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THE ART OF PERFORMANCE
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。
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NEW JAGUAR F-PACE SVR
究極のパフォーマンスSUVがここに。

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。 
jaguar.co.jpでカスタマイズしていただくか、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。

写真：F-PACE SVR インダスシルバー（オプション装着、欧州仕様車）

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。燃費消費率は、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。





SPECIAL VEHICLE OPERATIONS

PERFORMANCE SHAPED 
BY SPECIAL FORCES
ジャガーのSUVラインアップに初登場のF-PACE SVR。英国ウォリックシャーの専門チーム、スペシャル 

ビークルオペレーションズ部門（SVO）のエキスパートたちによる高度な専門技術により、精巧なエンジニア 

リングは新たな次元へ到達。重力、空気抵抗、摩擦、熱、エネルギーのすべてが効果的に活かされた、SVO

の革新的な実力を遺憾なく体感いただける1台です。ドライバーの個性を一層引き立てるオプションや 

カスタマイズもご利用いただけます。

写真：F-PACE SVR インダスシルバー（オプション装着、欧州仕様車）
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写真：F-PACE SVR インダスシルバー（オプション装着、欧州仕様車）

JAGUAR'S ULTIMATE 
PERFORMANCE SUV
輝かしい受賞歴を誇るF-PACEが、さらなる大きな進化を遂げて誕生したF-PACE SVR。 

スポーツカーのDNAを継承するパフォーマンスSUVであり、SUVのすべての実用性を備えた 

スポーツカーでもあります。

SVOの熟練したエンジニアと空力の専門家が、可能な限りあらゆる方法で、車体のあらゆる 

箇所に作用するあらゆる力の分析・試験を実施。そのすべてのデータをもとに、この特別な1台 

が誕生しました。

「知は力に勝る」という言葉を、空力性能設計で体現。SVOのエキスパートたちは、息をのむ 

ようなパフォーマンスに必要なエアロダイナミクスを実現することで、4.3秒で100km/hに達する 

驚異の加速性能を備えたフルサイズSUVを作りあげました。
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DESIGN

DESIGNED FOR  
UNCOMPROMISED 
PERFORMANCE
F-PACE SVRのパーツに、美しさだけを追求したものはありません。エアインテークが拡張され、ボンネットベントが最適に配置された 

新しいフロントエンドにより、エアフローと冷却性能が向上。F-PACE SVRにアグレッシブなスタンスをもたらし、内に秘めた圧倒的な 

パワーを予感させます。

アダプティブLEDヘッドライトは堂々とした存在感を生み出すだけではなく、自然光に近い光を再現し、夜間運転の疲労を低減します。

流れるようなルーフラインにより車体上部のスムーズなエアフローを実現し、0.37という優れた空気抵抗係数を達成。4ピストンのレッド 

フロントブレーキキャリパーを備えた新しい395mmブレーキディスクは、卓越したブレーキ性能を発揮します。さらに、21インチまたは22 

インチ（オプション）鍛造アロイホイールを装着できる大胆なデザインのホイールアーチを採用。幅広の295mmリアタイヤによりグリップ力 

とコーナリング性能が向上し、F-PACE SVRのスポーティな特性が高められています。

新しくなったスポイラーは、ルーフラインを延長することで、揚力を大幅に低減。スポーツカーの血統をさらに際立たせています。 

F-TYPEにインスパイアされたスイッチャブルアクティブスポーツエキゾーストシステムには、光沢研磨仕上げを施したクワッドテール 

パイプを採用し、印象的なスタイルと手応えのあるサウンドパフォーマンスを実現。インダスシルバーやウルトラブルーなど、個性的な 

ボディカラーを幅広くご用意しています。

写真：F-PACE SVR インダスシルバー（オプション装着、欧州仕様車）
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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。

写真のインテリア：F-PACE SVR 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、エボニー/ライトオイスターインテリア（オプション装着、欧州仕様車）

PLACING THE DRIVER͵ AND 
PASSENGERS͵ CENTRE STAGE
座った瞬間に身体を包み込み、車との一体感を生み出すパフォーマンスシートを、フロントとリアの両方に採用。メモリー機能とクライメートコント

ロールを搭載した14ウェイスリムラインフロントシートには、SVRのエンボス加工を施したロゼンジパターンのプレミアムパーフォレイテッドレザー

を使用しています。スポーツカーのフィーリングを高めるサイドボルスターは、コーナリング時に乗員の身体をしっかりとサポート。リアにも同じパー

フォレイテッドレザーのパフォーマンスシートを採用。特にスポーティなドライビング時において、従来のF-PACEに比べ横方向のサポート力が強化

されています。

F-PACE SVRのTouch Proシステムに搭載の10インチタッチスクリーンは、スマートフォンやタブレットのように操作可能で、ピンチ、ズーム、スワイ

プなどのマルチタッチジェスチャーに対応。フレームレスデザインのスタイリッシュなインフィニティルームミラーも装備しています。シンプルかつ

鮮明で文字が読みやすい高解像度のインタラクティブドライバーディスプレイは、必要な情報を必要な時に表示します。

コントラストベースボールステッチとSVRバッジをあしらった、3スポークのレザースポーツステアリングホイール。F-TYPEにインスパイアされた 

スポーツシフトセレクターは、簡単かつ直感的に操作可能。アルミニウムパドルシフトを使えば、ステアリングホイールから手を離すことなく、 

マニュアルのギアチェンジを素早く行えます。インテリアカラーを印象的な4種類のカラーコンビネーションからお選びになれば、一際映えるあなた

だけのF-PACE SVRの完成です。
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THE POWER TO EXCITE
運転するその前から気分が高まる、F-PACE SVRの魅惑的なデータをご紹介しましょう。驚異的な最高出力405kW（550PS）、最大トルク680N・m 

