RANGE ROVER / RANGE ROVER SPORT / RANGE ROVER EVOQUE

50th Collection

［特別仕様車］

RANGE ROVER / RANGE ROVER SPORT / RANGE ROVER EVOQUE

50th Collection

変化と進化の半世紀。レンジローバー50周年を記念した価値あるコレクションが登場。
1970年の誕生から半世紀、絶え間なく変化と進化を繰り返し、ラグジュアリーSUVをけん引してきたレンジローバー。
その50年の歴史の節目を記念した、3つの特別仕様車が登場。
それぞれの個性を際立たせ、魅力をさらに高めた、今だけの価値あるコレクションです。
さらなる高みを目指し、新たな歴史の一歩を踏み出すレンジローバーファミリーの特別な一台を体感してください。

RANGE ROVER
50th Collection
¥15,800,000

RANGE ROVER SPORT
50th Collection
¥9,999,000（フジホワイト）
¥10,100,000（ハクバシルバー）

RANGE ROVER EVOQUE
50th Collection
¥7,490,000

限定グレード"WESTMINSTER"にさらに価値ある特別装備を追加搭載。

RANGE ROVER 50th Collection

ベース車両：レンジローバー WESTMINSTER（3.0リッター TDV6 ディーゼル258PS）

特別仕様車価格（消費税込）
［フジホワイト15台、ポルトフィーノブルー5台］¥15,800,000
ポルトフィーノブルー（メタリック）

フジホワイト（ソリッド）

22インチ"スタイル5004"
5スプリットスポーク

（グロスシルバーフィニッシュ）

パーフォレイテッドウィンザーレザーシート
アーモンドシート（エスプレッソ/アーモンドインテリア、アイボリーヘッドライニング）

パーフォレイテッドウィンザーレザーシート
エボニーシート（エボニー/アイボリーインテリア、エボニーヘッドライニング）

RANGE ROVER
50th Collection

スペシャルステッカー

ウェイドセンシング

ドライブプロパック

パークパック

ドアミラー の 超 音 波セン サーを
使 用して 、車 両の 最 大 渡 河水 深
900mmに近づくとドライバーに
警告。
また、
走行中の車体に対する
水の高さと最大渡河水深を、リア
ルタイムでタッチスクリーンに表示
します。

ドライバーと乗員のさらなる安全
のために、さまざまな革新的機能
を搭載。
ドライブの楽しみをさらに
広げます。

駐車などの操作をスムーズに行う
ための先進技術を搭載。狭い場所
や街中での運転をアシストします。
縦列駐車や狭い場所での入出庫も
簡単に行えます。

［特別装備］■フロントフォグランプ ■22インチ"スタイル5004"5スプリットスポーク（グロスシルバーフィニッシュ） ■フジホワイト車-パネル（グランドブラック）、エボニーシート（エボニー/アイボリーインテリア、エボニーヘッドライニング）
■ポルトフィーノブルー車-パネル（シャドーウォールナット）、アーモンドシート（エスプレッソ/アーモンドインテリア、アイボリーヘッドライニング） ■空気イオン化テクノロジー（PM2.5フィルター付） ■CD/DVDプレーヤー ■ウェイドセンシング ■ドライブプロパック- 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、レーンキープアシスト、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 ■パークパック-クリアイグジットモニター、360°パーキングエイド、リアトラフィックモニター
●全長×全幅×全高：5,005mm×1,985mm×1,865mm ●乗車定員：5名 ●右ハンドル ●8速 AT ●AWD ●エンジン：2,992cc TDV6 ターボチャージドディーゼル、最高出力258ps、最大トルク600N・m

さらに精悍さを増した、新開発の直列6気筒ディーゼル & MHEVモデル。

RANGE ROVER SPORT 50th Collection

ベース車両：レンジローバー スポーツ SE
D300（3.0リッター 直6 INGENIUMディーゼルエンジン MHEV 300PS）

特別仕様車価格（消費税込）
［フジホワイト40台］¥9,999,000 ［ハクバシルバー20台］¥10,100,000
ハクバシルバー（メタリック）

フジホワイト（ソリッド）

21インチ"スタイル9001"
9スポーク
（グロスブラックフィニッシュ）

RANGE ROVER
50th Collection

グレインレザーシート
アーモンドシート（エスプレッソ/アーモンドインテリア、アイボリーヘッドライニング）

パワージェスチャー
テールゲート
車に触れることなくテールゲート
を開閉可能。
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。

