
NEW RANGE ROVER EVOQUE



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
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NEW RANGE ROVER EVOQUE
大胆かつスタイリッシュなデザイン。直感的な操作性と高い性能。レンジローバー イヴォークは、それらを高い次元で融合させま 
した。美しい室内空間には、最先端の機能と洗練されたデザインを散りばめ、ゆったりとした広さを確保。クラス最高レベルのオフ 
ロード性能を備え、さらに安定した走りを実現しました。新型レンジローバー イヴォーク。個性を解き放つ瞬間。

写真: First Edition（ノリータグレー、21インチホイール装着車）

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。燃費消費率は、装備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。
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6 写真: First Edition（ノリータグレー、21インチホイール装着車）

INTRODUCTION

INTRODUCING THE NEW RANGE ROVER EVOQUE

「レンジローバー イヴォークが誕生したのは2011年。コンパクトSUVの世界が一変しました。新型レンジローバー イヴォークは、 
その栄光の歴史の新たな1ページです。シンプルなエクステリアと、モダンですっきりとしたインテリアが融合し、真に特別な1台が 
誕生しました。永遠の憧れ、と言える1台でしょう。」

ジェリー・マクガバン 
ランドローバーチーフデザインオフィサー
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1アダプティブダイナミクス装備車のみ。   2オートヘッドライトレベリング装備車のみ。   3P300エンジン搭載車のみ。    
4コネクトプロの一部としてご用意。ナビゲーションプロ搭載車のみ。   5パワーソケットパック2装備車のみ。    
6遠近両用眼鏡をご使用の方は、デジタルモードではミラーが見づらくなる場合があります。その場合は、いつでもノーマルモードでお使いいただけます。

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

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。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。

デザイン
新型レンジローバー イヴォークは、モダンなデザイン哲学を受け継ぎ、大胆な進化を遂げ
ました。特長的なクーペスタイルのシルエット、後方に向かって上昇するベルトライン、独自
の個性を主張するレンジローバー イヴォーク。世界中で人々の心を虜にした先代の後を引き 
継ぎ、その魅力にさらに磨きをかけました。細部へのこだわりを象徴する、フラッシュデプ
ロイアブルドアハンドル、オプションの21インチホイール1、マトリックスLEDヘッドライト 
（シーケンシャルターンランプ付）2が、洗練と先進性を高い次元で両立させています。 
詳しくは、8ページをご覧ください。

洗練性
新型レンジローバー イヴォークを支えているのは、高い洗練性です。オプションのアダプ 
ティブダイナミクス&コンフィギュラブルダイナミクス1が安定した一体感のあるハンドリング
を実現。幅広いパワートレインオプションと9速オートマチックトランスミッションは、路面
や天候にかかわらず、効率的なパワーデリバリーをもたらします。快適な操作性とオンロード 
性能を両立させた、レンジローバー イヴォーク。その走りをご堪能ください。 
詳しくは、12ページと20ページをご覧ください。

性能
オンロードとオフロードの両方で優れたハンドリングを実現し、天候を問わず優れた性能
を発揮するレンジローバー イヴォーク。あらゆる状況で安定した走りをお約束します。クラ
ス最高レベルのデパーチャーアングルと渡河水深を誇るテレインレスポンス2、クリアサイ
トグラウンドビュー、スポーツコマンドドライビングポジションなど、多彩な機能を搭載。
全輪駆動（AWD）システム、アクティブドライブライン3が、トラクションとオフロード性能を 
さらに進化させました。 
詳しくは、14ページをご覧ください。

車内環境
ランドローバーのデザイン哲学を、ゆったりとした高級感あふれるインテリアに反映しま 
した。すっきりとしたスペースに無駄のないライン、厳選された素材を組み合わせ、魅力あふ 
れる洗練されたキャビンを生み出しています。また、人間工学の視点でインテリア全体を 
一新し、快適性と操作性を向上させました。これは、オプションのTouch Pro Duoのタッチ 
スクリーンの操作においてもご実感いただけることでしょう。さらに最新機能としてスマート 
セッティング4を装備。自分の好みに合った車両設定を保存・再現したり、前回運転時の設 
定を自動的に復元することができます。アレルギー物質を除去し、車内の空気をきれいに 
する、イオン空気清浄テクノロジーなどもオプションでご用意しています。 
詳しくは、11ページをご覧ください。

テクノロジー
新型レンジローバー イヴォークで採用されているテクノロジーは、直感的な操作性、革新 
的な機能が特長です。12.3インチのインタラクティブドライバーディスプレイTouch Pro 
Duo、ヘッドアップディスプレイ、MERIDIAN™サラウンドサウンドシステム、クリック& 
ゴーベースユニット5、スマートフォンパックなど、多彩なオプションで快適性をさらに向上 
できます。オプションのクリアサイトインテリアビューミラー6には、車体に装備したカメラ
による後方映像が映し出されます。ラゲッジスペースに荷物を満載していても、車両後方
の様子をはっきりと確認できます。安全、安心な運転をサポートする、ドライバーアシスト 
機能を多数取り揃えています。 
詳しくは、23ページをご覧ください。

INTRODUCTION
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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: First Edition（ノリータグレー、21インチホイール装着車）

レンジローバー イヴォークのエクステリアデザインは、その洗練性をさらに高め、見る者を虜にします。
美しいプロポーションが生み出す、印象的なシルエットと風格が、レンジローバー イヴォークの個性を 
表現しています。個性的なルーフラインと流れるようなウェストライン、はっきりとしたショルダー 
ラインとホイールアーチ。そのすべてが力強く、躍動的なスタイルを生み出しています。

ラインを減らしすっきりとしたフォルムに、寸分違わぬ正確なフィニッシュが、よりモダンで洗練された
デザインを生み出し、見る者の感性に訴えます。細部にまでこだわったフロントとリアのデザイン、 
スリムなLEDヘッドライトが、滑らかでモダンな印象を与えます。新型レンジローバー イヴォーク。 
大胆かつ魅惑的なスタイルで、コンパクトラグジュアリーSUVの常識を打ち破ります。 

DESIGN

EXTERIOR
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INTERIOR
レンジローバーのDNAを大胆に解釈した、スポーティーで高級感あふれるインテリア。無駄 
を削ぎ落とすレンジローバーの哲学に従って、華美な視覚的演出を排し、最新テクノロジーを
投入しています。次世代のレンジローバー イヴォークのインテリアは、オリジナルを意識しな 
がら未来を見据えています。シンプルで優雅な線と洗練された面が、最先端の素材と調和し、
魅力あふれる空間を作り出します。 

ウィンザーレザー、クヴァドラ社製プレミアムウールブレンド、ユーカリファイバーテキスタイル。
これらはお選びいただけるシート素材のほんの一部です。通気性に優れ、環境に配慮した 
シートが、快適で洗練された空間を作り上げます。ダッシュボードのきめ細かなステッチなど、
細部へのこだわりがインテリアの質感を高めます。また最新の装備を利用して、車内を 
すっきりと整理できます。

オプションのTouch Pro Duoは、上下のタッチスクリーンを装備。すっきりとしたインテリアに
調和します。スライディングパノラミックルーフ*は、ボタン1つで車内に気持ちのいい自然光が
降り注ぎ、新鮮な空気に包まれます。コンフィギュラブルアンビエントインテリアライトは、 
車内の雰囲気を演出。さらにスマートフォン、タブレット、ペットボトルなど小物の収納に便利
なスペースも用意しました。

DESIGN

*2019年6月以降に提供予定。

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。

上の写真: First Edition 

下の写真のインテリア: R-Dynamic HSE（クラウド/エボニーインテリア、オプションのクラウドクヴァドラプレミアム 
テキスタイル&Dinamica®スエードクロスシート）

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。
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PERFORMANCE AND CAPABILITY

ENGINES
パワーと走る歓び、燃費と効率性を両立するインジニウムエンジン。豊富なラインアップをご用意して、多様なニーズにお応えします。アイドリング 
ストップ技術のインテリジェントストップ/スタートと、減速時の運動エネルギーをバッテリーに充電して活用するスマートリジェネレーティブ 
チャージングを、すべてのエンジンに採用。特に街中での燃費が向上しています。搭載エンジンについては、56ページをご覧ください。

*P300エンジン搭載車のみ。

写真: First Edition（ノリータグレー、21インチホイール装着車）



13PERFORMANCE AND CAPABILITY

TRANSMISSION
クロスレシオの9速オートマチックトランスミッションが、常に最適なギアを選択して、燃費と加速性能
を最大限に高めます。ギアチェンジは気づかないほどスムーズ。ドライバーの走りに合わせて、インテリ
ジェントにギアシフトします。先進の軽量ギアボックスは高度なダイレクト潤滑システムを採用し、摩擦
と抵抗を軽減しています。

MILD HYBRID ELECTRIC VEHICLE (MHEV)
マイルドハイブリッド（MHEV）システム*は、減速時に失われるエネルギーを保存、再利用すること
で、エネルギー効率を高めます。停車時にエンジンを停止するストップ/スタートシステムも搭載して
います。
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EVERYDAY CAPABILITY
レンジローバー イヴォークで良かったと思える瞬間。それは日常のさまざまな場面で訪れます。雪の積もった朝。街は静まり返っています。路面が 
凍結しているため、オールテレインプログレスコントロール（ATPC）を選択。これで、朝食のために行きつけの店へ行くのも安心。コーヒー1杯の 
ためにドライブ。贅沢な幸せです。

写真: R-Dynamic HSE（コリスグレー）、R-Dynamic HSE（フィレンツェレッド、R-Dynamicブラックエクステリアパックを装備）
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街はずれにオープンした期間限定のレストラン。車で1時間ほどかかる距離ですが、味が評判のお店です。だんだん道は悪くなりますが、 
テレインレスポンス2のおかげで、ほとんど気になりません。食事を心から堪能できます。

PERFORMANCE AND CAPABILITY
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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: HSE（ソウルパールシルバー）日本未導入

