるアプリケーションの例: 

–  Spotify5 – 人気のアプリがシームレスに一体化。4,000万曲を超えるライブラリにアクセス 
できます。Spotifyの直感的な操作性はそのままに、曲・ステーション・おすすめめの検索、
プレイリストの作成、オフラインモードでの音楽再生などが行えます。現在ご利用の 
Spotify Free/Spotify Premiumアカウントでログインいただけます。

4プロサービスに含まれる機能は、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。  5App Store/Google Playでご確認ください。 35



*セキュアトラッカーは、ディーラー保証期間終了後、追加のサブスクリプション契約が必要になります。画面や操作手順など、InControlに関する情報や画像は、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。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。リモートアプリは、App Store/Google Playからダウンロードしてください。ドライバーは自身の安全が確保された状況でのみ車内機能を使用してください。 
ドライバーは常に車両を完全に制御できる状態にある必要があります。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。

オプション装備

スマートフォンパック
インフォテインメントシステムの画面からも操作できるため、車内でも安全にスマートフォンを利用 
いただけます。ランドローバーのInControlアプリテクノロジーを採用したスマートフォンパックでは、 
Android™/Apple®スマートフォンをUSBケーブルで接続して、車両用に最適化したアプリを車の 
タッチスクリーンから操作可能。連絡先、予定表、音楽プレイヤーなどの機能にアクセスできます。

お手持ちのスマートフォンがiPhone®ならApple CarPlay®が、Android™端末では、Android Auto™
が使用可能です。シンプルで直感的なインターフェースのため、運転に集中しながら利用できます。 
USBケーブルでスマートフォンを接続すれば、対応するアプリを車のタッチスクリーンから操作 
いただけます。

セキュアトラッカー*

トラッキングテクノロジーを駆使して、車両の盗難時に警告を発するほか、車の位置情報を関係 
当局に通知して迅速な解決をアシストします。保証期間に対応したサブスクリプション契約が含まれ 
ます。
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エマージェンシーブレーキ 360°パーキングエイド 360º サラウンドカメラ 

仕様・装備内容は、グレードや国によって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。 

写真: レンジローバーヴェラール SVAutobiography Dynamic Edition （バイロンブルー サテンフィニッシュ、オプション装着）

DRIVER ASSISTANCE

EASIER AND SAFER
市街地や高速道路での運転アシストから、乗員の安全強化まで。多彩な機能で快適なドライブをサポートします。 

エマージェンシーブレーキ：他の車や歩行者との衝突回避を支援 
します。正面衝突の危険を察知するとシステムが警告を発し、ドラ 
イバーに注意を促します。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します。
それでも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。 
ハイスピードエマージェンシーブレーキ：前方の車との衝突の危険を 
検知すると、ブレーキをかけるようドライバーに警告するフォワード 
アラートを表示します。ブレーキ操作が間に合わない場合、自動的に 
ブレーキを作動させて衝突時の衝撃を軽減。10〜160km/hでの 
走行時に作動します。 
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 
ドライバーの疲れや眠気を察知し、休息を促す機能です。 

360°パーキングエイド：狭い場所でも安心して駐車できるように 
サポートします。リバースギアを選択すると、車体各部のセンサーが
自動的に作動。周囲360°のオーバーヘッドビューをタッチスクリーン 
に表示します。センサーは手動でもオンにすることができます。 
操作中はタッチスクリーンの表示と音声で、障害物との距離を把握
できます。 

360°サラウンドカメラ：ボディ各部に設置した4台のデジタルカメラで、 
周囲360°のオーバーヘッドビューをタッチスクリーンに表示。 
同時に複数のビューを表示できるので、縁石近くの駐車や狭い 
スペースへの出し入れが簡単になります。
リバーストラフィックディテクション：駐車場からバックで出庫する 
際に、接近してくる車や歩行者を検知してドライバーに警告。音声と 
画像の両方で伝えるので、見通しの悪い場所でも背後の状況を把握 
できます。 

