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ランドローバー、新型「DEFENDER」を
2020 年 4 月 9 日（木）より受注開始









全く新しいアーキテクチャーに、ランドローバー屈指の走行性能を可能にする最新のテクノロ
ジーを搭載した新型「DEFENDER（ディフェンダー）」の受注を 2020 年 4 月 9 日（木）より開始
2020 年 3 月末までの特別仕様車の予約受注状況を踏まえ、できるだけ早い納車を実現する
ため、5 種類の「CURATED SPEC」（90 ファブリックシート仕様、90 レザーシート仕様、110 フ
ァブリックシート＆5 人シート仕様、110 ファブリックシート＆7 人シート仕様、110 レザーシート
＆7 人シート仕様）を用意
軽量アルミニウムモノコック構造の全く新しいアーキテクチャー「D7x」を採用し、ランドローバ
ー史上最も頑丈なボディ構造を実現
最新インフォテインメント・システム「Pivi Pro」をジャガー・ランドローバーで初採用
ボディタイプは、全長が異なる「90（ナインティ）」と「110（ワンテン）」の 2 種類から選択が可能
お客様の要望にきめ細やかに応えるべく、4 種類のアクセサリーパック（「 EXPLORER
PACK」、「ADVENTURE PACK」、「COUNTRY PACK」、「URBAN PACK」）を含め、170 種
類にもおよぶ豊富なアクセサリーを用意

ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：マグナス・ハ
ンソン/ Magnus Hansson）は、新型「DEFENDER」の受注を 2020 年 4 月 9 日（木）より、全国の
ジャガー・ランドローバー・ジャパン正規販売ディーラーネットワークにて開始します。これまで 2 種
類の先行予約モデル「DEFENDER LAUNCH EDITION」と「DEFENDER STARTUP EDITION」
を発表してきましたが、大変好評な受注状況につき、できるだけ早いタイミングでお客様に納車でき
るよう、国内向けには 5 種類の「CURATED SPEC（キュレイテッド・スペック）」（90 ファブリックシー
ト仕様、90 レザーシート仕様、110 ファブリックシート＆5 人シート仕様、110 ファブリックシート＆7
人シート仕様、110 レザーシート＆7 人シート仕様）も展開します。
新型「DEFENDER」は、ランドローバーのアイコニックなモデルを 21 世紀仕様に刷新したモデルで、
現代にあったポップで洗練されたデザインと実用的な機能を新たに採用しています。ひと目で
「DEFENDER」とわかる初代の特徴的なシルエットを継承しつつ、高い走破性に加えてスマートか
つ高機能な装備を搭載し、安全性も充実した、唯一無二のモデルです。