EXTRAORDINARY CAPABILITY
カリフォルニアのローンパインからスウェーデンのアイスアカデミーまで、レンジローバー イヴォークは、どんな過酷な路面も走破します。クリアサイトグラウンド 
ビューや全輪駆動（AWD）など、クラス最高レベルのテクノロジーを搭載。安心してオフロードに挑むことができます。 

レンジローバー イヴォークの多彩な機能をご覧ください。
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全輪駆動（AWD）
レンジローバー イヴォークは全輪駆動（AWD）を採用。オンロードでもオフロードでも、安定した走り
を楽しむことができます。電子制御式マルチプレートクラッチにより、前輪と後輪のトルク配分をイン
テリジェントに制御します。4つのすべてのタイヤから最大のトラクションが得られるように、前輪と後
輪に駆動トルクが配分されます。芝生や泥道などのスリップしやすい状況では、トルクを前輪と後輪 
に分配してトラクションを最大化します。フロントまたはリアがトラクションを失うような極端な状況で
は、もう一方の車軸に最大100%のトルクを配分してグリップを確保します。AWDシステムとエレクトロ
ニックトラクションコントロール（ETC）が連動し、難しい路面でも安定した走りを可能にします。

テレインレスポンス2
定評あるテレインレスポンスシステムをさらに発展させた、テレインレスポンス2オート。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。この機能は手動でオフにすることもでき 
ます。

クリアサイトグラウンドビュー*
クリアサイトグラウンドビューがあれば、オフロードや市街地での運転も安心。車両前方下部のカメラ
映像を中央の大型タッチスクリーンに表示します。通常はドライバーの死角となる部分を、ボンネット
を「シースルー」したように映像で確認できます。岩や低い壁などの障害物を、安全に回避できます。
クリアサイトグラウンドビューは、360°サラウンドカメラとともに、オンロード、オフロード両方で威力 
を発揮します。

「オンロード」モード 「泥 / 轍」モード

「草 / 砂利 / 雪」モード 「砂地」モード

*360°サラウンドカメラの一部としてご用意。
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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: R-Dynamic HSE（ソウルパールシルバー）



19PERFORMANCE AND CAPABILITY*ドライブパックまたはドライバーアシストパック装着車のみ（R-Dynamic HSEを除く）。

ウェイドセンシング*
ランドローバー独自のウェイドセンシングシステム（オプション装備）。ドアミラーの超音波センサー
により、車両の最大渡河水深の600mm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。

オールテレインプログレスコントロール（ATPC）
最新機能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、湿った芝生、凍結路 
や雪道、未舗装路などの滑りやすい路面でも一定の速度を維持します。クルーズコントロール 
同様、1.8km/hから30km/hの低速時に作動。ドライバーはステアリング操作に集中できます。

ヒルディセントコントロール（HDC）
ランドローバー独自のヒルディセントコントロール（HDC）は、急勾配を安全に下るための機能です。 
一定の速度を維持しながら、ホイールごとに適切なブレーキをかけます。ヒルローンチアシストは、 
急な上り坂での発進時に車両の後退を防ぎます。グラディエントリリースコントロールは、急な下り 
坂でドライバーがブレーキを放した際に、車両の急加速を防ぐ機能です。

ロートラクションローンチ
濡れた路面、芝生、雪道、凍結路などの滑りやすい路面で、トルクを最適に配分し、スムーズな発進を
アシストします。30km/hに達すると解除され、その後は設定したドライブモードに戻ります。



20 写真は: First Edition （ノリータグレー、21インチホイール装着車）

REFINED PERFORMANCE

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

外輪へのトルク配分

アンダーステアを検出

外輪へのトルク配分
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ドライブラインディスコネクト
レンジローバー イヴォークの全輪駆動（AWD）システムは、ドライブラインディスコネクトテクノ 
ロジーを搭載。クルージング時は前輪駆動モードで走行できるため、機械抵抗を抑え、燃費を 
向上させます。AWDが必要な状況では、ドライブラインが瞬時に再接続されるため、トラクションと
ハンドリングを維持します。

アクティブドライブライン1

ドライブラインディスコネクトとともに、P300エンジンにはアクティブドライブラインを標準搭載。 
過酷な路面でもトラクションを引き出し、安定走行を可能にします。さらに、アクティブドライブライン 
システムのベクタリング機能により、オンロードでの俊敏性も向上します。走行条件に応じて、リアの
両クラッチを完全にロックし、従来のロッキングディファレンシャルと同じ効果を発揮。安定性と走行
能力を向上させます。

アダプティブダイナミクス
オプションのアダプティブダイナミクスは、走行中のホイールポジションやボディの動きをモニタ 
リング。正確なハンドリングと快適な乗り心地を実現します。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。電子制御式のダンパーが、1秒に100回のペースで 
サスペンションを調整。常に快適で俊敏性に優れた走りを可能にします。

コンフィギュラブルダイナミクス2

アダプティブダイナミクスに加え、性能と快適性をさらに向上させる機能です。コンフィギュラブル 
ダイナミクスでは、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、好みに合わせてカスタマイズできます。

1P300エンジン搭載車のみ。   2アダプティブダイナミクス装備車のみ。 

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。 PERFORMANCE AND CAPABILITY
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新型レンジローバー イヴォークの発表を記念して、ZENITH®社とのコラボレーションによる限定モデルの腕時計が誕生しました。41mmチタンケース、エリートムーブメント、シリコン製のアンクルとガンギ車、そしてダイヤモンドカットパターンのストラップ。 
新型レンジローバー イヴォークのダイナミックなアロイホイールからインスパイアされたDEFY CLASSICです。200本のみの限定生産となります。詳しくは、www.zenith-watches.com/jp_jpをご覧ください。
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TECHNOLOGY

INFOTAINMENT
レンジローバー イヴォークの全グレードにInControlインフォテインメントシステムTouch Proを搭載。さまざまな情報とエンターテインメントソースを 
ご利用いただけます。直感的に操作できる、最新の機能を装備。ドライブの楽しみがさらに広がりました。また、音声認識システム*が、ドライバーの呼びかけに 
反応。運転中でも安全に各種機能の操作を行えます。

TOUCH PRO
センターコンソールには10インチタッチスクリー
ンを標準装備。タップやスワイプなどスマートフォ
ン同様の操作性に加え、これまでにないクオリティ 
で音楽や映像をお楽しみいただけます。Touch 
Proにはカスタマイズ可能なホーム画面とボイス
コントロールを搭載し、優れた応答性を実現しま
した。また、インタラクティブサイドパネルで、同
時に複数の操作を行うこともできます。コネクティ 
ビティパッケージのコネクトプロをご利用いただ
くと、Touch Proの機能を拡張できます。

TOUCH PRO DUO
オプション装備の10インチの高精細デュアル 
タッチスクリーンは、必要な情報を画面で確認し
ながら、他の機能を効率良く利用いただけます。
たとえば、上の画面でナビゲーションを表示しな
がら、下の画面でメディアを再生するといった使い
方ができます。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。

インタラクティブ�
ドライバーディスプレイ
レンジローバー イヴォークでは、エンターテイン
メント、各種情報、接続機能をいつでもご利用い
ただけます。オプションの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、メディアなどの各種情報、エン
ターテインメント、アクティブセーフティデータを
受信・表示します。高い解像度と処理能力が、 
シャープな画面とスムーズな動作を実現しました。

ヘッドアップディスプレイ
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。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。視認性の高い、フルカラー 
高解像度グラフィックを採用。電話の着信など、 
タッチスクリーンに表示される重要な情報を、 
フロントガラスにも表示できます。オン/オフは 
自由に設定できます。

TECHNOLOGY

*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。

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。

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。

写真のインテリア: R-Dynamic HSE（クラウド/エボニーインテリア、オプションのクラウドクヴァドラプレミアムテキスタイル & Dinamica®スエードクロスシート）
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CONNECTIVITY
ランドローバーではネットワーク接続機能を、標準またはオプションで豊富にご用意しています。ドライバーと車をシームレス、かつ安全に 
インターネットへ接続します。標準のリモートアプリでは、離れた場所から車の情報を確認、操作できます。InControlアプリ、Apple CarPlay®、 
Android Auto™を採用したオプションのスマートフォンパックでは、Apple®またはAndroid™車両用アプリ（連絡先、予定表、音楽プレイヤー 
など）をタッチスクリーンから操作できます。オプションのナビゲーションプロ1、コネクトプロ2、セキュアトラッカーをご利用いただくと、ランド 
ローバー車での魅力がさらに広がります。

写真: First Edition （ノリータグレー、21インチホイール装着車）
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1コネクトプロと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搭載車のみ。  
2ナビゲーションプロ搭載車のみ。  
3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。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。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アプリおよび 
リモートアプリは、App Store/Google Playでダウンロードする必要があります。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。

Android™、Android Auto™およびAndroid Wear™は、Google Incの商標です。 
Apple®、Apple CarPlay®およびApple Watch®は、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。

STANDARD FEATURES

リモートアプリ3

InControlリモートアプリを使って、車両情報の確認や、離れた場所からの操作ができます。ほとんど
のスマートフォン、Android Wear™やApple Watch®に対応しており、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、ボタン操作でドアをロック、解除できます。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を設定したり、 
ドアミラーを折り畳んで（電動格納ドアミラー装着時）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、車内を快適な温度にしておくこと
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、ビープ音を鳴らします。混み合った 
駐車場で、ご自分の車を探すのに便利な機能です。

ルート追跡 – 設定を有効にすると、経路や走行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申請に利用したり、表計算シートに書き出すこともできます。

�車両状態チェック – 現在の燃料残量、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と、徒歩での経路も確認できます。

TECHNOLOGY
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OPTIONAL FEATURES

スマートフォンパック
InControlインフォテインメントシステムと画面を共有して、車内でもスマートフォンをご利用いただける機能です。InControl Appsテクノロジー
を採用したこのパックでは、AndroidTM/AppleTMスマートフォンをUSBケーブルで接続して、車両用アプリ（連絡先、予定表、音楽プレイヤーなど
の機能）を車のタッチスクリーンから操作できます。また、Spotify*など、サードパーティー製アプリも多数ご利用いただけます。
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InControlアプリ – インタラクティブな車両用アプリ。USBポートで接続して、メディアのストリー 
ミング、クラウドサービス、位置情報サービスなどをご利用いただけます。