標準装備
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レーンキープアシスト：ウィンカー操作なしに車線をはみ出すと、 
自動的にステアリングを制御して車をレーン内に戻します。
トラフィックサインレコグニション&アダプティブスピードリミッター：
制限速度や追い越し禁止の標識を、ドライバーから見やすい 
インストルメントクラスターに表示。情報の見落としを防ぎます。 
アダプティブスピードリミッターは、トラフィックサインレコグニ 
ションの情報に基づき、クルーズコントロールシステムを使用して 
車速を適切に調整します。 
パークアシスト：適切なステアリング操作で縦列駐車と並列駐車 
をサポート。ドライバーはギアを選択し、アクセルとブレーキで 
速度を調整するだけです。画像と音声で駐車操作をアシストします。
さらに、出庫の際も同様に操作をサポート。ストレスなく出入庫でき
ます。 

アダプティブクルーズコントロール：高速道路や渋滞での走行時 
に、先行車の減速と停止を検知して、安全な車間距離を維持します。
また、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。渋滞時は、先行車の追従走行を自動的に開始します。アダプ
ティブクルーズコントロールシステムは走行速度20km/hで起動。 
走行速度0〜200km/hで継続作動します。 
ブラインドスポットアシスト：衝突回避を支援する機能です。車線変 
更時にドライバーの死角に車を検知すると、検知した側のドアミラー
に小さな警告ライトが点灯。ステアリングホイールを自動制御して、 
接近する車から安全に離れるようにアシストします。

レーンキープアシスト アダプティブクルーズコントロール
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写真: レンジローバーヴェラール SVAutobiography Dynamic Edition （バイロンブルー サテンフィニッシュ、オプション装着）

SAFETY

SAFE AND SECURE
すべての人に最高の安全性をお届けするため、レンジローバー ヴェラール SVAutobiography 
Dynamic Editionは乗員保護性能を高める多彩な装備や、事故を未然に防ぐアクティブセーフティ 
機能を標準装備しました。

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により、あらゆる状況で優れた視界の確保
が可能。路面を広く見わたせ、歩行者や他のドライバーからも認識されやすいため、より安心して運転
することができます。

定評あるAWD機能と、インテリジェントドライブライン（IDD）を標準搭載。あらゆる天候、路面状況
で、安定した走りが可能です。 

レンジローバー ヴェラール SVAutobiography Dynamic Edition の安全性をいっそう高める最新 
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）：車体の動きをモニタリングし、安定性を高める機能 
です。エンジントルクを低減しながら、ホイール単位でブレーキを加えます。アンダーステアやオーバー
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維持しながら 
ロックを回避することで、車両の旋回能力を維持します。制動距離を短く抑えます。

電子制御ブレーキディストリビューション（EBD）：車軸ごとに最適なブレーキを加えて、制動距離を
短縮。安定性と操舵性も維持します。 

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 
安定性を発揮します。エレクトロニックトラクションコントロール（ETC）は、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。 

コーナリングブレーキコントロール（CBC）：コーナーでブレーキをかけてグリップの限界に近づくと、
各ホイールのブレーキを自動で調整する機能です。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）：DSCに組み込まれた転倒防止機能で、障害物を俊敏に避け 
ながら運転するのに役立ちます。車両の動きとコーナリングフォースをモニタリングし、横転の危険を
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、横転を引き起こす力を低減します。 

エマージェンシーブレーキアシスト：急なブレーキの踏み込み力が不十分な場合、その状況を認識 
して制動力を最大限に高めます。ABSポンプでブレーキ圧を高め、緊急時に素早く停止できるように
アシストします。

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）システムは急ブレーキを 
かけた時にハザードランプを自動的に点灯させます。

エマージェンシーブレーキ：詳しくは、38ページをご覧ください。安全性をさらに高めるため、リア 
シートの左右にはチャイルドシート固定用のISOFIXアンカーポイントを2個装備。運転席、助手席、 
サイドカーテン、胸部など6つのエアバッグを標準装備し、優れた衝突安全性を実現しています。

アクティブセーフティ機能について詳しくは、38〜39ページをご覧ください。
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ISOFIXアンカーポイント

エアバッグ

アルミ製 
セーフティセル

SAFETY 41



*タイヤリペアシステム搭載時。 

エアサスペンションにより車高を50mmダウン

VERSATILITY

TRULY FLEXIBLE
レンジローバー ヴェラール SVAutobiography Dynamic Editionは、車内スペースの広さも魅力の 
ひとつです最高レベルの快適性に加え、収納スペースを豊富にご用意しました。