新型「DEFENDER」の堅牢性と卓越した走行性能
新型「DEFENDER」は、軽量アルミニウムのモノコック構造で全く新しいアーキテクチャー「D7x」を
採用しており、ランドローバー史上最も頑丈なボディ構造となっています。従来のラダーフレーム構
造と比較して 3 倍のねじり剛性を確保し、軽量化も実現しています。
ランドローバー伝統のフルタイム 4 輪駆動（AWD）を採用。砂地や草地、雪道などの厳しい路面で
も前後輪のトルク配分を調整して、安定した走りを提供します。路面状況に応じて最適なサスペン
ション、トランスミッション、トラクションなどの車両設定を自動制御するテレイン・レスポンス 2 には、
6 種類のモード（オンロード、草/砂利/雪、泥/轍、砂地、岩場、渡河走行）があり、オンロードとオフロ
ードの両方で卓越した走行性能を発揮します。ランドローバー初の機能、コンフィギュラブル・テレイ
ン・レスポンスで、用途や好みにあわせてドライバー自身がテレイン・レスポンスの設定をカスタマイ
ズすることも可能です。
電子制御エアサスペンション（90 はオプション、110 は標準）は、優れた快適性と走行性を実現して
います。標準高より 40mm 低い車高から、最大で標準車高＋145mm まで、幅広い範囲で車高を
設定することができ、スムーズな乗り降りをサポートするほか、オフロードでの走破性を比類なきレ
ベルまで引き上げます。最大渡河水深は 900mm を実現しており、3D サラウンドカメラとウェイドセ
ンシングが水深の把握をサポートします。
最新テクノロジーと安全性
エンジンには、2.0 リッター直列 4 気筒 INGENIUM ガソリンエンジン（最高出力 221kW/300PS・最
大トルク 400Nm）を搭載しています。ジャガー・ランドローバーの他のモデルでも高い実績を誇るエ
ンジンで、スタートストップや回生エネルギーの再利用など、最新テクノロジーをフルに採用してい
ます。
また先進運転支援システム（ADAS）を採用し、エマージェンシーブレーキ、レーンキープアシスト、
クルーズコントロール機能を装備しています。どのような環境、道路状況においても安心して走行
することが可能です。
さらに新型「DEFENDER」では、最新インフォテインメント・システム「Pivi Pro」をジャガー・ランドロ
ーバーで初めて採用しています。次世代タッチスクリーンは、より直観的かつユーザーフレンドリー
で、使用頻度の高いタスクを簡単に操作できるなど、ほぼ瞬時に応答します。音声での操作も充実
している上、「Pivi Pro」がインターネットに常時接続することで多種多様なオンラインサービスを車
内で楽しむことができます。AI がドライバーの好みのルートを学習し、ドライバーに合わせたルート
案内をすることも可能です。
加えて、Software-Over-The-Air（SOTA）テクノロジーが進化し、リモートでアップデート情報を受信
できる 14 の独立モジュールを搭載しています。ドライバーが自宅にいる間や遠方にいる際にデー
タをダウンロードすることで、アップデート情報が次々と車両に転送されます。ランドローバーのディ
ーラーネットワークを訪れる必要がなく、迅速に車両の更新をすることが可能です。
お客様のこだわりに、きめ細やかに応える
新型「DEFENDER」は 2 つのボディタイプ「90（ナインティ）」と「110（ワンテン）」を用意しています。
「DEFENDER 90」は 3 ドアの 5 人乗り、「DEFENDER 110」は 5 ドアの 5 人乗り、もしくは 3 列目
を追加して 5+2 シートにすることができます。グレード展開はスタンダードモデルの「S」、「SE」、
「HSE」のほか、製造開始から 1 年間限定の「FIRST EDITION」を用意しています。

フローリングは丈夫なラバー素材で汚れても清掃しやすく、アウトドアなどのお出かけにも安心です。
またルーフの走行時積載重量は最大 168kg、停車時は最大 300kg となっており、あらゆるアクティ
ビティの荷物を積みこむことができます。
新型「DEFENDER」はランドローバー史上最も多様なパーソナライゼーションが可能で、170 種類
にもおよぶ豊富なアクセサリーから、目的や好みに合わせて装備を選べます。同時に、特徴のある
厳選したオプションや機能を盛り込んだ 4 種類のアクセサリーパック（「EXPLORER PACK」、
「ADVENTURE PACK」、「COUNTRY PACK」、「URBAN PACK」）も用意しています。
国内向けに独自に用意した 5 種類の「CURATED SPEC」は、お客様にスムーズかつ早いタイミン
グでお届けするため、ジャガー・ランドローバー・ジャパンが厳選した装備を搭載しています。さらに
豊富なアクセサリーから選択することで、お客様にとってはこだわりの 1 台をつくりあげることができ
ます。またジャガー・ランドローバーの特徴でもある、お客様ご自身で自由に装備仕様を検討する
パーソナライゼーションによる受注生産も、引き続き選択いただけます。