を実現する、5.0リッターV8スーパーチャージドガソリンエンジン。0-100km/h加速はわずか4.3秒、最高速度は283km/hを誇ります。

スペシャルビークルオペレーションズ（SVO）部門がジャガー独自のクイックシフト8速オートマチックトランスミッションを特別にチューニングし、 

正確なシフトチェンジと抜群のレスポンスを兼ね備えたシステムに仕上げました。変速比が小さい8速レシオにより各段のシフトチェンジをわずか

200mm/秒で行い、力強い加速を生み出します。

スロットルレスポンスを最適化することでフィードバックの精度を高めつつ、思い通りの走りを実現する減速比を追求。ジャガーの先進的なトルク

オンデマンド全輪駆動システムは、最もトラクションの大きいホイールにトルクを配分することにより、あらゆる天候と路面で最大限のグリップと 

コントロール性能を確保し、優れたハンドリング性能を発揮します。

スイッチャブルアクティブスポーツエキゾーストシステムは、スロットルポジション、速度、エンジン回転数に応じてアクティブバルブを開放。これに

より、排気ガスがよりダイレクトなルートを通ってリアサイレンサーに導かれ、深くドラマチックなエキゾーストサウンドを生み出します。

写真：F-PACE SVR インダスシルバー（オプション装着、欧州仕様車）
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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作動。

アンダーステアを抑制し、車両の軌道を正常に維持します。
トルクベクタリングバイブレーキがない場合に起こり得るアンダーステア。



PERFORMANCE

写真：F-PACE SVR インダスシルバー（オプション装着、欧州仕様車）

A THRILLING DRIVE 
WITHOUT COMPROMISE
ハイパフォーマンスブレーキシステム

ひと目でF-PACE SVRだとわかるレッドキャリパーが特長的なハイパフォーマンスブレーキシステム。 

耐フェード性に優れ、特にハイスピードからのブレーキングが多い場合にスピーディで正確なレスポンスを

発揮します。フロント4ピストンのキャリパーを備えた395mmディスクが、このシステムの特長です。

ブレーキシステムと連動して危険な路面状況で車体の安定性を維持するのが、F-PACE SVR独自のスタ

ビリティコントロールシステム（SCS）。センサーにより、方向、速度、横加速度を絶えずモニターします。

トルクベクタリング

トルクベクタリングバイブレーキ（TVBB）により、タイトなコーナーで抜群のコントロールを発揮。このテクノ

ロジーは、コーナリング時に内側の前輪と後輪にそれぞれブレーキをかけることで、車両の旋回力を向上

させます。

多くの場合、内側後輪にはコーナリング性能を最大化するためにより強いブレーキ圧をかけ、内側前輪に

はやや弱いブレーキ圧をかけます。その結果、アンダーステアが抑制され、より鋭い旋回性と安定した 

接地性が実現します。

電子制御アクティブディファレンシャル

F-PACE SVRには、トルクベクタリングバイブレーキ（TVBB）システムと連動する新しい電子制御アクティ

ブディファレンシャルシステムを搭載。左右のリアホイールの間に置かれたもう1つのマルチプレート湿式

クラッチがほぼ瞬時にロックして、エンジンのパワーを余すことなく両輪に伝えます。特に、凍った路面、 

濡れた草地などの低グリップ条件で効果を発揮。コーナーの出口で荷重移動により内輪のトラクションが

失われるときも、外輪へのトルクを増すことで最大のトラクションが得られます。

全輪駆動

スペシャルビークルオペレーションズ部門（SVO）がチューニングし、卓越したパフォーマンスとハンドリング

を実現したF-PACE SVRの全輪駆動システム。トルク配分に差を持たせることで、トラクションを大幅に 

向上しました。

通常の走行時は、ほぼ100％のトルクを後輪に伝達。後輪駆動でジャガーならではのダイナミックなパフォー

マンスを実現します。道路の状況が変わりやすい場所では、90％以上のトルクがリアホイールからフロント 

ホイールに分配され、あらゆる状況で最適なトラクションを提供します。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等分に分配しトラクションを最大化します。

シャシー & サスペンション

強さと剛性を併せもつSVRのボディ構造は、俊敏で精緻なハンドリングに不可欠な安定性を備え、一新 

されたサスペンションシステムとともに、道路との一体感をより高めています。力強さと洗練性が最高の 

バランスで両立する走りのために、SVOがダンピング設定を最適化。さらにダンパーコントロールシステム

の見直しも実施。ショックアブソーバをチューニングし、剛性に優れた新しいフロントスプリング、リアスプ 

リング、サスペンションリンクブッシュを加えることで、制御性、俊敏性、フィードバックの完璧なバランスを

実現しています。

フロントに採用したダブルウィッシュボーンのアルミニウム製サスペンションはF-TYPEに搭載されたシス

テムと近い設計で、正確なハンドリングとコントロールを可能にします。アンチロールバーも改良され、高速

でのコーナリング時や厳しい路面状況でボディロールを大幅に抑えます。リアのインテグラルリンクサス 

ペンションシステムは、その剛性によりハンドリングをサポートし、F-PACE SVRの乗り心地とダイナミックな

性能をさらに高めています。

ダイナミックモード

ダイナミックモードを起動するとインタラクティブドライバーディスプレイに表示されるSVRロゴは、究極の

スポーツパフォーマンスを表すシンボル。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、ステア 

リングホイールの重みが増します。さらに、ダイナミックモードではエキゾーストマッピングが変化し、エン 

ジンが自由に吸排気を行うため、深くドラマチックなエキゾーストサウンドが生み出されます。
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写真：F-PACE SVR インダスシルバー（オプション装着、欧州仕様車）

