
JAGUAR E-PACE





ジャガーは、数字やデータで人生を評価しない。 
心が熱くなる瞬間、はっと息をのむ場面、言葉を失う素晴らしい出来事。 
そうした一瞬一瞬に、価値があると考えている。

ジャガーのデザイナーやエンジニアが大切にしているのは、 
思いのままに反応する刺激的な走り、 
誰もが振り返る印象的なデザイン、 
そして、感動を呼ぶ体験。

ジャガーの1台1台は、私たちの情熱を表現した作品だ。 
数字では測れない、感性に訴える性能が宿る。

そう、アートである。

THE ART OF PERFORMANCE
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JAGUAR E-PACE
E-PACEは、ジャガー初のコンパクトSUV。そのフォルムや敏捷性は、クラス最高のダイナミックさを誇ります。 ドラ

イバーにフォーカスしたインテリアは、コックピットを中心にデザインされたもの。日常における実用性はもちろん、

ジャガーならではの刺激的なドライビングもお楽しみいただけるでしょう。E-PACEは、これまでにないスタイルを

確立したコンパクトSUVです。

左の写真: E-PACE R-Dynamic SE カルデラレッド（欧州仕様車、オプション装着）

このカタログに掲載した写真のモデルは、欧州仕様車です。仕様、オプション、お取り扱いの有無は国によって異なる場合があります。燃料消費率は、装備する
ホイールやオプション装備によって異なる場合があります。詳しくは、お近くのジャガー正規ディーラーにお問い合わせください。



INTRODUCING  
JAGUAR E-PACE
彫刻のようなボンネットと力強いリアデザインが特長のE-PACEは、クーペのようなラインを持つ、ダイナミックで敏捷性に優れた

SUV。収納スペースが充実したモダンなインテリアにも、ジャガーらしさが息づいています。また、最先端のインフォテインメント 

システムや革新的なテクノロジーも搭載。E-PACEは、ジャガーの個性が際立つコンパクトSUVです。

1HSEスペックパックに標準装備。オプションのキーレスエントリーと同時装着となります。   2P300エンジン搭載車のみ。  317インチアロイホイール車は装備不可。    
4オプションのアダプティブダイナミクス選択時のみ。   5S/SE/HSEスペックパックに標準装備。 

一部に欧州仕様車値（自社データ）を含みます。実際の数値は走行スタイルおよび周囲の環境により変動します。

写真: E-PACE R-Dynamic SE ユーロンホワイト（欧州仕様車、オプション装着）

パフォーマンステクノロジー

世界的に名高いジャガーのパフォーマンステクノロジーが、あらゆる路面でドライブをサポートします。さまざまな条

件で確実にパフォーマンスを引き出すために、直感的な操作性を備えた全輪駆動システムがドライビングコンディ

ションに応じて前輪と後輪にトルクを配分。さらに敏捷性を高めるアクティブドライブラインテクノロジー2がコーナリ

ング時にリアアクスルのトルクを最大で100%まで外側後輪に伝達します。ダイナミクス性能と洗練性が向上した

E-PACEは、精巧なマルチリンクリアサスペンション設計による完全独立型サスペンションを搭載。トルクベクタリン

グバイブレーキにより、鋭い旋回性と安定した接地性も実現しました。走行中にホイールポジションやボディの動き

を絶えずモニターし、最適なダンパー調整を行うアダプティブダイナミクス3は、オプションで装備されます。 

詳しくは、14～17ページをご覧ください。

ライフスタイルにお応えする実用的な室内空間

E-PACEの特長のひとつが、室内に確保された充実の収納スペース。奥行のあるセンターコンソールやドアポケッ

トは、クラス最高水準の容量を実現しました。シンプルで実用性にこだわったラゲッジスペースは、最大1.3m幅。

オプションのハンズフリーパワーテールゲート1を装備すれば、荷物で両手がふさがっていても開閉が可能です。 

また、同じくオプション装備として完全防水のリストバンド型アクティビティキーをご用意。通常のキーは安全な 

車内に保管したまま、サイクリングやスイミングなど、あらゆるスポーツをお楽しみいただけます。 

詳しくは、34～39ページをご覧ください。



安全性を高めるドライバーアシスト

安全な運転を支援し、ドライバーに情報を提供するアシスト機能として、レーンキープアシスト

（LKA）、ドライバーコンディションモニター、360°サラウンドカメラシステム、フロント/リアパーキング

エイドが標準で装備されています。最適な安全性のために、E-PACEにはダイナミックスタビリティ

コントロール（DSC）やエマージェンシーブレーキアシスト（EBA）などの各種システムを搭載。視認

性を高めるLEDヘッドライトは、自然光に近い光で進行方向を遠くまで明るく照らします。歩行者

の安全にも配慮し、歩行者用エアバッグも標準装備となりました。 

詳しくは、26～27、30～32ページをご覧ください。

誰もが振り返るデザイン

見る人を引き付ける、圧倒的な存在感。その魅力のひとつが、標準装備の流線型LEDヘッドライトと

シグネチャーLEDテールライト。さらに、E-PACEのフォルムを引き立てるマトリックスLEDヘッドライト

（シグネチャー付）と21インチアロイホイール4をオプションでご用意しました。その洗練されたスタイ

ルは、インテリアにも。室内の隅々まで上質な素材を使用しています。 

詳しくは、9～11ページをご覧ください。
インジニウムエンジン

インジニウムシリーズのガソリンエンジン3タイプとディーゼルエンジン1タイプをご用意。 

優れた燃料効率とレスポンスを実現します。 2.0リッター4気筒132kW（180PS）全輪駆動

（AWD）ターボチャージドディーゼルエンジンは、CO2排出量の低減と優れた燃費性能を 

両立。2.0リッター4気筒221kW（300PS）全輪駆動（AWD）ターボチャージドガソリンエンジン 

は、最高速度240km/h、0-100km/h加速6.5秒という刺激的なパフォーマンスを誇ります。 

詳しくは、12～13ページをご覧ください。

どこでもつながる接続機能

豊富な機能で、ネットワークをもっと身近に。オプションのコネクトプロ5 (4G Wi-Fiホットスポット、

スマートセッティング機能）をご利用いただくと、ネットワークを利用しながら快適なドライブを 

お楽しみいただけます。タッチスクリーンからスマートフォンのアプリを簡単に操作できる、InControl 

アプリ5もオプションとしてご用意しています。車内では、最大5つのUSBソケットが利用可能。 

すべての乗員がデバイスの充電などでご活用になれます。 

詳しくは、22～23ページをご覧ください。
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DESIGN

DESIGN

EXTERIOR
ジャガーE-PACEのエクステリアをスポーティに演出するのが、「J」ブレードのLEDヘッドライト（シグネ 

チャー付）1に挟まれた、大胆なハニカムメッシュグリルです。さらに、オプションのマトリックスLEDヘッド 

ライト（シグネチャー付）には、フロント、リアともにシーケンシャルターンランプを採用。夜間の視認性と

安全性をスタイリッシュに高めています。

ダイナミックなルーフラインは、切り立ったリアウィンドウ上のスポイラーと一体化し、E-PACEならでは

のクーペスタイルに。ドアミラーのアプローチライトは、印象的なジャガー親子のデザインを路面に映し 

出し、ドアを開けるたびに特別感を演出します。

また、オプションの20インチ2と21インチ3アロイホイールは、E-PACEのスポーティなキャラクターをさら

に際立たせます。

リアのフルLEDテールライトは、夜間でも力強く存在感のあるフォルムを演出。ワイドテールゲートは、

広く実用性が高いラゲッジスペースに簡単にアクセスできるよう設計されています。

1S/SE/HSEスペックパックに標準装備。   2HSEスペックパックに標準装備。 
3オプションのアダプティブダイナミクス/コンフィギュラブルダイナミクス搭載車のみ。

写真: E-PACE S ボラスコグレー（欧州仕様車、オプション装着）
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INTERIOR
E-PACEのあらゆるコンポーネントは、洗練された質感に仕上げるために、細部までデザインを施して作り

込まれています。ドライバーをしっかり包み込むコックピットでは、スポーツシフトギアセレクターを指先で操

作することが可能。3スポークのレザーステアリングホイールには、運転中に使用する主な機能が装備され

ています。

よりスポーティなR-Dynamicのステアリングホイールには、サテンブラックのパドルシフトを採用しました。

フロントガラスの隅にジャガーの親子をあしらい、小物入れやセンターコンソールにもE-PACEならではの

演出があります。さらにHSEグレードには、美しいアニマルプリントのシートラベルをご用意しました。

写真: E-PACE S（ライトオイスターウィンザーレザーシート、エボニー / ライトオイスターインテリア、ライトオイスターヘッドライニング）（欧州仕様車、オプション装着）



DESIGN

標準装備の自動防眩インテリアリアビューミラーは、フレームレスデザイン。フロントシート用のグラブハンド 

ルもコンソールサイドに設けて、快適性を高めています。自然光を取り入れるオプション装備のパノラミック

ルーフは、キャビンを広々とした開放的な空間に。すべての乗員が爽快な空の眺めを満喫できます。
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PERFORMANCE

INGENIUM ENGINES
ただ純粋にパワフルな走りを味わいたい方から、燃費性能や洗練された走りも楽しみたい方まで、あらゆるニーズにお応えできるようインジニウム 

エンジンを各種取り揃えています。すべてのエンジンにインテリジェントストップ / スタートとスマートリジェネレーティブチャージングシステムを装備し、

減速時の運動エネルギーをバッテリーに充電。特に市街地走行の燃費が向上しています。

内部摩擦を低減するオールアルミニウム製のエンジンには、強固なシリンダーブロックやツインバランサーシャフトを採用。低振動の実現によって、 

ドライビングがいっそう快適で洗練されたものになりました。さらに、必要に応じて作動するインテリジェントな電子制御アダプティブエンジンクーリ

ングが、燃費の向上とCO2排出削減に貢献しています。

トランスミッション

常に最適なギアを選択し、最高の燃費効率と加速性能を引き出すE-PACE。各段の変速比が小さい、9速レシオのオートマチックトランスミッション

を装備しました。ギアチェンジは、驚くほどにスムーズ。ドライビングスタイルに合わせて、インテリジェントにシフトします。



PERFORMANCE

DIESEL ENGINE
ディーゼルタイプのインジニウムエンジンは、ディープスカートタイプのアルミ製シリンダーブロックをベースに薄厚のキャストアイアンライナーを圧着。

最適な重量と表面仕上げの強固な構造で製造されています。高圧コモンレール式のディーゼル直噴、エキゾーストの可変カムタイミング、効率のよい

水冷インタークーラーが連携し、クリーンで効率的な燃焼を実現。可変ノズルターボがすべての回転域で高トルクを生み出し、同時にターボラグも低減

させます。

PETROL ENGINES
インテリジェントな連続可変バルブリフト（CVVL）システムがインレットバルブを調整し、エンジンのポンピングロスを低減します。吸排気の効率を 

最大限に高めることで、パワーとトルクも向上。CVVLがデュアル独立可変カムシャフトタイミングと連動して動作の柔軟性を高め、いかなる回転域でも 

優れたパワーと燃費を実現しました。

D180 オートマチック AWD
2.0L | 4気筒 | ターボチャージャー

132kW（180PS） | 430N・m 

経済性とパフォーマンスの最適な組み合わせ。

• 最適化されたインジェクターシステムが、燃焼室に送られる燃料の量を 
精密にコントロールして、効率性を最大限に高めます。

P200 オートマチック AWD
2.0L | 4気筒 | ターボチャージャー

147kW（200PS） | 320N・m

優れた燃費と走行性能。 

• 中央部のソレノイドインジェクターから直接燃料を
噴射することで、正確な燃料供給が可能に。燃料 
効率が高く、CO2排出量の少ないクリーンな燃焼を 
実現しました。 

P250 オートマチック AWD 
2.0L | 4気筒 | ターボチャージャー

183kW（249PS） | 365N・m 

燃費を落とさず、パワーを最大限に。 

• 連続可変バルブリフト（CVVL）がデュアル独立可変
カムシャフトタイミングと連動し、1,300～4,500rpm
で最大トルクを発揮。力強い加速やスムーズな追い
越しが可能になりました。 

