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The all-new Range Rover Evoque。それは、これまでにないスピリットをもった、限りなく 

刺激的な新世代レンジローバーといえるでしょう。大胆で洗練されたデザイン。あらゆる状況で 

直感的操作性をドライバーに提供する、革新のテクノロジー。そのクルマは、見る人を大胆に誘い、 

乗る人をしなやかに感じさせ、唯一無比のドライビングプレジャーを喚起します。レンジローバー 

イヴォーク。レンジローバーの新たな進化を物語るストーリーが、いま幕を開けます。



究められたラグジュアリーと高度な 

機能性を両立するアイコニックデザイン。

上質さとクラフツマンシップに満ちた 

コンテンポラリーなインテリア空間。

進化したパワー、洗練性、そして経済性。 あらゆる天候と路面状況で発揮される 

ダイナミックでスポーティなハンドリング性能。

Design Interior Design & Features Engine Performance on-road & off-road

Page 4 Page 14 Page 23 Page 25



未来はここに。 多彩なデザインとカラー、テクノロジーが 

あなたらしさを演出。

拡がる選択肢とオプション。 個性も実用性も幅広く自由なチョイス。

Technologies Pure, Prestige & DynamicSpecifications & Choices Accessories
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Design
レンジローバーイヴォークのデザインは、世界中の大都市に流れるエネルギーからインスパイアされて生まれました。斬新で妥協することなく、 

ユニークでオリジナル。そこには、そんな新世代のスピリットが強く息づいています。それはまさに、未来をいち早く先どりしたスタイルといえるでしょう。

シャーシを一新したレンジローバーイヴォークは、ダイナミックさとスポーティさが融合した、これまでにない鮮やかなハンドリングを実現しました。 

コンパクトな足回りと低重心のボディは、素早いレスポンスと驚異の俊敏性を提供。さらに、最新式MagneRide™ダンパーを採用したアダプティブ 

ダイナミクスが、確実で軽快なハンドリングと滑らかにコントロールされたドライビング性能の最適なバランスを保ちます。

また、レンジローバーイヴォークは、伝統のランドローバー・オールテレイン・テクノロジーを駆使して、あらゆる路面状況と天候に対応。 

コンパクトなフォルムにレンジローバーのDNAを凝縮させたクルマが、いまSUVの新たなクラスを切り拓きました。
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レンジローバーイヴォークとレンジローバーイヴォーククーペ。2つの際立つボディスタイル。 

斬新で印象深いデザインは、Pure、Prestige、Dynamicの3モデルからお選びいただけます。

どのモデルにも魅力的なチョイスが設けられ、最新のテクノロジーが搭載されました。

Range Rover Evoque Coupé
コンテンポラリーなデザインに彩られたコンパクト・プレミアム・クロスオーバー。 

ダイナミックな佇まいとパワフルなスタンスが、レンジローバー伝統のスタイルを 

大胆に生まれ変わらせました。

Range Rover Evoque
スタイリッシュでシャープなラインを描くサイドボディ。都市のライフスタイルの多彩な 

ニーズにマッチした、高いユーティリティを誇る5ドアバージョン。 
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Exterior design
限りなくコンテンポラリーなフォルムにスポーティさを融合させてデザインされた、ダイナミックな

エクステリア。レンジローバーイヴォークは、世界のSUVシーンにまったく新たなクラスを創出しま

した。このクルマの象徴であるクラムシェル構造のボンネットやフローティングルーフ、そしてどんな

コーナリングも余裕で走り抜ける万能なスタンスは、クラシカルなレンジローバー・デザインを 

未来感溢れるスタイルへと昇華させています。力強さをドラマティックに演出するウェストライン、

マスキュリンなショルダーライン、ブラックピラーが精悍さを際立たせるフローティングルーフ。 

レンジローバーイヴォークと走り出せば、あなたはきっと周囲からの羨望の眼差しに気づくことで

しょう。2本バーのパーフォレーテッドグリルとシンボリックなヘッドランプが印象的なフロント 

マスクには、堂々とした自信がみなぎります。

レンジローバー・デザイナーたちによって緻密に描かれたデザインは、個性の表現の幅を広げ、 

これまでにないドライビング体験をオーナーへもたらします。
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それはコンパクトに凝縮された、正真正銘のレンジローバー・エクスペリエンス。美しいメタリック

フィニッシュやボンネット&サイドのベント、そしてランドローバーの象徴である宝石のようなLED

ヘッドランプとリアランプが演出する、鮮烈なラグジュアリーを感じてください。

レンジローバーイヴォークの先進ライティングテクノロジーは、卓越のパフォーマンスを実現すると

ともに、象徴的なデザインエレメントともなっています。 

革新的なLEDライティングシステムを採用したフロントライトはクルマに個性的な表情を与え、 

リアランプには花弁を連想させる立体的なデザインが施されました。また、急カーブを曲がる際に

明るさを増すオプションのアダプティブ・キセノンヘッドライトを装備して、ナイトドライビングの

安全性を向上させることも可能です。



Prestige 

レンジローバーイヴォークデザインのフォルムとコンセプトを最もピュアに表現。 心躍るエクステリアと贅を尽くしたインテリアで、究極のラグジュアリーを体感。
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躍動を体現するレンジローバーイヴォーク。スポーティなインテリア

テーマとグロスブラックのディテールがマッシブなイメージを演出。





Sports command driving position
レンジローバーイヴォークに新たに採用されたスポーツコマンドドライビングポジションは、すべての機能を統合 

させる快適なコントロール感を提供します。ドライバーは、やや低位置に着座してインテリアに包み込まれる感覚を

得ながら、重要な情報をはっきりと認識して確実な操作性をキープ。伝統のクルマの四隅を見渡せるポジションに 

加え、ランドローバー初となるスポーティなドライビングフィールを堪能してください。 

13



レンジローバーイヴォークのインテリア空間には、レンジローバーならではのラグジュアリー、 

上質さ、細部へのこだわりがすべて受け継がれています。キャビンには、選び抜かれた極上の 

レザーやメタル、リアルウッドのマテリアルをふんだんに採用。また、環境への配慮から、 

新開発のリサイクル素材も採り入れられました。あなたが手にするクルマは、まごうことなき 

正統のレンジローバーなのです。

Luxury finishes



モデルによって、2種類の高品質レザーをご用意しています。最高級のオックスフォードレザーは、

極上の柔らかさと触感、艶やかさで乗る人を魅了。そして、繊細なダブルステッチ仕上げにこだ 

わりが光ります。そのデザインやカラーから、使用された針の形状、サイズ、上質な糸に至るまで、

すべてが最上の証といえるでしょう。ゆったりとしたレッグルームや広々としたキャビンスペースを

誇るレンジローバーイヴォークのインテリア空間では、すべての人がラグジュアリーの粋を感じ 

ながらおくつろぎいただけます。
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ドライバーがリモートコントロール・キーを使ってレンジローバーイヴォークのロックを解除すると、クルマは目覚め、パドルランプの点灯後特徴的なレンジローバー 

イボークのグラフィックサインが地面に映し出されます。そしてクルマに乗り込めば、エンジン始動の瞬間にまるでシアターのような演出が。センターコンソールからせり

上がるドライブセレクト・ロータリーシフターや、インストゥルメントパネルを横切っていくツンダイヤルのポインターを目にして、あなたのエキサイティングなドライブ

への期待感は最大限に高められることでしょう。レンジローバーイヴォークとともに生きるライフスタイルの高鳴りを感じてください。

Features



LEDムードライティングで、レンジローバーイヴォークのインテリアをさらにスタイリッシュに。室内照明は、5種類のカラーと照度設定を組み合わせてお好みの 

テイストに調整することができます。シチュエーションに合わせて、テレイン・レスポンス® のダイナミックモードを選択するとアンビエントライティングがレッドに 

変わる自動カラー変更機能もお楽しみいただけます*。 

*アダプティブダイナミクス装備車のみ。
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Panoramic glass roof
オプションで、フルサイズの固定式パノラミック・グラスルーフをお選びいただけ