OUTSTANDING PERFORMANCE 
WITH OPTIMUM EFFICIENCY
F-PACE SVRは、独自のエクステリアデザインによって冷却性能とエアロダイナミクスを最大限に高めています。車体の周囲全体に空気を効率的に流すことで、

揚力を低減してタイヤのトラクションを向上させつつ、エンジンへの給気と395mmブレーキディスクの冷却も実行。これにより、ハンドリング、コーナリング時の 

Gフォース、高速走行時の安定性が向上します。

アンダーフロア & リアディフューザー

スムーズなリアのアンダーフロアが空気抵抗を減らし、リアディフューザーが空気の流れを 

整えて高速走行時の車両の安定性を高めます。

フロントインテーク & バランス

新しくなった大型バンパーは、エンジンとブレーキの冷却のために最大限の空気を取り入れ、

パフォーマンスを高めます。空気の流れを整えるフロントバランスも一新され、空気抵抗を 

減らしつつ、冷却のサポートも行います。

ボンネットベント

新たなボンネットベントが、ラジエーターを通過した空気をよりクリーンに排出。さらにエンジン

ベイを通る空気の流れを整え、冷却性能を高めています。

サイドベント

F-PACE SVR独自のフロントフェンダーには機能的なサイドベントを配置。空気を車体の側面

に流すことで、ホイールアーチの空気抵抗を減らし、フロントエンドの揚力を最小限に抑えます。 

また、ホイールアーチの換気も向上し、ブレーキの冷却を最適化します。

サイドクラッディング

サイドクラッディングとサイドシルにもエアロダイナミクスのメリットを追求。サイドシルに3本の

シャープなスリットを施すことで、ホイールの後ろから空気を逃がしています。

スポイラー

F-PACE SVRの優れたパフォーマンスに欠かせないのが、空気抵抗係数を0.37に抑える新た

なスポイラー。揚力を低減してタイヤと路面間の摩擦を高めることで、ダウンフォースが増し、

グリップが向上しました。
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写真：F-PACE SVR インダスシルバー（オプション装着、欧州仕様車）

専用のエアロダイナミクス

F-PACE SVRのためだけに、かつてないエアロダイナミクスを追求。 

まったく新しいフロントバンパー、サイドベント、サイドクラッディング、 

ワイドリアスポイラーが誕生しました。トップスピード283km/hに到達 

するために必要なダウンフォースとエアロダイナミクスを生み出す 

だけでなく、外観の美しさも兼ね備えています。

グレードアップしたスポーツサスペンション

サスペンションシステムの改良により、力強さと洗練性を最高の 

バランスで両立した走りを実現しました。

スポーツエキゾースト

F-TYPEにインスパイアされたスイッチャブルアクティブ 

スポーツエキゾーストシステムには、光沢研磨仕上げを

施したクワッドテールパイプを採用。印象的なスタイルと

手応えのあるサウンドパフォーマンスを実現しました。

F-PACE SVR UNIQUE FEATURES



F-PACE SVR UNIQUE FEATURES

スーパーチャージドパフォーマンス

ジャガー独自の5.0リッターV8スーパーチャージドエンジンを搭載。最大

出力は405kW（550PS）、最大トルクは驚異の680N・m。ジャガー史上 

最もパワフルなSUV。それが、F-PACE SVRです。

カスタムメイドのカラーリング

新しい大型バンパーと最適に配置された新しいボンネットベントは、 

エンジンとブレーキを冷却するために最大限の空気を取り入れ、 

パフォーマンスをさらに高めます。

特別なインテリア

SVRバッジをあしらった3スポークのレザースポーツステアリン

グホイール。F-TYPEにインスパイアされたスポーツシフトセレ

クターは、簡単かつ直感的に操作可能。SVRのエンボス加工

が施されたフロントとリアのパフォーマンスシートが、ドライバー

とすべての乗員をしっかりと支えます。

独自のホイール & タイヤ

F-PACE SVRには、21インチまたは22インチ（オプ 

ション）鍛造アロイホイールを装着可能。このスプ 

リットスポークホイールと295mmのリアタイヤを組

み合わせることで、グリップとコーナリング性能が 

向上。スポーティな特性を引き立てます。

ハイパフォーマンスブレーキ

ハイパフォーマンスで耐フェード性に優れた 

F-PACE SVRのブレーキシステム。特にハイスピー 

ドからのブレーキングが多い場面で、スピーディで

正確なレスポンスを発揮します。
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TECHNOLOGY

10インチTOUCH PRO

センターコンソールに設置された標準装備の10インチタッチスク 

リーンはタップ、スワイプ、ピンチズーム操作に対応。最上の 

オーディオビジュアルエンターテインメント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。

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 

パネルにより、同時に複数の操作が行いやすくなっています。

インタラクティブディスプレイ

12.3インチ高解像度インタラクティブディスプレイを標準搭載。ナビ 

ゲーション、電話、メディアを含む各種情報、エンターテインメントや 

アクティブセーフティのデータなどの受信・表示が可能です。高解像 

度の鮮明な画質で高い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。ナビゲーションプロが、3Dマップビューを採用 