• ツインスクロールターボチャージャーには、一体型 
エキゾーストマニホールドを搭載。タービンへのエネ 
ルギー伝達が向上し、ターボラグの大幅低減だけで 
なく、レスポンスを高めています。

P300 オートマチック AWD
2.0L | 4気筒 | ターボチャージャー 

221kW（300PS） | 400N・m

最高性能を引き出す最適なチューニング。

• 過給システムをアップグレード。2.0リッター4気筒
183kW（249PS）ターボチャージドガソリンエンジン
がベース。 

• ターボチャージャーを改良したハイフローコンプ 
レッサーホイールによって、給気量が26%アップ。 
ピークパワーが高まっています。 

• ツインスクロールターボチャージャーには、セラミック
ボールベアリングを採用。摩擦の低減と過度応答を
改善しています。

| 13



前輪のトラクションが減ると、後輪に配分する駆動トルクを増やします。

ロートラクションローンチ オールサーフェイスプログレスコントロール



PERFORMANCE TECHNOLOGY
全輪駆動（AWD）

さまざまな条件で優れた性能を発揮する全輪駆動（AWD）システムは、リアディファレンシャル前部に配置

された電子制御式マルチプレートクラッチにより、前輪と後輪のトルク配分を高度に制御。4つのすべての

タイヤから最大のトラクションが得られるように、前輪と後輪に駆動トルクが配分されます。草地や泥道な

どのスリップしやすい状況では、トルクを前輪と後輪に分配してトラクションを最大化。フロントまたは 

リアのみにトラクションがかかるような極端な状況では、最大100%のトルクを配分してグリップを確保し 

ます。AWDシステムとエレクトロニックトラクションコントロール（ETC）の連携により、路面状況を問わず、

常に安定したドライビングを可能にします。

アクティブドライブライン

アクティブドライブライン*テクノロジーによって、オフロードでの悪路走破性能が高まりました。通常の走行 

では後輪への駆動力を完全に遮断して効率を高めながら、AWDが必要な条件では0.3秒足らずで瞬時に

後輪に駆動力を伝達。走行条件に応じて、リアの両クラッチを完全にロックすることで従来のロッキング 

ディファレンシャルと同じ効果を発揮し、安定性を最大限に高めて走行能力を向上させます。

また、アクティブドライブラインはトラクションと俊敏性を最適化するとともに、グリップに応じて最大100%

のリアアクスル駆動トルクを左右いずれかの後輪に配分することで、後輪駆動のハンドリング特性を際立

たせています。いずれのリアドライブシャフトにも、油圧制御式のマルチプレート湿式クラッチを採用しまし

た。クラッチは個別に制御され、測定された車輪速度、スロットルポジション、ステアリング角、および車両

回転に基づいて、左右の後輪に最適なトルクを配分。常に安定した操作性を実感できる他、タッチスク 

リーンの専用画面でも状況が確認できます。

ロートラクションローンチ

発進時に最適なトルクを発揮する、ロートラクションローンチは、濡れた路面、草地、雪道、凍結路などの 

滑りやすい条件で走行能力を高める機能です。30km/hに達すると解除され、その後は設定済みのドラ 

イブモードに切り替わります。

オールサーフェイスプログレスコントロール

最新テクノロジーのオールサーフェイスプログレスコントロール（ASPC）は、ぬかるみ、湿った草地、凍結路、 

雪道、未舗装路などの滑りやすい状況で、あらかじめ設定した一定速度を維持。このシステムは、時速

1.8kmから30kmの低速でクルーズコントロールのように機能し、設定した速度を維持します。

*P300エンジン搭載車のみ。

写真: E-PACE R-Dynamic SE カルデラレッド（欧州仕様車、オプション装着）
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トルクベクタリングバイブレーキが、コーナー内側の前輪と後輪にそれぞれ適切なブレーキを加え、 
アンダーステアを抑制します。

アダプティブダイナミクス ダイナミックモードとコンフィギュラブルダイナミクス



1標準装備。   217インチアロイホイール車は装備不可。 
3アダプティブダイナミクス搭載車のみ。

写真: E-PACE R-Dynamic SE カルデラレッド（欧州仕様車、オプション装着）

シャシーとダイナミクス

俊敏で洗練されたオンロードダイナミクスを実感できるE-PACE。そのシャシーは、アルミ素材を使用して

剛性を高めながらバネ下重量を減らし、サスペンション性能を高めています。快適な乗り心地を実現す

る、マルチリンクリアサスペンションによる完全独立型サスペンションシステムを搭載。アンダーステアを 

減らしてタイトなコーナーも鋭く駆け抜けるトルクベクタリングバイブレーキ(TVBB)1は、内側の前後輪の 

ブレーキを独立してコントロールします。

アダプティブダイナミクス

オプションのアダプティブダイナミクス2で、走行中のホイールポジションやボディの動きを常時モニタ 

リング。躍動感に満ちた走りとしなやかな乗り心地をお約束します。 加速、ステアリング、スロットル、 

ブレーキペダルの動きをシステムが常に分析しています。1秒に100回の調整を行う電子制御式のダンパー 

によって、サスペンション設定を最適化。常に快適で洗練された走りと俊敏性のバランスを維持します。

ダイナミックモードとコンフィギュラブルダイナミクス

E-PACEのスポーティな特性をさらに引き出すのがダイナミックモードです。ギアシフトはより軽快で高回転 

域を使用し、マニュアルモードでは自動ギアシフトが解除されます。スロットルレスポンスはより鋭く、ダン 

パーは固めになり3、ステアリングホイールの重みが増加。そして、インストルメントクラスターとコンフィギュ 

ラブルアンビエントインテリアムードライト（オプション装備）が赤い光を放ちます。

オプションのコンフィギュラブルダイナミクスをご利用いただくと、ダイナミックモードをカスタマイズして、

お客様の好みに合わせてセットアップできます。タッチスクリーンでドライビング特性をダイナミックまたは

ノーマルに切り替え可能。スロットル感度、ギアボックスのシフトポイント、ステアリングホイールの重さ、ダ

ンパーの硬さ4を自由に選んで組み合わせることで、お好みに合わせたダイナミックモードに設定できます。
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TECHNOLOGY

INFOTAINMENT
さまざまな情報とエンターテインメントソースをご活用いただけるよう、E-PACEの全グレードにInControl Touch Proを搭載。 

直感的に操作できる先進テクノロジーにより、すべての乗員に心からドライブを満喫いただけます。

TECHNOLOGY

1Wi-Fi接続のご利用には、データ接続のためマイクロSIMカードのご契約が必要となります。このため、ジャガー正規ディーラーが当初ご提示した以上の費用がかかる場合があります。 
2HSEスペックパックに標準装備。その他のグレードでオプション装備。   3ナビゲーションプロ装着時。

InControlの機能、オプションおよびお取り扱いの有無は、国によって異なります。各国でのお取り扱いの有無、およびご利用規約については、お近くのジャガー正規ディーラーにお問い合わせください。画面や操作手順 
など、InControlに関する情報や画像は、選択したオプションに応じて、ソフトウェアアップデート、バージョンおよびその他システム / 外観の更新に伴い変更される場合があります。モバイルネットワークの接続は、すべて
の場所で保証されるものではありません。InControlアプリおよびリモートアプリは、App Store/Google Playでダウンロードする必要があります。ドライバーは自身の安全が確保された状況でのみ車内機能を使用してくだ
さい。ドライバーは常に車両を完全に制御できる状態にある必要があります。

左の写真: E-PACE S（ライトオイスターウィンザーレザーシート、エボニー / ライトオイスターインテリア、ライトオイスターヘッドライニング）（欧州仕様車、オプション装着）

TOUCH PRO
センターコンソールには10インチタッチスクリーンを標準装備。スマート

フォン同様の操作性に加え、これまでにないクオリティで音楽や 

映像をお楽しみいただけます。より便利で快適なドライビング体験 

をサポートするために、Touch Proはカスタマイズ可能なホーム画面

とボイスコントロールを搭載し、優れた応答性を実現しています。 

また、インタラクティブなサイドパネルによって、同時に複数の操作が

容易になりました。またコネクティビティパッケージのコネクトプロ1を
ご利用いただくと、Touch Proの機能をさらに拡張できます。

インタラクティブドライバーディスプレイ

ナビゲーション / 電話 / メディアなど、各種ドライビング情報、エンター

テインメント、アクティブセーフティデータを受信・表示する12.3 

インチ高解像度インタラクティブドライバーディスプレイ2。高解像

度の鮮明な画質、洗練された処理能力を備えており、スムーズな動作

とシャープな表示を実現しました。ドライビングルートを簡単に検索

できるよう、ナビゲーションプロを装備すれば、3Dマップをフルスクリーン

に表示できます。

ヘッドアップディスプレイ

運転を妨げることなく路面に集中できるヘッドアップディスプレイ 

(オプション装備）は、速度、ギアポジション、ナビゲーションの指示3
などの主要データをフロントガラス上に表示します。フルカラーの高

解像度グラフィックが鮮明に表示され、目線を前に向けたまま、あら

ゆる情報を安全に確認できます。Touch Proタッチスクリーンには、

電話の情報を表示可能。オン / オフの切り替えは、ドライバーが 

自由に選択できます。
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ピンポイントタッチコントロール

必要な情報に素早くアクセス可能。「タップ」「スワイプ」「ピンチ」など、スマートフォンと同様に操作できます。

ホーム画面をカスタマイズ

60以上のウィジェットやショートカットをご用意。ホーム画面をお好みの設定に変更していただけます。

インタラクティブサイドパネル

サイドパネルで複数の操作が容易になりました。メイン画面にナビゲーションを表示しながら、サイド 

パネルで電話を操作する、といった使い方も可能。パネルは、上下にスワイプすると切り替わります。

マルチメディア

さまざまなマルチメディア機能がタッチスクリーンで楽しめます。デバイスを接続してプレイリストを表示し、

アーティストやアルバム、ジャンルごとに選曲が可能。

高機能スマートフォンインターフェイス

もっと簡単・安全に、タッチ操作だけで通話が行えます。また、ボイスメール、会議通話、ホーム画面の機能

にダイレクトにアクセスできるようになりました。

音声認識システム

路面から目をそらすことなく各種操作が行えるインテリジェントな機能。「97.9を選局」、「自宅に電話」 

などの音声指示も認識できます。

CONNECTIVITY
InControlは、ドライバーと車をつなぎ、安全なインターネット接続をシームレスに提供するパッケージ製品。各種パックとオプションから選択可能です。 

アプリを使用すると、InControlの一部の機能を車から離れているときでもご利用になれます。

標準装備
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1リモートおよびジャガースマートロードサイドアシスタンスのサブスクリプションサービスは、保証期間終了後も有償で延長が可能です。InControlの機能、オプション
およびお取り扱いの有無は、国によって異なります。各国でのお取り扱いの有無、およびご利用規約については、お近くのジャガー正規ディーラーにお問い合わせ 
ください。画面や操作手順など、InControlに関する情報や画像は、選択したオプションに応じて、ソフトウェアアップデート、バージョンおよびその他システム / 外観
の更新に伴い変更される場合があります。モバイルネットワークの接続は、すべての場所で保証されるものではありません。InControlアプリおよびリモート 
アプリは、App Store/Google Playでダウンロードする必要があります。ドライバーは自身の安全が確保された状況でのみ車内機能を使用してください。ドライバー 
は常に車両を完全に制御できる状態にある必要があります。   2電動ドアミラー搭載車。

