
                       

 

2022年 7月 22日 

 

「SVスペシャリストセンター」を「ジャガー・ランドローバー青山」に新設し、 

2022年 7月 28日（木）グランドオープン 
「SVスペシャリストセンター」を全国 10拠点に拡充し、SVモデルの販売を強化 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 「ジャガー・ランドローバー青山」に、「SVスペシャリストセンター」を新設し、2022年7月28日

（木）にグランドオープン 

 「SVスペシャリストセンター」は全国10拠点となり、SVモデルの販売を強化 

 「SVスペシャリストセンター」は、ジャガー・ランドローバーが世界中の主要拠点で展開してい

るSVモデルに特化した施設で、2022年1月に日本初導入。スペシャル・ビークル・オペレーシ

ョンズ（SVO）が手掛ける、SVモデルの展示車、試乗車を配備 

 専門のトレーニングを受けたSVスペシャリスト、上級テクニシャンが常駐し、SVモデルに対す

るお客様のニーズに応え、ビスポークモデルなどのプレミアムサービスを提供 

 SVOはデザイナー、エンジニア、テクニシャンからなる専門チームが、SVブランドを冠しパフォ

ーマンス、ラグジュアリー、走破能力を高めた特別モデルを手掛ける部門 

 「SVスペシャリストセンター」の詳細はこちらから 

https://www.jaguar.co.jp/about-jaguar/special-vehicle-operations/index.html 
https://www.landrover.co.jp/special-vehicle-operations/specialist-centres.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）の正規販売ディーラーネットワークである株式会社トラッドインターナショ

ナル（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：長岡 篤徳）は、「ジャガー・ランドローバー青山」（所

在地：東京都渋谷区神宮前 2-8-2 外苑西通りビル）に、「SV スペシャリストセンター」を新設し、

2022年 7月 28日（木）にグランドオープンします。 

 

「ジャガー・ランドローバー青山」は、ジャガー・ランドローバーがグローバルで展開している最新 CI

を導入し、2022 年 6 月 11 日（土）よりリニューアルをしていましたが、今回、「SV スペシャリストセ

ンター」を新たに備え、販売店としての機能を強化しました。 

 

「SV スペシャリストセンター」は、ジャガーおよびランドローバーのハイパフォーマンス・モデルの開

発・製造やビスポークオーダーを請け負うスペシャル・ビークル・オペレーションズ（SVO）が手掛け

る SVモデルに特化した施設で、ジャガー・ランドローバーの世界中の主要拠点で展開しています。

SV モデルをゆっくりご覧いただける展示車と実際にパフォーマンスを体感いただける試乗車を配

備し、専門のトレーニングを受けた SVスペシャリストや上級テクニシャンが常駐することで、究極の

ラグジュアリーとパーソナライゼーション、きめ細かい最高のサービスを提供する SVモデル販売強 

化の重要拠点で、日本では、2022年 1月に初導入をしており、今回の新設により全国 10拠目とな

ります。 

 

今後も「SV スペシャリストセンター」を順次増やしていき、SV モデルの販売攻勢をかけるとともに、

ジャガー・ランドローバーのさらなるブランド認知拡大を目指します。 

 

https://www.jaguar.co.jp/about-jaguar/special-vehicle-operations/index.html
https://www.landrover.co.jp/special-vehicle-operations/specialist-centres.html


                       

【ジャガー・ランドローバー青山】 

店舗名称：   ジャガー・ランドローバー青山 

所在地：   〒150-0001 東京都 渋谷区 神宮前2-8-2 外苑西通りビル 

    TEL: 03-5410-1311 
    FAX: 03-5410-1310 

URL：    https://retailers.jaguar.co.jp/aoyama 
    https://retailers.landrover.co.jp/aoyama 

営業時間：   10:00-18:00 

定休日：   なし 

グランドオープン日：  2022年7月28日（木） 

オープニングフェア：  2022年7月30日（土）～31日（日） 

ショールーム面積：  497㎡ 

車両展示台数：   8台 

サービス工場設備（※）： 12ベイ 

※ジャガー･ランドローバー青山 板橋サービスセンター（174-0043 東京都板橋区坂下3-26-14）にて 

 
 