したフルスクリーンナビゲーションで快適な移動をサポートします。

INFOTAINMENT
さまざまな情報とエンターテインメントソースをご利用いただけるよう、F-PACE SVRにはInControlインフォテインメントシステムの

Touch Proを搭載。直感的に操作できる先進テクノロジーによって、すべての乗員が心からドライブを満喫できます。

左の写真のインテリア：F-PACE SVR 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、エボニー/ライトオイスターインテリア（オプション装着、欧州仕様車）
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MERIDIAN™サウンドシステム*
綿密な計算のもとに配置された10個のスピーカーとデュアルチャンネルサブウーファーが、澄み切った高音

から深みのある低音まで表情豊かなサウンドを奏でます。

MERIDIAN™サラウンドサウンドシステム

16個のフロント/サイド/リアスピーカーとデュアルチャンネルサブウーファーが生み出す臨場感あふれるライ

ブパフォーマンスを、Trifield™テクノロジーにより一体感のあるサウンドでお楽しみいただけます。MERIDIAN

独自のTrifieldテクノロジーが、センターおよびサラウンドチャンネルと左右のチャンネルを完璧に融合。 

すべての乗員に最上のサウンド体験をもたらします。

AUDIO
お好きな音楽を楽しむのに最適な場所、それがキャビン。F-PACE SVRでは、臨場感のある音楽が楽しめる2タイプのオーディオシステムを

ご用意しました。

*標準装備。

画像: MERIDIAN™サラウンドサウンドシステムの見本。

スピーカー16個

サブウーファー1個



TECHNOLOGY

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

音場補正機能の高度なアルゴリズムが車内の音響を調整し、正確な音響特性を 

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、最高の音質を維持します。そのため、音質を損なうことなく、オリジナル

の感動を伝えることができるのです。

TRIFIELD

MERIDIAN独自のTrifieldテクノロジーにより、センターおよびサラウンドチャンネルと左

右のチャンネルがシームレスに融合。車内のどの座席でもコンサートホールにいるかの

ように音楽を楽しめます。

MERIDIAN™
1977年に英国ケンブリッジシャーに設立されたジャガーのオーディオパートナーであるMERIDIANは、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の音響技術の経験が、ジャガーF-PACE SVR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。 

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、タイミングが正確に再現されるため、車内のどの

座席でも極めて高音質のサウンドを楽しむことができます。

MERIDIANは、Meridian Audio Ltd.の登録商標です。 
Trifieldおよび「three fields（3フィールド）」デバイスは、Trifield Productions Ltd.の商標です。 
仕様・装備内容は、グレードや国によって異なる場合があります。

独自のMERIDIAN™テクノロジー
スピーカー+サブ 

ウーファー
W

MERIDIAN™サウンド 10+1 380

MERIDIAN™サラウンドサウンド 16+1 825
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1音声認識システムは、すべての言語内アクセントおよびすべての操作コマンドに対応しているわけではありません。

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に関連して記載される情報や画像は、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。

STANDARD FEATURES

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してスムーズに操作可能。「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。

ホーム画面のカスタマイズ

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。聴きたい曲があれば、すぐにリストに追加 

できます。

高機能スマートフォンインターフェイス

より簡単・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1
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音声認識機能。「ラジオ局を選局」、 

「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。



TECHNOLOGY

プロテクト

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と、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、近くの緊急サービスに

通知を行います。

リモートエッセンシャル – 離れた場所から車の情報を確認することや操作が可能。多くのスマートフォン、 

Android Wear™やApple Watch®に対応し、次のような機能を利用できます。

•  走行履歴 – 設定を有効にすると、経路や走行距離などの履歴が自動で記録されます。この情報をメール

で送信して経費の報告に利用することや、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 – 現在の走行可能距離、ドアと窓の開閉状況とロック状態を確認できます。最後に車を

停めた場所へ徒歩で戻る道のりを確認することもできます。

リモートプレミアム2
– リモートプレミアムでは、リモートエッセンシャルのスマートフォンアプリに以下の機能が追加されます。

•  リモートロック/アンロック – リモートアプリの車両セキュリティ画面でロックボタンを押すだけで、離れ 

たところからドアをロックしてアラームを設定し、ドアミラーを折り畳んでウィンドウを閉じることができ 

ます。また、「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イトが 

2回点滅します。

•  ビープ音/フラッシュ – ハザードライトとロービームを点灯させ、ビープ音を鳴らせば、混み合った駐車場

でご自身の車を簡単に見つけられます。

2リモートプレミアム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。利用できるリモートサービスは国によって異なります。
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ナビゲーションプロ

ナビゲーションプロは、お気に入りの場所の保存、ピンチ/ズーム操作によるマップ探索、鮮明な2D/3D 

マップの表示が可能です。

INCONTROLアプリ

ジャガーのInControlアプリテクノロジーにより、Android™/Apple®スマートフォンをUSBケーブルで接続す 

れば、連絡先や予定表、音楽プレーヤーなど、車両用に最適化したアプリを車の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。

