
                                                   
 

2022年 6月 1日 

 

8人乗りの新型「DEFENDER 130」を発表 
壮大なアドベンチャーを可能にする「DEFENDER」ファミリーを拡充 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Adventure for all: 「DEFENDER 130」は、ボディを伸長して広々とした車内空間を実現。最

大 8人が快適に乗れ、ファミリーでオールテレイン・アドベンチャーが可能に 

 Defender capability: 「DEFENDER」の卓越したオフロード走破性とアーティキュレーション

はそのままに、3列シート（2-3-3のレイアウト）を採用 

 Trademark design: 「DEFENDER」のシルエットをエレガントに 340mm 伸長して、最大積

載量 2,516 リットル※1、フルサイズの 3列シートを備えた広々とした室内空間に 

 Sophisticated explorer: 「130」限定で、新色セドナレッドのボディカラーと 4 ゾーンクライメ

ートコントロールを用意。さらに、エアサスペンションを標準装備し快適性を向上 

 Extended Bright Pack: セレスシルバーサテンフィニッシュのロアーボディクラディングなど、

印象的なエクステリアのエクステンデッドブライトパックで個性あふれるキャラクターに 

 Versatile interior: 最大 8人が快適に移動できる 3列シートに加え、広大でフレキシブルな

ラゲッジスペース、豊富なアクセサリーオプションを用意 

 Advanced technology: 大型 11.4 インチのタッチスクリーンを備えたインフォテインメントシ

ステム「Pivi Pro」と、室内を快適な空気環境にする最先端の空気清浄システムプラスを標準

装備 

 Unique ambiance: ライトオイスターレザーと新設定のナチュラルライトオークウッドパネル、

ホワイトパウダーコートのクロスカービーム、クロームディテールによる洗練されたインテリア 

 Celebratory commission: エリザベス女王の在位 70年を記念して、英国赤十字社で使用

する特別な「DEFENDER 130」を献上 

 「DEFENDER 130」の詳細はこちらから 

（URL: https://www.landrover.co.jp/vehicles/defender/index.html） 
 

2022 年 5 月 31 日、英国ゲイドン発  ： 世界中で高い評価を得ている「DEFENDER 90」と

「DEFENDER 110」というラインアップに、フルサイズの 3列シートを備え最大 8人でのアドベンチ

https://www.landrover.co.jp/vehicles/defender/index.html


                                                   
ャーを可能にする「DEFENDER 130」を新たに導入し、優れた走破性を誇るオールテレインモデル

である「DEFENDER」ファミリーを拡充します。 

 

「90」、「110」と同様に、「130」はオリジナルの「DEFENDER」ファミリーの名前から引継ぎ、ボディ

デザインもインスピレーションを得たものとなっています。最大 8人の乗員がどんな地形でも快適に

移動することができ、「DEFENDER」の走破能力の幅広さを示す究極のモデルです。 

 

「130」は、エクステリアおよびインテリアデザイン、技術の改良により、快適性と「DEFENDER」なら

ではの耐久性、走破性を独自のバランスで兼ね備えました。 

 

なお、ランドローバーは、エリザベス女王の在位 70年を祝し、特別な「130」を女王陛下と英国赤十

字社へ献上します。ランドローバーのエンジニアが、女王陛下がパトロンを務められる慈善団体の

担当者とともにつくりあげ、この特別なクルマは今年後半に稼働される予定です。 

 

ランドローバーは 1954 年から、世界最大の人道支援組織である国際赤十字・赤新月社連盟

（IFRC）を支援してきており、長年にわたる関係を築いています。2019 年にワールドプレミアした新

型「DEFENDER」のテストプログラムには、ドバイにある IFRC のグローバルフリートベースの専門

スタッフが参加しました。 

 