Android Auto™ – 安全性を重視した設計。シンプルで直感的なインターフェースで、運転を妨げる 
ことはありません。 AndroidスマートフォンをUSBで接続すれば、対応するアプリを車載のタッチ 
スクリーンで操作できます。

Apple CarPlay® – 安全面を考慮した設計で、ドライバーは運転に集中しながらアプリを使用でき 
ます。Appleスマートフォンを車に接続して、マップ、メッセージ、ミュージックなど互換性のあるアプリ
をタッチスクリーンで操作できます。 

Spotify* – 音楽ストリーミングアプリを一体化。4,000万曲を超えるライブラリをご利用いただけ 
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。

TECHNOLOGY

*App Store/Google Playでご確認ください。

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。

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。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。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アプリおよび 
リモートアプリは、App Store/Google Playでダウンロードする必要があります。すべての車内機能は、安全が確保された状況で 
ご利用ください。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。
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OPTIONAL FEATURES

ナビゲーションプロ1

オプション装備のナビゲーションシステムです。お気に入りの場所の保存や、タップ/スワイプ/ピンチ/ 
ズームジェスチャーによるマップ検索、高画質2D/3Dマップの表示が可能です。ナビゲーションプロに 
含まれるトラフィックサインレコグニションは、道路上の情報を見逃すことがないよう、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します。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
使用して速度調整します。ナビゲーションプロはコネクトプロと合わせてご購入ください。

コネクトプロ2

コネクトプロは、4G Wi-Fiホットスポット、プロサービス、スマートセッティングの3つの機能から成り 
ます。車の中でも外でも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。

4G Wi-Fiホットスポット 
車内でインターネットに接続できます。ワイヤレスで同時に8台のデバイスを接続可能。走行中でもネット
サーフィン、仕事、ソーシャルメディアの更新、エンターテインメントなどをお楽しみいただけます。

プロサービス3

 –リアルタイム交通情報: リアルタイムの交通情報をもとに、目的地までの正確な道路状況をご確認いた
だけます。
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1コネクトプロおよび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装備車のみ。   2ナビゲーションプロ 
搭載車のみ。   ³オンライン機能とWi-Fi接続のご利用には、データ接続のためにマイクロSIMカードのご契約が必要となります。 
4G Wi-Fiホットスポットとプロサービスには、ランドローバー正規ディーラーによる保証期間終了後、追加のサブスクリプション 
契約が必要となるサービスが含まれています。

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。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。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アプリおよび 
リモートアプリは、App Store/Google Playでダウンロードする必要があります。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。

TECHNOLOGY

スマートセッティング 
ドライバーの手間を減らせるように、お好みに合わせたドライビング環境を設定可能。さまざまな 
機能が連携します。

 –プロファイル: キーとスマートフォンによってドライバーを自動認識。各ドライバーのプロファイルに
保存した各種設定を呼び出します。

 –ラーニング（学習）: 「ラーニング」機能により、ドライバーの習慣、過去の行動、当時の気温など 
から好みを学習します。例えば、朝の通勤時にステアリングホイールやシートヒーターをオンに 
するなどの設定を学習し、自動で実行できます。
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MERIDIAN™サラウンドサウンドシステム

サウンドシステム
6個のスピーカーが紡ぎだす高音質サウンド。

MERIDIAN™サウンドシステム
ドア各部に最適に配置された10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、豊かなサウンドを奏でます。

MERIDIAN™サラウンドサウンドシステム
合計14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、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の臨場感を余すところなく鮮明に再現します。 
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。

AUDIO
お気に入りの音楽を聴くならキャビンで。レンジローバーイヴォークでは、 
臨場感あふれるオーディオシステムを3種類ご用意しました。

14個のスピーカー

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™の音響技術は、レンジローバー イヴォークの優れ 
た音響設計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、不要なサウンドを取り除きます。高度なアルゴリズムにより、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。 
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 サブウーファー W

サウンドシステム N/A 6 N/A 180

MERIDIAN™サウンドシステム 10 1 380

MERIDIAN™サラウンドサウンドシステム 14 1 825

デジタル信号処理
オーディオシステムのあらゆる機能を結集し、大型のスピーカーと同等の高音質を実現 
します。

MERIDIAN™音場補正
高性能アルゴリズムが車内の音響特性を補正します。

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。音質の劣化がないため、オリジナルの感動を味わうことが 
できます。

TRIFIELD™

MERIDIAN™独自のTrifield™テクノロジーにより、センター、サラウンド、左右の全チャンネル
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のような臨場感をお楽しみいた
だけます。

TECHNOLOGY
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STANDARD FEATURES
エマージェンシーブレーキ：他の車や歩行者、自転車との衝突を回避するシステムです。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で歩行者や自転車との衝突の危険を前方カメラで検知します。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。

360°サラウンドカメラ：ボディの目立たない位置に装着した4台のデジタルカメラにより、車の周囲
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。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。クリアサイトグラウンドビュー
（17ページ）も備えています。

クルーズコントロール&スピードリミッター：アクセルを踏み続けなくても速度を維持できる機能。 
ドライバーの疲労を軽減します。また、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。ともに必要に応じて簡単にオン/オフを切り替えられます。

ドライバーコンディションモニター：ドライバーの眠気や疲れの兆候を検知し、早めの休息を 
促します。

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ホイールを 
制御して車をレーン内へ戻します。

フロント&リアパーキングエイド：安全で快適な駐車操作をサポートします。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、フロントバンパーとリアバンパーに設置したセンサーが 
作動します。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

DRIVER ASSISTANCE

安全性と利便性
市街地や高速道路での運転アシストから安全性向上まで、先進機能を豊富に搭載。標準装備、オプション装備、またはオプションパックの
一部としてご用意しております。いずれも、ドライブを楽しく快適にする機能ばかりです。



33

レーンキープアシスト フロント&リアパーキングエイド

TECHNOLOGY
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*遠近両用眼鏡をご使用の方は、デジタルモードではミラーが見づらくなる場合があります。その場合は、いつでもノーマルモードでお使いいただけます。 

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。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。 

OPTIONAL FEATURES 
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クリアサイトインテリアリアビューミラー
ランドローバー初採用のテクノロジーです。車体に装備したカメラによる後方 
映像が、ルームミラーに映し出されます。後席に人が座っていても、ラゲッジ 
スペースに荷物を満載していても、車両後方の様子をはっきりと確認できます。
車両後方のアンテナルーフポッドにもカメラを設置。ミラー一体型のデジタル 
ディスプレイに後方映像が表示されるため、ワイドでクリアな視界が得られます。 
ノーマルモード、ディスプレイモード*（後方映像を表示）の切り替えが可能です。 
ミラーユニット下部のスイッチで、簡単にモードを切り替えできます。

TECHNOLOGY

クリアサイトインテリアリアビューミラー非作動時（上）、作動時（下）
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パークアシスト

パークパック*
パークアシスト：ステアリング操作を自動で行い、縦列駐車や車庫入れをアシストするシステムです。 
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。画面表示と通知で操作をガイドします。 
駐車位置から発進する際も操作をサポート。駐車操作の手間を減らします。

リアトラフィックモニター：駐車スペースからバックで出庫する際に、左右両側から接近してくる車や
歩行者を検知してドライバーに警告。音声とタッチスクリーンでドライバーに注意を促すため、後方の
見通しが悪くても安全に出庫できます。

360°パーキングエイド：狭い場所での駐車も安心。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。

クリアイグジットモニター：同乗者が降りる際、近づく車や自転車を検知して注意を促します。ドア 
レバーを引いた時点で、接近する車や自転車を検知すると、小さな警告ライトが点灯します。

*ドライバーアシストパックとの同時装着は不可。

OPTIONAL PACKS
ドライビングエクスペリエンスを高めるさまざまなテクノロジーを備えたオプションパックをご用意しています。パークパックは、狭い場所での 
出入庫や、建物や他の車で見通しの悪い道路への侵入を、安全かつ確実にアシスト。ドライブパックは安全で快適なドライブをサポートします。
運転・駐車のアシスト機能を幅広く揃えたドライバーアシストパックもご用意しています。

リアトラフィックモニター
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ドライブパック*
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。 

ハイスピードエマージェンシーブレーキ：先行車との衝突の危険を検知すると、フォワードアラートを
表示して、ドライバーにブレーキをかけるよう警告します。ドライバーのブレーキが間に合わない場合
は、自動的にブレーキをかけて衝突時の衝撃を軽減。10～160km/hでの走行時に作動します。

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。

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。

アダプティブクルーズコントロール ブラインドスポットアシスト

TECHNOLOGY
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ドライバーアシストパック
運転と駐車のアシスト機能を幅広く揃えたパッケージです。ドライブパックとパークパックの機能に加えて、アダプティブ 
クルーズコントロール（ステアリングアシスト付）もご利用いただけます。

OPTIONAL PACKS

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。

フロントカメラ フロントレーダー
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アダプティブクルーズコントロール（ステアリングアシスト付）は、ドライバーの運転操作に連動します。 
ドライバーがステアリングホイールを握ると、ステアリング・ブレーキ・アクセル操作をサポート開始。 
カメラとレーダーが連動して車両をレーン中央に維持し、先行車の動きに合わせて速度を調整します。 

先行車が速度を落としたら、車両を減速。または必要に応じて停止さえることで、ドライバーの負担を軽
減します。ステアリングホイールから手を離すと、警告を発します。手を離したままにするとステアリング
アシストは解除されますが、アダプティブクルーズコントロールは継続します。

TECHNOLOGY
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EFFICIENT TECHNOLOGIES

環境に優しい設計
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。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っています。廃車時に車体の85パーセントがリサイクル/再使用可能、95パーセント
が回収可能となるよう設計されています。