自動車高調整機能で、車への乗り降りがさらにスムーズに。設定した目的地に到着し、エンジンを切るか 
シートベルトを外すと、車高が10mm低くなります。さらにドアを開くと、フルアクセスハイトの40mm
まで車高が下がるので、ゆったりとエレガントに乗り降りできます。その後、車が走り出すと、自動的に
通常の車高に戻ります。 

2列目シートにはヘッドクリアランス966mm、ニークリアランス40.8mmのゆとりを確保。手足を伸ばして 
ゆったりと乗車できます。リアシートにはオプションの電動リクライニング機能も搭載可能。さらなる 
ゆとりが生まれます。

4ゾーンクライメートコントロールでは、温度・風向き・風量を座席ごとに設定可能。さらに快適に 
ドライブをお楽しみいただけます。 

40:20:40分割可倒式リアシートは、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、収納スペースとしてフルに活用いただけます。ラゲッジ 
スペース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、機械制御ですべてのシートを
折りたたむことができます。長期間の旅行でも、スペースを気にする必要はありません。ラゲッジ 
スペースは、最大積載容量834リッター*。スーツケースや大きめの荷物も運べる、余裕の広さです。 
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5シート  
632リッター

4シート  
1,161リッター

3シート 
1,344リッター

2シート 
1,690リッター

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。
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STANDARD FEATURES

エクステリア装備
 – レインセンサー付ワイパー
 – フラッシュデプロイアブルドアハンドル
 – 自動防眩ドアミラー（電動格納、ヒーター&アプローチ 
ライト付）

 – アコースティックラミネート加工ウィンドスクリーン
 – オートヘッドライト
 – カミングホームライト
 – リアフォグランプ
 – マトリックスLEDヘッドライト（シグネチャーデイタイム 
ランニングライト付）

 – コントラストルーフ（ブラック）

ホイール&タイヤ
 – 21インチ5スプリットスポーク"スタイル5083" 
（グロスダークグレーフィニッシュ）

 – 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）
 – スタートボタン
 – スエードクロスヘッドライニング
 – シャドーアルミニウムトリムフィニッシャー
 – 専用スポーツステアリングホイール
 – アルミニウムパドルシフト
 – ブライトメタルペダル
 – メタルスカッフプレート（ラゲッジスペース）/  
メタルトレッドプレート（フロント）

 – 4ゾーンクライメートコントロール
 – アンビエントインテリアライト
 – エアクオリティセンサー
 – 自動防眩インテリアリアビューミラー

シートとインテリアトリム
 – パーフォレイテッドウィンザーレザーシート（専用ダイヤ 
モンドキルテッドカバー）

 – 20ウェイフロントシート（ヒーター&クーラー、マッサージ
機能付）、リアシート（ヒーター付）

 – 2ピーススライド式フロントセンターアームレスト
 – プレミアムカーペットマット
 – 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
 – シャドーアルミニウムトリムフィニッシャー
 – フルエクステンデッドレザーアップグレード（コントラスト
ステッチ）

ダイナミクス
 – シングルスピードトランスファーギアボックス
 – 電動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（ダイナミックプログラム）
 – アンチロックブレーキシステム（ABS）
 – コンフィギュラブルダイナミクス
 – 電子制御アクティブディファレンシャル&トルク 
ベクタリングバイブレーキ

 – スポーツサスペンション
 – 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）
 – エマージェンシーブレーキ
 – 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（EPAS）

 – ロートラクションローンチ
 – ストップ / スタート
 – ブレーキキャリパー（レッド）
 – スイッチャブルアクティブスポーツエキゾースト
 – フロント395mm/リア396mmブレーキ

インフォテインメント
 – Touch Pro Duo
 – インタラクティブドライバーディスプレイ
 – Bluetooth®接続
 – MERIDIAN™サラウンドサウンドシステム
 – リモート
 – 地上波デジタルTV

ドライバーアシスト
 – レーンキープアシスト
 – 電子制御ブレーキディストリビューション（EBD）
 – アダプティブクルーズコントロール
 – エマージェンシーブレーキ
 – 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
 – ハイスピードエマージェンシーブレーキ
 – リアトラフィックモニター
 – トラフィックサインレコグニション&アダプティブスピード
リミッター