ます。グラスルーフは、広々とした開放感と採光のためだけでなく、乗員に上空の

景色を途切れなくお楽しみいただけるよう、⻑さと幅を最大化する設計がなされ

ました。ダークカラーのティンテッド強化ガラスは、陽射しから乗員とインテリア

空間を保護します。また、さらにプライバシーを求める人のために、フルサイズの

インテリアブラインドもご用意しております。
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Lightweight materials
先進の軽量素材を組み合わせて、最小1 ,730㎏というレンジローバー史上随一のライト 

ウェイトを実現したレンジローバーイヴォーク。アルミニウム製のボンネットとルーフや 

マグネシウム製クロスバービーム等ボディ構造のキーとなる部分には、最新の軽量マテリアル

がふんだんに採り入れられています。フロントフェンダーとテールゲートの組み立ては、 

複合材料で構成されました。また、音響効果を高めるためにラミネートガラスが採用 

されたフロントガラスによって、さらなる重量の低減化と燃費、パフォーマンス＆ハンド 

リング性能の向上を実現。そしてインテリア空間では、アレルギー体質や敏感肌の人のために、

世界的コンサルタント会社の協力を得てアレルギーフリーの状態を作り出しました。
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2.0 litre Si4 engine
軽量オールアルミニウム製ユニットに内蔵された2.0リッターSi4エンジン。最新の直噴 

テクノロジー、先進型ターボチャージャー、ツイン独立可変バルブタイミング機構を備えた

このパワーユニットは、低燃費を図ると同時にCO
2
排出量を従来の大容量エンジンに比べ

て20％削減し、なおかつそれと同等の驚異的パフォーマンスを発揮します。連動して働く 

6速オートマチック・トランスミッションは、さらなる燃費の向上を実現。ステアリング 

ホイールに設置されたパドルコントロール付ギヤシフト、ドライブセレクトを活用すれば、 

よりスポーティなドライビングをお楽しみいただけます。加速中には臨場感溢れるパワフルな

エンジンチューンをお聴きいただけることでしょう。そして、スマート・リジェネレーティブ・

チャージングシステムを採用した最先端エレクトロニック・マネージメント・システムは、 

より一層の低排出量の実現に貢献。車両が余剰運動エネルギーを吸収し、燃料の消費を 

低減するため、減速中にバッテリーチャージを優先して行ないます。
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On-road dynamics
コンパクトな足回りで、レンジローバーイヴォークは走りにこだわるドライバーに素早いレスポンスと

高い俊敏性を提供します。PrestigeとDynamicモデルにオプションで用意されるMagneRide™

アダプティブダイナミクスは車体の動きを毎秒最低1 ,000回モニタリングし、路面状況のインプットに

即座に対応。クルマに最大の制動力を与え、ボディロールを最小限に抑制しながらバランスのとれた

スムースなドライビングに貢献します。また、このシステムによってオフロード状況も検知でき、それに

応じてダンピングの最適化を実行します。

そして、先進パワーステアリングテクノロジーEPAS（電動パワーアシストステアリング）は、正確で 

安定した操作性とタイトなコーナリングを実現。電動パワーアシストは車速を感知し、低速では軽くて

レスポンスに優れた、高速ではより硬質なステアリング感覚を提供してくれるのです。このEPASには、

従来のパワーステアリングシステムと比べて省エネ効果もあり、燃料消費およびCO
2
排出量を最大 

3％削減します。 
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「ダイナミック」モード

「オンロード」モード

「草／砂利／雪」モード

「泥／轍」モード

「砂地」モード

times
per second

1000 



All surface



27

すべてのレンジローバーがそうであるように、レンジローバーイ 

ヴォークもオン・オフロードあらゆる路面状況において、絶えず

安定したパフォーマンスを発揮し続けます。それを可能にして 

いるのが、エンジン、トランスミッション、電気系統を統合する 

テレイン・レスポンス®を初めとした数々の革新的テクノロジー。

これによって、ドライバーはつねに最大限のトラクション、ドライ

バビリティ、そして快適性が得られるのです。テレイン・レスポン

ス®には４種類のセッティングがあります。「オンロード」モード、 

 「草／砂利／雪」モード、「泥／轍」モード、「砂地」モード。 

 「ダイナミック」モードはアダプティブ・ダイナミクスが採用されて

いるモデルに標準装備。

「オンロード」モード

「草／砂利／雪」モード

「泥／轍」モード

「砂地」モード



All weather

その他の最先端テクノロジーに、ランドローバーが特許をもつHDC（ヒル・ディセント・コントロール）があります。

これは、クルマが急勾配を降りる際に両輪それぞれに制動力を加えながら、一貫した低速をキープさせる技術。 

GRC（グラディエント・リリース・コントロール）は、急な登り坂でドライバーがうっかりブレーキを離してしまった

時などに車両が後ずさりする状況を防止する機能で、HSA（ヒル・スタート・アシスト）も確実な坂道発進を 

サポートします。

クルマのオーバーステアやアンダーステアを瞬時に修正するDSC（ダイナミック・スタビリティ・コントロール）は、

エンジンとブレーキに相互に作用しながら安定性を維持。ETC（電子制御トラクション・コントロール）は、タイヤ

がスリップした時に空転を最小限に抑えるブレーキングシステムです。また、RSC（ロール・スタビリティ・コント 

ロール）は、危険な車体の揺れを検知すると制動力を効かせ、回転半径を広げて横転を防ぎます。

「オンロード」モード

「草／砂利・雪」モード

「泥／轍」モード

「砂地」モード
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Audio

レンジローバーイヴォークの室内には、最新のスマートテクノロジー

が満載されています。B lu e t o o t h ®携帯電話対応ハンズフリー 

システム*は、あなたの携帯電話を車内の内蔵電話システムへ接続。

また、オーディオシステムを利用してポータブルB l u e t o o t h 

デバイスからお好みの音楽をストリーミングすることも可能です。 

iPod®、MP 3、USBメモリースティックは、直接接続してお使い 

いただけます。

レンジローバーイヴォークに搭載のオーディオオプションは、 

すべて最上級のサウンドクオリティ。2種類のインカーエンター 

テイメントシステムからお選びください。卓越の音響パフォーマンス

がもたらす悦びを、ドライバーと同乗者の方々へ。

オーディオテクノロジーとデジタルサウンド処理の世界的リーダー、 

M e r i d i a n™と提携し、耳の肥えたミュージックファンにも 

ご満足いただくために、ランドローバーは2つの先進オーディオ

システムを開発しました。 

*使用可能なBluetooth®付携帯電話については、ランドローバー正規ディーラーまで

お問い合わせください。



380W Meridianサウンドシステムは、12チャネルとデュアルチャ

ネルサブウーファーを含む11個のラウドスピーカーを装備。 

Meridianサラウンド・サウンドシステムは、驚異の825Wサラウンド・

サウンドを、15チャネルとサブウーファーを含む17個ものラウド 

スピーカーから再生します。Meridianシステムには、クルマの 

キャビンという特定の空間で最高のオーディオクオリティを発揮 

できるよう独自のテクノロジーが搭載されており、たとえばDSP 

 （デジタル信号処理）は、スピーカー１つで同じ特性をもつスピーカー

の8倍もの音量再生を可能にします。

それはまさに、世界で最も高音質なカーオーディオ。まるでアーティ

ストがそこで演奏しているかのような、臨場感溢れるサウンドを 

体感してください。Meridianの開発によるTrifieldテクノロジーは、 

キャビン全体に響くサウンドにリアルな洗練性を与え、すべての乗員

にパーフェクトなステレオサウンドをお届けします。また、特別な 

装備として採用されたDynamic Volumeは、キャビンに発生 

する状況の変化を検知してサウンドクオリティのバランスをキープ

します。これによって、キャビン全体につねに一貫した音質を提供 

し続けることが可能となりました。

iPodはApple Inc.の商標であり、米国及びその他諸国における登録商標です。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に基づき