写真: First Edition （ノリータグレー、21インチホイール装着車）
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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。

先進のエアロダイナミクス
イヴォークの滑らかなデザインは、レンジローバー車で最も優れた空力性能を生み出しています。

エンジンマニュファクチュアリングセンター
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）を誇り、英国で最大規模のソーラーパネルを屋上に設置しています。 
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パーセント以上を発電し、CO2排出量を年間2,400トン以上も削減しています。

ユーカリテキスタイル&ULTRAFABRICS™シート
ユーカリテキスタイルは、森林管理協議会（FSC）認定のテンセル素材を採用。原料消費を抑えるこ
とで環境に配慮した、通気性の高いUltrafabrics™素材を組み合わせています。

クヴァドラ社製プレミアムテキスタイル/DINAMICA®スエードクロスシート
クヴァドラ社製プレミアムテキスタイルは、耐久性の高いウールブレンドファブリックです。ウール本来
の性質を活かし、高い耐摩耗性を誇ります。また暑いときは涼しく、寒いときは暖かく、季節を問わず
快適性を保ちます。Dinamica®スエードクロスは、再生ポリエステル繊維とプラスチックを原料とし、
有害な化学物質を使わずに生産されます。



42 写真: R-Dynamic HSE（ソウルパールシルバー）

SAFETY

SAFE AND SECURE
レンジローバー イヴォークは安全性を最優先に設計されています。ドライバーと同乗者を守るだけでなく、事故防止機能を多数、標準装備しています。

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、あらゆる運転条件下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。全輪駆動（AWD）は、あらゆる天候や路面で、安定した走りを実現します。

ISOFIXポイント

エアバッグ
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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。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。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アプリおよびリモート
アプリは、App Store/Google Playでダウンロードする必要があります。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。 

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。

¹ランドローバースマートロードサイドアシスタンスとSOS緊急コールは、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、
延長可能なサブスクリプションサービスです。   ²モバイルネットワーク接続が必要。

さらに安全性を向上させる最新のテクノロジー（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維持しながらロック�
を防ぐことで、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、トラクションと安定性を�
維持します。電子制御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、障害物を回避しな�
がら運転する際に威力を発揮します。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、転倒させようとする力を抑えます。

エマージェンシーブレーキアシスト：急ブレーキでも不十分な場合に作動し、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：他の車や歩行者との衝突回避システムです。詳しくは、32ページをご覧 
ください。

ISOFIXとエアバッグ：安全性がさらに向上。リアシートの左右にチャイルドシート用シートベルトの
ISOFIXポイントを装備しました。エアバッグは、運転席、助手席、サイドカーテン、胸部など6個標準
装備し、乗員の安全を確保します。

歩行者保護エアバッグとデプロイアブルボンネット�: バンパー内のセンサーが衝突を検知すると、 
ボンネット下に搭載したエアバッグが作動。ボンネットのロックを解除し、車体の外側に展開。 
歩行者や自転車がフロントウィンドウに衝突しないように保護します。

ランドローバースマートロードサイドアシスタンス1

オーバーヘッドコンソールのボタンを押すか、InControlリモートアプリのアシスタンス画面で、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1

大きな事故の場合、緊急対応チームを自動で呼び出し、救急サービスを事故現場に派遣します。

セキュアトラッカー2

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。



44 写真: First Edition （ソウルパールシルバー、21インチホイール装着車）
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4 標準   8 オプション– 設定なし

*オートヘッドライトレベリング装備車のみ。

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。

ライトの照度を高め、夜間運転を安全に
レンジローバー .イヴォークは、優れた視認性を誇るLEDヘッドライトを標準装備。LEDライトは長寿
命で消費電力も少なく、燃費の向上に貢献します。ライトは自然光に近いため、夜間運転の疲労を 
軽減します。

オプションのプレミアムLEDヘッドライト*には、フロント/リアシーケンシャルターンランプと、 
フロントフェイスを際立たせるシグネチャーデイタイムランニングライト（DRL）が含まれます。

マトリックスLEDヘッドライト
オプションのマトリックス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）*を選択 
すると、アダプティブドライビングビームをご利用いただけます。メインビームを縦に細かく分割する
ことで、ハイビームで照らす範囲を広げて視認性を向上。対向車にはまぶしさを与えず、安全性に配慮 
します。市街地、郊外、高速道路、悪天候など、状況に合わせて最適な配光を行います。マトリックス 
LEDヘッドライトにはフロント/リアともにシーケンシャルターンランプを装備。他のドライバーや歩行 
者からの視認性も向上します。

LEDヘッドライト プレミアムLEDヘッドライト マトリックスLEDヘッドライト

オールエクステリアLEDライト 4 4 4

シグネチャーデイタイムランニングライト（DRL） – 4 4

LEDテールライト 4 – –

シグネチャーハイラインテールライト – 4 4

マニュアルヘッドライトレベリング 4 – –

オートヘッドライトレベリング – 4 4

ヘッドライトパワーウォッシュ 8 8 8

フロント/リアシーケンシャルターンランプ – 4 4

オートハイビームアシスト（AHBA） 8 8 –

アダプティブフロントライトシステム（AFS） – – 4

アダプティブドライビングビーム – – 4

スタティックコーナリングライト – – 4
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VERSATILITY

TRULY FLEXIBLE
レンジローバー イヴォークは、最新のライフスタイルに合わせて設計・開発されました。たとえば、オプションのハンズフリーパワーテールゲート*は、 
キーフォブや車に触れることなくテールゲートを開閉可能。週1回のまとめ買いや、大きくて重い荷物を積み込むときに便利です。センターではなく 
サイドに設置したセンサーにより、縁石側から安全にシステムを操作可能。センサーの下で蹴り上げる動きをするだけで、テールゲートが開閉します。

*キーレスエントリー装備車のみ。

写真: R-Dynamic HSE（ソウルパールシルバー）、ランドローバーレザーウィークエンダーバッグ。 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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40:20:40のリアベンチシートを標準装備し、最大1,383リッターのラゲッジスペースを確保。スペース 
を余すところなく、さまざまな用途に利用できます。シートを完全に倒せば、スーツケース数個分の 
スペースに。週末の旅行に十分な広さを確保できます。

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。 
詳しくは、付属の技術仕様をご覧ください。

5シート
ドライ�

472リッター
ウェット�
591リッター

4シート
ドライ�

746リッター
ウェット�
908リッター

3シート
ドライ�

882リッター
ウェット�

1,066リッター

2シート
ドライ�

1,156リッター
ウェット�

1,383リッター
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キャビンの収納スペース�
レンジローバー イヴォークでは、ドライバーと同乗者向けに多くの収納オプションをご用意しています。便利な26リッターの小物入れは、 
さまざまな用途に対応します。ドアポケット容量は合計13.6リッターでペットボトルの収納に最適。センターの小物入れは4.5リッターです。
タッチスクリーン下の1.7リッターのスペースは、スマートフォンを置くのに最適です。

写真のインテリア：R-Dynamic HSE（クラウド/エボニーインテリア、クラウドクヴァドラプレミアムテキスタイル & Dinamica®スエードクロスシート）
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アクティビティキー
オプションのアクティビティキーを使えば、標準
キーを車内に置いたまま、さまざまなスポーツや
レジャーを楽しめます。リストバンド型のキーは、
耐衝撃性に優れ、完全防水仕様。腕に装着したま
ま、サイクリングや水泳など、さまざまなアクティ
ビティを楽しめます。アクティビティキーをテール
ゲートのセンサーにかざすだけで、車の施錠/ 
開錠、標準キーの有効化・無効化を行えます。

電源ソケット
センターの小物入れには、2個のUSBポートと
12V電源ソケットを装備。2列目シートには、リア
センターコンソールに12V電源ソケットを配置。 
リアラゲッジスペースにも12V電源ソケットを設置
しています。さらに、オプションで2個のUSB 
ポートを追加可能。車内で複数の電子機器を充電、
インターネット接続できます。

クリック&ゴーベースユニット*
オプションのクリック&ゴーベースユニットを装着
すれば、後席でタブレット端末をご利用いただけ
ます。取り付けは簡単。リアUSBチャージャーで
充電も可能。車内でいつでもインターネットを楽
しめます。（アタッチメントは別売となります。）

イオン空気清浄テクノロジー
すべての乗員の快適性と健康を改善するオプ 
ションのnanoe™テクノロジー。キャビン内の 
アレルギー物質、ウイルス、細菌、臭いを除去し、
空気をきれいにします。空気中の微粒子が 
イオン化し、大気中の汚れに吸着して中和させます。
オン/オフの切り替えが可能です。

*パワーソケットパック2装備車のみ。 

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。
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レンジローバー イヴォークを、あなたにとって理想の1台にカスタマイズ。 
ここからは、そのステップをご紹介します。エンジン、グレードから、 
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まで、
豊富な選択肢からお好きなものをお選びください。

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

豊富なオプションで、�
新型レンジローバー�イヴォークを�
あなただけの1台に。

STEP 1 
CHOOSE YOUR TYPE
ランドローバーのデザイナーがカスタマイズ 
した、First Edition（52ページ）。

ご自分でカスタマイズされる場合は、 
RANGE ROVER EVOQUE または RANGE 
ROVER EVOQUE R-Dynamicの 
標準装備と比較できます（54ページ）。

STEP 2 
CHOOSE YOUR ENGINE
ディーゼルエンジンまたはガソリンエンジンを 
お選びいただけます。

56-5752-55
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STEP 3 
CHOOSE YOUR GRADE
各グレードの装備を比較していただけます。 

STEP 4 
CHOOSE YOUR EXTERIOR
ルーフスタイル、ボディカラー、ホイールの 
各種エクステリアオプションをお好みに合わせて
お選びいただけます。

STEP 5 
CHOOSE YOUR INTERIOR
シートスタイルに加え、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 
CHOOSE YOUR OPTIONS 
AND LAND ROVER GEAR
豊富なファクトリーオプションで、理想の1台に。
各種ディーラーオプションもお選びいただけます。