SAFETY
 – セキュリティーアラームシステム&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
 – ブレーキパッドウェアインジケーター
 – 6個のエアバッグ
 – エマージェンシーストップシグナル（ESS）

 – シートベルトリマインダー
 – 後席ISOFIXチャイルドシートアンカー
 – パワーチャイルドロック
 – ドライバーコンディションモニター

その他装備
 – キーレスエントリー
 – 360°パーキングエイド
 – パークアシスト
 – ハンズフリーパワーテールゲート
 – ラゲッジスペースカバー
 – ボイスコントロール
 – 電源ソケットパック1 – 2xUSB、3x12V
 – グローブボックス（ロック付）
 – パワーウィンドウ（ワンタッチ開閉&挟み込み防止 
機能付）

 – 360º サラウンドカメラ

YOUR MODEL
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ENGINES

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。

SPECIFICATIONS

DRIVELINE, ENGINE PERFORMANCE,  
AND FUEL ECONOMY（欧州仕様車値）

ガソリン

オートマチック

最高出力（PS） V8スーパーチャージド

駆動方式 AWD（全輪駆動）

最大出力 kW（PS)/rpm 405 (550) / 6,000〜6,500

最大トルク（N・m/rpm） 680 / 2,500〜5,500

総排気量（cc） 4,999

シリンダー数 8

シリンダー配置 縦置きV型8気筒

パフォーマンス

最高速度 km/h 274

加速（秒） 0〜100km/h 4.5

燃料消費率 – WLTP* TEH**

Low L/100km 18.4

Medium L/100km 12.1

High L/100km 10.5

Extra High L/100km 11.7

Combine L/100km 12.3

*WLTPは、乗用車等の燃料消費率とCO2排出量の計算に使用される、欧州の新しい公式テストです。燃料、エネルギー消費、航続距離、排出ガスを測定します。実際の走行状況により近い数値を得ることを念頭に策定された試験方法で、 
オプションを装備した状態の車両を、より難度の高い手順と走行条件下でテストします。  **TEL（テストエネルギー: 低）とTEH（テストエネルギー: 高）は、WLTPテスト測定値の範囲を表します。TELはオプション装備の合計重量が最も軽
い場合の数値であり、CO2排出量は最小、燃料消費率は最高となります。TEHはオプション装備の合計重量が最も重い場合の数値であり、CO2排出量は最大、燃料消費率は最低となります。WLTP規制では、TELとTEHのCO2排出量の差が
5g未満である場合、TEHのみの公表が義務づけられています。

数値はすべて欧州仕様車値 （自社データ）です。日本国内の認証値とは異なります。実際の数値は走行スタイルおよび周囲の環境により変動します。燃料消費率は、実際に装着するホイールやオプション装備によって異なる場合があります。
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CHOOSE YOUR WHEELSCHOOSE YOUR ROOF

CONFIGURE YOUR RANGE ROVER VELAR 
SVAUTOBIOGRAPHY DYNAMIC EDITION

CHOOSE YOUR EXTERIOR
レンジローバーヴェラール SVAutobiography Dynamic Editionを、あなだけの1台にカスタマイズしましょう。ボディカラーとルーフスタイル、 
そしてお好みのエクステリアオプションを選択いただき、全体にマッチするホイールをお選びください。 

1ボディカラーがサントリーニブラックの場合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、トウアイフックカバー、 
およびインダスシルバーのトウアイフックカバーサラウンド（リア）が含まれます。  2メタリックフィニッシュもご用意しています。  3ボディカラーがサテンフィニッシュである場合、ボディ同色スライディングパノラミックルーフはお選びいただけません。

写真: すべてレンジローバーヴェラール SVAutobiography Dynamic Edition

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1 
（標準装備）

ボディ同色スライディングパノラミックルーフ  
（オプション装備）

22インチ5スプリットスポーク 
スタイル5113 

（スパークルシルバー& 
ダイヤモンドターンドフィニッシュ）

22インチ5スプリットスポーク 
スタイル5113 

（グロス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5083 

（グロスダークグレーフィニッシュ） 
（標準装備）
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CHOOSE YOUR EXTERIOR COLOUR SVO PREMIUM COLOUR