ジャガー・ランドローバーのヴィークル・プログラム担当エグゼクティブ・ディレクターであるニック・コ

リンズは次のようにコメントしています。 

「『130』は、当社の最も耐久性に優れた堅牢なファミリーの能力を新たなレベルへと引き上げます。

その極上の快適さを備えた広々とした室内には最大 8人を迎え入れ、かつてない洗練されたアドベ

ンチャーの機会を家族にもたらします。ユニークなデザインで、他に類をみない新しい

『DEFENDER』エクスペリエンスを提供します。」 
 

「130」限定のエクステリアカラーのセドナレッドが、ラインアップの中でも際立った存在感を放ちます。

エクステリアのオプションは既存のブライトパックに加え、エクステンデッドブライトパックを用意しま

した。セレスシルバーサテンフィニッシュのロアーボディクラディング、ノーブルクロームのフロント＆

リアスキッドパンでデザインを強調します。 

 

インテリアは、3 列シートのすべての乗員にとって使い勝手のよい収納と利便性の高い機能が充実

しています。広々として明るく開放的な 3 列目には難なくアクセスすることができ、どのシートに座っ

ても快適な乗り心地を提供します。 

 

インテリアデザインには、ワンランク上のオールテレイン体験をもたらす新しいカラーとマテリアルの

オプションを採用しました。また、最新のコネクテッド技術とシャシーシステムにより、新たに 11.4 イ

ンチの大型タッチスクリーンを備えたインフォテインメントシステム「Pivi Pro」と電子制御エアサスペ

ンション、空気清浄システムプラスを採用し、モダンなオフロードドライブを楽しむための究極のサポ

ートと快適性を提供します。 

 

「130」は「SE」、「HSE」、「X-DYNAMIC」、「X」、「FIRST EDITION」というグレード展開です。全機

種に 20 インチアロイホイールを標準装備し、パワートレインは直列 6 気筒 INGENIUM ガソリンエ

ンジン（P400）またはディーゼルエンジン（D300）から選択可能です。 

 

「DEFENDER」でのアドベンチャーを快適にスタート、そして終えるために、ウォークアウェイロック

機能を標準装備しています。キーフォブが 1.5m 以内に近づいた時点で自動的にロックが解除され、

また 1.5m以上離れると自動的にロックされます。 

 
 



                                                   
Exterior design 
 

「DEFENDER」のアイコニックなシルエットは、比類なきオールテレイン走破能力を損なうことなく、

エレガントに後部を 340mm延長し、3列すべてのシートに、広々とした室内空間を提供します。 

 

「DEFENDER」ファミリー共通の特徴を備えながら、「130」は、リアオーバーハングを延長し、3 列

目シートとラゲッジスペースをさらに拡大しました。 

 

エレガントなプロファイルは「130」限定のエクステリアカラーとして、セドナレッドを採用し、デザイン

を強調するとともにさらなる深みと洗練さともたらしています。標準装備のパノラミックガラスルーフ

に加え、3列目の頭上には 2つ目のサンルーフが付きます。 

 

ランドローバーのエンジニアは、「DEFENDER」の特徴的なリアデザインを継承するため、ボートテ

ールスタイルのアップリフトをつけ、お客様が「DEFENDER」に期待する抜群のオールテレイン走

破能力を最大限に高め、28.5°のデパーチャーアングル※2を実現しました。リアの LED ライト周り

のデザインを見直し、「DEFENDER」のサイドプロファイルの特徴である 3本のラインがリアに向か

ってわずかに上昇するデザインを踏襲しています。 

 

広いラゲッジスペースの使い勝手はそのままに、「DEFENDER」ラインアップの頂点に立つモデル

として、ボディ同色のハードシェルスペアホイールカバー、ナルヴィックブラックのルーフレールを標

準装備し、「DEFENDER」の 4 つのエクステリアアクセサリーパック（エクスプローラーパック、アド

ベンチャーパック、カントリーパック、アーバンパック）も選択可能です。 

 
「130」の洗練されたプロポーションを強調するのが、オプションのエクステンデッドブライトパックで

す。この仕様では、ロアーボディパネルをすべてセレスシルバーサテンフィニッシュにし、ハクバシ

ルバー、フジホワイト、ユーロンホワイトのボディカラーとのコントラストを生み出します。「130」の全

グレードでボンネットルーバーとサイドフェンダーにセレスシルバーのディテールを採用しており、こ

れを 20 インチのルナアロイホイールを組み合わせています。アロイホイールはブライトシルバーも

選択できます。 

 