【「SVスペシャリストセンター」 国内 10拠点】  

・ ジャガー・ランドローバー札幌東 

所在地：〒007-0805 北海道札幌市東区東苗穂 5条 2-6-6 

TEL：011-784-6811 

営業時間：10:00 - 18:00（定休日：毎週火曜日） 
 

・ ジャガー・ランドローバー青山 

所在地：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 2-8-2 外苑西通りビル 

TEL： 03-5410-1311 

営業時間：10:00 - 18:00（定休日：なし） 
 

・ ジャガー・ランドローバー東京ベイ有明 

所在地：〒135-0063 東京都江東区有明 3-7-3 

TEL： 03-3529-0211 

営業時間：10:00 - 18:00（定休日：毎週火曜日、第 1・第 3水曜日） 
 

・ ジャガー・ランドローバー幕張 

所在地：〒262-0032 千葉県千葉市花見川区幕張町 5-417-263 

TEL：043-307-4917 

営業時間：10:00 - 18:00（定休日：毎週火曜日） 
 

・ ジャガー・ランドローバー横浜 

所在地：〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい 4-8-1 

TEL：045-264-4600 

営業時間： 10:00 - 18:00（定休日：毎週月曜日・火曜日） 
 

・ ジャガー・ランドローバー天白 

所在地：〒468-0009 愛知県名古屋市天白区元植田 1-1309 

TEL：052-801-4907 

営業時間：10:00 - 18:00（定休日：毎週火曜日） 
 

・ ジャガー・ランドローバーなにわ 

所在地：〒556-0023 大阪府大阪市浪速区稲荷 1-9-22 

TEL: 06-4392-1885 

営業時間：10:00-18:30（定休日：毎週水曜日） 

https://retailers.jaguar.co.jp/aoyama
https://retailers.landrover.co.jp/aoyama


                       

 

・ ジャガー・ランドローバー堺 

所在地：〒591-8033 大阪府堺市北区百舌鳥西之町 2-546 

TEL: 072-255-6855 

営業時間：9：00 - 19：00（定休日：年中無休） 
 

・ ジャガー・ランドローバー広島 

所在地：〒733-0037 広島県広島市西区 西観音町 2-29 

TEL：082-532-7777 

営業時間：10:00 - 19:00（定休日：毎週水曜日、第 2第 3火曜日） 
 

・ ジャガー・ランドローバー福岡 

所在地：〒812-0041 福岡県福岡市博多区吉塚8-8-40 

TEL: 092-292-3300 

営業時間： 10:00 - 19:00（定休日：毎週水曜日、第2木曜日） 
 

以上 

 
エディターズ・ノート 

 

ジャガー・ランドローバー スペシャル・ビークル・オペレーションズ（SVO）について 

 

デザイナー、エンジニア、テクニシャンからなる専門チームがあり、SVブランドを冠した特別モデルのパフォー

マンス、ラグジュアリー、走破能力を高めることに特化しています。SVOは以下のチームと連携します。 

 SVビスポーク ： ユニークで特別なオーダー、限定モデル、SVビスポーク・プレミアムパレット、SV

ビスポーク・マッチ・トゥ・サンプル・ペイントを担当 

 ビークル・パーソナライゼーション： SVビスポークに加え、アクセサリー、商用車、装甲車を担当 

 クラシック： 世界中のクラシックモデル愛好家のために、本物の車、専門サービス、純正部品を提

供 

 Bowler Motors（ボウラーモータース）： 英国ダービーシャー州に拠点を置く、オールテレイン・パフ

ォーマンスカーやラリーレイドカーを手掛けるメーカーで「DEFENDER」によるワンメイクラリーラリ

ー シ リ ー ズ 「 Bowler Defender Challenge 」 （ https://www.bowlermotors.com/our-

services/bowler-racing/bowler-defender-challenge/）の運営も行う 

 

さらなる情報は、以下よりご覧ください。 

https://www.landrover.co.jp/special-vehicle-operations/special-vehicles.html 
 
 

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 

 
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◆ 

ジャガーコール（フリーダイヤル）0120-050-689 

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） 

https://www.bowlermotors.com/our-services/bowler-racing/bowler-defender-challenge/
https://www.bowlermotors.com/our-services/bowler-racing/bowler-defender-challenge/
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https://twitter.com/JaguarJPN
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