インダスシルバー

サントリーニブラック

フィレンツェレッド

フジホワイト バイロンブルー2 3

ソリッド サテンフィニッシュメタリック

コリスグレー

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。
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CHOOSE YOUR INTERIOR
レンジローバーヴェラール SVAutobiography Dynamic Editionのインテリアには、多彩な素材、フィニッシャー、 
カラーをご用意。お好みに合わせてカスタマイズしていただけます。

写真のインテリアはカラーの参考用であり、すべての仕様を示すものではありません。

シャドーアルミニウムトリムフィニッシャー エボニースエードクロス

スチールウィーブカーボンファイバートリムフィニッシャー

グランドブラックパネル

標準装備 標準装備

オプション装備

CHOOSE YOUR INTERIOR FINISHER YOUR HEADLINING
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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。

エボニー / ピメント
（パーフォレイテッドウィンザーレザー、専用ダイヤモンドキルテッドシートカバー）

エボニー / ビンテージタン
（パーフォレイテッドウィンザーレザー、専用ダイヤモンドキルテッドシートカバー）

エボニー / エボニー
（パーフォレイテッドウィンザーレザー、専用ダイヤモンドキルテッドシートカバー）

エボニー / シーラス
（パーフォレイテッドウィンザーレザー、専用ダイヤモンドキルテッドシートカバー）

写真: レンジローバーヴェラール SVAutobiography Dynamic Edition（エボニー / エボニー、エボニーパーフォレイテッド 
ウィンザーレザー、オプションのスチールーウィーブカーボンファイバートリムフィニッシャー）

写真: レンジローバーヴェラール SVAutobiography Dynamic Edition（エボニー / シーラス、エボニー / シーラスパーフォレイテッド 
ウィンザーレザー、オプションのスチールーウィーブカーボンファイバートリムフィニッシャー）

写真: レンジローバーヴェラール SVAutobiography Dynamic Edition（エボニー / ビンテージタン、エボニー / タンパーフォレイテッド 
ウィンザーレザー、オプションのスチールーウィーブカーボンファイバートリムフィニッシャー）

写真: レンジローバーヴェラール SVAutobiography Dynamic Edition（エボニー / ピメント、エボニー / ピメントパーフォレイテッド 
ウィンザーレザー、オプションのスチールーウィーブカーボンファイバートリムフィニッシャー）

CHOOSE YOUR INTERIOR COLOUR
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エクステリア装備

ルーフレール（ブラック） 
ファクトリーオプションのルーフレール。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で、荷物の重量配分、
ダイナミクスを最適な状態に保ちます。ブラックフィニッシュでのご用意となります。 
ランドローバーアクセサリーでは選択できません。

プライバシーガラス 
ガラスの透明度を低くして、後席のプライバシーを守ります。

日照調整フロントガラス 
日光を遮るウィンドスクリーンは、熱さを抑えるとともに紫外線がキャビンに射し込ま
ないようにします。

マトリックスレーザーLEDヘッドライト（シグネチャーデイタイムランニングライト付）

ホイール&タイヤ

サマータイヤ 
サマータイヤ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。フルサイズスペアホイール搭載車には装着でき
ません。

SVスペースセーバーアロイスペアホイール 
軽量なスペースセーバーアロイスペアホイール。ツールキットを含む。

インテリア装備

ヒーテッドウィンドスクリーン 
ウィンドスクリーンの霜や曇りを、素早く取り除きます。ウォッシャー液の凍結を防ぎ、
低温時にもフロントガラスをクリーンに保つヒーテッドウォッシャーノズル付。

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。

イルミネーテッドメタルスカッフプレート（ラゲッジスペース） 
優美なスタイルのリアロード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します。フルサイズスペアホイール搭載車には装着できません。

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

コンフィギュラブルアンビエントインテリアライト 
さまざまな色やグラデーションにより、その時の気分に合わせてキャビンのムードを
変更可能。カラーは10種類からお選びいただけます。

イオン空気清浄テクノロジー 
すべての乗員の健康に配慮したテクノロジー。アレルギー物質、ウイルス、バクテリア、
悪臭などを低減し、車内の空気環境を改善します。有害物質を分解することにより、 
空気を清浄化します。オン / オフの切り替えが可能。