ノーブルクロームのフロント＆リアスキッドプレート、グロスブラックのロアバンパーとホイールアー

チエクステンションを装備し、ブライトパックを拡張したものもあります。この2つのオプションにより、

個性的で洗練されたエクステリア仕上げを選択することができます。 

 
 
Spacious interior 
 

「130」では、そのタフで堅牢なキャラクターとこれまで以上に広い室内空間を無理なく調和させ、よ

り洗練されたエクスペリエンスを求めるお客様のために、カラーやマテリアルのオプションを充実さ

せました。 

 

ランドローバーのエンジニアは、ホワイトボディにインテリアのパッケージングコンポーネントを効果

的に取り入れることで印象的な室内空間を作り出し、ボディサイズを極端に大きくすることなく、使

用可能な室内スペースを最大化させました。 

 

エレガントに伸長したリアが、妥協のない居住性を 3 列目にもたらし、大人 3 人が快適に座れる十

分な幅を確保するとともに、「DEFENDER」ならではのアウトラインにより 3 列すべてのシートにゆ

ったりとしたヘッドルームを確保しています。さらに、シートヒーターやパッド入りアームレスト、よく考

えられた収納スペース、移動中もデバイスを充電できる USB-Cポートなど、3列目の快適な乗り心



                                                   
地を叶える様々な工夫をしています。「130」の個性あふれる魅力にマッチしたカーペットを随所に

配しています。 

 

大きなウィンドウが 3列すべての座席からの素晴らしい視野を確保するだけでなく、パノラミックガラ

スルーフに加えて 3列目シートの頭上に 2つ目のサンルーフを標準装備し、車内全体を明るく開放

的にしました。さらに、各列にベンチレーションを設け、ダクトを追加することで、「130」限定オプショ

ンである 4 ゾーンクライメートコントロールによる冷暖房の能力を高め、快適性を向上させています。 

 

2 列目と 3 列目は少しずつ高くなるスタジアムシートを採用しており、これにより後部座席の乗客は

より良い視界を得ることができます。2列目シートを前方にスライドして倒すことで広い乗り込み口を

確保できるため、3 列目への乗り降りも簡単です。またラゲッジスペース内のボタンで

「DEFENDER」の電子制御エアサスペンションを下げ、楽に荷物を積み込むこともできます。 

 

「130」は広々とした実用的なラゲッジスペースを誇り、3列目シートを使用した状態でも最大 389 リ

ットル※3 の容量を確保できます。使用しないときはシートを格納するとさらに大きなラゲッジスペー

スになり、使う人のニーズに合わせたインテリアアレンジが可能です。シートは 40：20：40の分割可

倒式で、利便性を高めています。 

 

助手席、2列目および 3列目の両外側のシートの最大 5箇所に ISOFIXチャイルドシートのアタッ

チメントを装備しています。「130」（5 人乗り）の場合、2 列目、3 列目のシートを格納すれば最大

2,516リットル※1の広大なラゲッジスペースが出現します。 

 

ラゲッジスペース容量※3 DEFENDER 130 8人乗り DEFENDER 130 5人乗り 

2列目・3列目格納時 2,291リットル 2,516リットル 

3列目格納時 1,232リットル  1,329リットル 

3列すべて使用時 389リットル  - 

 

新しいインテリアオプションやディテールが洗練された室内空間を演出します。ノーブルクロームデ

ィテールをエアベントコントロールと電動シートのスイッチに採用し、スピーカーのエレメントはブライ

トセレスシルバー、アームレストのヒンジはアトラスで仕上げ、エクステリアのエクステンデッドブライ

トパックと調和させています。 

 