＜新型「DEFENDER（ディフェンダー）」 概要＞


受注開始日
2020年4月9日（木）

■主な特徴および装備
 アーキテクチャー「D7x」は軽量アルミニウムのモノコック構造で、ランドローバー史上最も頑丈
なボディ構造。従来のラダーフレーム構造と比較して3倍のねじり剛性を確保し、軽量化も実
現
 ランドローバー伝統のフルタイム4輪駆動（AWD）
 6種類のモード（オンロード、草/砂利/雪、泥/轍、砂地、岩場、渡河走行）で車両設定を自動制
御するテレイン・レスポンス2
 用途や好みにあわせ、ドライバー自身でテレイン・レスポンスの設定をカスタマイズできる、ラ
ンドローバー初の機能、コンフィギュラブル・テレイン・レスポンス
 あらゆる路面状況を走破するための、ツインスピード・トランスミッション、ロッキングセンター・
ディファレンシャル、アクティブリアロッキング・ディファレンシャル
 標準高より40mm低いアクセス向け車高から、最大で標準車高＋145mmまで、幅広い範囲で
車高の設定が可能な電子制御エアサスペンション（90はオプション、110は標準）。
 テレイン・レスポンスのウェイドプログラムを起動すると、最大900mmの渡河水深性能を発揮
 2.0リッター直列4気筒INGENIUM ガソリンエンジン（最高出力221kW/300PS・最大トルク
400Nm）
 先進運転支援システム(ADAS)を採用し、エマージェンシーブレーキ、レーンキープアシストを
標準装備
 最新インフォテインメント・システム「Pivi Pro」を初採用。音声操作、オンラインサービス（通信
にはSIMカードが必要）、AIによるルート学習を実現
 Software-Over-The-Air（SOTA）によるアップデートで世界中のどこにいてもいつでもソフトウ
ェアを最新の状態に
 2つのボディタイプ「90（ナインティ）」と「110（ワンテン）」を用意
 「DEFENDER 90」は3ドアの5人乗り、「DEFENDER 110」は 5ドアの5人乗り、3列目を追加
すると5+2シートにすることが可能
 グレード展開は製造開始から1年間限定の「FIRST EDITION」をはじめ、「S」、「SE」、「HSE」
を用意
 4種類のアクセサリーパック（「EXPLORER PACK」、「ADVENTURE PACK」、「COUNTRY
PACK」、「URBAN PACK」）を用意









走破性能を高める「EXPLORER PACK」
 エクステリアサイドマウントギアキャリア
 エクスペディションルーフラック
 レイズドエアインテーク
 ホイールアーチプロテクション
 フロント&リアクラシックマッドフラップ
 ボンネットデカール（マットブラック）
 スペアホイールカバー
様々なアクティビティで役立つ機能を備えた「ADVENTURE PACK」
 インテグレーテッドエアコンプレッサー
 エクステリアサイドマウントギアキャリア
 ポータブルシャワーシステム
 シートバックパック
 スペアホイールカバー
 ブライトリアスカッフプレート
 フロント&リアマッドフラップ
アウトドアで利便性を発揮する「COUNTRY PACK」
 フロント&リアクラシックマッドフラップ
 ラゲッスジペースパーティション - フルハイト
 ブライトリアスカッフプレート
 ポータブルシャワーシステム
 ホイールアーチプロテクション
スタイリッシュな機能美を備えた「URBAN PACK」
 ブライトメタルペダル
 ブライトリアスカッフプレート
 スペアホイールカバー
 フロントアンダーシールド






センターフロアコンソールもしくはキャビンウォークスルーを選択可能
通常のカーペット素材とは異なるラバーフローリングを採用
ルーフ後部に小窓のアルパインライトを採用し、室内を明るく保ち、開放感を提供
ルーフの走行時積載重量は最大168kg、停車時は最大300kg



CURATED SPEC（キュレイテッド・スペック）
 DEFENDER 90 ファブリックシート仕様
 価格：5,425,000円より*
 含まれる標準装備
・ コイルサスペンション
・ LEDヘッドライト
・ 18インチ“スタイル5094”5スポーク（サテンダークレイフィニッシュ）
・ ファブリックシート
・ キャビンウォークスルー
・ アナログダイアル（セントラルTFTディスプレイ付）
 DEFENDER 90 レザーシート仕様
 価格：6,900,000円より*
 含まれる標準装備
・ コイルサスペンション
・ プレミアムLEDヘッドライト（シグネチャーDRL付）
・ 20インチ“スタイル5094”5スポーク（グロススパークルシルバーフィニッシュ）
・ レザーシート
・ センサーコンソール（アームレスト付）