リモート1
離れた場所から車の情報を確認・操作できるリモートアプリ。多くのスマートフォン、Android Wear™や 

Apple Watch®に対応しています。  

•  リモートロック / アンロック – 離れたところからドアのロックと解除ができます。アプリのセキュリティ 

画面でロックボタンを押すだけで、ドアをロックしてアラームを設定、ミラー2を折りたたんでウィンドウを閉じる 

ことが可能。解除ボタンを押すとミラーが開き、ヘッドライトのロービームが点灯してハザードランプが 

2回点滅します。

•  リモートエアコン – 乗車前に遠隔操作でキャビンの冷暖房をオンに。快適にドライブを始めることができ

ます。

•  ビープ音 / フラッシュ – ハザードランプとロービームを点灯させ、ビープ音を鳴らすことで、例えば混み 

合った駐車場でも自分の車を簡単に見つけることができます。

•  走行履歴 – 設定に応じて、経路や走行距離などの履歴を自動で記録します。この情報をメールで送信 

したり、表計算シートに読み込むことが可能です。

•  車両ステータス – 現在の燃料レベル、走行可能距離、ドアや窓の開閉状況とロック状態をチェック。 

また、駐車した車までの徒歩ルートを確認することもできます。

スマートロードサイドアシスタンス – オーバーヘッドコンソールのボタンを押す、もしくはInControl 

リモートアプリを使用してジャガーアシスタンスチームを直接呼び出すことができます。

SOS緊急コール – 重大な事故が発生した場合、緊急対応チームを自動で呼び出して、近くの緊急サービス

に通知を行います。



ナビゲーションプロ1
S、SE、HSEに標準搭載のナビゲーションプロは、お気に入りの場所の保存や、スワイプ / ピンチ / ズームジェス

チャーによるマップ検索、高画質2D/3Dマップの表示が可能です。 

コネクトプロ1 2
4G Wi-Fiホットスポット機能を搭載。車の内外でネットワークに接続することができます。

4G Wi-Fi
4G Wi-Fiホットスポットを利用して車内でインターネットにアクセスし、同時に最大8台のワイヤレスデバ 

イスを楽しむことが可能。乗員は車両のワイヤレスネットワークで接続し、走行中のネットサーフィン、 

仕事、ソーシャルメディアの更新、エンターテインメントなどにご利用いただけます。

オンラインメディア

豊富なコンテンツが思いのままに。DeezerやTuneInなどを利用して、4,000万以上の楽曲と400万ものオン

デマンドプログラムやポッドキャストがいつでも楽しめます。スマートフォンを介さず、車両から直接 

コンテンツにアクセスが可能に。シームレスな操作性を実現しました。

スマートセッティング

複数のドライバーが車両を共有する場合に便利な機能です。キーとスマートフォンの組み合わせによって、

ドライバーを自動的に認識。ドライバープロフィールにシートやミラーの位置、走行開始時に再生する 

メディアを保存できます。乗車した瞬間に、快適な乗り心地を実感いただけます。

INCONTROLアプリ1
InControlアプリテクノロジー：Android™/Apple®スマートフォンをUSBケーブルで接続すれば、ドライビング用に

設定したアプリ（連絡先、予定表、音楽プレーヤーなど）を、タッチスクリーンから操作できます。また、さまざま

なサービスを提供しているサードパーティー製アプリもダウンロードできます。 

利用できるアプリケーションの例:

•  Spotify3 – シームレスに統合されたアプリで3,000万曲を超えるライブラリーにアクセス。曲、放送局、お勧め

を検索して、プレイリストを作成し、オフラインモードで音楽をお楽しみいただけます。現在ご利用のSpotify 

Free/Spotify Premiumアカウントでログインすることが可能です。

セキュアトラッカー

トラッキングテクノロジーによって、車両の盗難を警告したり、車の位置情報を関係当局に通知して迅速な 

解決をアシストします。保証期間に対応したサブスクリプション契約が含まれます。

オプション装備

iPhone®は米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。対応するiPhoneについては、ジャガー正規ディーラーにお問い合わせください。

AndroidはGoogle Inc.の商標です。

1S/SE/HSEスペックパックに標準装備。   2Wi-Fi接続のご利用には、データ接続のためにマイクロSIMカードのご契約が必要となります。Wi-Fiホットスポットのサブスクリプションサービス
は、保証期間終了後も有償で延長が可能です。   3App Store / Google Playでご確認ください。

InControlの機能、オプションおよびお取り扱いの有無は、国によって異なります。各国でのお取り扱いの有無、およびご利用規約については、お近くのジャガー正規ディーラーにお問い 
合わせください。画面や操作手順など、InControlに関する情報や画像は、選択したオプションに応じて、ソフトウェアアップデート、バージョンおよびその他システム / 外観の更新に伴い 
変更される場合があります。モバイルネットワークの接続は、すべての場所で保証されるものではありません。InControlアプリおよびリモートアプリは、App Store/Google Playでダウン 
ロードする必要があります。ドライバーは自身の安全が確保された状況でのみ車内機能を使用してください。ドライバーは常に車両を完全に制御できる状態にある必要があります。





サウンドシステム

6個のスピーカーを備えた高音質のシステムです。

MERIDIAN™サウンドシステム1
緻密な計算により設置された11個のスピーカー（デュアルチャンネルサブウーファーを含む）が、澄み切った

高音から深みのある低音まで豊かなサウンドをもたらします。

MERIDIAN™サラウンドサウンドシステム2
合計15個のフロント / サイド / リアスピーカー（デュアルチャンネルサブウーファーを含む）が生み出す臨場

感あふれるライブパフォーマンスを、一体感のあるサウンドでご提供。MERIDIAN™独自のTrifieldテクノロジー 

が、左右のセンターチャンネルとサラウンドチャンネルを完璧に融合させて、すべての乗員に最上のサウンド

体験をもたらします。

AUDIO
E-PACEのキャビンは、お好きな音楽を楽しむための空間としても最適です。 

臨場感のあるサウンドを響かせる、3タイプのオーディオシステムをご用意しました。

スピーカー

サブウーファー

1SE/HSEスペックパックに標準装備。   2オプション装備。

画像: MERIDIAN™サラウンドサウンドシステムの見本。



独自のMERIDIAN™テクノロジー
スピーカー+ 

サブウーファー
W

サウンドシステム 6 180

MERIDIAN™サウンドシステム 10 + 1 380

MERIDIAN™サラウンドサウンドシステム 14 + 1 825

デジタル信号処理

オーディオシステムのあらゆる要素を統合し、大型のスピーカーと同等の高音質を 

実現します。

MERIDIAN™音場補正

音場補正テクノロジーの高度なアルゴリズムが車内の音響を調整し、正確な音場を 

実現します。

MERIDIAN™デジタルディザリング

録音された音楽は、音質を維持するために一般的なデジタルフォーマットに変換され

ます。MERIDIAN™のデジタルディザリングは、デジタル信号の変換をスムーズに途切れ 

ることなく行い、最高の音質を維持。そのため、音質を損なうことなく、オリジナルの 

感動をお伝えすることができるのです。

TRIFIELD
MERIDIAN™独自のTrifieldテクノロジーで、左右のセンターチャンネルとサラウンドチャン 

ネルを完璧に融合。車内のどこにいても、コンサートホールにいるかのように音楽を 

お楽しみいただけます。

MERIDIAN™
1977年、英国ケンブリッジシャーに設立されたMERIDIAN社は、ジャガーのオーディオパートナーとして、 

アクティブスピーカーや世界初のデジタルサラウンドサウンドプロセッサーなど、多くの製品を世界に 

先駆けて提供してきました。MERIDIAN™のテクノロジーが、E-PACEの優れた音響空間の実現に活かされて 

います。MERIDIAN™音場補正テクノロジーは、キャビンの形状、音響特性を解析し、不要なサウンドを排除 

します。高度なアルゴリズムにより、あらゆる楽曲のリズムやビート、タイミングを正確に再現。すべてのシートで 

高音質のサウンドをお楽しみいただけます。

MERIDIAN™は、Meridian Audio Ltd.の登録商標です。 
Trifieldおよび「3フィールド」機器は、Trifield Productions Ltd.の商標です。 
グレードや国によって、ご利用いただける機能が異なる場合があります。
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安心、安全な運転をサポート

市街地から高速道路まで、ドライバーと乗員のさらなる安全のために、標準装備、オプション装備またはオプションパックの一部として、 

さまざまな革新的機能を搭載。そのすべてが、ドライブの楽しみをさらに広げる設計になっています。

ドライブパック1
安全にリラックスしてドライブできる機能です。

アダプティブクルーズコントロール（キューアシスト付）：高速道路や渋滞などで、先行車
の減速と停止を検知して安全な車間距離を維持。また、先行車が完全に停止すると、 
キューアシスト機能によりスムーズに停車します。先行車が動き出したら、アクセルに触
れることでシステムが再稼働し、先行車への追従を再開。15km/hから高速道路の法定
速度まで対応して機能します。 

ハイスピードエマージェンシーブレーキ：前方の車との衝突の危険を検知すると、ブレー
キをかけるようドライバーに警告するフォワードアラートを表示します。それでも衝突が避
けられないと判断した場合、自動的にブレーキをかけて衝突時の衝撃を軽減。高速緊急
ブレーキは、10km/h～160km/hの場合に作動します。

ブラインドスポットアシスト：衝突回避を支援する機能です。車線変更時にドライバーが
目視できない車を検知すると、検知した側のドアミラーに小さな警告ライトが点灯。 
さらにステアリングホイールを制御して、衝突を回避できるようにアシストします。

DRIVER ASSISTANCE

標準装備

•  エマージェンシーブレーキ 

•  レーンキープアシスト（LKA）：無意識に車線をはみ出すと、
自動的にステアリングホイールを制御して車線内へ戻る 
ようアシストします。 

•  ドライバーコンディションモニター：ステアリングホイール 
の操作状況からドライバーの眠気や疲れの兆候を検知し、 
休息を促します。 

•  クルーズコントロール（アクティブスピードリミッター付） 

•  フロント / リアパーキングエイド

アダプティブクルーズコントロール（キューアシスト付）



1HSEスペックパックに標準装備。 
2SE/HSEスペックパックに標準装備。

写真: E-PACE R-Dynamic SE ユーロンホワイト（欧州仕様車、オプション装着）

パーキングパック2
オプションのパーキングパックを装備すると、狭い場所での出入庫、建物や他の車で
周囲が見えづらい状況などで、安全かつ確実に操作することができます。

リバーストラフィックディテクション：後進での出庫時に、特に便利な機能です。車両
の横から接近する別の車両や歩行者、障害物などの存在をドライバーに警告。音声と
視覚の両方でドライバーに注意を促すため、視界が遮られている場合でも車の背後
の様子を把握することができます。

パークアシスト：適切な画面表示と通知、ステアリング操作で縦列駐車と並列駐車を
サポートします。ドライバーはギアを選択し、アクセルとブレーキを操作するだけで駐車
可能。さらに、駐車位置から発進する際にも安全な操作をサポートして、駐車ストレス
をトータルに軽減します。

360°パーキングエイド：狭い場所でも安心の装備です。リバースギアを選択すると、 
車体の各部に設置したセンサーが自動的に作動。車の周囲360度のオーバーヘッド 
ビューをタッチスクリーンに表示します。マニュアルでの操作も可能。タッチスクリーン
の表示と音で、障害物との距離をお伝えします。

TECHNOLOGY

360°サラウンドカメラ
360°サラウンドカメラ ボディの目立たない位置に設置された4台  
のデジタルカメラにより、車の周囲360°のオーバーヘッドビューを 
タッチスクリーンに表示。同時にいくつかのビューを映し出し、縁石 
近くの駐車や狭い駐車場、交差点の出入り時などに安心の 
機能です。

リバーストラフィックディテクション 360°サラウンドカメラ
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EFFICIENT TECHNOLOGIES
地球に優しい構造