70-7558-59 60-65 66-69
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CHOOSE YOUR TYPE

SELECT YOUR FIRST EDITION
RANGE ROVER EVOQUE First Editionは、性能、デザインを極めた特別な1台。販売期間は1年の限定モデルです。ブラックコントラスト
のパノラミックルーフ（パワーサンブラインド付）、グラデーション仕様リニアダークアルミトリムフィニッシャー（First Editionスクリプト付）、 
First Editionカーペットマット、クラウド/エボニーグレインレザーシート、クラウド/エボニーインテリアを装備しています。First Editionには、 
R-Dynamic SEのすべての装備（59ページ）に加え、次の装備が含まれます。

*First Edition専用装備。今後のモデルイヤーにおいてオプション装備として装着可能となる場合があります。

ソウルパールシルバー ユーロンホワイト 
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STEP 1 
CHOOSE YOUR TYPE

イルミネーテッドメタルトレッドプレート 
（First Editionスクリプト付）*

20インチ5スプリットスポーク"スタイル5079"  
（グロスダークグレーコントラストダイヤモンドターンドフィニッシュ）*

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）

ノリータグレー*

エンジン:  
D180およびP250エンジン（56～57ページ参照）

装備: 
パークパック&ドライブパック   –   フロントフォグランプ   –   プライバシーガラス   –   ヘッドライトパワー 
ウォッシュ   –   キーレスエントリー   –   ヘッドアップディスプレイ   –   MERIDIAN™サウンドシステム 
クリアサイトインテリアリアビューミラー   –   ヒーテッドステアリングホイール   –   フロントシート（ヒー
ター付）   –   コンフィギュラブルアンビエントインテリアライト   –   First Editionカーペットマット*    
地上波デジタルテレビ

リニアダークアルミトリムフィニッシャー 
（グラデーション仕様、First Editionスクリプト付）*



54

SELECT RANGE ROVER EVOQUE OR RANGE ROVER EVOQUE R-DYNAMIC
各タイプに特長的な機能・装備が採用されています。理想のレンジローバー イヴォークを完成させるために、このガイドをご活用ください。 
ここでは各タイプの標準装備をご紹介します。

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。

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。

RANGE ROVER EVOQUE R-DYNAMIC

RANGE ROVER EVOQUE
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STANDARD FEATURES

エクステリア装備
 – フラッシュデプロイアブルドアハンドル
 – LEDヘッドライト 
 – オートヘッドライト
 – リアフォグランプ
 – レインセンサー付オートワイパー
 – テールゲートスポイラー
 – 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）

 – アプローチライト
 – EVOQUEバッジ

ホイール&タイヤ
 – 17インチ10スポーク"スタイル1005" 
（サテンダークグレーフィニッシュ）1

 – オールシーズンタイヤ 
 – スペースセーバースペアホイール

インテリア装備
 – ツインスライド式フロントセンターアームレスト
 – アンビエントライト
 – ツインカップホルダー（フロント、カバー付）
 – デュアルゾーンクライメートコントロール
 – リアエアベント
 – サンバイザー（イルミネーテッドバニティミラー付）
 – 標準トレッドプレート

 – スタートボタン
 – オーバーヘッドライトコンソール
 – オーバーヘッドボックス（サングラス）
 – エアクオリティーセンサー

シートとインテリアトリム
 – ファブリックシート
 – 8ウェイマニュアルフロントシート
 – 40:20:40折り畳みリアシート
 – リアセンターヘッドレスト
 – リニアブライトアルミトリムフィニッシャー 
（グラデーション仕様）

 – レザーステアリングホイール
 – ヘッドライニング（ライトオイスターモルジヌ）

ダイナミクス
 – エフィシエントドライブライン2

 – アクティブドライブライン3

 – 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）
 – ロートラクションローンチ
 – ヒルディセントコントロール（HDC）
 – トルクベクタリングバイブレーキ
 – パッシブサスペンション
 – ヒルローンチアシスト

 – 電動パワーステアリングホイール
 – ダイナミックスタビリティコントロール（DSC）
 – エレクトロニックトラクションコントロール（ETC）
 – ロールスタビリティコントロール（RSC）
 – 電動パーキングブレーキ（EPB）

インフォテインメント
 – 10インチTouch Pro
 – アナログダイヤル（センターTFTディスプレイ搭載）
 – リモートアプリ
 – サウンドシステム
 – Bluetooth®接続

ドライバーアシスタンス
 – 360°サラウンドカメラ
 – フロント&リアパーキングエイド
 – レーンキープアシスト
 – クルーズコントロール&スピードリミッター
 – ドライバーコンディションモニター
 – エマージェンシーブレーキ

安全性
 – ボイスコントロール
 – ブレーキパッドウェアインジケーター
 – エマージェンシーブレーキアシスト
 – アンチロックブレーキシステム（ABS）
 – 電子制御ブレーキディストリビューション（EBD）
 – シートベルトリマインダー
 – ISOFIXチャイルドシート（リア）
 – パワーチャイルドロック
 – 6個のエアバッグ
 – 歩行者保護エアバッグシステム
 – コンフィギュラブルオートロック
 – むち打ち緩和機構衝撃吸収シート（フロント）

利便性
 – パワーソケットパック1 
 – ヒーテッドリアウィンドウ（タイマー付）
 – パワーウィンドウ（ワンタッチ開閉/挟み込み防止 
機能付）

 – マニュアルテールゲート 
 – 自動防眩ルームミラー

R-DYNAMIC の標準装備
 – RANGE ROVERボンネットスクリプト 
（ダークアトラス）

 – ダークアトラスグリル（グロスブラックサラウンド付）
 – ボディ同色フロントバンパー 
（ダークサテングレーバランス付）

 – ボンネットルーバー（バーニシュドコッパー）
 – サイドベント（バーニシュドコッパー）
 – RANGE ROVERテールゲートスクリプト 
（ダークアトラス）

 – ダークサテングレーリアバンパー 
（ボディ同色バランス付）

 – エキゾーストフィニッシャー（バーニシュドコッパー）
 – リニアダークアルミトリムフィニッシャー 
（グラデーション仕様）

 – パドルシフト（ブラック）
 – パーフォレイテッドレザーステアリングホイール

 – ヘッドライニング（エボニーモルジヌ）
 – クロームトレッドプレート
 – ブライトメタルペダル
 – EVOQUEバッジおよびR-Dynamicバッジ

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。

1P250、P300エンジン搭載車には、18インチ5スプリットスポーク"スタイル5075"（グロススパークルシルバーフィニッシュ）アロイホイールを標準装備。   2D180、P200、P250エンジン搭載車に標準装備。   3P300エンジン搭載車に標準装備。

Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、ジャガー・ランドローバー・リミテッドは、これらのマークをライセンスに基づいて使用しています。

STEP 1 
CHOOSE YOUR TYPE
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ガソリンエンジンとディーゼルエンジンのどちらを選ぶか。悩む方も多いのではないでしょうか。正解は1つ
ではありません。ディーゼルエンジンではパワフルな走りが味わえます。トルクが太く、スムーズな走りが特長
です。さらに燃費に優れ、郊外の長距離走行でその差を実感いただけます。一方、ガソリンエンジンは回転が
滑らかで、短距離走行時の燃費に優れています。お客様のドライビングスタイルに合わせて、最適なエンジン
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、カスタマイズのイメージをご確認いただけます。

D180
AWD（全輪駆動）オートマチック

インジニウムエンジンの2.0リッター4気筒132kW（180PS）ターボ
チャージドディーゼルのトルクは430N・m。高いドライバビリティと
洗練されたフィーリングをもたらします。

 – 高圧コモンレール式のディーゼル直噴、エグゾーストの可変カムタイミング、 
効率のよい水冷インタークーラーが連携し、クリーンで効率的な燃焼を実現 
します。 

 – 430N・mのトルクを1,750～2,500rpmというワイドな回転域で発揮。優れた 
パフォーマンスと力強い加速をもたらします。

 – 可変容量のターボチャージャーは、変動する排気ガス量に応じて、すべての 
回転域で高いトルクを実現。安定したレスポンスでラグを低減します。 

DIESEL ENGINES

数値はすべて欧州仕様車値（自社データ）です。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。

CHOOSE YOUR ENGINE

ご自身に最適なエンジンをお選びください。
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STEP 2 
CHOOSE YOUR ENGINE

PETROL ENGINES

P200
AWD（全輪駆動）オートマチック

インジニウム2.0リッター4気筒147kW（200PS）ターボチャージド
ガソリンエンジンは、ドライバビリティを損なうことなく、優れた 
燃費を達成。 

 – 中央部のソレノイドインジェクターから直接燃料を噴射することで、正確な 
燃料供給が可能に。燃料効率が高く、CO2排出量の少ないクリーンな燃焼を 
実現しました。 

 – また、インテリジェントな連続可変バルブリフト（CVVL）コントロールが吸気
弁の開閉タイミングを制御し、あらゆる走行状況で最適なエンジン性能を引き
出します。 

 – CVVLがデュアル独立可変カムシャフトタイミングと連動することで、バルブ 
トレインをスムーズに作動させ、いかなる回転域でも優れたパワーと燃費を 
実現します。 

P250
AWD（全輪駆動）オートマチック

インジニウム2.0リッター4気筒183kW（249PS）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、燃費とドライバビリ 
ティに優れています。

 – 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。 

 – 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。 

 – 1,200rpmの実用的な回転域で最大トルクを発揮する設定で、力強い加速や 
スムーズな追い越しを可能にします。

 – 一体型エグ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を増すことで、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
AWD（全輪駆動）オートマチック

高性能インジニウム2.0リッター4気筒221kW（300PS）ターボ 
チャージドガソリンエンジンでは、ブーストシステムがアップ 
グレードされています。

 – 1,500～4,500rpmで最大トルク400N・mを発揮します。
 – 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221kW（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。
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CHOOSE YOUR GRADE
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。