・ インタラクティブドライバーディスプレイ
DEFENDER 110 ファブリックシート＆5人シート仕様
 価格：6,303,000円より*
 含まれる標準装備
・ エアサスペンション
・ LEDヘッドライト
・ 18インチ“スタイル5094”5スポーク（サテンダークレイフィニッシュ）
・ ファブリックシート
・ キャビンウォークスルー
・ アナログダイアル（セントラルTFTディスプレイ付）
DEFENDER 110 ファブリックシート＆7人シート仕様
 価格：6,837,000円より*
 含まれる標準装備
・ エアサスペンション
・ LEDヘッドライト
・ 18インチ“スタイル5094”5スポーク（サテンダークレイフィニッシュ）
・ マニュアル3列目シート
・ ファブリックシート
・ センターコンソール（アームレスト付）
・ アナログダイアル（セントラルTFTディスプレイ付）
DEFENDER 110 レザーシート＆7人シート仕様（パノラミックルーフ付）
 価格：8,433,000円より*
 含まれる標準装備
・ エアサスペンション
・ プレミアムLEDヘッドライト（シグネチャーDRL付）
・ 20インチ“スタイル5094”5スポーク（グロススパークルシルバーフィニッシュ）
・ スライディングパノラミックルーフ
・ レザーシート
・ マニュアル3列目シート
・ センターコンソール（アームレスト付）
・ インタラクティブドライバーディスプレイ

*価格はカラーコンビネーションおよび寒冷地仕様**の有無による
**寒冷地仕様：以下の装備の総称
・ シートヒーター
・ コールドクライメートパック
 ウィンドスクリーン（ヒーター付）
 ヒーテッドウォッシャーノズル
 ヘッドライトパワーウォッシュ
 ステアリングホイール（ヒーター付）
 レザーギアシフト ステア リングホイール（レザーラップド ポリウレタンエ
アバッグカバー）


CURATED SPEC のカラー（全7種類、ボディカラー / ルーフカラー）
 フジホワイト / フジホワイト（ボディカラー）
 フジホワイト / コントラストルーフ（ブラック）
 サントリーニブラック / サントリーニブラック（ボディカラー）
 パンゲアグリーン / コントラストルーフ（ホワイト）
 パンゲアグリーン（サテンプロテクトフィルム） / コントラストルーフ（ホワイト）
 ゴンドワナストーン / コントラストルーフ（ブラック）
 タスマンブルー / コントラストルーフ（ホワイト）

■ エクステリアカラー（全 7 色）
 フジホワイト
 サントリーニブラック
 インダスシルバー
 アイガーグレイ
 パンゲアグリーン
 ゴンドワナストーン
 タスマンブルー
※オプションで各色に、通常塗装後、専用フィルムをボディに貼り付けることでサテン調に仕上げる
サテンプロテクトフィルムを付けることが可能

■ ラインアップおよびメーカー希望小売価格（消費税 10%込み）
DEFENDER 90
モデル名
価格
DEFENDER
4,990,000円
DEFENDER S

5,820,000円

DEFENDER SE

6,480,000円

DEFENDER HSE

7,300,000円

DEFENDER FIRST EDITION

7,390,000円

DEFENDER 110
モデル名
DEFENDER

価格
5,890,000円

DEFENDER S

6,630,000円

DEFENDER SE

7,320,000円

DEFENDER HSE

8,120,000円

DEFENDER FIRST EDITION
8,200,000円
※すべて2.0リッター直列4気筒INGENIUM ガソリンエンジン搭載
※保険料、消費税を除く税金、登録に伴う費用、付属品、リサイクル料金は含みません。
以上
Land Rover PR social channels:
- Facebook： https://www.facebook.com/LandRoverJapan
- Twitter： https://twitter.com/LandRoverJPN; @LandRoverJPN
- Instagram： https://www.instagram.com/landroverjpn
- YouTube： https://www.youtube.com/user/landroverchanneljp
◆お問い合わせ先◆
ランドローバーコール（フリーダイヤル）0120-18-5568 （9：00～18：00、土日祝日を除く）