ジャガーは、より環境に優しい素材を採用した車づくりを目指し、サステナビリティの実現に 

向けて廃棄物の削減、天然資源の節約に努めています。E-PACEの開発プロセスでは、その 

ライフサイクル全体を通じた評価を行い、85%にリサイクル / 再生可能素材を使用。廃車時に

は、材料の95%を再生できる設計になっています。

リサイクルされた素材は、可能な限りE-PACEの生産に再利用されます。1台あたりに使用される

再生プラスチック材は最大10kgで、これは小型ペットボトル769本に相当します。E-PACEはリサ

イクル素材を使用することで、そのライフサイクルを通じて約6,290トンのプラスチックを埋め 

立てることなく再利用。フロアコンソールベース、ホイールアーチライナー、ジャンクションボックス 

カバーなどの部品で甦ります。

エンジンマニュファクチュアリングセンター

E-PACEのエンジンを開発するエンジン製造センターは、最高水準の環境性能（BREEAM 

Excellent）を達成し、英国で最大規模のソーラーパネルを屋上に設置。22,600枚ものパネルを

配置し、最大6.2MW（1,600戸分）の発電能力を持つこのシステムは、工場の電力の30%以上を

発電し、CO2排出量を年間2,400トン以上も削減しています。

先進のエアロダイナミクス

E-PACEの流れるようなフォルムは、リアホイール周囲のエアフローを整えて乱流を減らすよう 

考えられています。滑らかなアンダーフロアも、完璧な効率性を求めて徹底したテストが繰り 

返されました。17インチエアロホイールも、空気抵抗を減らす設計になっています。

E-PACEの空力性能と燃費効率を向上させるために、低い位置に設けられたバンパーインテーク

がフロントスポイラーのダクトから内部のホイールアーチへと空気を送り、前輪の周囲の空気の

流れが最適に。上下のフロントグリルの2つのインテリジェントアクティブベーンは、必要に応じて

開放されて冷却気を取り入れますが、可能な限り閉じた状態を維持します。

リアバンパー下のエアロブレードは、リアの空気の流れを整えることで空気抵抗を抑え、CO2排出量

を削減。リアガラスの汚れを防ぎ、視界を確保する役割も果たします。

エコモード

スロットル感度を弱めて経済的なエンジンマッピングを選択することで、燃費効率のよい運転

を促します。また、オートエアコンディショナーやオーディオシステムがエンジンに要求するエネ

ルギーを抑えることでも、燃料消費を削減。タッチスクリーンに、車両データとドライビングの 

ヒントを表示します。

TECHNOLOGY

写真: エコモード選択時。
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SAFETY

SAFE AND SECURE
確かな安全性を実現するため、E-PACEにはドライバーと乗員を守るだけでなく、事故を積極的に防止するためのさまざまな機能を装備。 

定評のある全輪駆動（AWD）を搭載し、あらゆる天候と路面状況で着実なドライブを可能にします。

ダイナミックスタビリティコントロール（DSC）：走行中の車両の挙動をモニターし、安定性を最大に高める

機能。エンジントルクを低減して適切なホイールにブレーキをかけ、アンダーステアとオーバーステアを 

抑えて正しい走行進路を維持します。

電子制御トラクションコントロール（ETC）：ホイールスピンを抑え、最適なトラクションと安定性を確保。 

4輪電子制御トラクションコントロール（ETC）は、空転しているホイールへのトルクを抑えるとともに、必要 

に応じてブレーキを作動させます。

エンジンドラッグトルクコントロール（EDC）：スリップしやすい状況で強力なエンジンブレーキによって 

起こる、ホイールロックアップを制御。必要に応じて瞬時に駆動輪のトルクを高めることで作動します。

ヒルスタートアシスト（HSA）：急な上り坂での発進時における後退を防ぎます。

コーナリングブレーキコントロール（CBC）：コーナーでのブレーキングでグリップが限界に近づくと、各ホイー

ルのブレーキを自動で調整する機能。車輪のロックアップや滑りを抑えることができます。

ロールスタビリティコントロール（RSC）：ダイナミックスタビリティコントロールに組み込まれた転倒防止 

機能。障害物を俊敏に避けながら走行できます。車の挙動とコーナリングをモニターし、横転の危険性を 

検知するとフロント外側のホイールにブレーキをかけて、転倒を防止します。

エマージェンシーブレーキアシスト（EBA）：急ブレーキの踏み込みが不十分な場合、その状況を認識して

制動力を最大限に高めます。ABSポンプでブレーキ圧を高め、緊急時に素早く停止できるようにアシスト。

衝突のリスクを低減するために、エマージェンシーストップシグナル(ESS)が作動し、急ブレーキをかけた時

にハザードランプが自動で点灯します。

アンチロックブレーキシステム（ABS）：ブレーキング時に路面のトラクションを最大に保ちながら、ロックを

回避することで、車両の旋回能力を維持。制動距離を最短に縮めます。

電子制御ブレーキディストリビューション（EBD）： 各車軸へのブレーキ力を自動で調整し、制動距離を 

最短にしながら安定性と操作性を維持します。

エマージェンシーブレーキ：他の車や歩行者との衝突回避をアシストする機能。フロントに設置したカメラ

が、5～80km/h走行時は正面衝突の危険性を、5～60km/h走行時には歩行者の有無をモニターします。 

走行中に危険を察知すると、表示とブザーで警告。万が一衝突が避けられないと判断した場合は、自動  

 ブレーキをかけて衝突時の衝撃を軽減します。

エマージェンシーブレーキランプ（EBL）：ハザードランプとともに作動し、後方車両にエマージェンシー 

 ブレーキを知らせます。

SAFETY

写真: E-PACE R-Dynamic SE ユーロンホワイト（欧州仕様車、オプション装着）
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セーフティセル

最適な安全を考慮して設計されたE-PACEの超高剛性スチールセーフティセルは、 

ドライバーと乗員を堅固なケージで保護します。

歩行者エアバッグ / デプロイアブルボンネット

衝突が起きると、バンパーのセンサーによりボンネット下のエアバッグが作動。 

歩行者や自転車がフロントガラスに衝突しないように保護します。

プリテンショナー

衝突を起こした場合にドライバーと家族を安全に守るために、シートベルト 

プリテンショナーが瞬時に作動。急減速を感知するとシートベルト機構の 

ピストンが働き、ほぼ瞬時にベルトを締めつけて乗員をシートに固定します。

ISOFIXアンカー  / エアバッグ

安全性をさらに高めるために、リアシートの左右にはチャイルドシート用 

シートベルトのISOFIXアンカーポイントをご用意。運転席、助手席、サイド 

カーテン、胸部など、6つのエアバッグによる包括的な安全システムが標準で 

装備されています。



BRIGHTER LIGHTS͵  
SAFER NIGHT-TIME DRIVING
E-PACEにはオールラウンドタイプのエクステリアLEDが標準装備されます。LEDライトは、基本的に交換 

の必要がありません。また、消費電力が少ないことから燃費向上につながります。自然光に近い光を再現 

するため、夜間運転の疲労も軽減するでしょう。

E-PACEは、ヘッドライトのオプション装備が充実しています。個性的なエクステリアを演出する、シグネ 

チャー付LEDヘッドライト1。70km/h以下での走行時に旋回方向の路面を照らす、スタティックコーナリング

ライト2。対向車のライトを検知して自動でロービームに切り替える、オートハイビームアシスト3(AHBA） 

などをご用意しました。

同じくオプション装備のマトリックスLEDヘッドライトは、アダプティブドライビングビームを搭載。メイン 

ビームを縦方向に細く分割することで、ハイビームの照射範囲を広げて視認性を高めるとともに、対向車が 

接近した際には「影」を作り出してまぶしさを与えないようにします。また、市街地、郊外、高速道路、悪天候 

などのさまざまな条件に合わせて配光を最適に調整。車の動きを歩行者や他のドライバーの目に止まり 

やすくするフロント / リアシーケンシャルターンランプは、マトリックスヘッドライト（オプション）装備車で 

ご利用いただけます。

1S/SE/HSEスペックパックに標準装備。   2マトリックスLEDヘッドライト搭載車に標準装備。   3SE/HSEスペックパックに標準装備。

写真: E-PACE S ボラスコグレー（欧州仕様車、オプション装着）

ヘッドライト構造

ヘッドライトケーシング

マトリックスLEDヘッドライト

20個のLEDが、周囲の状況をモニターする機能と連動。あらゆる 

状況に応じて点灯 / 消灯、減光、ビームの距離と配分を調整します。

LED消灯 LED点灯





PRACTICALITY

A PLACE FOR EVERYTHING
E-PACEの室内収納は、クラス最高レベルの容量を誇ります。奥行のあるセンターコンソールは取り外し式のカップホルダーを備え、小型タブレットや

750mLボトルがきれいに収まるなど、柔軟な使い方のできるスペースです。コンソール内側には、充電用として12V電源ソケットと2つのUSBソケットを 

備え、リアシートには、センターコンソール後部に3つのオプションUSBソケットをご用意しました。小物入れの底はタブレットを保管できる形状になって 

おり、充電中の機器を固定することもできます。

写真: E-PACE HSE（ライトオイスターウィンザーレザーシート、エボニー / ライトオイスターインテリア、ライトオイスターヘッドライニング）



カップホルダーの間にスマートフォンホルダーが設けられており、カップホルダーを使用していても充電が可能です。カップホルダー上部の取り外し式カバー

には、コインやキーを収納でき、スマートフォンにも対応しています。貴重品を手元に置いておきたい場合は、大型のグローブボックスに。さらに、十分な深さの

あるドアポケットには、電話、缶、1.5Lボトルなどを収納できます。
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PRACTICALITY

*詳しくは、お近くのジャガー正規ディーラーにお問い合わせください。

PRACTICALLY DESIGNED
アクティビティキーは、さまざまなアウトドアシーンで大活躍のツールです。

アクティビティキー

通常のキーを安全に車内に置いたまま、さまざまなスポーツやレジャーが楽しめるアクティビティキー。 

リストバンド型のキーは、耐衝撃性に優れたウォータープルーフ仕様。手首に装着したまま、アクティビティ

キーをテールゲート*のセンサーにかざすだけで、車の施錠 / 開錠、および通常のキーの非アクティブ化 / 

アクティブ化が可能です。
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TAKE YOUR WHOLE 
WORLD WITH YOU
どこへ行くときでも、何を運ぶときでも、E-PACEなら楽々とスタイリッシュに移動できます。

荷物などで両手がふさがっているときは、オプションのハンズフリーパワーテールゲート*を 

利用すると、車に触れることなくトランクリッドを開けることが可能。車体のいずれかの後部 

側面（リアフランク）の下に足をかざすと、トランクリッドが自動で開閉します。

1.3m幅のラゲッジスペースは、たとえばベビーカーも収まるサイズ。その容量は最大577L 

におよび、中型のスーツケースなら2個、手荷物サイズであれば3個まで積み込めます。

自在なシートアレンジを可能にする60:40可倒式リアシートを標準装備しています。最長

1,568mmの荷物を積載し、同時に後部座席に1人または2人の乗員を乗せることが可能。 

組み立て式家具のようなかさばる荷物の場合、2列目シートをフラットにすれば、1,234Lの 

スペースを確保できます。オプション装備のレールとパーティションネットは、ラゲッジ 

スペースの利便性をさらに高め、後部座席への荷物の侵入を防ぎます。

*HSEスペックパックに標準装備。オプションのキーレスエントリーと同時装着となります。

写真: E-PACE S ボラスコグレー（欧州仕様車、オプション装着）

ハンズフリーパワーテールゲート
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E-PACE SPECIFICATION
jaguar.co.jpで車をカスタマイズ