スペシャルステッカー

ブラックエクステリアパック

ドライブプロパック

ナルヴィックブラックのボンネット&
テールゲートスクリプト、グリルサ
ラウンド、
ボンネットベントインサー
ト、フェンダーベントフィンガー、ミ
ラーキャップ、グロスブラックのメ
イングリル、ブラックSPORTバッ
ジがエクステリアを引き立てます。

ドライバーと乗員のさらなる安全
のために、さまざまな革新的機能
を搭載。
ドライブの楽しみをさらに
広げます。

［特別装備］■ブラックエクステリアパック ■プライバシーガラス ■ウィンドスクリーン（ヒーター付）■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&メモリ付、運転席側自動防眩）■パワージェスチャーテールゲート
■21インチ スタイル9001"9スポーク（グロスブラックフィニッシュ）■60:40分割可倒式2列目シート（ラゲッジスルー）■ステアリングホイール（ヒーター付）■アーモンドシート（エスプレッソ/アーモンドインテリア&アイボリーヘッドライニング）■空気イオン化テクノロジー（PM2.5フィルター付）
■CD/DVDプレーヤー ■ドライブプロパック- ハイスピード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、アダプティブクルーズコントロール、ドライバーコンディションモニター、レーンキープアシスト、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
●全長×全幅×全高：4,855mm×1,985mm×1,800mm ●乗車定員：5名 ●右ハンドル ●8速 AT ●AWD ●エンジン：2,997cc 直6 INGENIUMディーゼルエンジン MHEV、最高出力300ps、最大トルク650N・m（欧州仕様車値）

スタイリッシュなR-DYNAMICをベースに、多彩な先進装備を搭載。

RANGE ROVER EVOQUE 50th Collection

ベース車両：レンジローバー イヴォーク R-DYNAMIC S
D180（2.0リッター i4 INGENIUMディーゼルエンジン180PS）

特別仕様車価格（消費税込）
［ユーロンホワイト74台、サントリーニブラック39台、ソウルパールシルバー29台、フィレンツェレッド8台］¥7,490,000
ユーロンホワイト（メタリック）

サントリーニブラック（メタリック）

ソウルパールシルバー（メタリック）

20インチ"スタイル5079"
5スプリットスポーク

（グロスブラックフィニッシュ）

フィレンツェレッド（メタリック）

グレインレザーシート
エボニーシート（エボニー/エボニーインテリア、エボニーヘッドライニング）

RANGE ROVER
50th Collection

スペシャルステッカー

Touch Pro Duo

ドライバーアシストパック

ブラックエクステリアパック

10インチの高精細デュアルタッチ

豊富なアシスト機能を取り揃えた
ドライバーアシストパック。
ドライブ
パックとパークパックの機能に加
え 、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
利用できます。

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、フロント
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、ボンネットル ー
バー、
エキゾーストフィニッシャーが、
エクステリアをさらに引き立てます。

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。

［特別装備］■オートハイビームアシスト（AHBA） ■プレミアムLEDヘッドライト（シグネチャーDRL付）■パワーテールゲート ■10ウェイフロントシート（ヒーター付）&リアシート（ヒーター付）■地上波デジタルTV ■Touch Pro Duo ■インタラクティブドライバーディスプレイ
■キーレスエントリー ■ドライバーアシストパック-ブラインドスポットアシスト、クリアイグジットモニター、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）、ハイスピードエマージェンシーブレーキ、パークアシスト、360°パーキングエイド、リアトラフィックモニター
■オートマチックヘッドライトレベリング ■コントラストルーフ ■ブラックエクステリアパック ■プライバシーガラス ■20インチ スタイル5079 5スプリットスポーク（グロスブラックフィニッシュ） ■空気イオン化テクノロジー ■メタリックカラー
●全長×全幅×全高：4,380mm×1,905mm×1,650mm ●乗車定員：5名 ●右ハンドル ●9速 AT ●AWD ●エンジン：1,999cc i4 INGENIUMディーゼルエンジン、最高出力180ps、最大トルク430N・m

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

landrover.co.jp

LandRoverJapan

※表示価格はメーカー希望小売価格（消費税込）です。価格には、税金（消費税を除く）、登録諸費用、保険料、リサイクル料金などは含まれておりません。
※写真の車両は日本仕様と異なる場合があります。また一部オプションを装着している場合があります。記載内容は2020年10月現在のものです。
詳しくは、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。

今すぐ友だち登録！