•  Spotify1 – シームレスに統合されたアプリで4,000万曲を超えるライブラリにアクセス。Spotifyスマート 

フォンアプリとして直感的に操作できるすべての同じ機能を備え、曲・放送局・お勧めを検索し、プレイリス 

トを作成して、オフラインモードで音楽にアクセスできます。現在ご利用のSpotify Free/Spotify Premium 

アカウントでログインいただけます。

4G Wi-Fi

4G Wi-Fiホットスポットを使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 

イスを利用することが可能。乗員は車両のワイヤレスネットワークで接続し、走行中にネットサーフィン、 

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を快適にお楽しみいただけます。

プロサービス

•  リアルタイム交通情報 – ライブトラフィックデータを駆使して、目的地までの正確な交通状況を 

伝えます。

OPTIONAL FEATURE

セキュアトラッカー2
トラッキングテクノロジーを駆使して、車両の盗難時に警告を発するほか、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。

1App Store/Google Playでご確認ください。 
2セキュアトラッカーは、ジャガー正規ディーラー保証期間の終了後、追加のサブスクリプション契約が必要になります。

リモー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。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に関連して記載される情報や画像は、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。
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DRIVER ASSISTANCE

ドライビングを支援

市街地や高速道路での運転操作のアシストから乗員の安全強化まで、多彩な革新的テクノロジーを標準またはオプションパックの一部としてご用意。 

すべての機能が、ドライブの楽しみをさらに広げるよう設計されています。

STANDARD FEATURES
エマージェンシーブレーキ 他の車や自転車、歩行者などとの衝突回避を支援します。走行中に衝突の 

危険を察知すると、ビジュアルとブザーでドライバーに警告。フロントカメラにより、5～80km/hの走行時に

正面衝突の危険を監視。また、5～60km/hの走行時には歩行者との衝突、20～60km/hでの走行時は 

自転車との衝突も監視します。それでも衝突が避けられないと判断した場合は、自動的にブレーキをかけて 

衝突時の衝撃を軽減します。

クルーズコントロールとスピードリミッター アクセルを踏み続けなくても速度を維持できる機能で、ドライ

バーの疲労を軽減します。また、設定した最高速度を超えないように車速を制限するスピードリミッターを

採用。ともに必要に応じて簡単にオン/オフを切り替えられます。

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やブレーキ、スロットルペダルの動き

からドライバーの眠気や疲れの兆候を検知し、早めの休息を促します。

レーンキープアシスト 意図せず車線から逸脱しそうになると、自動的にステアリングホイールを制御して

本来の車線内に戻すシステムです。

360°パーキングエイド 狭い場所でも安心して駐車できます。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°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です。また駐車中は、タッチスクリーンの表示と音によるフィードバックで、障害

物との距離を示します。

トラフィックサインレコグニション 道路上の情報を見逃すことがないよう、制限速度や追い越し禁止の標

識をドライバーから見やすいインストルメントクラスターに表示します。

360°サラウンドカメラ ボディの目立たない位置に設置した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表示でき、縁石近くの駐車や狭

い駐車場および交差点の出入りをサポートします。

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。

写真: F-PACE S インダスシルバー（オプション装着、欧州仕様車）



パークパック

パークパックは、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、安全かつ確実な

操作を可能にします。

パークアシスト 適切なステアリングホイール操作で縦列駐車と並列駐車をサポート。ドライバーは 

ドライブギアまたはリバースギアのいずれかを選択し、アクセルとブレーキを操作するだけです。 

自動的にステアリングホイールの操作が行われ、画面表示と通知でガイド。出庫する際にも安全な 

発進をサポートし、駐車に関する負担をトータルに軽減します。

リバーストラフィックディテクション 駐車スペースからバックで出庫する際に、左右両側から接近して

くる車や歩行者を検知してドライバーに警告。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状況を把握できます。

ドライブパック

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（ストップ/スタート付） 高速道路や渋滞などの走行シーンで、先行

車の減速と停止を検知して安全な車間距離を維持します。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止。渋滞では、先行車の追従走行が自動的に開始されます。アダプ

ティブクルーズコントロールシステムは走行速度20km/hで起動し、0～200km/hでの走行中は継続して

作動します。

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。10～160km/hの走行速度で作動します。

ブラインドスポットアシスト 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。ステアリングホイールを制御して接近する車から安全に離れる

ようにアシストし、衝突回避を支援します。

パークアシスト

OPTIONAL PACKS

TECHNOLOGY

アダプティブクルーズコントロール（ストップ/スタート付）

| 31



OPTIONAL PACKS

ドライバーアシストパック

オプションのドライバーアシストパックは、パークパックやドライブパックに含ま

れる多彩なドライバーアシスト機能を網羅（31ページ参照）。車を走行レーンの

中央に維持しながら先行車との安全な車間距離をキープするステアリングア

シストを備えた新しいアダプティブクルーズコントロールも含まれており、ドライ

ブがより楽に、かつ快適になります。



ステアリングアシスト付アダプティブクルーズコントロールは、走行速度20km/h、 

もしくはクルーズの「設定」ボタンで起動可能。0～180km/hでの走行中は継続して

作動します。その間、カメラとレーダーが連動して前方の車両と走行レーンを監視。

運転中の車両をレーン中央に維持し、先行車両の挙動に応じて、速度を適切に調

整します。先行車両が速度を落としたらF-PACE SVRを減速。前方の車が停止した

ら、必要に応じて停車させます。停止時間が3秒以内の場合は、自動的に走行を再

開。混雑した道路状況でも、リラックスしてドライブをお楽しみいただけます。

また、ステアリングアシスト付アダプティブクルーズコントロールは、ドライバーがス

テアリングホイールを握った瞬間からステアリングホイール・加速・ブレーキを制御

し、ドライバーに寄り添って走行をサポートします。ドライバーがステアリングホイー

ルを離すと、警告を発信。警告を無視した際には、アダプティブクルーズコントロー

ルは有効のまま、ステアリングアシスト機能だけが無効となります。

TECHNOLOGY

フロントカメラ フロントレーダー
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写真: F-PACE R-SPORT フィレンツェレッド エボニー/ピメントパーフォレイテッドグレインレザースポーツシート（ピメントコントラストステッチ） （オプション装着、欧州仕様車）