E-PACEを自分だけのスタイルにカスタマイズ。E-PACEとE-PACE R-Dynamic、エンジンとスペックパック、エクステリアとイン

テリアカラー、ホイール、細部のアクセサリーまで、ご自身だけの1台を手に入れていただくために、多くのオプションをご用意

しました。E-PACEのカスタマイズには、Jaguar.co.jpのオンラインコンフィギュレーターもご利用いただけます。

42ページ

E-PACEとE-PACE R-Dynamicの標準装備

を比べてご覧ください。

44ページ

高効率でパワフルなパフォーマンスを発揮する 

エンジンをご用意しています。

46ページ

各グレード（S、SE、HSE）の装備を比較していただけます。

CHOOSE YOUR

TYPE
CHOOSE YOUR

ENGINE
CHOOSE YOUR

GRADE
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48ページ

ルーフスタイル、ボディカラー、エクステリアデザイン 

パック、ホイールの各種エクステリアオプションを取り 

揃えております。

CHOOSE YOUR

EXTERIOR
56ページ

シートスタイルをお決めになられたら、次はお好み

のカラーをお選びください。

64ページ

ファクトリーオプションでお好みのスタイルに仕上げること

が可能。各種ディーラーオプションもお選びいただけます。

CHOOSE YOUR

INTERIOR

CHOOSE YOUR

OPTIONS & 
JAGUAR GEAR



1

E-PACE R-DYNAMIC

E-PACE

CHOOSE YOUR

TYPE



SPECIFICATIONS

エクステリア装備

クロームサイドベント

サテンブラックサイドウィンドウサラウンド

自動防眩ドアミラー （電動格納、ヒーター&アプローチ 
ライト付）

レインセンサー付オートワイパー

ツインテールパイプ（フィニッシャー付）*
テールゲートスポイラー

ヒーテッドリアウィンドウ

LEDヘッドライト

LEDリアライト

リアフォグランプ

オートヘッドライト

3フラッシュレーンチェンジインジケーター

アプローチイルミネーション（リモート作動）とフォローミー
ホームライティング

ホイール&タイヤ

17インチアロイホイール10スポーク "スタイル1005"

スチール製スペースセーバースペアホイール

インテリア装備

エアクオリティセンサー

左右独立式オートエアコンディショナー

センターコンソール小物入れ

ツインカップホルダー（フロント、カバー付）

センターコンソール（アームレスト付）

自動防眩インテリアリアビューミラー

サンバイザー（イルミネーテッドバニティミラー付）

リアシートエアベント

オーバーヘッドライトコンソール

シートとインテリアトリム

ファブリックシート

8ウェイマニュアルフロントシート

レザーステアリングホイール

モルジヌヘッドライニング

ライトオイスターヘッドライニング

メタルシルプレート（JAGUARロゴ付）

60:40分割可倒式リアシート

ダイナミクス

オールサーフェイスプログレスコントロール(ASPC）

ヒルローンチアシスト

ジャガードライブコントロール

電動パワーアシストステアリングホイール（EPAS）

トルクベクタリングバイブレーキ(TVbB）

ダイナミックスタビリティコントロール（DSC）

電子パーキングブレーキ（EPB）

ロートラクションローンチ

ストップ / スタート

プッシュボタンスタート

インフォテインメント

10インチTouch Pro

5インチディスプレイ（インストルメントパネル）

サウンドシステム – 180W

AM/FMラジオ

ダイナミックボリュームコントロール

Bluetooth®接続

ボイスコントロール

電源ソケット – 12V x 4、USB（データ / 充電用）x 2

ECOドライブアシスト

トリップコンピューター

ドライバーアシスト

エマージェンシーブレーキ

クルーズコントロール（アクティブスピードリミッター付）

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

フロント / リアパーキングエイド

360°サラウンドカメラシステム

セーフティ機能

アンチロックブレーキシステム（ABS）

歩行者エアバッグシステム

電子制御ブレーキディストリビューション（EBD）

エマージェンシーブレーキアシスト（EBA）

フロントエアバッグ（助手席:乗員検知システム付）

フロントサイドエアバッグ

サイドウィンドウカーテンエアバッグ（フルレングス）

セキュリティアラームシステム&エンジンイモビライザー

コンフィギュラブルオートロック

ISOFIXチャイルドシート（リア）

パワーチャイルドロック

シートベルトリマインダー

むち打ち緩和機構衝撃吸収シート（フロント）

その他装備

トノカバー

ラゲッジスペース伸縮式サイドストラップ

ラゲッジスペースライト

ラゲッジスペース荷物固定具

ラゲッジスペースフック

ラゲッジスペースネット

マニュアルテールゲート

E-PACE R-DYNAMIC ADDITIONAL STANDARD FEATURES

E-PACE AND E-PACE R-DYNAMIC STANDARD FEATURES

R-Dynamicをお選びの場合

R-Dynamicボディキット（専用フロントバンパー、グロス 
ブラックフィニッシュフロントグリル）

R-Dynamicソフトグレインステアリングホイール /  
パドルシフトフィニッシャー付ツインテールパイプ

エボニースポーツメッシュスポーツシート 
(コントラストステッチ）

フロントフォグランプ

サテンクロームサイドベント

グロスブラックグリル（サテンクロームサラウンド付）

ブライトメタルペダル

メタルトレッドプレート（R-Dynamicロゴ付）

エボニーヘッドライニング

*D180エンジンのみオプション装備。
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2 CHOOSE YOUR

ENGINE
jaguar.co.jpで車をカスタマイズ

SPECIFICATIONS

PETROL

駆動方式 / エンジン性能

パワートレイン1 P200 P250 P300
トランスミッション オートマチック オートマチック オートマチック

駆動方式 AWD（全輪駆動） AWD（全輪駆動） AWD（全輪駆動）

最高出力 kW(PS)/rpm 147(200)/5,500 183(249)/5,500 221(300)/5,500

最大トルク N・m/rpm 320/1,500 365/1,300-4,500 400/1,500-2,000

総排気量 cc 1,995 1,995 1,995

シリンダー数 4 4 4

シリンダー配置 直列 直列 直列

パフォーマンス1 2
最高速度 km/h 216 231 240

加速（秒） 0-100km/h 8.2 7.1 6.5

燃料消費率1
JC08モード km/L 10.7 11.2 10.9

1実際の数値は走行スタイルおよび周囲の環境により変動します。 
2数値は欧州仕様車値（自社データ）です。

P300エンジン搭載車は、S/SE/HSEスペックパックを装備。
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DIESEL

駆動方式 / エンジン性能

パワートレイン1 D180
トランスミッション オートマチック

駆動方式 AWD（全輪駆動）

最高出力 kW(PS)/rpm 132(180)/4,000

最大トルク N・m/rpm 430/1,750-2,500

総排気量 cc 1,999

シリンダー数 4

シリンダー配置 直列

パフォーマンス1 2
最高速度 km/h 205

加速（秒） 0-100km/h 9.1

燃料消費率1
JC08モード km/L 14.9



3

SPECIFICATIONS

CHOOSE YOUR

GRADE

S SE HSE

R-DYNAMIC S R-DYNAMIC SE R-DYNAMIC HSE
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S SE HSE
エクステリアライティング

LEDヘッドライト（シグネチャー付） LEDヘッドライト（シグネチャー付） LEDヘッドライト（シグネチャー付）

オートハイビームアシスト（AHBA）

ホイール

18インチ9スポーク "スタイル9008"

R-Dynamicをお選びの場合  
18インチ5スポーク "スタイル5048"

19インチ10スポーク "スタイル1039"

R-Dynamicをお選びの場合  
19インチ5スポーク "スタイル5049"

20インチ5スポーク "スタイル5054"

R-Dynamicをお選びの場合  
20インチ5スプリットスポーク "スタイル5051"（サテングレーダイヤモンド 
ターンドフィニッシュ）

その他装備

パワーテールゲート ハンズフリーパワーテールゲート

キーレスエントリー

シート

グレインレザーシート

10ウェイパワーフロントシート

R-Dynamicをお選びの場合  
グレインレザーシート（コントラストステッチ）

グレインレザーシート

14ウェイパワーフロントシート（メモリー付）

R-Dynamicをお選びの場合  
グレインレザーシート（コントラストステッチ）

パーフォレイテッドウィンザーレザーシート

18ウェイパワーフロントシート（メモリー付）

R-Dynamicをお選びの場合  
パーフォレイテッドウィンザーレザーシート（コントラストステッチ）

インフォテインメント

ナビゲーションプロ

コネクトプロ - Wi-Fiホットスポット、スマートセッティング

InControlアプリ

ナビゲーションプロ

コネクトプロ - Wi-Fiホットスポット、スマートセッティング

InControlアプリ

MERIDIAN™サウンドシステム

ナビゲーションプロ

コネクトプロ - Wi-Fiホットスポット、スマートセッティング

InControlアプリ

MERIDIAN™サウンドシステム

12.3インチインタラクティブドライバーディスプレイ

ドライバーアシスト

パーキングパック - 360°パーキングエイド、パークアシスト、リバース
トラフィックディテクション

ドライブパック - アダプティブクルーズコントロール（キューアシスト付）
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

パーキングパック - 360°パーキングエイド、パークアシスト、リバース 
トラフィックディテクション



4 CHOOSE YOUR

EXTERIOR

CHOOSE YOUR ROOF

ブラックコントラストルーフ* （オプション装備）ボディ同色ルーフ（標準装備） ブラックコントラストパノラミックルーフ* （オプション装備）ボディ同色パノラミックルーフ（オプション装備）

jaguar.co.jpで車をカスタマイズ

*エクステリアカラーがナルヴィックブラック、サントリーニブラック、ファラロンパールブラックの場合はお選びいただけません。

特定のオプションを装備した場合、車両効率の変化や、各国の課税制度による価格変更が生じる可能性があります。 
詳しくは、お近くのジャガー正規ディーラーにお問い合わせください。

写真: E-PACE R-Dynamic ユーロンホワイト（欧州仕様車、オプション装着）



SPECIFICATIONS

CHOOSE YOUR COLOUR

ナルヴィックブラック 
（ソリッド）

ボディカラー : フジホワイト 
（ソリッド）

ルーフカラー : ブラック

ボディカラー : ユーロンホワイト 
（メタリック）

ルーフカラー : ブラック

ボディカラー: カルデラレッド 
（ソリッド）

ルーフカラー: ブラック
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4
jaguar.co.jpで車をカスタマイズ

CHOOSE YOUR

EXTERIOR

ボディカラー : ボラスコグレー 
（メタリック）

ルーフカラー : ブラック

ボディカラー : コリスグレー 
（メタリック）

ルーフカラー : ブラック ボディカラー : インダスシルバー 
（メタリック）

ルーフカラー : ブラック

ボディカラー : サントリーニブラック 
（メタリック）

SPECIFICATIONS

CHOOSE YOUR COLOUR
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ボディカラー : フィレンツェレッド 
（メタリック）

ルーフカラー : ブラック

ボディカラー : シージアムブルー 
（メタリック）

ルーフカラー : ブラック ボディカラー : シリコンシルバー 
（プレミアムメタリック）

ルーフカラー : ブラック

ボディカラー : ファラロンパールブラック 
（プレミアムメタリック）



4

SPECIFICATIONS

BLACK PACK
ドラマチックな印象を加える、オプションのブラックパック。グロスブラックグリル / サラウンド、サイド 

ベント、ウィンドウサラウンドを装備。20インチ5スプリットスポーク "スタイル5051"（グロスブラックフィ

ニッシュ）をお選びになると、フォルムがいっそう引き立ちます。jaguar.co.jpで車をカスタマイズ

CHOOSE YOUR

EXTERIOR

写真: E-PACE S ボラスコグレー（欧州仕様車、オプション装着）
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4

SPECIFICATIONS

jaguar.co.jpで車をカスタマイズ

CHOOSE YOUR

EXTERIOR

17インチ10スポーク "スタイル1005"
E-PACEに標準装備。

17インチ10スポーク "スタイル1005"
E-PACE R-Dynamicに標準装備。

20インチ5スプリットスポーク "スタイル5051"
（サテングレーダイヤモンドターンドフィニッシュ）

E-PACE R-Dynamic HSEに標準装備。

20インチ5スポーク "スタイル5054"  
E-PACE HSEに標準装備。

18インチ9スポーク "スタイル9008"
E-PACE Sに標準装備。

18インチ5スポーク "スタイル5048"
E-PACE R-Dynamic Sに標準装備。

19インチ10スポーク "スタイル1039"
E-PACE SEに標準装備。

19インチ5スポーク "スタイル5049"
E-PACE R-Dynamic SEに標準装備。

標準装備&オプション装備

WHEELS
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*D180エンジン搭載車のみ標準装備。   **オプション装備のアダプティブダイナミクスを選択された場合のみ。
特定のオプションを装備した場合、車両の効率性の変化や、各国の課税制度による価格変更が生じる可能性があります。詳しくは、お近くのジャガー正規ディーラーにお問い合わせください。