流木からインスピレーションを得た新素材のナチュラルライトオークウッドパネルは、ナチュラルでモ

ダンな雰囲気を醸し出し、ライトオイスターパーフォレイテッドウィンザーレザーシートとマッチするオ

プションです。トップロールとダッシュボードフープはルナで仕上げ、ホワイトパウダーコートのクロス

カービームと相まって深みとコントラストが生まれます。ヴィンテージタンパーフォレイテッドウィンザ

ーレザーは「DEFENDER」の全ラインアップで選べるオプションですが、「X-DYNAMIC」グレードで

はデュオトーンのロバステックファブリックも選択可能です。 

 

「130」は「90」と「110」と同様、11.4 インチの大型タッチスクリーンを備えたインフォテインメント「Pivi 

Pro」を標準装備しており、鮮明で直感的なディスプレイを介して車両の主要機能を簡単に操作でき

ます。カーブしたガラス製のインターフェースを通して最先端の機能を素早く提供し、エンジンをか

ければすぐに使うことができます。シンプルなメニュー構成に加えて、Software-Over-The-Air

（SOTA）によって常にソフトウェアを最新の状態に保つことができます。 

 



                                                   
ドライバーは好みやよく使う機能に合わせて画面レイアウトを自由にパーソナライズできます。学習

機能を備えたインテリジェントなシステムで、普段よく使う道を認識してルートのアドバイスをしたり、

走り慣れたルートではスマートボイスガイダンスで音声ガイダンスを少なくしたりなど、使えば使うほ

どより利便性が高まります。 

 

空気清浄システムプラス（ナノイー*X、PM2.5 フィルター付）を「130」で「DEFENDER」初採用、標

準装備します。ナノイーX テクノロジーと組み合わせて室内を快適な空気環境にします。そして、

CO2マネジメントと PM2.5キャビンエアフィルターが室内外の空気を監視し調整します。さらにスマ

ートフォンから遠隔操作が可能で、乗る前から快適な室内環境に設定できます。 

 
 
Efficient powertrains 
 

「130」のパワートレインのラインアップは、マイルドハイブリッド（MHEV）テクノロジーを採用した直

列 6気筒 INGENIUMガソリンエンジン（P300、P400）と、INGENIUM直列 6気筒ディーゼルエン

ジン（D250、D300）から選択できます。 

 

MHEV テクノロジーを備えたランドローバー独自開発の直列 6気筒 INGENIUMパワートレインは

シームレスなレスポンスと優れた燃費が特徴です。48V のベルト・インテグレーテッド・スターター・

ジェネレーター（BiSG）を搭載し、ブレーキと減速で通常失われるエネルギーを蓄電し、そのエネル

ギーを走行時に動力として活用するほか、ストップスタートシステムの起動スピードと効率性の向上

にも寄与しています。 

 

3.0リッター直列 6気筒 INGENIUMガソリンエンジン(MHEV) 

 P300： 最高出力 300PS、最大トルク 470Nm/1500-4250rpm、0-100km/h 加速 8.0 秒

（0-60mph加速 7.5秒） 

 P400： 最高出力 400PS、最大トルク 550Nm/2000-5000rpm、0-100km/h 加速 6.6 秒

（0-60mph加速 6.3秒） 
 

3.0リッター直列 6気筒 INGENIUMディーゼルエンジン(MHEV) 

 P250： 最高出力 250PS、最大トルク 600Nm/1250-2250rpm、0-100km/h 加速 8.9 秒

（0-60mph加速 8.4秒） 

 P300： 最高出力 300PS、最大トルク 650Nm/1500-2500rpm、0-100km/h 加速 7.5 秒

（0-60mph加速 7.1秒） 
 
 
Unstoppable capability 
 

「130」にはランドローバー独自のインテリジェントオールホイールドライブ（iAWD）システムと ZF 製

8速 AT を標準装備しています。iAWD テクノロジーは効果的・効率的にパワートレインとフロントア

クスル・リアアクスル間のトルク配分を制御することで、必要に応じてオンロードでの効率性とオー

ルテレイン走破性を最適化します。 

 