このマークを使用しています。
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Interior technologies
レンジローバーイヴォークのインテリアには、ドライバーと乗員に最も快適で胸 

はずむ乗車体験をしていただけるよう、多彩な先進テクノロジーが搭載されています。

ドライバーディスプレイは、有用な情報をクリアに表示。クルマのコントロールと 

情報エンタテイメント操作において中心的役割を果たすのが、ダッシュボードに 

設置され最新テクノロジーをくっきりとグラフィックで映し出す、この8インチカラー

タッチスクリーンです。デュアルビュー機能を使えば、運転席と助手席から同時に

別の画面を鑑賞することも可能になります。

レンジローバーイヴォークには、多彩なコントロールスイッチが搭載された、利便性

の高いステアリングホイールが標準装備されました。クルーズコントロールや主要な

オーディオコントロールも、ここから操作することができます。

また、ステアリングホイール上にツイン5ウェイトグルスイッチを配することで、 

情報エンタテイメントシステムとドライビング情報ディスプレイの扱いやすさが 

最大化されました。それを映し出す5インチフルカラースクリーンは、2つの 

インストゥルメントダイヤルの間の見やすい位置に配置され、気温や燃料レベル、

テレイン・レスポンス®設定等、主要な情報をリアルタイムで表示します。
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DVDナビゲーションシステムで、多様な機能に素早くアクセス。ルート検索、ルート再計算等

で生じるタイムラグを短縮し、ドライバーの進行方向決定にかかる時間を最小限にします。

ドライバーをサポートする先進テクノロジーとしてサラウンドカメラシステムが標準装備され

ている他、パワーテールゲートとキーレスエントリーがオプションで用意されています。

さらに車内のUSBポートに差し込まれたUSBデバイスからMP4ビデオファイルを再生すること

も可能です。また、テレビ番組もフロント座席のディスプレイで鑑賞できるようになっています*。

*車種に応じてオプションのナビゲーションシステムの装備が必要となります。また、ファイル互換性の詳細については、ランド 

ローバー正規ディーラーへお問い合わせください。走行中はテレビの視聴はできません。



Surround camera system
サラウンドカメラシステムは、ボディの目立たない個所に配置されたデジタルカメラ5台を

中継して、車両周辺のほぼ360度ビューをダッシュボード上の8インチタッチスクリーンに

映し出します。多彩なドライバーアシスト機能をリアルタイムに表示するこの機能は、さま

ざまなシチュエーションにおいて安全なドライブをサポート。デジタルカメラは、フロント

に2台、両サイドに１台ずつ、そしてリアに1台取り付けられています。
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Choices
あなただけのレンジローバーイヴォーク。スタイリッシュ

なコントラストカラールーフオプションでさらに個性

的なイメージを演出してください。

左から：1.レンジローバーイヴォークPrestige（インダス・シルバー、ボディ

同色ルーフ、パノラミックルーフ装備）。2.レンジローバーイヴォークPrestige 

 （コリマ・ライムとインダス・シルバー・ルーフのコントラスト、パノラミック

ルーフ装備）。3.レンジローバーイヴォーククーペDynamic（モーリシャス・

ブルーとフジ・ホワイト・ルーフのコントラスト）。4.レンジローバーイヴォーク 

Prestige（サントリーニ・ブラック、ボディ同色ルーフ）。5.レンジローバー

イヴォーククーペDynamic （フィレンツェ・レッドとブラック・ルーフの 

コントラスト）。



インダス・シルバー

（メタリック）

ハバナ*

（プレミアム）

イパネマ・サンド

（メタリック）

モーリシャス・ブルー*

（メタリック）

オークニー・グレー

（メタリック）

サントリーニ・ブラック*

（メタリック）

スマトラ・ブラック**

（メタリック）

バッキンガム・ブルー**

（メタリック）

コリマ・ライム

（メタリック）

フィレンツェ・レッド

（メタリック）

フジ・ホワイト

（ソリッド）

ゴールウェイ・グリーン

（メタリック）

More choice, colour options and wheels
ルーフオプションと抜群のコンビネーション。個性を彩るアロイホイールで、世界に1台のレンジローバーイヴォークをカスタマイズしてください。 

*2012年1月より生産を開始いたします。* *2011年12月で生産を終了いたします。

バルティック・ブルー*

（メタリック）

バローロ・ブラック

（プレミアム）



19インチスタイル 4 アロイホイール 

（6スポーク、スパークルシルバー・フィニッシュ）

19インチスタイル 5 アロイホイール 

（Vスポーク、スパークルシルバー・フィニッシュ）

17インチスタイル 1 アロイホイール 

（10スポーク）

20インチスタイル 6 アロイホイール 

（Vスポーク、ダイヤモンドターンド・フィニッシュ）

18インチスタイル 2 アロイホイール 

（7スポーク、スパークルシルバー・フィニッシュ）

20インチスタイル 7 アロイホイール

（Vスポーク、シャドークローム・フィニッシュ）

19インチスタイル 3 アロイホイール 

（5スポーク、スパークルシルバー・フィニッシュ）
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ブラックフィニッシュ・ホイールナット：VPLVW0070（1台分）、ブラックフィニッシュ・ホイールセキュリティーナット：VPLVW0072（1台分）、エア・バルブキャップ（RANGE ROVERロゴ）：LR027663（4個セット）。

ご注意：特定のホイールおよびタイヤの組み合わせ、もしくはオプションのホイールおよびタイヤをお選びになる場合は、お車の使用目的をご考慮ください。大径ホイールおよび扁平タイヤはスタイリングやドライビングにおいて利点をもたらす一方で、

損傷を受けやすいことが考えられます。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。





Interior finishers

ソリッドなリアルメタルの質感。すべてのレンジローバーイヴォークに、本物の

アルミニウムフィニッシャーが施されています。一つひとつの部品を20もの独自

プロセスで仕上げた精巧なディテールに、メタルのクールな感触と高いクオリティ

感が宿ります。

また、伝統的なマテリアルを使い続けながらも、新しいイマジネーションと 

クリエイティビティによって、レンジローバーイヴォークには最新のリサイクル

素材であるDinamica®が採用されました。この100％リサイクル可能な生地

は、Pureモデルのインテリアにラグジュアリーで柔らかな触感と快適さを 

もたらしています。リサイクル素材を活用してラグジュアリーと環境への配慮を

両立する。それは、レンジローバーイヴォークのフィロソフィでもあります。

事実、レンジローバーイヴォークには16㎏ものプレミアムリサイクル素材が 

使われており、これだけで500mlペットボトル1000個分を再利用した計算に

なります。さらに、シートやインストゥルメントパネル、ドアケーシングのレザー

には21㎏の天然素材も使用されています。

フィギュアドマカッサル・ウッド トリム・フィニッシャー

ダークグレーオーク・ウッド トリム・フィニッシャー

グロスブラック・ストラータ トリム・フィニッシャー

テクスチャード・アルミニウム トリム・フィニッシャー

サテンブラッシュド・アルミニウム トリム・フィニッシャー

ボタニカル・アルミニウム トリム・フィニッシャー
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DINAMICA®はMIKO S.r.l. via Ressel n. 3 Gorizia Italyの登録商標です。