19インチ5スポーク "スタイル5049"
（サテンダークグレーフィニッシュ）

E-PACE HSE、E-PACE R-Dynamic HSE 
を除くグレードのオプション装備。

17インチ10スポーク "スタイル1037" *

20インチ5スプリットスポーク "スタイル5051"
（グロスブラックフィニッシュ）

21インチ5スプリット "スポークスタイル5053" **
（サテングレーダイヤモンドターンドフィニッシュ）

オプション装備

20インチ6スプリットスポーク "スタイル6014" 
（サテングレーダイヤモンドターンドフィニッシュ）



5
jaguar.co.jpで車をカスタマイズ

CHOOSE YOUR

INTERIOR

SPECIFICATIONS

ファブリック スポーツメッシュ

グレインレザー グレインレザー

ウィンザーレザー ウィンザーレザー

E-PACE E-PACE R-DYNAMIC
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SELECT YOUR SEAT MATERIAL AND FUNCTIONALITY

シートスタイル 8ウェイフロントシート 10ウェイパワーフロントシート 14ウェイパワーフロントシート 18ウェイパワーフロントシート

E-PACE 2 7 7 7

E-PACE R-Dynamic 2 7 7 7

調整

前後 手動（2） 電動（2） 電動（2） 電動（2）

クッション高さ 手動（2） 電動（2） 電動（2） 電動（2）

クッションチルト 電動（2） 電動（2） 電動（2）

クッション拡張 電動（2）

リクライニング 手動（2） 電動（2） 電動（2） 電動（2）

ランバー 電動（4） 電動（4）

ボルスター 電動（2）

ヘッドレスト高さ 手動（2） 手動（2） 手動（2） 手動（2）

装備

運転席&助手席メモリー — — 2 2

リアセンターアームレスト — 2 2 2

オプション機能

フロントヒーター 7 7 7 7

ヒーター付フロント / リアシート 7 7 7 7

ヒーター&クーラー付フロント / リアシート — — — 7

素材

ファブリック（E-PACEに標準装備） 2 — — —

スポーツメッシュ（E-PACE R-Dynamicに標準装備） 2 — — —

グレインレザー — 2 2 —

ウィンザーレザー — — — 2

対応グレード

E-PACE 2 7 7 7

S — 2 7 7

SE — — 2 7

HSE — — — 2

2 標準装備   7 オプション装備   — 装着不可



5

1 2 3 4 5 6

インテリアカラー ステッチ シート素材 ヘッドライニング アッパーフェイシア ミッドロール カーペット

E-PACE

A エボニー / エボニー エボニー エボニーファブリック ライトオイスター1 エボニー エボニー エボニー

B エボニー / エボニー エボニー エボニーグレインレザー ライトオイスター1 エボニー エボニー エボニー

C ルナ / ライトオイスター ライトオイスター ライトオイスターグレインレザー ライトオイスター1 ルナ ライトオイスター ルナ

D エボニー / エボニー エボニー エボニーウィンザーレザー ライトオイスター1 エボニー エボニー エボニー

E ルナ / ライトオイスター ライトオイスター ライトオイスターウィンザーレザー ライトオイスター1 ルナ ライトオイスター ルナ

F エボニー / ライトオイスター ライトオイスター ライトオイスターウィンザーレザー ライトオイスター1 エボニー ライトオイスター エボニー

G エボニー / シエナタン シエナタン シエナタンウィンザーレザー ライトオイスター1 エボニー シエナタン エボニー

E-PACE R-DYNAMIC

H エボニー / エボニー ライトオイスター エボニースポーツメッシュ エボニー2 エボニー エボニー エボニー

I エボニー / エボニー ライトオイスター エボニーグレインレザー エボニー2 エボニー エボニー エボニー

J エボニー / エボニー ランスブルー エボニーグレインレザー エボニー2 エボニー エボニー エボニー

K エボニー / ライトオイスター ライトオイスター ライトオイスターグレインレザー エボニー2 エボニー ライトオイスター エボニー

L エボニー / エボニー ライトオイスター エボニーウィンザーレザー エボニー2 エボニー エボニー エボニー

M エボニー / ライトオイスター ライトオイスター ライトオイスターウィンザーレザー エボニー2 エボニー ライトオイスター エボニー

N エボニー / マーズレッド レッド マーズレッドウィンザーレザー エボニー2 エボニー マーズレッド エボニー

O エボニー / エクリプス ランスブルー エクリプスウィンザーレザー エボニー2 エボニー エクリプス エボニー

SPECIFICATIONS

jaguar.co.jpで車をカスタマイズ

CHOOSE YOUR

INTERIOR

SELECT YOUR INTERIOR COLOUR COMBINATION

1オプション装備のエボニーヘッドライニングが選択可能。   2オプション装備のライトオイスターヘッドライニングが選択可能。
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5

4
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13



5

SPECIFICATIONS

E-PACE INTERIOR 
COLOUR COMBINATIONS

C. ルナ / ライトオイスター

写真: E-PACE SE、ルナ / ライトオイスターインテリア（ライトオイスターステッチ、ライトオイスター 

グレインレザーシート、ライトオイスターヘッドライニング） E-PACE Sでも選択可能。

B. エボニー / エボニー

写真: E-PACE SE、エボニー / エボニーインテリア（エボニーステッチ、エボニーグレインレザーシート、 

ライトオイスターヘッドライニング） E-PACE Sでも選択可能。

A. エボニー / エボニー

写真: E-PACE、エボニー / エボニーインテリア（エボニーステッチ、エボニーファブリックシート、ライト 

オイスターヘッドライニング）

jaguar.co.jpで車をカスタマイズ

CHOOSE YOUR

INTERIOR
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F. エボニー / ライトオイスター

写真: E-PACE HSE、エボニー / ライトオイスターインテリア（ライトオイスターステッチ、ライトオイスター 

ウィンザーレザーシート、ライトオイスターヘッドライニング）

E. ルナ / ライトオイスター

写真: E-PACE HSE、ルナ / ライトオイスターインテリア（ライトオイスターステッチ、ライトオイスター 

ウィンザーレザーシート、ライトオイスターヘッドライニング）

D. エボニー / エボニー

写真: E-PACE HSE、エボニー / エボニーインテリア（エボニーステッチ、エボニーウィンザーレザーシート、 

ライトオイスターヘッドライニング）

G. エボニー / シエナタン

写真: E-PACE HSE、エボニー / シエナタンインテリア（シエナタンステッチ、シエナタンウィンザーレザー 

シート、ライトオイスターヘッドライニング）



5

SPECIFICATIONS

jaguar.co.jpで車をカスタマイズ

CHOOSE YOUR

INTERIOR

K. エボニー / ライトオイスター

写真: E-PACE R-Dynamic SE、エボニー / ライトオイスターインテリア（ライトオイスターステッチ、ライト 

オイスター グレインレザースポーツシート、エボニーヘッドライニング） E-PACE R-Dynamic Sでも選択可能。

J. エボニー / エボニー

写真: E-PACE R-Dynamic SE、エボニー / エボニーインテリア（ランスブルーステッチ、エボニーグレイン 

レザースポーツシート、エボニーヘッドライニング） E-PACE R-Dynamic Sでも選択可能。

H. エボニー / エボニー

写真: E-PACE R-Dynamic、エボニー / エボニーインテリア（ライトオイスターステッチ、エボニースポーツ 

メッシュスポーツシート、エボニーヘッドライニング）

I. エボニー / エボニー

写真: E-PACE R-Dynamic SE、エボニー / エボニーインテリア（ライトオイスターステッチ、エボニー 

グレインレザースポーツシート、エボニーヘッドライニング） E-PACE R-Dynamic Sでも選択可能。

E-PACE R-DYNAMIC  
INTERIOR COLOUR COMBINATIONS
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N. エボニー / マーズレッド

写真: E-PACE R-Dynamic HSE、エボニー / マーズレッドインテリア（レッドステッチ、マーズレッドウィンザー 

レザースポーツシート、エボニーヘッドライニング）

M. エボニー / ライトオイスター

写真: E-PACE R-Dynamic HSE、エボニー / ライトオイスターインテリア（ライトオイスターステッチ、ライト 

オイスターウィンザーレザースポーツシート、エボニーヘッドライニング）

L. エボニー / エボニー

写真: E-PACE R-Dynamic HSE、エボニー / エボニーインテリア（ライトオイスターステッチ、エボニー 

ウィンザーレザースポーツシート、エボニーヘッドライニング）

O. エボニー / エクリプス

写真: E-PACE R-Dynamic HSE、エボニー / エクリプスインテリア（ランスブルーステッチ、エクリプス 

ウィンザーレザースポーツシート、エボニーヘッドライニング）



6 CHOOSE YOUR

OPTIONS & JAGUAR GEAR

エクステリア装備 / パック

ルーフレール（ファクトリーオプション）1 
クロスバーを簡単に装着して荷物をしっかりと固定できるルーフレール。プリ
セットされた位置にクロスバーを取り付けることによって、車の最適な重量 
配分とダイナミクスを維持します。ブラックまたはシルバーフィニッシュ。

プライバシーガラス 
濃色のプライバシーガラスを採用。後部座席のプライベートな空間を確保し、
遮光性にも優れています。

シグネチャー付LEDヘッドライト 
32ページをご覧ください。

マトリックスLEDパック
マトリックスLEDヘッドライト（シグネチャー付）およびフロント&リアシーケン 
シャルターンランプが含まれます。 32ページをご覧ください。

オートハイビームアシスト（AHBA） 
夜間ドライブの快適性と安全性が向上。前方カメラが対向車のヘッドライトを
感知すると、自動でロービームに切り替えます。

バッジレスオプション 
リア部分とサイドベントのスペックパック、およびエンジン型式のバッジなしを
ご指定になれます。

ツインテールパイプ（フィニッシャー付）2 
プレミアムなパフォーマンスを連想させる、ラウンド形状のエキゾーストフィ 
ニッシャーです。

自動防眩ドアミラー（電動格納、ヒーター&メモリー&アプローチライト付）3 
視認性を高めるヒーター内蔵ドアミラーは、バック時のオートディッピング 
機能も備えています。狭い場所での駐車時に、損傷を防ぐ電動可倒式です。 
メモリー機能付シート車は、連動する便利なメモリー機能も搭載。最適な 
シートとミラー位置をセットすれば、自動的にそのドライビングポジションに 
設定可能です。ミラー下部に内蔵のアプローチライトは、印象的なジャガーの 
親子のグラフィックを地面に映し出します。

クロームサイドウィンドウサラウンド 
E-PACEのスタイリッシュなデザインのアクセントに。

jaguar.co.jpで車をカスタマイズ

1オプションのパノラミックサンルーフ装着時のみ。   2E-PACE R-Dynamic全グレードに標準装備。 E-PACE 132kW(180PS)ディーゼルエンジン搭載車は、ベースグレードのみオプション装備。 
3メモリー付レザーシート装着時のみ。   4E-PACE / E-PACE R-Dynamicに標準装備。   5R-Dynamicに標準装備。

グレードや国によって、仕様・装備内容が異なる場合があります。ご利用いただける機能やオプションの詳細は、お近くのジャガー正規ディーラーにお問い合わせください。

特定のオプションを装備した場合、車両の効率性の変化や、各国の課税制度による価格変更が生じる可能性があります。詳しくは、お近くのジャガー正規ディーラーにお問い合わせください。

プライバシーガラス

シグネチャーDRL（デイタイムランニングライト）付マトリックスLEDヘッドライト



ファクトリーオプションを選択

オプションは、新車のオーダー時にご指定になる必要があります。ご利用いただける機能やオプションについての 

詳細は、スペックカタログをご覧いただくか、お近くのジャガー正規ディーラーにお問い合わせください。

SPECIFICATIONS

ホイール&タイヤ

タイヤリペアシステム 
荷室フロア下に収納されるキットは、タイヤがパンクしたときの 
一時修理用です。

ホイールロックナット（日本未導入） 
カスタムデザインのホイールナット。セキュリティを高めるロック機能付で、 
大切なホイールを守ります。（ディーラーオプションのご用意があります。）