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。

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

S SE
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S SE R-DYNAMIC HSE

ホイール  – 18インチ5スプリットスポーク"スタイル5075" 
（グロススパークルシルバーフィニッシュ） 

R-Dynamicを選択した場合:
 – 18インチ5スプリットスポーク"スタイル5074" 
（グロススパークルシルバーフィニッシュ）

 – 20インチ5スプリットスポーク"スタイル5076" 
（グロススパークルシルバーフィニッシュ）

R-Dynamicを選択した場合:
 – 20インチ5スプリットスポーク"スタイル5079" 
（グロススパークルシルバーフィニッシュ）

 – 20インチ5スプリットスポーク"スタイル5079" 
（グロスダークグレーコントラストダイヤモンドターンドフィニッシュ）

エクステリアライト  – LEDヘッドライト  – プレミアムLEDヘッドライト（シグネチャーDRL付）
 – オートハイビームアシスト（AHBA）
 – フロント/リアシーケンシャルターンランプ

 – プレミアムLEDヘッドライト（シグネチャーDRL付）
 – オートハイビームアシスト（AHBA）
 – フロント/リアシーケンシャルターンランプ

利便性  – 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）
 – 自動防眩ルームミラー
 – マニュアルテールゲート

 – 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&メモリー付）

 – 自動防眩ルームミラー
 – パワーテールゲート

 – 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&メモリー付）

 – クリアサイトインテリアリアビューミラー
 – ハンズフリーパワーテールゲート
 – キーレスエントリー

シート  – パーフォレイテッドグレインレザーシート
 – 10ウェイパワーフロントシート

R-Dynamicを選択した場合:
 – パーフォレイテッドデュオトーングレインレザーシート

 – パーフォレイテッドグレインレザーシート
 – 14ウェイパワーフロントシート（メモリー付）

R-Dynamicを選択した場合:
 – パーフォレイテッドデュオトーングレインレザーシート

 – パーフォレイテッドデュオトーンウィンザーレザーシート 
 – 16ウェイパワーフロントシート（メモリー付）
 – インテリアラグジュアリーパック: パーフォレイテッドレザーステア 
リングホイール

インフォテインメント  – 10インチTouch Pro
 – アナログダイヤル（センターTFTディスプレイ搭載）
 – サウンドシステム
 – ナビゲーションプロ
 – コネクトプロ: プロサービス/Wi-Fiホットスポット、 
スマートセッティングを含む

 – スマートフォンパック: InControlアプリ、Android Auto™、Apple 
CarPlay®を含む

 – Touch Pro Duo
 – インタラクティブドライバーディスプレイ
 – サウンドシステム
 – ナビゲーションプロ
 – コネクトプロ: プロサービス/Wi-Fiホットスポット、 
スマートセッティングを含む

 – スマートフォンパック: InControlアプリ、Android Auto™、Apple 
CarPlay®を含む

 – Touch Pro Duo
 – インタラクティブドライバーディスプレイ
 – MERIDIAN™サウンドシステム
 – ナビゲーションプロ
 – コネクトプロ: プロサービス/Wi-Fiホットスポット、 
スマートセッティングを含む

 – スマートフォンパック: InControlアプリ、Android Auto™、 
Apple CarPlay®を含む

ドライバーアシスト  – 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  – 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
 – パークパック（クリアイグジットモニター、パークアシスト、 
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を含む）

 – 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
 – パークパック（クリアイグジットモニター、パークアシスト、 
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を含む）

 – ドライブパック（ブラインドスポットアシスト、アダプティブクルーズ 
コントロール（ACC）、高速緊急ブレーキ）

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 
CHOOSE YOUR GRADE



4

60

CHOOSE YOUR EXTERIOR

SELECT YOUR ROOF
メタルルーフのほかに、固定式パノラミックルーフとスライディングパノラミックルーフもご用意しています。パノラミックルーフ（パワー 
サンブラインド付）により、どこまでも広がる空の眺めを堪能できます。スライディングパノラミックルーフを完全に開けば、外の空気を 
たっぷり取り込めます。エクステリアを印象付けるルーフには、ボディ同色、コントラスト（ブラックまたはシルバー）をご用意。メタル、 
パノラミック、コントラストルーフを自由に組み合わせて、ご注文いただけます。

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。

ブラックコントラストルーフ²
オプション装備

シルバーコントラストルーフ³
オプション装備

パノラミックルーフ（パワーサンブラインド付）
オプション装備

スライディングパノラミックルーフ¹
オプション装備

ボディ同色メタルルーフ
標準装備

12019年6月以降に提供予定。   2ボディカラーがサントリーニブラックもしくはナルヴィックブラックの場合はお選びいただけません。    
3ボディカラーがソウルパールシルバーの場合はお選びいただけません。コントラストルーフを選択した場合、ドアミラーはナルヴィックブラックになります。

特定のオプションを装備した場合、車両効率の変化や、各国の課税制度による価格変更が生じる可能性があります。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。
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SELECT YOUR EXTERIOR COLOUR
お好きなルーフスタイルを選択されたら、次はボディカラーをお選びください。上質で深みのあるカラーから、 
表情豊かに輝きを放つカラーまで、ボディカラーには最新の塗料と塗装技術を採用しています。ソリッドカラーは 
深みのある均一なカラー。オプションのメタリックカラーは、まばゆい輝きを放ちます。プレミアムメタリック 
カラー（オプション）は、色合いと仕上げの深みが増し、ひときわ存在感を放ちます。

STEP 4 
CHOOSE YOUR EXTERIOR

ソリッド

メタリック

プレミアムメタリック

フジホワイト

サントリーニブラック

カイコウラストーン フィレンツェレッド

シリコンシルバー

ソウルパールシルバー

カルパチアングレー

コリスグレー ユーロンホワイトインダスシルバー

ナルヴィックブラック
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ブラックエクステリアパック
レンジローバー イヴォークの魅力をさらに引き出す、オプションのブラックエクステリアパック。グロスブラック 
仕様のボンネット、テールゲートスクリプト、グリル、サイドベント、フロントとリアのバンパー、ロワーバランスと 
ミラーキャップ。すべてが、圧倒的な存在感を放ちます。

R-DYNAMICブラックエクステリアパック
エクステリアをもっと印象的に。オプションのR-Dynamicブラックエクステリアパックは、レンジローバー イヴォーク 
ブラックエクステリアパックに、グロスブラックフィニッシュのボンネットルーバーとエキゾーストフィニッシャーを 
追加。イヴォークをさらに個性的に演出します。

STEP 4 
CHOOSE YOUR EXTERIOR

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。

グロスブラックグリル（グロスブラックサラウンド付） ボディ同色フロントバンパー（グロスブラックバランス付） グロスブラックサイドベント エキゾーストフィニッシャー（グロスブラック）
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SELECT YOUR WHEELS
12種類のホイールスタイルからお選びいただけます。サイズは17インチから21インチまで、印象的なデザインで 
エクステリアを個性的に演出します。

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。

 20インチ5スプリットスポーク  
"スタイル5076" 

（グロススパークルシルバーフィニッシュ）
RANGE ROVER EVOQUE SEに標準装備

18インチ5スプリットスポーク 
"スタイル5075" 

（グロススパークルシルバーフィニッシュ）
RANGE ROVER EVOQUE2 /

RANGE ROVER EVOQUE Sに標準装備

 17インチ10スポーク  
"スタイル1005" 

（サテンダークグレーフィニッシュ） 
RANGE ROVER EVOQUEに標準装備1

17インチ5スプリットスポーク 
"スタイル5073"  

（サテンダークグレーフィニッシュ）
RANGE ROVER EVOQUE R-DYNAMICに標準装備1

20インチ5スプリットスポーク 
"スタイル5076" 

（グロスミッドシルバーコントラスト 
ダイヤモンドターンドフィニッシュ）

18インチ5スプリットスポーク 
"スタイル5074" 

（グロススパークルシルバーフィニッシュ）
RANGE ROVER EVOQUE R-DYNAMIC2 /

RANGE ROVER EVOQUE R-DYNAMIC Sに標準装備

1D180、P200エンジン搭載車に標準装備。   2P250、P300エンジン搭載車に標準装備。   3アダプティブダイナミクス装備車のみ。    
4First Edition（アダプティブダイナミクス装備車）のみ。お取り扱いついて詳しくは、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。

特定のオプションを装備した場合、車両効率の変化や、各国の課税制度による価格変更が生じる可能性があります。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。
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21インチ5スプリットスポーク 
"スタイル5078"

（グロスブラックフィニッシュ）3

21インチ5スプリットスポーク 
"スタイル5077" 

（グロスライトシルバーコントラスト 
ダイヤモンドターンドフィニッシュ）4

20インチ5スプリットスポーク 
"スタイル5079" 

（グロスダークグレーコントラストダイヤモンドターンドフィニッシュ） 
RANGE ROVER EVOQUE R-DYNAMIC HSE、 

FIRST EDITIONに標準装備

20インチ5スプリットスポーク 
"スタイル5079" 

（グロススパークルシルバーフィニッシュ）
RANGE ROVER EVOQUE R-DYNAMIC SEに標準装備

20インチ5スプリットスポーク 
"スタイル5079"

（グロスブラックフィニッシュ）

21インチ5スプリットスポーク 
"スタイル5078" 

（グロスシルバーフィニッシュ）3

STEP 4 
CHOOSE YOUR EXTERIOR

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。
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エボニー エボニー

クラウド

エクリプス

ディープガーネット

クラウド / エボニー

エクリプス / エボニー

ディープガーネット / エボニー

CHOOSE YOUR INTERIOR
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。

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。

SELECT YOUR COLOUR COMBINATION

RANGE ROVER EVOQUE RANGE ROVER EVOQUE R-DYNAMIC

1RANGE ROVER EVOQUEに標準装備、RANGE ROVER EVOQUE R-Dynamicにはオプション装備。   2RANGE ROVER EVOQUE R-Dynamicに標準装備、RANGE ROVER EVOQUEにはオプション装備。
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リニアブライトアルミトリムフィニッシャー（グラデーション仕様）1ファブリック