多彩なカラーテーマが設定されたパーシャルレザーまたはフルグレインレザー*の質感が、シャープなインテリア空間にフィットします。キャビンのイメージを形成する、

柔らかに身体を包みこむマテリアルとリアル・ブラッシュドアルミニウムのクールさの、絶妙なコントラスト。エクステリアで際立つアロイホイールの存在感。それが、

レンジローバーイヴォークPureの魅力です。

グリル：ダークアトラス（クーペ） ボンネットルーブル：ダークアトラス（クーペ） ウエストフィニッシャー：ハイグロスブラック 

Pure装備：

• グリル：ダークアトラス（クーペ）およびブルネル（5ドア）

• ウエストフィニッシャー：ハイグロスブラック

• テールゲートフィニッシャー：ダークアトラス（クーペ）およびブルネル（5ドア）

• サイドフェンダーブレード：ダークアトラス（クーペ）およびブルネル（5ドア）

• ボンネットルーブル：ダークアトラス（クーペ限定）

• ボディ同色ミラーキャップ

• 17インチスタイル1アロイホイール（スパークルシルバー・フィニッシュ）

• サテンブラッシュド・アルミニウム・インテリアフィニッシャー

• パーシャルレザーシート

• オックスフォードレザーステアリングホイール
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17インチスタイル 1 アロイホイール 

（10スポーク）

アロイホイール

オプション標準

レンジローバーイヴォークPUREインテリアデザインテーマ

19インチスタイル 3 アロイホイール 

（5スポーク、スパークルシルバー・ 

フィニッシュ）†

19インチスタイル 5 アロイホイール 

（Vスポーク、スパークルシルバー・ 

フィニッシュ）

18インチスタイル 2 アロイホイール 

（7スポーク、スパークルシルバー・ 

フィニッシュ）

19インチスタイル 4 アロイホイール 

（6スポーク、スパークルシルバー・ 

フィニッシュ）‡

レンジローバーイヴォークPUREエクステリアカラー（下段はルーフコンビネーション）

バッキンガム・ブルー** コリマ・ライム フィレンツェ・レッド フジ・ホワイト

バッキンガム・

ブルー

コリマ・ 

ライム

フィレンツェ・

レッド

インダス・ 

シルバー

インダス・ 

シルバー

インダス・ 

シルバー

フジ・ 

ホワイト

フジ・ 

ホワイト

フジ・ 

ホワイト

サントリーニ・

ブラック◊

サントリーニ・

ブラック◊

フジ・ 

ホワイト

サントリーニ・ 

ブラック◊

サントリーニ・ブラック* スマトラ・ブラック**

インダス・ 

シルバー

インダス・ 

シルバー

フジ・ 

ホワイト

フジ・ 

ホワイト

サントリーニ・ 

ブラック◊

スマトラ・ 

ブラック

バローロ・ブラックバルティック・ブルー*

バローロ・ 

ブラック

インダス・ 

シルバー

フジ・ 

ホワイト

バルティック・

ブルー

インダス・ 

シルバー

フジ・ 

ホワイト

1.シーラス：グレインレザーシート

2.ルナ：ソフトタッチ素材使用ダッシュボードトップ（ダブルステッチ付き）

3.シーラス：ソフトタッチ素材使用ミッドセクション（ダブルステッチ付き）

4.サテンブラッシュド・アルミニウム・センターコンソール・フィニッシャー

5.サテンブラッシュド・アルミニウムトリム・フィニッシャー

1

2

3

4

5

シーラス‐フルレザー（オプション）

インダス・シルバー イパネマ・サンド モーリシャス・ブルー* オークニー・グレーハバナ*ゴールウェイ・グリーン

ハバナゴールウェイ・

グリーン

モーリシャス・

ブルー

オークニー・

グレー

インダス・ 

シルバー

インダス・ 

シルバー

インダス・ 

シルバー

インダス・ 

シルバー

フジ・ 

ホワイト

フジ・ 

ホワイト

フジ・ 

ホワイト

フジ・ 

ホワイト

サントリーニ・

ブラック◊

サントリーニ・

ブラック◊

サントリーニ・

ブラック◊

サントリーニ・ 

ブラック◊

インダス・ 

シルバー

イパネマ・ 

サンド

サントリーニ・ 

ブラック◊

サントリーニ・ブラック◊

*2012年1月より生産を開始いたします。**2011年12月で生産を終了いたします。†レンジローバーイヴォーククーペ限定 ‡レンジローバーイヴォーク限定  ◊2011年12月生産までナルビク・ブラック、それ以降はサントリーニ・ブラックに変更となります。ご注意：特定のホイールおよびタイヤの組み合わせ、 

もしくはオプションのホイールおよびタイヤをお選びになる場合は、お車の使用目的をご考慮ください。大径ホイールおよび扁平タイヤはスタイリングやドライビングにおいて利点をもたらす一方で、損傷を受けやすいことが考えられます。詳しくは、お近くのランドローバー正規ディーラーにご相談ください。
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1.ナツメグDinamicaおよびアーモンドグレインレザーシート

2.エスプレッソ：ソフトタッチ素材使用のダッシュボードトップ（ダブルステッチ付き）

3.アーモンド：ソフトタッチ素材使用のミッドセクション（ダブルステッチ付き）

4.サテンブラッシュド・アルミニウム・センターコンソール・フィニッシャー

5.サテンブラッシュド・アルミニウムトリム・フィニッシャー

1.エボニーグレインレザーシート

2.エボニー：ソフトタッチ素材使用のダッシュボードトップ（ダブルステッチ付き）

3.エボニー：ソフトタッチ素材使用のミッドセクション（ダブルステッチ付き）

4.サテンブラッシュド・アルミニウム・センターコンソール・フィニッシャー

5.サテンブラッシュド・アルミニウムトリム・フィニッシャー

エボニー‐パーシャルレザー

1.アーモンドグレインレザーシート

2.エスプレッソ：ソフトタッチ素材使用のダッシュボードトップ（ダブルステッチ付き）

3.アーモンド：ソフトタッチ素材使用のミッドセクション（ダブルステッチ付き）

4.サテンブラッシュド・アルミニウム・センターコンソール・フィニッシャー

5.サテンブラッシュド・アルミニウムトリム・フィニッシャー

1.エボニーDinamicaおよびエボニーグレインレザーシート

2.エボニー：ソフトタッチ素材使用のダッシュボードトップ（ダブルステッチ付き）

3.エボニー：ソフトタッチ素材使用のミッドセクション（ダブルステッチ付き）

4.サテンブラッシュド・アルミニウム・センターコンソール・フィニッシャー

5.サテンブラッシュド・アルミニウムトリム・フィニッシャー

レンジローバーイヴォークPUREインテリアデザインテーマ

1

2

3

4

5

アーモンド‐パーシャルレザー

エボニー‐フルレザー（オプション）アーモンド‐フルレザー（オプション）

1

2

3

4

5

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5





メタリックなディテールと存在感ある19インチアロイホイールで、オーナーのスタイルへのこだわりを満たすエクステリア。惜しげなく使われた、極上のオックスフォード

レザーに癒されるインテリア。卓越のラグジュアリーをご堪能ください。ウッドとリアルメタルフィニッシャー、ダブルステッチが映えるプレミアムレザーなど、あらゆる 

個所に贅が凝らされたレンジローバーイヴォークPrestigeには、5つの魅力的なデザインテーマと精緻なクラフツマンシップが息づいています。

Prestige 

グリル：アトラス サイドフェンダーブレード：アトラス ウエストフィニッシャー：サテンアルミニウム 

Prestige装備：

• グリル：アトラス

• ウエストフィニッシャー：サテンアルミニウム

• サイドベントブレードおよびテールゲート・フィニッシャー：アトラス

• ボディ同色ミラーキャップ

• 19インチ スタイル 5アロイホイール（ダイヤモンドターンド・フィニッシュ）

• サテンブラッシュド・アルミニウム・インテリアフィニッシャー

• 8/6ウェイ電動シート（オックスフォードレザー）

• プレミアムカーペットマット

• オックスフォードレザーステアリングホイール

• クロームトレッドプレート
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アロイホイール

*2012年1月より生産を開始いたします。**2011年12月で生産を終了いたします。8無償オプション Δ有償オプション ◊2011年12月生産までナルビク・ブラック、それ以降はサントリーニ・ブラックに変更となります。ご注意：特定のホイールおよびタイヤの組み合わせ、もしくはオプションのホイール 