インフォテインメント

スマートフォンパック 
詳しくは、36ページをご覧ください。

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、31ページをご覧ください。

その他装備

リアリカバリーフック（固定式） 
泥・雪・砂などでスタックした車をけん引する際に使用します。強力で安定感に満ちて
おり、特にオフロードで優れた効果を発揮する装備です。

ドライバーアシストパック 
詳しくは、39ページをご覧ください。

アクティビティキー 
腕に装着可能なキー。思う存分アクティビティを楽しめます。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、耐久性に優れ、完全防水仕様。腕に装着したまま、多彩なアク 
ティビティを楽しめます。通常のキーは作動しなくなるので、安全に車内に置いて 
おけます。

CHOOSE YOUR OPTIONS
ご注文時にお選びいただくオプション装備と、納車前 / 納車後のいずれでも取り付け可能な純正アクセサリーで、レンジローバー ヴェラール
SVAutobiography Dynamic Editionをあなたならではの1台にカスタマイズできます。
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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。

デザイン

デプロイアブルサイドステップ 
装着オプションについて詳しくは、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。 
快適な乗り降りをサポートするサイドステップです。ドアシルの下に格納された 
ステップが、ドアを開けると自動的に展開。キーによる操作も可能です。ドアが閉まると 
自動的に収納されます。オフロード走行やローレンジ設定時は、障害物を感知すると
ステップは自動展開しません。オートマチックモードを無効にして、ドアが閉じた 
状態でサイドステップを使えば、ルーフへの荷物の積み降ろしに便利です。フロント 
マッドフラップとの同時装着が可能。ステンレス仕上げで、RANGE ROVER VELAR
スクリプトがレーザー刻印されています。

カーボンファイバーミラーカバー 
ハイグロスフィニッシュを施した、高級感あふれるカーボンファイバーのミラー 
カバー。卓越したパフォーマンスを想起させるスタイルを演出します。

カーボンファイバーサイドベント 
ハイグロスフィニッシュを施した、高級感あふれるカーボンファイバーのサイドパワー
ベント。卓越したパフォーマンスを想起させるスタイルを演出します。

イルミネーテッドスカッフプレート（ラゲッジスペース）* 
ブライトフィニッシュのステンレススチール製で、柔らかな光が上質な雰囲気を醸し 
出すラゲッジスペースのトレッドプレートフィニッシャー。荷物の積み降ろしの際に 
トリムを保護します。

ライフスタイル

ラグジュアリーカーペットマット – エボニー 
2,050g/m2の厚手なパイル生地を用いたラグジュアリーなカーペットマットのセット。
裏地に防水加工を施しました。インテリアを高級感あふれる雰囲気に仕立てます。

ラグジュアリーラゲッジスペースカーペットマット 
2,050g/m2の厚手なパイル生地を用いたラグジュアリーなラゲッジスペースカーペット。 
裏地に防水加工を施しました。インテリアを高級感あふれる雰囲気に仕立てます。

ラゲッジスペースラバーマット 
LAND ROVERロゴを施した防水仕様のラバーマット。縁の付いた構造で、ラゲッジ 
スペースのカーペットを汚れから守ります。

*フルサイズスペアホイール搭載車には装着できません。 

CHOOSE YOUR LAND ROVER GEAR-ACCESSORIES
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THE WORLD OF LAND ROVER
ランドローバーは、ドライバーの冒険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、冒険の旅へお出かけください。

EXPERIENCE DRIVES ADVENTURE TRAVEL

ランドローバーの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なっています。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日レッスンをご用意しています。

感動的な北極氷原への探訪や、ナミビアの壮大な砂丘に出会う旅。ランドローバーのアドベンチャー 
トラベルでは、ランドローバー車のスピリットと情熱を体感できる、一生思い出に残るドライブ体験を 
提供します。
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THE WORLD OF LAND ROVER

MANUFACTURING TOURS SPECIAL VEHICLE OPERATIONS

最新のランドローバーが生まれる先進の製造拠点で、ランドローバーの舞台裏をご覧いただけます。
比類ないクラフトマンシップと先進のロボットテクノロジーを融合。見学ツアーはヘイルウッドおよび
ソリハル工場で実施しています。

