2021 年 2 月 1 日

「E-TYPE」誕生 60 周年を記念し、2 つの特別仕様車を
2021 年 2 月 1 日（月）より受注開始
「F-TYPE HERITAGE 60 EDITION」 限定 6 台
「F-TYPE HERITAGE V6 EDITION」 限定 30 台

「F-TYPE HERITAGE 60 EDITION」








「F-TYPE HERITAGE V6 EDITION」

ジャガーを象徴する伝説のスポーツカー「E-TYPE」が今年で誕生して 60 周年
60 周年を記念して、「E-TYPE」の DNA を受け継ぐピュア・スポーツカー「F-TYPE」をベース
にした 2 つの特別仕様車を 2021 年 2 月 1 日（月）より受注開始
SV Bespoke が世界で限定 60 台生産する「F-TYPE HERITAGE 60 EDITION」のうち、クー
ペモデル 6 台を日本導入。「E-TYPE」のオリジナルカラーである「シャーウッドグリーン」と、
「キャラウェイ／エボニー」のドュオトーンウィンザーレザーを採用した専用インテリアの組み合
わせで、価格は「E-TYPE」がデビューした 1961 年にちなみ、19,610,000 円
ジャガー最後の 3.0 リッターV 型 6 気筒ガソリン・エンジンを搭載した「F-TYPE HERITAGE
V6 EDITION」は国内限定で 30 台を用意
詳細についてはこちら：https://www.jaguar.co.jp/offers-and-finance/jaguar-special-cars/ftype-heritage-v6-edition.html

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、ジャガーの伝説のスポーツカー「E-TYPE」が今年、誕生から 60 周
年を迎えることを記念し、ピュア・スポーツカー「F-TYPE」をベースにした 2 つの特別仕様車「FTYPE HERITAGE 60 EDITION」と「F-TYPE HERITAGE V6 EDITION」の受注を 2021 年 2 月 1
日（月）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。
1961 年にジュネーブ・モーターショーで世界初公開し、瞬く間に世界中から注目を集めた「E-TYPE」
は、60 年の時を経てもなお現代において語り継がれる名車のひとつです。その功績を称え、「ETYPE」の DNA を受け継ぐ「F-TYPE」の特別なモデルとして、「F-TYPE HERITAGE 60 EDITION」
を、SV Bespoke が世界限定 60 台を生産し、そのうちの 6 台を日本に導入します。最上位グレード
である「F-TYPE R COUPÉ P575」をベースに、エクステリアカラーには、1960 年代以降使用して
いなかった「E-TYPE」のオリジナルカラー「シャーウッドグリーン」を、インテリアも現行「F-TYPE」で
は設定のない「キャラウェイ／エボニー」のドュオトーンウィンザーレザーを採用しています。さらに、
ヘッドレストには「E-TYPE」60 周年記念ロゴがエンボス加工で施されているほか、60 台分の 1 で

あることを表した「SV BESPOKE ONE OF SIXTY」と記載したプレート、「E-TYPE」のリアビューミ
ラーケーシングのデザインからインスパイアされたアルミニウムコンソールフィニッシャーなど、数々
の特別装備が施されています。価格は誕生年の 1961 年にちなみ、19,610,000 円に設定しました。
そして、日本市場向け特別仕様車「F-TYPE HERITAGE V6 EDITION」も企画し、限定 30 台で展
開します。60 周年の「6」にちなんで、ジャガー最後の 3.0 リッターV 型 6 気筒ガソリン･エンジンを搭
載した「F-TYPE R-DYNAMIC P380」をベースモデルに採用しました。運転から得られる非日常感、
特別な空間、エモーショナルなサウンドにフォーカスしており、フルエクステンデッドレザーのインテ
リア（タン）、ジャガー・エンジンが奏でる音を堪能できるアクティブスポーツエキゾーストシステム、
最高品質の音響を提供する MeridianTM サラウンドサウンドオーディオシステムなど、充実した装備
を用意しています。エクステリアカラーはユーロンホワイト、サントリーニブラック、インダスシルバー、
フィレンツェレッド、ブリティッシュレーシンググリーンの 5 色から選択できます。