およびタイヤをお選びになる場合は、お車の使用目的をご考慮ください。大径ホイールおよび扁平タイヤはスタイリングやドライビングにおいて利点をもたらす一方で、損傷を受けやすいことが考えられます。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。

レンジローバーイヴォークPRESTIGEインテリアデザインテーマ

19インチスタイル 5 アロイホイール 

（Vスポーク、スパークルシルバー・ 

フィニッシュ）

オプション標準

レンジローバーイヴォークPRESTIGEエクステリアカラー（下段はルーフコンビネーション）

サントリーニ・ブラック*

インダス・ 

シルバー

フジ・ 

ホワイト

サントリーニ・ 

ブラック◊

バルティック・ブルー*

バルティック・

ブルー

インダス・ 

シルバー

フジ・ 

ホワイト

1.タン：オックスフォードレザーシート（アイボリーコントラストステッチ付き）

2.エスプレッソ：オックスフォードレザーダッシュボードトップ（ダブルステッチ付き）

3.アイボリー：オックスフォードレザーミッドセクション（ダブルステッチ付き）

4.サテンブラッシュド・アルミニウム・センターコンソール・フィニッシャー

5.サテンブラッシュド・アルミニウムトリム・フィニッシャー

6.フィギュアドマカッサル・ウッドトリム・フィニッシャー□

1

2

3

4

5

6

スピリット

ゴールウェイ・グリーン

ゴールウェイ・

グリーン

インダス・ 

シルバー

フジ・ 

ホワイト

サントリーニ・

ブラック◊

20インチスタイル 7 アロイホイール

（Vスポーク、シャドークローム・ 

フィニッシュ）Δ

20インチスタイル 6 アロイホイール 

（Vスポーク、ダイヤモンドターンド・ 

フィニッシュ）Δ

スマトラ・ブラック**

インダス・ 

シルバー

フジ・ 

ホワイト

スマトラ・ 

ブラック

バローロ・ブラック

バローロ・ 

ブラック

インダス・ 

シルバー

フジ・ 

ホワイト

ハバナ*

ハバナ インダス・ 

シルバー

フジ・ 

ホワイト

サントリーニ・

ブラック◊

バッキンガム・ブルー** コリマ・ライム

バッキンガム・

ブルー

コリマ・ 

ライム

インダス・ 

シルバー

インダス・ 

シルバー

フジ・ 

ホワイト

フジ・ 

ホワイト

サントリーニ・

ブラック◊

インダス・シルバー イパネマ・サンド

インダス・ 

シルバー

イパネマ・ 

サンド

サントリーニ・ 

ブラック◊

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

フィレンツェ・

レッド

インダス・ 

シルバー

フジ・ 

ホワイト

サントリーニ・

ブラック◊

フジ・ 

ホワイト

サントリーニ・ 

ブラック◊

モーリシャス・ブルー* オークニー・グレー

モーリシャス・

ブルー

オークニー・

グレー

インダス・ 

シルバー

インダス・ 

シルバー

フジ・ 

ホワイト

フジ・ 

ホワイト

サントリーニ・

ブラック◊

サントリーニ・ 

ブラック◊
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1.アイボリー：オックスフォードレザーシート（エスプレッソコントラストステッチ付き）

2.エスプレッソ：オックスフォードレザーダッシュボードトップ（ダブルステッチ付き）

3.アイボリー：オックスフォードレザーミッドセクション（ダブルコントラストステッチ付き）

4.サテンブラッシュド・アルミニウム・センターコンソール・フィニッシャー

5.フィギュアドマカッサル・ウッドトリム・フィニッシャー□

6.ボタニカルアルミニウム・センターコンソール＆トリム・フィニッシャーΔ

エレメント

1.シーラス：オックスフォードレザーシート（ルナコントラストステッチ付き）

2.ルナ：オックスフォードレザーダッシュボードトップ（ダブルステッチ付き）

3.シーラス：オックスフォードレザーミッドセクション（ダブルコントラストステッチ付き）

4.サテンブラッシュド・アルミニウム・センターコンソール・フィニッシャー

5.サテンブラッシュド・アルミニウムトリム・フィニッシャー

6.ダークグレーオーク・ウッドトリム・フィニッシャー□

7.ボタニカルアルミニウム・センターコンソール＆トリム・フィニッシャーΔ

アンビアンス

1.エボニー：オックスフォードレザーシート（アイボリーコントラストステッチ付き）

2.エボニー：オックスフォードレザーダッシュボードトップ（ダブルステッチ付き）

3.エボニー：オックスフォードレザーミッドセクション（ダブルステッチ付き）

4.サテンブラッシュド・アルミニウム・センターコンソール・フィニッシャー

5.サテンブラッシュド・アルミニウムトリム・フィニッシャー

6.ダークグレーオーク・ウッドトリム・フィニッシャー□

7.ボタニカルアルミニウム・センターコンソール＆トリム・フィニッシャーΔ

1.アイボリー：オックスフォードレザーシート（アイボリーステッチ付き）

2.ダークチェリー：オックスフォードレザーダッシュボードトップ（ダブルステッチ付き）

3.アイボリー：オックスフォードレザーミッドセクション（ダブルステッチ付き）

4.サテンブラッシュド・アルミニウム・センターコンソール・フィニッシャー

5.サテンブラッシュド・アルミニウムトリム・フィニッシャー

6.フィギュアドマカッサル・ウッドトリム・フィニッシャー□

7.ボタニカルアルミニウム・センターコンソール＆トリム・フィニッシャーΔ

レンジローバーイヴォークPRESTIGEインテリアデザインテーマ

バイブクチュール
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グリル：グロスブラック ボンネットルーブル：グロスブラック ウエストフィニッシャー：グロスブラック & Dynamic 

リアスポーツスポイラー

鮮烈な躍動感をアピールするエクステリアセレクション。バンパー、シル、グリル、テールパイプ、コントラストルーフ、スポイラーカラー、すべての要素がこのクルマの

威厳をさらに強調しています。インテリアでは、落ち着いたムーディな色合いをベースに、コントラストカラーと高級感溢れるスポーティなマテリアルが存在感を発揮。 

レザーシートの細部にまで宿るスポーティフィーリング。レンジローバーイヴォークDynamic。

Dynamic装備：

・グリル：グロスブラック

・Dynamic フロントバンパー

・Dynamic サイドシル

・Dynamic リアスポーツスポイラー

・Dynamic リアバンパー

・Dynamic エグゾースト（スキッドプレート付き）

・テールゲートフィニッシャー：グロスブラック

・ボンネットルーブル：グロスブラック

・クロームトレッドプレート

・グロスブラックミラーキャップ

・20インチスタイル6アロイホイール（Vスポーク、スパークル

シルバー・フィニッシュ）

・テキスチャードメタル・インテリア・フィニッシャー

・6/4電動パーフォレーテッド・グレインレザーシート

・カーペットマット

・パーフォレーテッド・オックスフォードレザー・ステアリングホイール
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20インチスタイル 7 アロイホイール