40:20:40
508リッター1 2

40:20:40
1,380リッター

40:20:40
1,740リッター

40:20:40
1,214リッター



THE ULTIMATE PRACTICAL 
SPORTS CAR
実用性と多用途性を兼ね備えた妥協のないパフォーマンスカー、F-PACE SVR。背の高いドライバーでも

ゆとりを感じられる広々としたレッグルーム。リアシートには、944mmのレッグルームと65mmのニールーム

を確保しており、大人3人が快適に乗車できます。

クラス最高の650リッター1 2を誇るラゲッジスペースは、同クラスの車両と比較しても格段の広さです。 

しかも、40:20:40の分割可倒式リアシートにより、車内のスペースは自在にアレンジ可能。リアシートはすべて

倒すことも、別々に倒すこともでき、乗員やスキーなどの大きな荷物に合わせて、さまざまなコンビネーショ

ンでお使いいただけます。リアシートをすべて倒せば、ラゲッジスペースは1,740リッターまで拡大します。

アクティビティキー

通常のキーを車内に置いたまま、安全にさまざまなスポーツやレジャーを楽しめる、オプションのアクティ

ビティキー。リストバンド型のキーは、頑丈で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、サイクリングやスイミングなどをお楽しみいただけます。また、テールゲート3のセンサーにアクティビ

ティキーをかざすだけで、車の施錠/解錠、および通常キーの非アクティブ化/アクティブ化が可能です。

1タイヤリペアシステム装着時。スペースセーバースペアホイール装備車の場合は508リッター、フルサイズスペアホイール装備車の場合は463リッター。   2パーセルシェルフの下。 
3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。

写真のインテリア：F-PACE SVR 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、エボニー/ライトオイスターインテリア（オプション装着、欧州仕様車）

PRACTICALITY

F-PACE SVRリアパフォーマンスシート アクティビティキー
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YOUR MODEL
jaguar.co.jpでF-PACE SVRをカスタマイズしていただけます。