＜「F-TYPE HERITAGE 60 EDITION」 概要＞
■ 受注開始日
2021年2月1日（月）
■ ベースモデル
F-TYPE R COUPÉ P575
■ 台数
6 台（世界限定 60 台）
■ 主な特長および装備
 5.0 リッターV 型 8 気筒ガソリン・エンジンを搭載し、最高出力 423kW/575PS、最大トルク
700Nm 発揮
 エクステリアカラーに、1960 年代以降使用してこなかった「E-TYPE」のオリジナルカラー
「シャーウッドグリーン」を採用
 ロアーボディスカート（グロスブラック）
 20 インチ "スタイル 1041" 10 スポーク グロスブラックインナー/コントラストダイアモンドター
ンドスポークフィニッシュ（ユニオンジャックセンターキャップ）
 ブラックブレーキャリパー
 グロスブラックサイドベント（ブライトクロームリーパー）
 ノーブルクロームグリルサラウンド（アウターベント＆ロアーバンパースプリットはグロスブラ
ック）
 「E-TYPE」60 周年記念バッジ
 現行「F-TYPE」では設定のない「キャラウェイ／エボニー」のドュオトーンウィンザーレザー
を採用
 ヘッドレストに「E-TYPE」60 周年ロゴをエンボス加工
 「E-TYPE」のリアビューミラーケーシングのデザインをモチーフにした、ブラッシュドアルミ
センターコンソールフィニッシャー（「E-TYPE」60 周年ロゴ付き）
 60 台分の 1 台であることがわかる「SV BESPOKE ONE OF SIXTY」プレートを運転席と
助手席の間に配置
 「E-TYPE」60 周年ロゴ、SV Bespoke ロゴの入ったトレッドプレート
 アルミニウムギアシフトパドル

■ 特別仕様車価格（消費税 10%込み）
エクステリアカラー
インテリアカラー
シャーウッドグリーン
キャラウェイ／エボニー

台数
6台

価格
19,610,000円

※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。
＜「F-TYPE HERITAGE V6 EDITION」 概要＞
■ 受注開始日
2021年2月1日（月）
■ ベースモデル
F-TYPE R-DYNAMIC COUPÉ P380（後輪駆動）
■ 台数
30 台
■ 主な特長および装備
 ジャガー最後となる、3.0 リッターV 型 6 気筒ガソリン・エンジ ンを搭載。最高出力
280kW/380PS、最大トルク 460Nm を発揮。
 ブラックパック
 パワーテールゲート
 20 インチ"スタイル 5102"5 スポーク（グロスブラックフィニッシュ）
 ヘッドライニング （エボニー、スエードクロス）
 フルエクステンデッドレザー＆ウィンザーレザーパフォーマンスシート （タン）
 6 ウェイ電動フロントシート （ヒーター&クーラー付）
 ヌバックエッジドカーペットマット
 MeridianTM サラウンドサウンドオーディオシステム
 クライメートパック
 コンフィギュラブルダイナミクス
■ 特別仕様車価格（消費税 10%込み）
エクステリアカラー
サントリーニブラック

インテリアカラー

ユーロンホワイト
フィレンツェレッド

台数
10台

価格

10台
タン／タンインテリア

4台

インダスシルバー

3台

ブリティッシュレーシングクイーン

3台

13,980,000円

※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
エディターズ・ノート
「E-TYPE」について
ジャガーを象徴するスポーツカーで、1961 年 3 月のジュネーブ・モーターショーで初公開し、世界中
の注目を集め鮮烈なデビューを飾りました。横開きのリア・ハッチを持つクーペと、ソフトトップのコン

バーチブルという 2 つのボディスタイルを用意し、「C-TYPE」からジャガーのデザインを手がけてい
たデザイナー、マルコム・セイヤーが航空力学を応用して完成させたフォルムは、見る人すべてを
ひと目で虜にしました。「E-TYPE」は、アート・デザイン文化に影響を与えたとして、ニューヨーク近
代美術館（MoMA）に、車として初めて永久収蔵品に選定されています。また、当時は「E-TYPE」に
乗ることがステータスとなり、映画スターや多くのセレブリティに愛され、ジャガーは憧れのクルマと
して認識されるようになりました。さらに、英国内の GT レースに参戦し、デビュー戦で優勝するなど、
美しく速く走る類まれな車としての存在感を高め、スポーツカーの新しい時代が「E-TYPE」とともに
到来します。「E-TYPE」は、1975 年に生産を終了するまでに、大きなモデルチェンジを 3 回行い、
それぞれシリーズ 1、シリーズ 2、シリーズ 3 とネーミングしていました。
SV Bespoke について
ジャガーSV のデザイナー、エンジニア、テクニシャンが結集した、SVO（スペシャル・ビークル・オペ
レーションズ）のスペシャリスト・チームで、ジャガー・モデルのパフォーマンスやラグジュアリーさを
強化して魅力を高めることに専念しています。ユニークで特別な依頼に応えたり、限定モデルの企
画・製造、SV Bespoke 専用のプレミアムパレットの開発や、サンプルに合致する塗装仕上げなど
を手がけます。現在、ジャガーSV のモデルには、「F-PACE SVR」と「XE SV Project 8」があります。
Jaguar PR social channels
- Jaguar ウェブサイト： http://www.jaguar.co.jp
- Facebook： https://www.facebook.com/JaguarJapan
- Twitter： https://twitter.com/JaguarJPN, @JaguarJPN
- Instagram： http://www.instagram.com/jaguarjapan
- YouTube： https://www.youtube.com/jaguarchanneljp
◆お問い合わせ先◆
ジャガーコール（フリーダイヤル）0120-050-689
（9：00～18：00、土日祝日を除く）