オールシーズンタイヤ4 
夏用と冬用タイヤの特性を兼ね備え、一年を通して使用することができ 
ます。冬季でも氷点下になることはまれで降雪量が少ない温暖な地域に 
適したタイヤです。

インテリア装備 / パック

イルミネーテッドメタルトレッドプレート（JAGUARロゴ付） 
運転席と助手席のサイドに装着するJAGUARロゴが入った照明付のアルミ製
トレッドプレートです。

ブライトメタルペダル5 
光沢仕上げのステンレス製スポーツペダルカバー。固定箇所が目立たない、
すっきりしたデザインです。

コンフィギュラブルアンビエントインテリアムードライト 
お好みの色、もしくはその日の気分に合わせて、照明のカラーと明るさを変更
可能。カラーは10種類からお選びいただけます。

スモーカーズパック 
ライターソケットとアッシュトレイをセンターコンソールに追加します。

イオン空気清浄テクノロジー 
キャビン内のアレルギー物質、ウイルス、バクテリア、悪臭などを除去し、室内 
環境を向上させます。空気中の微粒子をイオン化し、表面に吸い付くように 
して空気の清浄化に貢献します。

コールドクライメートパック 
ヒーターウォッシャーノズル、ヒーテッドフロントスクリーン、ステアリングホイール 
ヒーターを装備。

クリック&ゴーベース 
67ページをご覧ください。

ホイールロックナット（日本未導入）
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インフォテインメント

ナビゲーションプロ3 
22ページをご覧ください。

コネクトプロ4 
22ページをご覧ください。

InControlアプリ 
22ページをご覧ください。
MERIDIAN™サウンドシステム – 380W 
24ページをご覧ください。

MERIDIAN™サラウンドサウンドシステム – 825W 
24ページをご覧ください。

地上波デジタルTV 
ドライバーと助手席乗員は、車両停止中であればいつでもタッチスクリーンで
お気に入りのテレビ番組を視聴できます。

デュアルビュー5 
10インチカラータッチスクリーンに2つの異なる画面を表示し、ドライバーと 
助手席乗員が同時に別の機能を利用することが可能です。

ヘッドアップディスプレイ 
19ページをご覧ください。

インタラクティブドライバーディスプレイ 
19ページをご覧ください。

117インチアロイホイールではお選びになれません。   217インチアロイホイール車は装備不可。   3コネクトプロと合わせて選択。    
4ナビゲーションプロと合わせて選択。   5デジタルTVチューナーと合わせて選択。   6オプション装備のキーレスエントリー装備車のみ設定になれます。

グレードや国によって、仕様・装備内容が異なる場合があります。ご利用いただける機能やオプションの詳細は、お近くのジャガー正規ディーラーにお問い合わせください。

特定のオプションを装備した場合、車両の効率性の変化や、各国の課税制度による価格変更が生じる可能性があります。詳しくは、お近くのジャガー正規ディーラーにお問い合わせください。

ダイナミクス

パフォーマンスパック1 
耐フェード性に優れたレッドブレーキキャリパーと350mmフロントブレーキ。

アダプティブダイナミクス2 
16ページをご覧ください。 
コンフィギュラブルダイナミクス 
16ページをご覧ください。

シートとインテリアトリム

ライトオイスターモルジヌヘッドライニング 
62ページをご覧ください。

エボニーモルジヌヘッドライニング 
62ページをご覧ください。

エボニースエードクロスヘッドライニング 
プレミアムなスエードクロスヘッドライニングのオプションです。

カーペットマット 
贅沢な質感のマットで、フロアを保護します。

プレミアムカーペットマット 
ヌバックの縁取りで、E-PACEの室内をさらに上質に演出します。

ソフトグレインレザーステアリングホイール 
E-PACEの各種機能を組み込んだ、トリム入りの高級ソフトグレインレザー 
ステアリングホイール。指先で操作できる、使いやすい仕様です。

ソフトグレインレザーステアリングホイール



その他装備

キーレスエントリー 
ボタンを押さずに車を施錠・開錠できます。キーをポケットやバッグに入れた 
まま車に近づき、ドアハンドルに触れるだけでロックとアラームが解除。車を 
離れる際は、ドアハンドル上のボタンを押すだけでロックできます。キーでの 
操作も可能です。

アクティビティキー 
37ページをご覧ください。

パワーテールゲート 
38ページをご覧ください。

ハンズフリーパワーテールゲート6 
38ページをご覧ください。

セキュアトラッカー 
22ページをご覧ください。

ストレージパーティションネット 
荷崩れから乗員を守るよう設計されています。

ラゲッジスペースレール&リテンションキット 
伸縮式のレールを調整して、荷物をしっかりと固定します。

追加電源ソケット 
2列目センターコンソールに3つの充電用USBソケットを追加します。

クリック&ゴーベース 
オプションのクリック&ゴーベースを装着すれば、後部座席でタブレット端末 
をご利用いただけます。取り付けは簡単。リアUSBチャージャーで充電も可能。 
車内でいつでもインターネットを楽しめます。（アタッチメントは別売となり 
ます。）

SPECIFICATIONS

ドライバーアシスト

ドライブパック 
26ページをご覧ください。

パーキングパック 
27ページをご覧ください。

ヘッドアップディスプレイ
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SELECT YOUR JAGUAR GEAR
ジャガーアクセサリーは、新車ご購入時だけではなく、お車のライフサイクルに合わせて、いつでもジャガー正規ディーラーでお求めいただけます。 

アイテムは、車両と同じ厳格な基準で設計、テスト、製造されています。

詳しくは、ジャガーウェブサイトをご覧ください。

写真: E-PACE R-Dynamic SE カルデラレッド（欧州仕様車、オプション装着）



エクステリアアクセサリー

フィックスドサイドステップ1 2 
スムーズな乗り降りとルーフへの荷物の積載をサポート。JAGUARロゴとともに 
ブラッシュドステンレスのスチールエッジトリムとラバートレッドマットを採用し、 
エクステリアをさらに際立たせています。

ブライトサイドチューブ2 
光沢研磨仕上げが施されたステンレス製サイドチューブ。エクステリアを 
引き立てます。

カーボンファイバーミラーカバー 
ハイグレードなカーボンファイバーミラーカバー。パフォーマンスを強調する 
スタイルにアップグレードします。

ノーブルクロームミラーカバー 
ドアミラーをよりスタイリッシュに印象づける、洗練されたクロームのミラー 
カバーです。

カーボンファイバーサイドパワーベント 
ハイグレードなカーボンファイバー製のサイドパワーベント。パフォーマンスを
強調するスタイルにアップグレードします。

フロント / リアスプラッシュガード 
JAGUARロゴ入りのスプラッシュガード。エクステリアを引き立てながら、小石
や泥跳ねからボディを保護します。

フロント / リアステンレススチールアンダーシールド3 
ステンレススチール製の上質なポリッシュ仕上げが施されたスタイリッシュ 
なアンダーシールドです。

フィックスドサイドステップ

カーボンファイバーミラーカバー

SPECIFICATIONS

1雪や氷、泥の付着を防ぐために、フロントスプラッシュガードと一緒に装着されることをお勧めします。 
2装着した場合、車両のオールテレイン性能に影響を及ぼすことがあります。 
3リアステンレススチールアンダーシールドは、トウイング関連のアクセサリーとの同時装着はできません。

特定のオプションを装備した場合、車両の効率性の変化や、各国の課税制度による価格変更が生じる可能性があります。 
詳しくは、お近くのジャガー正規ディーラーにお問い合わせください。
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インテリアアクセサリー

ラグジュアリーカーペットマット 
エンボス加工のJAGUARロゴとヌバックの縁取りをあしらった、2,050g/m2パイル 
地のラグジュアリーなフロントカーペットマット。プレミアムなマットが、インテリ
アをより上質な印象に仕上げます。

ラバーマット 
車のカーペットを保護する、JAGUARロゴ入りのラバーマット。耐久性に優れて 
います。

ラゲッジスペースラグジュアリーカーペットマット（バンパープロテクター付） 
JAGUARロゴ入りの上質なソフトラゲッジマット。2,050g/m2の高品質なパイル
地に、ヌバックの縁取りをしています。バンパーライナーと一体式で、バンパー
の傷を防ぐとともに、荷物の積み降ろしをするときに衣服が汚れるのを防止。 
お使いにならないときは、ライナーをマット下に収納できます。

ラゲッジスペースラバーマット 
車に合わせて専用設計された、ラゲッジスペースを保護するラバーマット。 
軽量かつ耐久性に優れ、クリーニングの際の取り外しも簡単です。

アパーチャリテンションネット 
テールゲートを開いた時に小物の落下を防ぎ、パッキングスペースを最大限
に利用できるアイテム。マシン加工のアルミニウムなど高品質な軽量素材を
使用し、タフな造りとなっています。

アルミニウムパドルシフト1 
高品質なアルミ素材で作られた、上質な仕上げのステアリングパドルシフト。
高品質アルミニウムから加工したパドルは、手仕上げで美しく、アノダイズ 
処理を施しているため、摩耗による劣化もありません。

スポーツペダルカバー 
スチールとラバーを組み合わせた、モダンでスポーティなデザイン。ペダルに 
しっかりとフィットします。

ペットパック（ラゲッジスペースラバーマット付）  
ラゲッジスペースラバーマットとフルハイトパーティションの組み合わせで、
内装を傷つけずにペットの安全を守ります。ラバーマットは防水仕様のため、
ラゲッジスペースのフロアカーペットへの浸水を防ぎます。フルハイトのパー
ティションは、ペットがキャビンへ入り込むのを防ぐだけでなく、ペットを安全に 
運ぶことができます。 ペットパック（ラゲッジスペースラバーマット付）

ラグジュアリーカーペットマット

1パドルシフト装備車のみ。   2積載能力はクロスバーにより異なります。   3ルーフレールは、ファクトリーオプションです。アクセサリーではご提供できません。   4アクセサリーのクロスバー選択時のみ。    
5パーツは自転車のサイズにより異なります。   6iPhone®は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。   7クリック&ゴーアクセサリーを別途お求めになる必要があります。   8オプションのクリック&ゴーベースを別途お求めになる必要があります。



ツーリングアクセサリー

ルーフクロスバー2 3 
さまざまなルーフキャリアアクセサリーを使用するためのクロスバー。独自のリ
リース機構により、工具なしで簡単に取り付け / 取り外しができます。「ルーフ 
レール3なしの車両用」と「ルーフレール3付きの車両用」があります。

スキー / スノーボードホルダー4 
ウインタースポーツのアイテムを安全かつ確実に運べる、JAGUARロゴ付 
ホルダー。スライド式レールにより、容易に積み降ろしできます。

ルーフスポーツボックス4 
各種スポーツアイテムの運搬に最適な、ロック機能付のルーフボックス。 
容量320L、寸法:206x84x34cm。

ルーフマウントサイクルキャリア4 5 
装着が容易なロック機能付のルーフマウントサイクルキャリア。ひとつの 
ホルダーに自転車1台、最大で3つまでホルダーを装備可能です。

その他のアクセサリー

iPhone®接続&充電ドック6 
センターコンソールのカップホルダースペースを使用。充電中でも着信や通
知を確認できるように設計されています。接続時はiPhoneのメディアにアク
セスして、車載のインフォテインメント / オーディオシステムで操作が可能。
電話をホルダーに置いたときも、ホームボタンにアクセスできる「カットアウト」
デザインを採用しました。別の機器でUSB接続が必要なときは、簡単に取り
外せます。

クリック&ゴーベース7 
2列目シートでご利用いただける、多目的シートバックシステム。クリック&ゴー
ベースをヘッドレストに装着して使用します。アタッチメントを追加してタブ 
レットを固定したり、バッグやシャツ、ジャケットなどをかけることも可能。 
アタッチメントは別売。お使いにならないときは、簡単に取り外せます。

クリック&プレイ8 
各種タブレットに対応した、取り外し可能なタブレットホルダーアタッチメント。
簡単に角度を変えて使用でき、後席の快適性とエンターテインメントを 
高めます。