（Vスポーク、シャドークローム・ 

フィニッシュ）△

アロイホイール

標準 オプション

19インチスタイル 3 アロイホイール 

（5スポーク、スパークルシルバー・ 

フィニッシュ）□

20インチスタイル 6 アロイホイール 

（Vスポーク、ダイヤモンドターンド・ 

フィニッシュ）

レンジローバーイヴォークDYNAMICエクステリアカラー（下段はルーフコンビネーション）

サントリーニ・ブラック*

インダス・ 

シルバー

フジ・ 

ホワイト

サントリーニ・ 

ブラック◊

バルティック・ブルー*

バルティック・

ブルー

インダス・ 

シルバー

フジ・ 

ホワイト

ゴールウェイ・グリーン

ゴールウェイ・

グリーン

インダス・ 

シルバー

フジ・ 

ホワイト

サントリーニ・

ブラック◊

スマトラ・ブラック**

インダス・ 

シルバー

フジ・ 

ホワイト

スマトラ・ 

ブラック

バローロ・ブラック

バローロ・ 

ブラック

インダス・ 

シルバー

フジ・ 

ホワイト

ハバナ*

ハバナ インダス・ 

シルバー

フジ・ 

ホワイト

サントリーニ・

ブラック◊

バッキンガム・ブルー** コリマ・ライム

バッキンガム・

ブルー

コリマ・ 

ライム

インダス・ 

シルバー

インダス・ 

シルバー

フジ・ 

ホワイト

フジ・ 

ホワイト

サントリーニ・

ブラック◊

インダス・シルバー イパネマ・サンド

インダス・ 

シルバー

イパネマ・ 

サンド

サントリーニ・ 

ブラック◊

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

フィレンツェ・

レッド

インダス・ 

シルバー

フジ・ 

ホワイト

サントリーニ・

ブラック◊

フジ・ 

ホワイト

サントリーニ・ 

ブラック◊

モーリシャス・ブルー* オークニー・グレー

モーリシャス・

ブルー

オークニー・

グレー

インダス・ 

シルバー

インダス・ 

シルバー

フジ・ 

ホワイト

フジ・ 

ホワイト

サントリーニ・

ブラック◊

サントリーニ・ 

ブラック◊

*2012年1月より生産を開始いたします。**2011年12月で生産を終了いたします。8無償オプション Δ有償オプション ◊2011年12月までナルビク・ブラック、それ以降はサントリーニ・ブラックに変更となります。ご注意：特定のホイールおよびタイヤの組み合わせ、もしくはオプションのホイール 

およびタイヤをお選びになる場合は、お車の使用目的をご考慮ください。大径ホイールおよび扁平タイヤはスタイリングやドライビングにおいて利点をもたらす一方で、損傷を受けやすいことが考えられます。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。
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1.ピメント：パーフォレーテッドグレインレザーシート（エボニーシートインサートおよびピメントコントラストステッチ付き）

2.エボニー：ソフトタッチ素材使用のダッシュボードトップ（ダブルステッチ付き）

3.エボニー：ソフトタッチ素材使用のミッドセクション（ダブルコントラストステッチ付き）

4.テクスチャードアルミニウム・センターコンソール・フィニッシャー

5.テクスチャードアルミニウムトリム・フィニッシャー

6.グロスブラックストラータトリム・フィニッシャーΔ

エナジー

1.ルナ：パーフォレーテッドグレインレザーシート（サバンナレザーシートインサートおよびサバンナコントラストステッチ付き）

2.ルナ：ソフトタッチ素材使用のダッシュボードトップ（ダブルステッチ付き）

3.ルナ：ソフトタッチ素材使用のミッドセクション（ダブルコントラストステッチ付き）

4.テクスチャードアルミニウム・センターコンソール・フィニッシャー

5.テクスチャードアルミニウムトリム・フィニッシャー

6.グロスブラックストラータトリム・フィニッシャーΔ

バーブ

1.アイボリー：パーフォレーテッドグレインレザーシート（ルナレザーシートインサートおよびアイボリーコントラストステッチ付き）

2.ルナ：ソフトタッチ素材使用のダッシュボードトップ（ダブルステッチ付き）

3.ルナ：ソフトタッチ素材使用のミッドセクション（ダブルコントラストステッチ付き）

4.テクスチャードアルミニウム・センターコンソール・フィニッシャー

5.テクスチャードアルミニウムトリム・フィニッシャー

6.グロスブラックストラータトリム・フィニッシャーΔ

1.エボニー：パーフォレーテッドグレインレザーシート（シーラスコントラストステッチ）

2.エボニー：ソフトタッチ素材使用のダッシュボードトップ（ダブルステッチ付き）

3.エボニー：ソフトタッチ素材使用のミッドセクション（ダブルコントラストステッチ付き）

4.テクスチャードアルミニウム・センターコンソール・フィニッシュ

5.テクスチャードアルミニウムトリム・フィニッシャー

6.グロスブラックストラータトリム・フィニッシャーΔ

レンジローバーイヴォークDYNAMICインテリアデザインテーマ

パシュートボルテックス
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ベロシティ

1.エボニー：オックスフォードレザーシート（シーラスコントラストステッチ付き）

2.エボニー：オックスフォードレザーダッシュボードトップ（ダブルステッチ付き）

3.エボニー：オックスフォードレザーミッドセクション（ダブルコントラストステッチ付き）

4.サテンアルミニウム・センターコンソール・フィニッシャー

5.グロスブラックストラータトリム・フィニッシャー

6.テクスチャードアルミニウム・センターコンソールおよびトリム・フィニッシャー 8

レンジローバーイヴォークDYNAMIC PLUSインテリアデザインテーマ
1 2 3 4 5 6

8無償オプション



アジリティ

1.ピメント：オックスフォードレザーシート（エボニーコントラストステッチ付き）

2.エボニー：オックスフォードレザーダッシュボードトップ（ダブルステッチ付き）

3.エボニー：オックスフォードレザーミッドセクション（ダブルステッチ付き）

4.サテンアルミニウム・センターコンソール・フィニッシャー

5.グロスブラックストラータトリム・フィニッシャー

6.テクスチャードアルミニウム・センターコンソールおよびトリム・フィニッシャー 8

レンジローバーイヴォークの躍動を、究極の高みへと到達させるDynamic Plus。オプションとなるインテリアパッケージのデザインには、ʠベロシティʡ 

 ʠアジリティʡのスパルタンな2テーマをご用意しました。ドライバーに確かなホールド感を与えるスポーツシートを、最高級レザーとスペシャルなメタル・ 

フィニッシャーで飾って。レンジローバーイヴォークDynamic Plusの研ぎ澄まされたダイナミズムを体感してください。 

1 2 3 4 5 6
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寸法／性能

CBA

B
ランプブレイクオー

バーアングル  
22°

C
デパーチャーアングル  
33°/30°†

A
アプローチアングル 
25°/19°†

渡河水深
渡河水深限界500mm 

†Dynamic

ホイールベース 2,660mm

全⻑ 4,355mm

ホイールベース 2,660mm

全⻑ 4,355mm

全高 1,605mm*/1,635mm** 
トレッド (前) 1,625mm / (後) 1,630mm 

全幅（ミラー含まず）1,900mm

*RANGE ROVER EVOQUE COUPÉ 

**RANGE ROVER EVOQUE

障害物クリアランス
最低地上高 210mm

ラゲッジ・スペース
リアシートアップ時

高さ : 840mm*/870mm**
幅 : 1,000mm(タイヤハウス間）
奥行 : 795mm
容量 : 550リットル*/575リットル**

リアシート折畳時

高さ : 840mm*/870mm**
幅 : 1,000mm(タイヤハウス間）
奥行 : 1,580mm

容量 : 1,350リットル*/1445リットル**

ヘッドルーム
最大フロントヘッドルーム

965mm*/990mm**
最大フロントヘッドルーム（パノラミックグラスルーフ付き）

995mm*/1,025mm**
リアヘッドルーム

945mm*/965mm**
リアヘッドルーム（パノラミックグラスルーフ付き）

970mm*/1,010mm**

 
*RANGE ROVER EVOQUE COUPÉ **RANGE ROVER EVOQUE

RANGE ROVER EVOQUE COUPÉ

RANGE ROVER EVOQUE
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Accessories

あなたのパーソナリティで輝きを増す洗練されたアクセサリーの数々。それぞれのライフスタイルで描いた、世界で ただ一台の 

レンジローバーイヴォーク。胸高鳴るアイテムがここに。レンジローバー イヴォーク アクセサリーは、新車ご購入時だけではなく、

お車のライフサイクルのいつでも装着が可能です。また車両装備と同じ厳格な基準で設計、製造されています。
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上記掲載の車両は、以下のアクセサリーを装着したイメージです。サイド・プロテクション・ランナー（ステンレススチール）：VPLVP0071、フロントおよび 