SELECT YOUR SEAT MATERIAL SELECT YOUR INTERIOR FINISHER

リニアダークアルミトリムフィニッシャー（グラデーション仕様）2パーフォレイテッドグレインレザー

ナチュラルアンバーアッシュパネル（オプション）ユーカリテキスタイル & Ultrafabrics™

クヴァドラ社製プレミアムテキスタイル & Dinamica®スエードクロス

ナチュラルグレーアッシュパネル（オプション）パーフォレイテッドウィンザーレザー

STEP 5 
CHOOSE YOUR INTERIOR

シート素材によってはお選びいただけないカラーもあります。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。
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SELECT AN INTERIOR DESIGN PACK
キャビンで重視するのは個性、洗練されたデザイン、それとも快適性ですか。お好みに合わせて、4つのインテリアデザインパックからお選びいただけます。

ウィンザーレザーシート、またはクヴァドラ社製プレミアムテキスタイル&Dinamica®スエードクロス
シートを装備。その他の装備は以下の通りです。

 – ウィンザーレザーのミッドインストルメントパネル/ドアトップロールロワー

 – レザーステアリングホイール（アトラスベゼル付）

ウィンザーレザーシート、またはクヴァドラ社製プレミアムテキスタイル&Dinamica®スエードクロス
シートを装備。その他の装備は以下の通りです。

 – ウィンザーレザーのミッドインストルメントパネル、インストルメントパネルトップ、 
アッパー/ドアトップロールロワー

 – レザーステアリングホイール（アトラスベゼル付）

インテリアラグジュアリーパック インテリアラグジュアリーパックプラス

写真：Touch Pro Duo（オプション）を装備。

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。
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STEP 5 
CHOOSE YOUR INTERIOR

*ヒーテッドステアリングホイール装備車ではお選びいただけません。

ユーカリテキスタイルパック プレミアムテキスタイルパック

ユーカリテキスタイル&Ultrafabrics™シートを装備。その他の装備は以下の通りです。

 – ラックステックのミッドインストルメントパネル/ドアトップロールロワー

 – スエードクロスステアリングホイール*

 – スエードクロススポーツシフトセレクター 

クヴァドラ社製プレミアムテキスタイル&Dinamica®スエードクロスシートを装備。 
その他の装備は以下の通りです。

 – ラックステックのミッドインストルメントパネル/ドアトップロールロワー

 – スエードクロスステアリングホイール（アトラスベゼル付）*

 – スエードクロススポーツシフトセレクター 
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CHOOSE YOUR OPTIONS AND LAND ROVER GEAR 

SELECT YOUR OPTIONS
新車購入時にお選びいただける、ファクトリーオプションを多数ご用意しました。お気に入りの装備で、レンジローバー イヴォークを個性的に演出できます。 
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。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。

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。

写真: R-Dynamic HSE（ソウルパールシルバー）
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エクステリア装備

ヘッドライト&ライティング - 45ページ参照

プライバシーガラス

ホイール&タイヤ

サマータイヤ 

ロッキングホイールナット

インテリア装備

コンフィギュラブルアンビエントインテリアライト 

コールドクライメートコンビニエンスパック（ヒーテッド 
ウィンドスクリーン、ヒーテッドウォッシャーノズル、ヒーテッド
ステアリングホイールが含まれています。）1

ステアリングホイールコラム（電動調整付）

モルジヌヘッドライニング（ライトオイスターまたはエボニー）

スエードクロスヘッドライニング（ライトオイスターまたは 
エボニー）

イオン空気清浄テクノロジー（49ページ参照）

カーペットマット

プレミアムカーペットマット

イルミネーテッドメタルトレッドプレート（RANGE ROVER
スクリプト付/R-Dynamic車にはR-Dynamicスクリプト付）

クロームトレッドプレート

8ウェイマニュアルフロントシート2

10ウェイパワーフロントシート3

14ウェイパワーフロントシート（メモリー付）3 

16ウェイパワーフロントシート（メモリー付）4

フロントシート（ヒーター付）

フロント/リアシート（ヒーター付）

フロントシート（ヒーター&クーラー付）、 
リアシート（ヒーター付）4 5

マッサージフロントシート4 5

インフォテインメント

インフォテインメント - 23ページ参照

コネクティビティ - 24～29ページ参照

オーディオ - 30～31ページ参照

地上波デジタルテレビ

テクノロジー

ウェイドセンシング - 19ページ参照

アダプティブダイナミクス&コンフィギュラブルダイナミクス - 
21ページ参照

ドライブパック、パークパック、ドライバーアシストパック -  
36～38ページ参照

キーレスエントリー

アクティビティキー - 49ページ参照

セキュアトラッカー - 43ページ参照

その他装備

パワーテールゲート 

ハンズフリーパワーテールゲート - 46ページ参照

クリアサイトインテリアリアビューミラー - 35ページ参照

パワーソケットパック2

ラゲッジスペースパーティションネット

ラゲッジスペースストレージレール

クリック&ゴーベースユニット - 49ページ参照

STEP 6 
CHOOSE YOUR OPTIONS AND LAND ROVER GEAR

特定のオプションを装備した場合、車両効率の変化や、各国の課税制度による価格変更が生じる可能性があります。 
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。

1レザーステアリングホイール装備車のみ。   2ファブリックシート装備車のみ。   3グレインレザーシートまたはユーカリテキスタイル&Ultrafabrics™シート搭載車のみ。   4ウィンザーレザーシートまたはクヴァドラ社製プレミアムテキスタイル&Dinamica®スエード 
クロスシート、および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&メモリー付）装備車のみ。   516ウェイシート装備車のみ。
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写真: R-Dynamic HSE（ソウルパールシルバー、ペットアクセサリー装着車 [キルティングラゲッジスペースライナー、フルハイトラゲッジパーティション]）  
写真のペットアクセサリー：ランドローバーHUEレザードッグカラー&リードセット（HUEタグ付）。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。

SELECT YOUR LAND ROVER GEAR − ACCESSORIES
スタイリッシュでタフ、実用的なアクセサリーを多数取り揃えました。レンジローバー イヴォークをさらに個性的にカスタマイズできます。新車ご購入時だけではなく、
いつでもお近くのランドローバー正規ディーラーでお求めいただけます。ランドローバーの純正アクセサリーは、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。
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クリック&ゴーシステム – 写真はベースとクリック&ハング

1すべてのランドローバールーフマウントアクセサリーの装着には、クロスバーが必要です。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。   2スライディングパノラミックルーフ装備車ではお選びいただけません。   3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。   4フロントフォークの車軸直径が15mmのマウンテンバイクには対応していません。直径20mmの車軸には対応しています。

ツーリング

クロスバー（ルーフレールなし）�
エアロダイナミクスを考慮した設計で、空気抵抗と風の音を最小限に抑えます。装着
時は車高が93mmアップします。

ラゲッジルーフボックス1 2 
トルクインジケーター内蔵のパワークリックシステムを採用。片手で簡単、確実に固定
できます。左右両側から開閉可能で、蓋とボックス内部にハンドルを装備。装着や積み 
降ろしが簡単です。確実な積載をサポートするベースマットも装備。205cmまでの 
スキー8セット、またはスノーボードを5～6枚収納できます。 
容積410リッター。最大積載重量は75kg3です。

フォークマウントバイクキャリア1 4�
前輪を外した自転車をルーフに簡単・確実に固定できます。軽量自転車とレース用 
ホイールの積載に最適です。フロントホルダーが付属しています。

シートバッグストレージ�-�プレミアムレザー�
インテリアと同じプレミアムレザーを用いた、フロントシート背面のストレージ。ソフト
タッチの裏地、マグネットボタン付。小物の収納に便利なポケットも充実しています。 

クリック&ゴーシステム�
2列目シート用の多目的シートバックシステム。ヘッドレストにベースとアタッチメントを 
装着して、タブレットを固定したり、バッグ・シャツ・ジャケットなどをかけることが 
できます。アタッチメントは別売です。また、使用しない時は簡単に取り外すことが 
できます。 

STEP 6 
CHOOSE YOUR OPTIONS AND LAND ROVER GEAR

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。
特定のオプションを装備した場合、車両効率の変化や、各国の課税制度による価格変更が生じる可能性があります。 
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。

フォークマウントバイクキャリア
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*R-Dynamicではお選びいただけません。

iPhone、iPad®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。

フォルダブルペットキャリア

ステンレススチールアンダーシールド - フロント

デザイン

ステンレススチールアンダーシールド�–�フロント*�
オフロードスタイルのアンダーシールド。上質なブライトポリッシュを施したステン 
レススチール製。車両フロント用。 

センターキャップ�-�シルバーフィニッシュ�
ホイールデザインをさらに引き立てます。LAND ROVERスクリプトを施したホイール
センターキャップ。

ラゲッジスペース用トレッドプレートフィニッシャー�–�イルミネーテッド�
ブライトフィニッシュで仕上げたステンレス製トランクフィニッシャー。積み込み/積み
降ろしの際に荷室のトリム部分を保護し、穏やかな照明で荷室に高級感を与えます。

サイドベント�-�ナルヴィックブラック 
エクステリアデザインをさりげなく強調する、ナルヴィックブラックのサイドベント。

ミラーカバー�–�カーボンファイバー�
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。
イヴォークの走りにふさわしい雰囲気を醸し出します。 

スポーツペダルカバー�
光沢仕上げのステンレス製スポーツペダルカバー。固定具を覆い、すっきりとした 
印象になります。

パドルシフト�-�アルミニウム�
ステアリングホイールの魅力を引き出す、高級アルミニウム製パドルシフト。精密加工
と熟練技術が生み出す、耐久性と質感をご堪能ください。

シルトレッドプレート�-�イルミネーテッド、フロント�
運転席、助手席のドアシルトレッドプレート。シルトリムを傷から守るだけでなく、 
スタイリッシュなアクセントになります。インテリアの雰囲気に溶け込み、フロント 
ドアを開けるとRANGE ROVERスクリプトがさりげなく輝きます。