クラス随一のラグジュアリー、刺激的な走り、高度なオールテレイン性能など、ランドローバーは 
すべてに妥協を許しません。スペシャルビークルオペレーションズ（SVO）部門は、さらに理想を追求
します。SVバッジが意味するもの。それは、ランドローバー最高レベルの技術とデザインで、洗練性、
パワー、最先端のテクノロジーのすべてを備えた1台を作り上げることです。

フォローする:
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LAND ROVER COLLECTION ONELIFE MAGAZINE

ランドローバーが提供する各種ウェアやラレザーグッズは、車と同様の卓越したデザインと洗練され
たディテールが特長的。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。

お車のご購入から3年間、無料でお届けする「ONE LIFE」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。
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THE WORLD OF LAND ROVER

フォローする:

BRAND PARTNERSHIPS HUMANITARIAN PARTNERSHIPS 

誠実さ、勇気、誇り、落ち着き。これらはランドローバーがパートナーとともに重んじる価値で
す。INVICTUS GAMES、ヴァージン・ギャラクティック、ラグビーワールドカップ2019™、 
ブリティッシュ・アンド・アイリッシュ・ライオンズは、いずれも自らの限界に挑戦し、さらなる高みを 
目指す、"ABOVE & BEYOND"の精神に賛同する人々によって運営されています。

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ある活動を行なっています。
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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仕様・諸元は、予告なく変更する場合があります。本カタログに 
掲載している写真は、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。あらかじめご了承ください。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。

掲載した写真は、説明のためのイメージです。実際の仕上がりとは異なる場合があります。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。日本国内でご利用いただけるカラーや仕様については、
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。

Castrol EDGE Professionalはランドローバーが唯一推奨するエンジンオイルです。Bluetooth®ワードマークとロゴはBluetooth SIG, 
Inc.の所有であり、ランドローバーはライセンス契約に基づきこのマークを使用しています。Android AutoはGoogle Inc.の商標です。 
iPhone、Apple CarPlay®は米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。対応するiPhone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。MERIDIAN™は、Meridian Audio Ltd.の登録商標です。

YOUR PEACE OF MIND

CUSTOMER SERVICE
お車の点検・修理にあたっては、最新の整備機器で、機械・電子系統を確認いたします。ランドローバー
認定の技術者が、特注の整備ツールを使って対応。パーツとアクセサリーは、ランドローバー純正品 
のみを使用します。各種サービスプランに加えて、ロードサイドアシスタンスも対応。お車の安全・安心 
をサポートいたします。 

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。

LAND ROVER ROADSIDE ASSISTANCE
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の軽微な不測の事態まで、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、
確かな安心をお届けします。 

LAND ROVER FINANCIAL SERVICES
ランドローバーをさらにお求めやすく。お求めやすい価格に設定しています。新車 / 中古車、個人用 /  
ビジネス用など、ご希望に合ったプラ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、全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。

左および裏表紙の写真: SVAutobiography Dynamic Edition（バイロンブルー サテンフィニッシュ、オプション装着車）

技術仕様 
付属していない場合は、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。 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

Jaguar Land Rover Limited  
Registered Office: Abbey Road, Whitley,  
Coventry, CV3 4LF, United Kingdom

英国登記番号: 1672070

landrover.co.jp

© Copyright Jaguar Land Rover Limited 2019.
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ENGINE
landrover.co.jpのオンラインコンフィギュレーターで、カスタマイズのイメージをご確認いただけます。