サンシェード − リア&サイド 
着脱が簡単なクリップ式のサンブラインド。お使いにならない時は、折り畳んで
収納できます。JAGUARロゴ付収納バッグ付属。

センターアームレストクーラー / ウォーマーボックス 
リアシートのセンターアームレストとしても機能する、フード&ドリンク用の 
クーラー / ウォーマー。レザーカバートップ仕上げ。センターシートベルトで固定
し、リアの補助電源ソケットに接続して使用します。ご家族との長距離ドライ
ブに最適です。

ルーフマウントサイクルキャリア

クリック&ハング
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TECHNICAL DETAILS

4,410mm

1,6
50

m
m

車高

ルーフアンテナ含む1,650mm

ヘッドルーム*

フロント最大ヘッドルーム 

(パノラミックルーフ装着時）996mm 

リアヘッドルーム970mm

レッグルーム*

フロント最大レッグルーム1,018mm 

リア最大レッグルーム892mm

ラゲッジスペース容量*

2列目シートアップ時 

高さ748mm、幅1,311mm 

ラゲッジスペース容量577L** 
ラゲッジスペース幅（タイヤハウス間）1,057mm 

奥行806mm

リアシート折り畳み時 

高さ748mm、幅1,311mm 

ラゲッジスペース容量1,234L** 
ラゲッジスペース幅（タイヤハウス間）1,057mm 

奥行1,568mm

最小回転半径

5.6m

1,630mm (20インチホイール 1,640mm)

1,625mm (20インチホイール 1,635mm)

1,900mm

2,680mm
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2標準   —装着不可

1重量は標準装備の車両のものです。オプション装備を装着した場合、車両重量が増加する場合があります。 
2数値は欧州仕様車値（自社データ）です。 
3実施の数値は走行スタイルおよび周囲の環境により変動します。

*数値は欧州仕様車値（自社データ）です。 
**タイヤリペアシステム装備時。

写真: E-PACE R-Dynamic SE ユーロンホワイト（欧州仕様車、オプション装着）

ディーゼル ガソリン

パワートレイン D180 P200 P250 P300
ドライブトレイン AWDオートマチック AWDオートマチック AWDオートマチック AWDオートマチック

ボア（mm） 83 83 83 83

ストローク（mm） 92.35 92.3 92.3 92.3

重量1
車両重量 1,920 1,890 1,890 1,910

ルーフ積載（kg）

最大ルーフ荷重（ルーフレール含む） 75 75 75 75

パフォーマンス

最高速度（km/h）2 3 205 216 231 240

加速（秒）0-100km/h2 3 9.1 8.2 7.1 6.5

燃料タンク容量（有効、リッター） 55 68 68 68

燃料消費率（JC08） 3 14.9 10.7 11.2 10.9



JAGUAR RACING
ル・マンからF1、そして現在はフォーミュラEとジャガーI-PACE eTROPHY。ジャガーのパフォー 

マンス・技術・デザインに対する評価は、世界最難関のレースや選手権の場で築かれてき

ました。

FORMULA E

2016年、ジャガーはプレミアムカーブランドとして初めてFIAフォーミュラE選手権に参戦しました。世界各国の 

大都市（香港、パリ、ニューヨーク等）の市街地コースでレースが繰り広げられるフォーミュラE。それはハイパフォー 

マンスが望める環境下でEVテクノロジーを実践できる理想的な実験場です。

激しい予選からフィニッシュまで猛烈なスピードで記録的なラップタイムをめざし、忘れられない瞬間を刻む 

フォーミュラEのレース。その走行経験をもとに、ジャガーは電動パワートレインの開発も加速させてきました。 

レースを重ねるごとに、エンジニアたちはEVのパフォーマンスに磨きをかけ、弛まぬ向上を図っているのです。

詳しくは、jaguar.co.jp/jaguar-racingをご覧ください。
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JAGUAR I-PACE eTROPHY

ジャガーは現在、世界初の量産型EVによるレースシリーズ実現に向けた取り組みを、再び加速させています。 

そのひとつがジャガーI-PACE eTROPHY。FIAフォーミュラE選手権のサポートシリーズです。フォーミュラEと同じ 

週末に同じ都市のサーキットで開催される予定で、ジャガーI-PACE eTROPHY参戦用レースカー限定のレースと 

なります。

そのために用意されたのは、ジャガー・ランドローバーのスペシャルビークルオペレーションズ部門（SVO）が設計・

開発した完全電気駆動レースカー。車と一体化した爽快なドライビングを満喫できる1台です。ジャガーI-PACE 

eTROPHYは、未来のレーサーがゼロエミッションモータースポーツで世界の檜舞台に立ち、自身の才能を示すまた

とないチャンスとなるでしょう。

詳しくは、jaguar.co.jp/eTROPHYをご覧ください。



SPECIAL VEHICLE OPERATIONS

SPECIAL VEHICLE 
OPERATIONS
スペシャルビークルオペレーションズ部門（SVO）は、パフォーマンスと機能にフォーカスしてブランドバリューを 

高める、最高級モデル、コレクターズエディション、ハイスペック仕様のモデルを設計・製造しています。

見識のある情熱を持ったお客様のご要望にお応えするために、スペシャリストチームが徹底して高性能の特別な

1台を追求し、生涯大切にしていただける車をご提供。

SVOが手がけるのは、ジャガーのデザインとエンジニアリングの粋を集めたモデル、お客様に熱い思いを寄せて 

いただける特別な新しい車です。

新しいSVOテクニカルセンター

英国ミッドランドの中心部に、SVOの拠点となる最新のテクニカルセンターが設立されました。 

ジャガー・ランドローバーが2,000万ポンドを投資した先進の施設では、まさに息をのむような車の開発のために、 

4つのゾーンを設置。コミッショニング&プレゼンテーションモデルに加え、SVO専用モデルやコレクターズエディ 

ションの組み立てと手仕上げも行われ、世界最高クラスの塗装設備で1台1台に最上の仕上げが施されます。

BESPOKE BY SVO

｢Bespoke by SVO（ビスポークオーダー）」は、何よりも厳しいお客様のご要望にお応えし、ご希望通りの製品を 

提供するために生まれました。お客様が心から大切にしたいと思える車をお届けすること。その使命を果たす 

ために、SVOは革新的なコミッショニング&プレゼンテーションモデルを開発し、最高に洗練された贅沢な1台を 

創り出しています。
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THE WORLD OF JAGUAR

THE WORLD OF JAGUAR
E-PACEを選ぶ。それはエキサイティングなジャガーの世界を満喫すること。

TRACK DAYS

ジャガーの刺激的なパフォーマンスを、ぜひご自身で体感してみてください。私たちは、最新のジャガーで走りの

限界に挑む機会を世界各地で設けています。なかでもテストコースの走行体験は、あなたにかつてない興奮と 

刺激をもたらすでしょう。

BEHIND THE SCENES

ジャガーの工場見学ツアーでは、板金の加工から手の込んだ仕上げまで、私たちの車が生まれるすべての過程

を見学いただける、またとない機会をご用意しています。先進の生産施設で、熟練した技術者と高度な加工機

械が連携。ジャガーの美しい車両が完成していく様子をご覧いただけます。

ICE DRIVE EXPERIENCES

ドライビング技術向上をご希望なら、ぜひ「アイスアカデミー」にご参加ください。スウェーデンはアリエプローグの

過酷な条件のもと、パフォーマンスドライビングのテクニックを磨く機会をご提供しています。ジャガーの熟練した

エキスパートとともに、地球上で最も過酷なコースにチャレンジする、またとない機会です。最高レベルの技術を

持ったインストラクターがつきっきりで指導し、長年培ってきたノウハウを伝授。氷上を踊るように走り、息をのむ 

ようなコーナーを滑るように駆け抜けて、ジャガーが誇る真のパフォーマンスをご体感ください。
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JAGUAR COLLECTION

ジャガーの各モデルと同様に、高品質に作り込まれた「ジャガーコレクション」。洗練されたファッションやバッグ、上質な 

レザー、ライフスタイルグッズといった多彩なアイテムを取りそろえました。過去のレースからインスピレーションを得た 

特別なコレクションなど、ジャガーならではのギフトアイテムやウェアもご用意しています。詳しくは、お近くのジャガー 

正規ディーラーにお問い合わせください。

THE JAGUAR MAGAZINE

ジャガーでは、活気に満ちた現代の暮らしをご紹介する、コスモポリタンな雑誌「THE JAGUAR」を提供しています。クリエ

イティビティあふれるデザイナーとライターがジャガーの舞台裏を紹介するとともに、ラグジュアリーな世界のデザイン、 

スタイル、旅行などに関する情報を編集。年2回の発行となり、最初の3年間は無料でお届けいたします。ご興味のある方

は、ジャガー正規ディーラーにお問い合わせください。
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Castrol EDGE Professionalは、ジャガーが推奨するエンジンオイルです。

MERIDIAN™は、Meridian Audio Ltd.の登録商標です。 
Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、ジャガー・ランドローバー・リミテッドは、 
これらのマークをライセンスに基づいて使用しています。 
iPhone®、iPod®、Apple Watch®は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。Androidは、Google Inc.の商標です。 
ナビゲーションシステムは、必ずドライバーが安全に運転できる状況および道路上のすべての安全が確保できる状況でご使用 
ください。

表紙と裏表紙の写真: E-PACE First Edition カルデラレッド（欧州仕様車）

左の写真: E-PACE S ボラスコグレー（欧州仕様車、オプション装着）

GENUINE PARTS

品質、耐久性、車への適合性に一切の妥協を許さないジャガー純正部品は、設計からテスト、製造、流通に至る 

まで徹底的に管理。E-PACEのためだけに製造された個々のパーツが最高のパフォーマンスを生み出し、長期間 

その品質を保ちます。

FLEET & BUSINESS

ビジネスでも選ばれる最上級のメーカーとなるために、個性を表現するダイナミックで魅力的な車をご用意。 

お客様の立場にたったアフターセールスサービスにより、1台1台に最高の性能と最高のコストパフォーマンスを 

実現いたします。

JAGUAR ASSISTANCE

故障や事故といった緊急時からパンクなどのちょっとしたトラブルまで、ジャガーのスマートロードサイドアシス 

タンスがサポート。ドライバーの皆さまに、確かな安心をお届けします。

JAGUAR FINANCIAL SERVICES

新車 / 中古車、個人用 / ビジネス用など、あらゆるニーズにお応えするファイナンスオプションをご用意しています。 

詳しくは、お近くのジャガー正規ディーラーにお問い合わせください。

INSURANCE

E-PACEの主要部品は簡単に入手できるため、メンテナンスの時間と費用を低減。修理コストを抑えることで、 

リーズナブルな保険料を実現しました。E-PACEの魅力的なファイナンスプランの詳細は、お近くのジャガー正規 

ディーラーにお問い合わせください。

AT YOUR SERVICE
ジャガーの世界を存分にお楽しみいただくために、さまざまなオリジナルサービスや製品をご提供しています。

ご注意
ジャガー・ランドローバー・リミテッドでは、より優れた車、部品、アクセサリーを目指して、仕様、デザイン、生産技術等のあらゆる側面 
から、常に製品の改善・改良を積み重ねています。本カタログに記載されている仕様・諸元やお取り扱いの有無は、予告なく変更 
する場合があります。本カタログに掲載している写真は、日本で販売されるモデルおよび純正アクセサリーと細部で異なる場合が
あります。また、一部オプションおよびアクセサリーを含みます。あらかじめご了承ください。販売店ならびに小売店は、ジャガー・ 
ランドローバー・リミテッドの代理店ではなく、また何らか明示的または黙示的な約束もしくは表現によってジャガー・ランドローバー・ 
リミテッドを拘束する権限を一切有しません。

カラーについて
写真は、印刷のため実際の色と多少異なる場合があります。記載事項および写真の版権は、ジャガー・ランドローバー・ジャパンに 
帰属します。無断転載を禁じます。主要装備・仕様等は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

ジャガーにおける環境革新
ジャガーは、責任ある持続可能な事業開発の取り組みとして、化石燃料への依存と希少天然資源の使用を抑制し、また廃棄物を
削減することを重視しています。
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