ペットプロダクト

ラゲッジスペースライナートレイ�&�ラゲッジパーティション�-�フルハイト��
ラゲッジスペースラバーマットとフルハイトパーティションの組み合わせで、車の内装
とペットの両方を守ります。ラバーマットは防水仕様のため、ラゲッジスペースのフロア
カーペットへの浸水を防ぎます。フルハイトのパーティションは、ドライブ中にペットの
安全を保つとともに、キャビンに入り込むのを防ぎます。

ウォーターボウル�
車内でも車外でも使える、便利なアイテムです。 底面に滑り止めのラバー付き。 
さらに付属のストラップで、ラゲッジスペースの「D」ループに固定できます。 
容量350ml。

ポータブルシャワーシステム�
車外での使用を想定したポータブルシャワーシステム。乗車前にペットを洗う場合や
自転車からウェットスーツまで、さまざまな装備を洗浄するのに便利です。設定に合わ
せて、シャワーホース状のアタッチメントから連続して2分間以上、水を供給します。 
電池や外部電源は不要で、水道水の圧力を利用します。ハンドポンプも内蔵されて 
おり、外出先でウォータータンクに補充する際は、手動で加圧します。LAND ROVER
スクリプト付カバー/ハンドルを装備。別途積載バッグが付属しており、積載時に 
ラゲッジスペースの「D」ループに固定できます。

フォルダブルペットキャリア�
ペットを安全、快適に乗せるための装備です。この折り畳み式ペットキャリアは、耐久
性に優れた600Dナイロン製。軽量金属フレームとキルティングファブリッククッション、
ネットウィンドウが付属しています。バネ式のロック機能を備えているため、しっかり 
と固定できます。美しい仕上がりのウィンザーレザーキャリーハンドルとコーナー 
ピース。さらにペット用品や小物を収納できる便利なサイドポケットもご用意しました。

キルティングラゲッジスペースライナー 
ラゲッジスペースにきれいにフィットするライナー。フロア、2列目シートバック、サイド 
ウォールなど、ラゲッジスペースのカーペット部分をすべて覆います。材質はソフトな 
キルティング生地。ラバーマットは一体型ですが、バンパープロテクターは取り外し 
可能です。お手入れは拭き取るだけ。ラゲッジスペースにペットを乗せることの多い 
方におすすめいたします。
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iPhone接続&充電ドック

電動デプロイアブルトウバー

アウトドア

電動デプロイアブルトウバー�
使用しない時は、リアバンパーの後ろにすっきりと収まります。ラゲッジスペースの 
スイッチ、またはインフォテインメントシステムで操作可能。約12秒で展開・格納でき 
ます。作動中に障害物を検知すると元の位置に戻ります。13ピントウイングエレクト 
リックも備えており、トウバーと同様に展開、格納されます。最大牽引力3,500kg 
（車両の仕様により異なります）。 

マッドフラップ 
– フロント  
– リア 
マッドフラップは、泥はねを防ぎ、ボディペイントを傷や汚れから守ります。

ラゲッジスペースプロテクションラバーマット�
防水仕様のラゲッジスペースラバーマット。ラゲッジスペースのフロアを保護します。 

プロテクティブリアシートカバー�
リアシートベンチとドアライニングを水や汚れから守ります。 

ラバーフロアマット 
LAND ROVERロゴを施した、防水ラバーマット。リップ構造により、ラゲッジスペース
を汚れから守ります。マットエクステンションも防水仕様で、リアシートを折り畳んだ時
にシート背面を覆います。

ラゲッジスペースリテンションキット 
ラゲッジスペースレールに取り付けて荷物をしっかりと固定するアタッチメント。 
クイックロック/リリースシステムで簡単に着脱できます。ラゲッジスペースをフルに 
活用して、荷物を効率的に載せることが可能です。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。

ライフスタイル

iPhone接続&充電ドック�
センターコンソールのカップホルダースペースで、iPhoneを接続、充電できます。充電 
中でも着信や通知を確認できます。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。スマートフォンをホルダー
に置いたまま、ホームボタンを操作できるカットアウトデザインを採用。iPhoneの 
USB充電器を取り外して、別の機器をUSB接続することもできます。 

チャイルドシート�-�ISOFIXベース、LAND�ROVERロゴ入り�
グループ0+（新生児～体重13kg） – インファントキャリア（VPLRS0397）用。

チャイルドシート�-�グループ0+、LAND�ROVERロゴ入り�
新生児から体重13kg（12～15ヶ月程度）までのお子様用。LAND ROVERロゴ入り。
リアシートに後ろ向きで取り付けます。日よけ・風よけのキャノピー、洗濯機で洗える
パッド入りカバーが付属。欧州のECE R44-04試験規格に適合。

リアバンパープロテクションカバー�
リアバンパーを傷や擦れから守るプロテクター。荷物の積み降ろしの際に、バンパーに
触れて服が汚れることもありません。 

アームレストウォーマー/クーラー�
リアシートのセンターアームレストとしても機能する、フード&ドリンク用のクーラー/ 
ウォーマー。トップはレザー仕様。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に最適です。

ウィンドスクリーンサンシェード�
紫外線から保護するサンシェードは、太陽光線を反射して、車内を涼しく保ちます。

エレクトリッククールバッグ 
12ボルト補助ソケットから電力を供給します。内側の清掃も簡単です。高さ380mm、
長さ380mm、幅220mm。容積14リッター。

STEP 6 
CHOOSE YOUR OPTIONS AND LAND ROVER GEAR

特定のオプションを装備した場合、車両効率の変化や、各国の課税制度による価格変更が生じる可能性があります。 
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。
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THE WORLD OF LAND ROVER
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、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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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部門(SVO)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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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。

LAND ROVER COLLECTION

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。

ONELIFE MAGAZINE
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 誠実さ、勇気、誇り、落ち着き、能力。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。

BRAND 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ある活動を行なっています。

フォローする:

HUMANITARIAN PARTNERSHIPS 
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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9階

英国登記番号: 1672070

landrover.co.jp

© Copyright Jaguar Land Rover Limited 2018.

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、部品、アクセサリーを目指して、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・諸元やお取り扱いの有無は、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。 

写真は、印刷のため実際の色と多少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。 

タッチスクリーン、アプリ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、定期的なソフト 
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。 

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。 

左の写真：First Edition（ノリータグレー、21インチホイール装着車）  
表紙および裏表紙の写真：First Edition（ノリータグレー、21インチホイール装着車）

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。

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軽微な不足の 
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。

1L5512010000BJPJA01P
RE20001

技術仕様
付属していない場合は、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。





NEW RANGE ROVER EVOQUE
TECHNICAL SPECIFICATION
NOVEMBER 2018



ENGINES
2.0リッターのインジニウムディーゼルエンジンまたはインジニウムガソリンエンジンをお選びいただけます。いずれもクリーンで高効率な燃焼を実現しており、 
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採用しています。

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）
ディーゼル ガソリン

パワートレイン D180 P200 P250 P300

マイルドハイブリッド（MHEV） – – – 4

トランスミッション オートマチック オートマチック オートマチック オートマチック

駆動方式 全輪駆動 
（AWD）

全輪駆動 
（AWD）

全輪駆動 
（AWD）

全輪駆動 
（AWD）

最高出力（kW（PS）/rpm） 132 (180)/2,400 147 (200)/5,500 183 (249)/5,500 221 (300)/5,500

最大トルク（N・m/rpm） 430/1,750 - 2,500 320/1,200 - 4,500 365/1,200 - 4,500 400/1,500 - 4,500

総排気量（cc） 1,999 1,997 1,997 1,997

シリンダー数 4 4 4 4

シリンダーレイアウト 直列4気筒 直列4気筒 直列4気筒 直列4気筒

内径／行程（mm） 83/92.4 83/92.4 83/92.4 83/92.4

燃料タンク容量（リッター） 65 65 67 67

燃料消費率 - JC08モード（km/L) – – – –

燃料消費率 - WLTPモード（km/L) – – – –

パフォーマンス

加速（秒）0-100 km/h 9.3 8.5 7.5 6.6 

最高速度（km/h） 205 216 230 242

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。

4 標準   – 設定なし。



*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。   **油脂類その他、燃料（90%まで給油）が含まれます。

詳細と車両のカスタマイズについては、landrover.co.jpをご覧ください。

TECHNICAL SPECIFICATION（欧州仕様車値）
ディーゼル ガソリン

ブレーキ D180 P200 P250 P300

フロント型式 ディスク ディスク ディスク ディスク 

リア型式 ディスク ディスク ディスク ディスク 

重量（KG）*

車両重量（DIN）** 1,785 1,738 1,787 1,850

車両総重量（GVW） 2,450 2,430 2,430 2,450

ルーフ積載（kg）

ルーフ最大積載重量（クロスバー含む） 75 75 75 75

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。



DIMENSIONS AND CAPABILITIES（欧州仕様車値）

A B C

最低地上高 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

212mm 22.2°/19.5°† 20.7° 30.6°
全長4,371mm

奥行
2列目789mm

奥行
1列目1,576mm

ホイールベース2,681mm

幅1,996mm（ミラー格納時）

トレッド（リア） 
1,632mm/1,631mm

トレッド（フロント） 
1,626mm

ラゲッジ 
スペース幅 
1,308mm

全高 
1,649mm

*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。†R-Dynamicのみ。

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。

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）989mm/973mm

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）1,013mm/997mm

レッグルーム
最大フロントレッグルーム1,016mm 
最大リアレッグルーム 859mm

ラゲッジスペース容量
高さ691mm、幅1,301mm 
ラゲッジスペース幅（タイヤハウス間）1,053mm

最大ラゲッジスペース容量（1列目後方）  
ドライ*1,156リッター、ウェット**1,383リッター

最大ラゲッジスペース容量（2列目後方）  
ドライ*472リッター、ウェット**591リッター

ターニングサークル
タイヤ外縁11.6m 
車体最外側11.9m 
ステアリングホイール回転2.3

渡河水深
渡河水深限界600mm