エクステリア装備

アダプティブLEDヘッドライト（シグネチャーライト付）

フロントヘッドライト（ダーク仕上げ）

ヘッドライトパワーウォッシュ

3フラッシュレーンチェンジインジケーター

LEDテールライト

リアフォグランプ

SVRバッジ

サテングレー/ブラックロワーバンパー

ダークサテングレーフロントフェンダーグリル

グロスブラックグリル（サテングレーサラウンド付）

ダークサテングレーボンネットルーバー

レッドブレーキキャリパー

グロスブラックサイドウィンドウサラウンド

クワッドテールパイプ（95mmのフィニッシャーを装着）

ボディ同色ルーフ

自動防眩電動ドアミラー（ヒーター、アプローチ

ライト、メモリー付）

グリーンティンテッドガラス

レインセンサー付ワイパー

ヒーテッドリアウィンドウ

ホイール&タイヤ

21インチ5スプリットスポーク "スタイル5080" 
（ダイヤモンドターンドフィニッシュ）

SVRスペースセーバースペアアロイホイール

インテリア装備

デュアルゾーンクライメートコントロール

インテリアムードライト

自動防眩ルームミラー

フロントツインカップホルダー（カバー付）

アルミニウムパドルシフト

ブライトメタルペダル

スポーツシフトセレクター

センターコンソールストレージサラウンドフィニッシャー 
（サテンクローム）

リアアームレスト（ツインカップホルダー付）

シートとインテリアトリム

パーフォレイテッドウィンザーレザーシート 
（SVRパターン）

パフォーマンスシート

14ウェイパワーフロントシート

ヒーター&クーラー付フロントシート、ヒーター付

リアシート

ヒーテッドレザーステアリングホイール（SVRロゴ入り）

サテンクロームタッチスクリーンサラウンド

ラックステックインストルメントパネルカバー

ラックステックドアトリム

レザーレットフェイシア&クラスター

エボニースエードクロスヘッドライニング

SVOプレミアムカーペットマット

メタルトレッドプレート（SVRロゴ入り）

リアメタルトレッドプレート

分割可倒式（40:20:40）リアシート

ダイナミクス

AWD（全輪駆動）

オールサーフェイスプログレスコントロール（ASPC）

コンフィギュラブルダイナミクス

アダプティブダイナミクス

ヒルローンチアシスト

ジャガードライブコントロール

電動パワーステアリング（EPAS）

スピードプロポーショナルステアリング

ダイナミックスタビリティコントロール（DSC）

トルクベクタリングバイブレーキ

電子制御アクティブディファレンシャル

ジャガーパフォーマンスブレーキシステム

エレクトリックパーキングブレーキ（EPB）

ブレーキパッドウェアインジケーター

アクティブスポーツエキゾーストシステム（スイッチ 
機能付）

インフォテインメント

10インチTouch Pro

ナビゲーションプロ

12.3インチインタラクティブドライバーディスプレイ

リモートプレミアム

InControlアプリ

MERIDIAN™サウンドシステム – 380W

CD/DVDプレーヤー

デジタルTV

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

Bluetooth®ストリーミング

ボイスコントロール

追加電源ソケット

ECOドライビングスタイルアシスト

トリップコンピューター

プロサービス&Wi-Fiホットスポット

プロテクト

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）

レーンキープアシスト

ドライバーコンディションモニター

360°パーキングエイド

トラフィックサインレコグニションとアダプティブ 
スピードリミッター

360°サラウンドカメラ

セーフティ機能

エマージェンシーブレーキアシスト

チャイルドセーフティロック

パワーウィンドウ（ワンタッチ開閉&挟み込み防止 
機能付）

シートベルトリマインダー

後席ISOFIXチャイルドシートアンカー

むち打ち緩和機構衝撃吸収シート（フロント）

フロントエアバッグ（助手席シート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）

その他装備

パワーテールゲート

キーレスエントリー

電動調整機能付ステアリングコラム

グローブボックス（クーラー、ロック付）&  
エアクオリティセンサー

トレーラースタビリティアシスト（TSA）

ラゲッジスペースマウント装備

ラゲッジスペースフック

バレットモード

STANDARD FEATURES ON F-PACE SVR



YOUR ENGINE

PETROL
駆動方式/エンジン性能

最高出力 kW（PS） 405kW（550PS）

トランスミッション 8速オートマチック

駆動方式 AWD（全輪駆動）

最高出力 kW(PS)/rpm 405 (550) / 6,000-6,500

最大トルク N・m/rpm 680 / 2,500-5,500

総排気量 cc 5,000

シリンダー数 8

パフォーマンス

最高速度 km/h 283

加速（秒） 0-100km/h 4.3

SPECIFICATIONS

すべての数値は欧州仕様車値（自社データ）です。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。
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CONFIGURE YOUR F-PACE SVR
CHOOSE YOUR EXTERIOR
ここではあなた自身のF-PACE SVRをカスタマイズいただけます。ボディカラーとルーフスタイル、ご自身に合うエクステリアオプションを選択し、 

それにパーフェクトにマッチするホイールをお選びください。

ルーフの選択 ホイールの選択

21インチ5スプリットスポークスタイル5080 
（ダイヤモンドターンドフィニッシュ）

22インチ5スプリットスポークスタイル5081 
（ダイヤモンドターンドフィニッシュ）

22インチ5スプリットスポークスタイル5081 
（グロスブラックフィニッシュ）

SPECIFICATIONS

ボディ同色ルーフ スライディングパノラミックルーフ パノラミックルーフ
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サントリーニブラック ユーロンホワイト コリスグレー フィレンツェレッドインダスシルバー ウルトラブルーフジホワイト

カラーの選択



CHOOSE YOUR INTERIOR
インテリアを個性的に演出したいあなたに。お好みのシート素材、カラーコンビネーションを組み合わせ、思いのままにカスタマイズいただけます。

シートのスタイルと素材

パーフォレイテッドウィンザーレザーシート 
（SVRパターン&エンボス加工）

ヘッドライニングトリムフィニッシャーの選択

インテリアカラーの選択

エボニー/ピメント エボニー/ライトオイスター

メッシュドアルミニウムトリム

アルミニウムウィーブカーボンファイバートリム

エボニー/シエナタン エボニー/エボニー

エボニースエードクロス
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CHOOSE YOUR OPTIONS & JAGUAR GEAR
あなたならではのF-PACE SVRにカスタマイズいただけるよう、ご注文時にお選びになれるオプション装備品に加え、ジャガーの豊富な純正アクセサリーをご用意しました。 

アクセサリーの取り付けは、納車前/納車後のいずれでも、お近くのジャガー正規ディーラーで対応いたします。

ファクトリーオプション

イルミネーテッドメタルトレッドプレート（JAGUARロゴ入り） 
運転席・助手席ドアに装着できる、JAGUARロゴ入りのイルミネーテッドアルミニウムトレッド
プレート。

コンフィギュラブルインテリアムードライト 
さまざまな色やグラデーションにより、その時の気分に合わせてキャビンのムードを変更可能。
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、悪臭などを除去することで、空気環境を
向上。空気中の微粒子をイオン化して吸着し、空気の清浄化に貢献します。

ラゲッジスペースストレージレール 
ラゲッジスペースのレールを展開、調整して、荷物を固定できます。

プライバシーガラス 
リアシートに装着するプライバシーガラスは、車内のプライバシーを保護し、陽射しのまぶし
さを抑えます。

ルーフレール（フルレングス） 
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（ファクトリーオプショ
ンのみ）。プリセットされた位置にクロスバーを装着することにより、車の最適な重量配分と 
ダイナミクスを維持します。グロスブラックフィニッシュでのご用意となります。

セキュアトラッカー 
29ページをご覧ください。

JAGUAR純正アクセサリー

デプロイアブルサイドステップ 
サイドステップが自動的に展開・収納され、スムーズな乗り降りをサポート。ルーフにもアクセ
スしやすくなります。シルの下にきれいに収まり、ドアを開けるとほぼ同時に展開。ドアが閉ま
ると自動的に収納されます。

ラゲッジスペースラバーマット 
ラゲッジスペースを保護するために専用設計されたプレミアムマット。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。