リア・マッドフラップ：VPLVP0065/VPLVP0069、ルーフレール ブラックフィニッシュ：VPLVR0086、ルーフトリム・フィニッシャーキット パノラミック 

グラスルーフ無車用 ブラックフィニッシュ：VPLVR0087、クロスバー シルバーフィニッシュ：VPLVR0073、ルーフマウント・バイクキャリア：LR006847   

39ページに掲載のアロイホイールは、アクセサリーとしてもご購入いただけます。なお掲載されているアロイホイールの一部には、日本で販売できないものが 

含まれる場合があります。またグレードにより装着できない場合があります。詳しくは、お近くのランドローバー正規ディーラーまでお問い合わせください。

本カタログに掲載されるレンジローバーバイクは、コンセプトモデルで販売はしておりません。

スキャンしてレンジローバー 

イヴォークのアクセサリー 

フィルムをご覧ください。*

*携帯電話等のQRコード読み取り機能により専用のフィルムにアクセスできます。アクセスするには通信料が発生しますのでご注意ください。携帯電話等の機種によりアクセスできない場合があります。 

フィルム中の車両は、日本で販売される仕様と異なる場合があります。またアクセサリーも日本で販売できないものが含まれる場合がありますので、予めご承知おきください。なお専用のフィルムは、

予告無く内容が変更されたり、削除される場合があります。



ルーフレール* シルバーフィニッシュ（写真上）

VPLVR0085

最大積載重量75㎏

装着時地上高：レンジローバーイヴォーク1640mm/レンジローバーイヴォーククーペ1609mm。

ルーフトリム・フィニッシャーキット

ルーフレール装着時に同時装着が必要です。ルーフタイプ、ルーフレールカラーにあわせて 

お選びください。

パノラミックグラスルーフ無車用

シルバーフィニッシュ：VPLVR0088  ブラックフィニッシュ：VPLVR0087

パノラミックグラスルーフ付車用

シルバーフィニッシュ：VPLVR0089  ブラックフィニッシュ：VPLVR0090

ルーフレール* ブラックフィニッシュ（写真上）

VPLVR0086

写真のクロスバーは含まれません。

クロスバー* シルバーフィニッシュ（写真上）

VPLVR0073

装着時地上高：レンジローバーイヴォーク1720mm/レンジローバーイヴォーククーペ 1697mm。

位置調整可能なクロスバー。セキュリティロック付き。写真のルーフレールは含まれません。

最大積載重量75㎏。

ラゲッジキャリア*

LR006848

最大積載重量75㎏。



スキー＆スノーボードキャリア*

LR006849

4セットのスキー、もしくは2セットのスノーボードを積載できます。盗難防止用キー付。

スライド式レールにより積み降ろしも容易です。最大積載重量36㎏。

ラゲッジ・ボックス*

VPLVR0062

グロスブラックフィニッシュ。両サイドから開閉可能。セキュリティロック可能。

外形寸法：⻑さ1750mm、幅820mm、高さ450mm。

容量440リットル。最大積載重量75㎏。

アクアスポーツ・キャリア*

LR006846

サーフボード1枚、またはセイルボードとマストの一式、カヌー、カヤックなら 

それぞれ1艘を積載できます。最大積載重量45㎏。

*ルーフキャリアシステムを装着する際、「ルーフレール」と「ルーフトリム・フィニッシャーキット」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。なお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。
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イルミネーテッド・トレッドプレート

運転席側および助手席側のドアが開くとʠRANGE ROVERʡの文字が明るく浮き上がります。 

運転席、助手席の2枚セット。

レンジローバーイヴォーク 

エボニー（写真上）：VPLVS0079PVJ

エスプレッソ：VPLVS0079AAM

ルナ：VPLVS0079LAA

チェリー：VPLVS0079CJB

レンジローバーイヴォーククーペ

エボニー：VPLVS0078PVJ

エスプレッソ：VPLVS0078AAM

ルナ：VPLVS0078LAA

チェリー：VPLVS0078CJB

ブライトフィニッシュ・トレッドプレート

かすり傷、擦り傷からシルを保護します。運転席、助手席の2枚セット。 

このアクセサリーは、車両に標準装備される場合があります。

レンジローバーイヴォーク 

エボニー：VPLVS0112PVJ

エスプレッソ（写真上）：VPLVS0112AAM

ルナ：VPLVS0112LAA

レンジローバーイヴォーククーペ

エボニー：VPLVS0113PVJ

エスプレッソ：VPLVS0113AAM

ルナ：VPLVS0113LAA

ラバーマット・セット

VPLVS0123PVJ

プレミアム・カーペットマット・セット

裏地は防水加工。高密度のパイル地カーペット。

エボニー（写真下）：VPLVS0094PVJ

エスプレッソ：VPLVS0094AAM

ルナ：VPLVS0094LAA

ウォータープルーフ・シートカバー

レンジローバーイヴォーク

フロントスタンダードシート（写真上） エボニー：VPLVS0071PVJ アーモンド：VPLVS0071SVA

フロントシート・エンタテインメント・ヘッドレスト エボニー：VPLVS0075PVJ アーモンド：VPLVS0075SVA

リアシート（アームレスト付き） エボニー：VPLVS0073PVJ アーモンド：VPLVS0073SVA

リアシート（アームレスト無し） エボニー：VPLVS0077PVJ アーモンド：VPLVS0077SVA

レンジローバーイヴォーククーペ 

フロントスタンダードシート エボニー：VPLVS0070PVJ アーモンド：VPLVS0070SVA

フロントシート・エンタテインメント・ヘッドレスト エボニー：VPLVS0074PVJ アーモンド：VPLVS0074SVA

リアシート（アームレスト無し） エボニー：VPLVS0072PVJ アーモンド：VPLVS0072SVA

スポーツ・ペダルカバー

VPLHS0044
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カーゴバリア・フルハイト（写真上）

VPLVS0082：レンジローバーイヴォーク

VPLVS0081：レンジローバーイヴォーククーペ

カーゴバリア・ハーフハイト（写真掲載なし）

VPLVS0145：レンジローバーイヴォーク

VPLVS0144：レンジローバーイヴォーククーペ

積荷または動物が乗員スペースに侵入するのを防ぎます。

⻑さのあるアイテム運搬時に便利な小型のハッチを装備（フルハイトのみ）

厳格な欧州基準をクリア。ハーフハイトのみラゲッジスペース・プロテクターと同時装着可能。 

フルハイトおよびハーフハイトは、ラゲッジスペース・マットと同時装着可能。

ラゲッジスペース・プロテクター（写真上）

VPLVS0089

ラゲッジスペースを汚れや傷から保護。カーゴバリアフルハイトとの同時装着不可。

 