「130」は電子制御エアサスペンションに加えてアダプティブ・ダイナミクスとランドローバー独自の高

度なテレインレスポンス®システムを装備し、あらゆる環境下で卓越したオールテレイン走破能力を

発揮しドライバーに自信をもたらします。これらの先進システムによりどんな悪路でも快適かつゆと

りのある走りを実現し、俊敏なパフォーマンスを発揮します。 

 

電子制御エアサスペンションシステムは最大 430mmのアーティキュレーションを誇り、オフロードモ

ードではフロントは 71.5mm（リアは 73.5mm）上がり、障害物の乗り越えや水中走行（最大渡河水



                                                   
深 900mm）をアシストします。「DEFENDER」のオフロード性能を制御するのはランドローバー独

自のテレインレスポンス®システムです。「Pivi Pro」タッチスクリーンから地形に応じてドライビング

エクスペリエンスを最適化できます。 

 

「DEFENDER」の圧倒的なオールテレイン走破能力の基盤となっているのがランドローバー独自

開発のアルミニウムモノコックアーキテクチャー「D7x」です。25kNm/deg ものねじり剛性を実現し、

従来のフレームボディより 3 倍の強度を誇ります。全輪に独立懸架エアサスペンション、ツインスピ

ードトランスファーギアボックス、iAWDを搭載しています。 

 

「130」は最大 3,000kg※4 のけん引能力を備え、テールゲート内のスイッチでコントロールできる電

子制御エアサスペンションでヒッチも簡単に取り付けられます。取り外し可能なマルチハイトトウバ

ーにより、簡単に牽引できます。 

 
Defender 130 in numbers:  

全長 5,358mm  

全幅 2,008mm（ドアミラー格納時） 

全高 1,970mm 

ホイールベース 3,022mm 

最小回転半径（タイヤ外縁） 12.84m 

フロントオーバーハング 845mm 

リアオーバーハング 1,491mm  

アプローチアングル※2 37.5° 

デパーチャーアングル※2 28.5° 

ブレイクオーバーアングル※2 27.8° 

最低地上高※2 290mm 

アーティキュレーション 430mm 

最大渡河水深 900mm 

ルーフ最大積載重量 
静荷重：300kg 

動荷重：168kg 

最大けん引重量※4 3,000kg 

最大積載重量 750kg（8人乗り）、800kg（5人乗り） 

 
※1： 最大積載量は 5人乗りモデルで 2,516L、8人乗りモデルで 2,291L（湿式）。 
※2： オフロードモード設定時 



                                                   
※3： 湿式ラゲッジ容量 
※4： 8,200lbs（NAS） 
 
※本プレスリリースはジャガー・ランドローバーが 2022年 5月 31日（現地時間）に発表したプレスリリースの

抄訳です。日本市場における受注開始日および機種体系等は後日発表予定です。 

※数値はすべて欧州仕様値です 
* nanoe、ナノイー及び nanoeマークは、パナソニック ホールディングス株式会社の商標です 

 
 

以上 

 

エディターズ・ノート 

 

ランドローバーについて 

ランドローバーは 1948年以来、そのモデル・シリーズ全体にわたり、本格的な 4x4を継続して製造

しています。「DEFENDER」、「DISCOVERY」、「DISCOVERY SPORT」、「RANGE ROVER」、

「RANGE ROVER SPORT」、「RANGE ROVER VELAR」、そして「RANGE ROVER EVOQUE」

は、それぞれが世界の SUV カテゴリーを代表するモデルです。現在、これらのモデルの 80%は輸

出され、世界 100か国以上で販売されています。 

 
Land Rover PR social channels: 

- Land Roverウェブサイト： http://www.landrover.co.jp 

- 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） 
 

http://www.landrover.co.jp/
https://www.facebook.com/LandRoverJapan
https://twitter.com/LandRoverJPN
https://www.instagram.com/landroverjpn/
https://www.youtube.com/user/landroverchanneljp