ラゲッジスペースラバーマットエクステンション 
ラゲッジスペースラバーマットと連結して使用できるマットエクステンション。リアシートを 
折りたたんだ際に背もたれの後ろ側を保護します。

ラゲッジスペースラグジュアリーカーペットマット 
ラグジュアリーなジェットブラックのJAGUARロゴ入りラゲッジマット。贅沢な2,050g/m2パイル
地に、ヌバックの縁取りとダブコントラストステッチを施した柔らかいマットです。

ロッキングホイールナット - ブラック 
大切なホイールを守る専用設計のセキュリティロックナット。ブラックフィニッシュ。

ロッキングホイールナット - クローム 
大切なホイールを守る専用設計のセキュリティロックナット。クロームフィニッシュ。

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。jaguar.co.jpでカスタマイズいただくか、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。



エンジン ガソリン

405kW (550PS)

トランスミッション 8速オートマチック

ボア（mm） 92.5

ストローク（mm） 93

圧縮比（:1） 9.5

ブレーキ

フロント型式
4ピストンアルミニウムモノブロックフィックスド 
キャリパー、ベンチレーテッド2ピースディスク

フロント直径（mm） 395

リア型式
シングルピストンスライディングキャリパー、 

ベンチレーテッド2ピースディスク

リア直径（mm） 396

パーキングブレーキ iEPB

重量1
車両重量 2,070

車両総重量 2,550

各車軸の最大質量（フロント） 1,230

各車軸の最大質量（リア） 1,420

ルーフ積載（kg）

最大ルーフ荷重（ルーフレール含む） 75

パフォーマンス

最高速度（km/h） 283

加速（秒）0-100km/h 4.3

1重量は標準装備の車両のものになります。オプションを装着した場合、車両重量が増加する場合があります。    
2タイヤリペアシステム装着時。 スペースセーバースペアホイール装備車の場合は508リッター、フルサイズスペアホイール装備車の場合は463リッター。  
すべての数値は欧州仕様車値（自社データ）です。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。

車高 

ルーフアンテナ装着時 1,670mm

ヘッドルーム 

フロント最大ヘッドルーム 

（固定式メタルルーフ仕様）1,007mm 

リアヘッドルーム977mm

レッグルーム 

フロント最大レッグルーム 1,023mm 

リア最大レッグルーム 944mm

ラゲッジスペース容量 

リアシート直立時 

高さ 777mm、幅 1,253mm 

ラゲッジスペース容量 650リッター2 
ラゲッジスペース幅（タイヤハウス間）1,050mm 

奥行 1,030mm

リアシート前方収納時 

高さ 777mm、幅 1,253mm 

ラゲッジスペース容量 1,099リッター 

ラゲッジスペース幅（タイヤハウス間）1,050mm 

奥行 1,824mm

ターニングサークル 

タイヤ外縁 11.59m 

車体最外側 12.294m 

ステアリングホイール回転 2.5

TECHNICAL DETAILS (欧州仕様車値)
jaguar.co.jpで車をカスタマイズ



TECHNICAL DETAILS

4,737mm

1,648mm

2,071mm

2,175mm

150mm

1,666mm

1,
67

0m
m

2,874mm
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THE WORLD OF JAGUAR

THE WORLD OF JAGUAR
F-PACE SVR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ということ。

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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FORMULA E

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、世界最高峰のレースや選手権の場で築かれてきました。ル・

マン、F1、そしてフォーミュラEなど、実戦のレースこそが、ジャガーのテストコースです。フォーミュラE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環境。シリーズへの参戦によって、ジャガーの電動パワートレ

インの開発が加速しています。レースを重ねるごとに、ジャガーエンジニアたちは、EVのパフォーマンスを高めていくこと

でしょう。

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

JAGUAR COLLECTION

ジャガーの各モデルと同様に、細部まで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します。 

ご興味のある方は、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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*一部地域でのみご利用いただけます。

Castrol EDGE Professionalはジャガーが唯一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®は米国および
他の国々で登録されたApple 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、および道路を
使用する第三者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：F-PACE SVR インダスシルバー（オプション装着、欧州仕様車）

JAGUAR CARE*

さらなる安心のために、F-PACE SVRには最長3年間または10万kmの保証と、3年間の標準メンテナンス 

サービスプログラムが付帯します。このJaguar Careプログラムにより、F-PACE SVRの総所有コスト（TCO）は、 

同クラスで最も低く抑えられています。Jaguar Careプログラムの詳細は、ジャガー公式ウェブサイトを 

ご覧ください。

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。F-PACE SVR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。お客様の立場に立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

オーナーライフを万全のサポート体制で支える「ジャガーアシスタンス」。専用のコールセンターが、24時間 

365日いつでも万一の故障や緊急トラブルに対応。トラブル現場での処置からレッカー車によるお車の移動、

代替の交通手段や宿泊施設の手配、修理後のお車の引き渡し、損害保険会社への連絡など、状況に応じて

迅速かつ的確なサービスをご提供します。

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

F-PACE SVR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。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
さまざまな独自のサービスとライフスタイル製品の提供はもちろん、お車の所有やドライビングに安心を 

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。主要装備・仕様等は予告なく変更する場合があります。あらかじめ  
ご了承ください。写真は一部日本仕様と異なります。日本国内でご利用いただけるカラーや仕様については、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。

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の一環として、化石燃料への依存と希少な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。

詳しくは、ジャガー公式ウェブサイトでご確認ください。