TECHNICAL SPECIFICATION（欧州仕様車値）
ガソリン

パワートレイン V8スーパーチャージド

駆動方式 全輪駆動（AWD）

トランスミッション オートマチック

最高出力 kW（PS/rpm） 405 (550) / 6,000〜6,500

最大トルク（N・m/rpm） 680 / 2,500〜5,500

総排気量（cc） 4,999

シリンダー数 / 1シリンダーあたりのバルブ数 8 / 4

シリンダーレイアウト 縦置きV型8気筒

エンジン性能

加速（秒）0-100 km/h 4.5

最高速度（km/h） 274

燃料タンク容量（使用可能量、リッター） 82

ガソリンパーティクルフィルター（GPF） 4

燃料消費率 – WLTP† TEH††

Low L/100km 18.4

Medium L/100km 12.1

High L/100km 10.5

Extra High L/100km 11.7

Combine L/100km 12.3

4標準

ガソリン

ブレーキ V8スーパーチャージド

フロント型式 4ピストンアルミニウムモノブロック固定キャリパー、 
ベンチレーテッド2ピースディスク

リア型式 シングルピストンスライディングキャリパー、 
ベンチレーテッド2ピースディスク

パークブレーキ iEPB、モーター付キャリパー

重量（KG）*

車両重量** 2,160

けん引重量（KG）

空荷時重量（EU）** 750

空荷時重量（DIN） 2,500

各車軸の最大質量（フロント） 100

各車軸の最大質量（リア） 5,110

ルーフ積載（KG）

最大ルーフ荷重（ルーフレール含む） 79

†WLTPは、乗用車等の燃料消費率とCO2排出量の計算に使用される、欧州の新しい公式テストです。燃料、エネルギー消費、航続距離、排出ガスを測定します。実際の走行状況により近い数値を得ることを念頭に策定された試験方法で、オプションを装備した 
状態の車両を、より難度の高い手順と走行条件下でテストします。   ††TEL（テストエネルギー: 低）とTEH（テストエネルギー: 高）は、WLTPテスト測定値の範囲を表します。TELはオプション装備の合計重量が最も軽い場合の数値であり、CO2排出量は最小、 
燃料消費率は最高となります。TEHはオプション装備の合計重量が最も重い場合の数値であり、CO2排出量は最大、燃料消費率は最低となります。WLTP規制では、TELとTEHのCO2排出量の差が5g未満である場合、TEHのみの公表が義務づけられています。

数値はすべて欧州仕様車値（自社データ）です。日本国内の認証値とは異なります。また、実際の数値は走行スタイルおよび周囲の環境により変動します。燃料消費率は、実際に装着するホイールやオプション装備によって異なる場合があります。



DIMENSIONS AND CAPABILITIES（欧州仕様車値）

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

標準 22.7° 20.2° 24.7° 

オフロード高 24° 21.8° 27.5°

ラゲッジ 
スペース幅 
（最大） 
1,247mm

奥行 
2列目1,011mm

奥行 
1列目1,788mm

幅2,041mm（ミラー格納時） 
幅2,145mm（ミラー展開時）

全高 
1,676mm

トレッド（後）1,663.1mmトレッド（前）1,643.7mm

ホイールベース2,874mm

全長4,806mm

*重量は標準装備の車両のものです。オプションを装着した場合、車両重量が増加する場合があります。  **重量にはドライバー1名（75kg）、油脂類その他、燃料（90%まで給油）が含まれます。  †ドライ: VDA適合のソリッドブロック（200mm x 50mm x 100mm）で容量を測定。  
††ウェット: ラゲッジスペースを水で満たした場合の容量を測定。

写真: 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、ブラックコントラストルーフ、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）画像は説明のためのイメージです。

標準車高 
ルーフレール装着時1,656mm 
ルーフアンテナ装着時1,676mm 
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
最大フロント / リアヘッドルーム 
（標準ルーフ装着時）993mm / 988mm

最大フロント / リアヘッドルーム 
（パノラミックルーフ装着時）970mm / 966mmm

レッグルーム
最大フロントレッグルーム1,023mm 
最大リアレッグルーム935mm

ラゲッジスペース容量
高さ1,045mm、幅1,247mm 
ラゲッジスペース幅（タイヤハウス間）1,050mm

最大ラゲッジスペース容量（1列目後方） 
ドライ†1,079リッター、ウェット††1,705リッター 

最大ラゲッジスペース容量（2列目後方）  
ドライ†834リッター、ウェット††834リッター

最低地上高
標準車高204.8mm 
オフロード高251mm

ターニングサークル
タイヤ外縁11.6m 
車体最外側11.75m 
ステアリングホイール回転2.52

渡河水深
渡河水深限界650mm

landrover.co.jpのオンラインコンフィギュレーターで、カスタマイズのイメージをご確認いただけます。