フレキシブル・ラゲッジスペース・プロテクター（写真掲載なし）

VPLVS0090

頑丈な布地によって窓枠までの高さを保護。

保護手袋付き。

ラゲッジスペース・マット

VPLVS0091

ラゲッジスペースをカバーする丈夫なマット。防水加工。縁付、滑り止め付き。

カーゴバリアと同時装着可。

ソーシャルシート*

VPLVS0101

アウトドア用折たたみ式シート。ラゲッジスペースに収納可。最大積載重量260㎏。

2012年販売予定。ロードスペース・ラゲッジレール（VPLVS0102）が別途必要。

ロード・リテンション・システム

VPLVS0125

ラゲッジスペースに荷物を固定。伸縮式レール（横棒）、巻取り式ストラップ付。 

床面に装着するロードスペース・ラゲッジレール（VPLVS0102）が別途必要。 

写真は2点のアクセサリーの同時装着のイメージです。

ラゲッジスペース・トレッドプレート・フィニッシャー（写真上）

LR027486

このアクセサリーは、標準装備される場合があります。

ラゲッジ・リテンション・ネット（写真掲載なし）

VUB503130

ラゲッジスペースにあるタイダウン・ポイントを使用。フロアネットとラチェット式ストラップの

セット。ストラップの⻑さは約２メートル。写真の荷物は、ロード・リテンション・システムと 

ロードスペース・ラゲッジレールを同時装着して固定するイメージです。（同梱の巻取り式スト

ラップを使用）



フィクスドハイト・フランジド・トウバー

VPLVT0078 

カップリングクラス：A50-X  D値：10kN   

S値：150kg  最大けん引重量：1800kg 

 （詳細はオーナーズハンドブックを参照ください。）

フィクスドハイト・スワンネック・トウバー

VPLVT0065 

カップリングクラス：A50-X  D値：10kN    

S値：150kg  最大けん引重量：1800kg 

 （詳細はオーナーズハンドブックを参照ください。）

12N/12S タイプ・トウイングエレクトリック・

アダプター*

VPLHT0060

12N モールデッド・アダプター*

VPLHT0064

クイック・リリース・トウバー

VPLVT0069

脱着が容易。セキュリティロック付き

車両の牽引能力については車両ハンドブック

をご参照ください。

13ピン・トウイングエレクトリック*

VPLHT0061

写真は、クイック・リリース・トウバーとの 

同時装着のイメージです。

*これらのアクセサリーは、LEDリアランプキットを搭載したキャラバンおよびトレーラーには装着できません。なお各種アダプターを装着する際、13ピン・トウイングエレクトリックが別途必要になります。 

**お子さまの一層の安全のために、チャイルドシートは後部座席に正しく装着ください。全てのチャイルドシートカバーのデザイン、仕様等は、予告無く変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

デュオプラス・チャイルドシート**

LR006637

体重9〜18㎏（生後9ヶ月〜4歳くらい）までのお子さまに適しています。ISOFIX対応。

キッドプラス・チャイルドシート**（写真掲載なし）

LR004940

体重15〜36㎏（4〜12歳くらい）までのお子さまに適しています。

ベビーセーフプラス・ベビーシート**

VPLMS0007

体重13㎏（新生児から12〜15ヶ月くらい）までのベビー用。 

下記のベビーセーフISOFIXベースが別途必要。

ベビーセーフISOFIXベース**

VPLMS0008 

写真は、ベビーセーフプラス・ベビーシートとベビーセーフISOFIXベースの同時

装着のイメージです。

サイド・プロテクション・ランナー（ステンレススチール）

VPLVP0071

PureおよびPrestigeのみ適合。乗降時に足をのせることはできません。

フロント・マッドフラップ

泥よけおよび塗装を保護。

PureおよびPrestige（写真右上）：VPLVP0065

Dynamic：VPLVP0066

リア・マッドフラップ

PureおよびPrestige（写真左上）：VPLVP0069

Dynamic：VPLVP0070



上記掲載の車両は、以下のアクセサリーを装着したイメージです。サイド・プロテクション・ランナー（ステンレススチール）：VPLVP0071、フロントおよびリア・マッドフラップ：VPLVP0065/VPLVP0069、ルーフレール ブラックフィニッシュ： 

VPLVR0086、ルーフトリム・フィニッシャーキット パノラミックグラスルーフ無車用 ブラックフィニッシュ：VPLVR0087、クロスバー シルバーフィニッシュ：VPLVR0073、 スキー＆スノーボードキャリア：LR006849。

65

三角表示板：KCC500021

エレクトリック・クールバッグ：VUP100140L 12ボルトの補助ソケットで作動。
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  持続可能な未来への進化のため

のランドローバーの取り組み。

ランドローバーでは統合的且つ革新的なアプローチ

で、持続可能な事業活動と、より低炭素社会の 

実現に向け、地球に対する責任を真摯に考えます。

ランドローバーでは、企業として以下の活動に 

取り組んでいます；
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eテレイン・テクノロジー

効率的なパワーシステム、ボディ構造の 

軽量化と排出削減

CO2排出削減と燃料消費量の向上を目的と

した新たな技術開発に、8億ポンドもの共

同出資をいたしました。カーボン・マネージ

メント・プランの一環として2015年まで

に、平均でCO2排出量の25％削減を目指し

ます。新型レンジローバーイヴォークおよび

フリーランダー2全車には、車両のカーボン

フットプリントを縮小させるeテレイン・ 

テクノロジーの2つの例として革新的な 

ストップスタートテクノロジー(ディーゼル・

マニキアル車)と回生ブレーキ装備 IPSM 

(インテリジェント・パワー・システムズ・ 

マネジメント)が搭載されています。さらに

レンジローバーのアダプティブ・ダイナミク

ス・システムはつねに車両の性能をモニタ

リングし、ドライビングと排出の効率を向

上させます。(現在、日本ではディーゼル 

エンジン車は販売されておりません。）

持続可能な生産

徹底した無駄の排除により、エネルギー

や資源の消費を最小限に

世界トップクラスを誇る生産施設は、 

1998年にISO14001の承認を取得しました。

ランドローバーでは、2007年レベルを基準

に、2012年までにCO2排出量の25％削減、

埋立処理量25％減、水消費量10％減を目指

します。このような活動は工場でのエネル

ギー効率にもおよび、輸送距離を短縮し、

生産プロセスで発生するすべてのCO2を相殺

するカーボンオフセットを採用しています。

さらに、すべての新車は最大85％リサイクル・

再利用可能な設計になっています (95％ 

再生・再利用可能で、10％はエネルギー 

生成にも利用可能)。

CO
2
オフセット

技術革新、エネルギー効率化プロジェクト

に投資

ランドローバーは、全車両の生産プロセスで

排出されたCO2 １トンにつき、同量のCO2

を他で削減するという炭素削減プロジェクト

に投資しています。さらに全ての新車にお

いてお客様に最初の72,000キロメートル

分のCO2排出量を相殺していただいており

ます。このプログラムは日本を始め、英国、

欧州諸国、中東、アジア諸国で展開されて

います。CO2オフセットプログラムはクライ

メートケア社とフォーラム・フォー・ザ 

フキーチャーが独自に運営しています。この

プログラムにより、統合的なカーボンマネー

ジメントプランの一環として、我々自身に

よる環境への影響を低減するために、今

すぐ行動を起こすことが可能なのです。

地球環境保全と人道支援プロジェクト

パートナーシップ

地球環境保全と社会還元のための活動 

パートナー

自社の製造理念にかない、ランドローバー

車は、世界各地でさまざまな環境保全や 

人道支援組織に活用されています。ランド

ローバーを活動パートナーとする組織は、

地球保全パートナー５団体と国際赤十字・

赤新月社連盟(IFRC)、英国王立地理学協会

(RBS with IBG)、ボーンフリー財団、アース

ウォッチ・インスティテキート、バイオス 

フィア・エクスペディションズ、チャイナ・ 

エクスプロレーション＆リサーチ・ソサエティ

などです。

ランドローバーでは、次の４つ

の主要領域に投資を行い、 

積極的に取り組みます；

事実

ゲイドンの本社での食品廃棄物をエネルギー

に変える試みでは、埋立地からの43トンの

廃棄物をエネルギーに転換し、3.7トンの

CO
2
の排出量を回避しました。

事実

2012年までに約300万トンのCO
2
排出量

をオフセットする計画です。

事実

2010年、IFRCと連携して新3カ年 

グローバル・イニシアティブ'Reaching 

Vulnerable People around the World'

を立ち上げました。2007年以来、ランド

ローバーは、IFRCの人命救助活動を支援

しています。現在までに、世界中で貴重な人

命を救うため4,000,000ポンドを超える貴重

な資金と車両寄贈の援助を行いました。

事実

ランドローバーでは、レンジローバーイ 

ヴォークを始め、クルマの環境への影響を

理解するために、eテレイン・テクノロジー

の使用など、ライフサイクルアセスメント

を使用しています。
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