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ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社 

三井不動産リアルティ株式会社 

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、以下 JLR）と、三井不動産リアルティ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：遠藤靖、

以下 三井不動産リアルティ）は、2020 年 8 月 1 日（土）から 11 月 30 日（月）まで、三井不動産リアル

ティが運営する会員制カーシェアリングサービス「カレコ・カーシェアリングクラブ（以下 カレコ）」にお

いて、ペット※1と同乗できる車両を期間限定で提供いたします。

 両社は、これまで JLR が推進する次世代モビリティ戦略の柱となる「ACES（Autonomous、

Connected、Electric、Shared）」の活動の一環として、2019 年 4 月よりカレコで JLR の車両提供を開

始し、これまでジャガー11 台・ランドローバー13台を導入してきました。今回、新たにカレコに導入する

車両は、ペット用の純正アクセサリー（乗り降りに便利なスロープ、ソフトなキルティング生地でペットに

優しいライナー）を装備したステーションワゴン、ジャガー「XF SPORTBRAKE」です。ドライブ中のあら

ゆる状況下においても“しなやかな乗り心地”を実現するサスペンションと、ペットの同乗に適した大容量

（565L）のラゲッジスペースで、ペットとのお出かけに最適な仕様となっております。 

 JLR は、ジャガーオーナーにペット愛好家の方々が多いことから、ペットフレンドリーな純正アクセサリ

ーの開発をスタートするなど、ペットを含めたご家族全員に、より便利で快適なカーライフを楽しんで欲し

いと考えています。また、カレコでは、無人管理であるカーシェアリングサービスの性質上、都度清掃等の

運用が難しいことからペットの同乗を禁止していますが、カレコ会員の方から「ペットを同乗させて外出し

たい」という要望をいただいていました。 

これらを背景に、両社の「さまざまなお客さまのニーズに応え、お客さまのより豊かで充実したライフス

タイルをサポートしたい」という思いが合致し、ペット同乗可能車両利用規約に同意いただいた会員に限定

して、ペットの同乗が可能なジャガー「XF SPORTBRAKE」を期間限定で提供することが決定しました※2。

※1 犬猫のみ。原則としてキャリーバッグでの乗車（大型犬はラゲッジスペースでの乗車）のみ対応。

※2 ご利用を希望される場合、「ペット同乗可能車両利用規約」に同意の上、お申込みが必要となります。

ペット同乗可の「XF SPORTBRAKE」以外のカレコ車両は、ペットの同乗は致しかねます。

スロープ ライナー

ジャガー・ランドローバー・ジャパン×カレコ・カーシェアリングクラブ 

ペット同乗可能なジャガー「XF SPORTBRAKE」導入 

～ペット用アクセサリーを搭載して 8月 1日（土）から 4カ月、期間限定で登場～ 



  

■ペット同乗可能車両概要 

【予約・利用開始日】 2020 年 8 月 1 日（土） 

【利用申込受付開始日】 2020 年 7 月 16 日（木） 

【対 象 車 種】 ジャガー「XF SPORTBRAKE（ペット同乗可能車両のみ）」※3           

【搭載アクセサリー】 ペット用純正アクセサリー(スロープ、ライナー)  

【アクセサリーHP】 https://accessories.jaguar.com/jp/ja/xf-sportbrake/interior/pet-products/ 

【対象ステーション】 

 

 

 

 

 

【利 用 料 金】 （ベーシックプラン※4の場合） 

車種クラス 10分 6時間パック 12時間パック 24時間パック 距離料金※5 

プレミアムプラス 500 円 10,900 円 12,900 円 15,800 円 20 円/km 

期間限定料金※6 350 円 7,630 円 9,030 円 11,060 円 20 円/km 

※3 カレコ HP上表記：XF（ペット同乗可） 

※4 月会費 980円（利用料金から毎月 980 円の割引あり）。 

※5 距離料金は 6 時間を超える予約・利用の場合のみ（6 時間以内の場合は無料）。 

※6 2020 年 8月 1 日～2020年 11 月 30 日に対象車両の利用を開始した場合、時間料金を 30％割引いたします。 

※ 上記の料金は全て消費税を含みます。 

【利 用 方 法】 

①下記 URL に記載の「ペット同乗可能車両利用規約」に同意いただきます。 

URL： https://www.careco.jp/car/jlr/cp/ 

➁(a)カレコ未入会の方は、専用フォームから新規会員登録ください。 

(b)カレコ会員の方は、専用メールフォームからカレコ宛にメールをご送信ください。 

③お申込完了後は、通常のカレコ車両と同様に予約・ご利用いただけます。 

 

■「careco×ジャガー Go to Driveキャンペーン」について 

カレコでは、2020 年 7 月 23 日（木）から 11 月 30 日（月）まで、ジャガーの下記の対象車両を利用

する方全員に、利用料金のうち時間料金を 30%割引する「careco×ジャガー Go to Drive キャンペーン」

を実施します。本キャンペーンには、ペット同乗可能な「XF SPORTBRAKE」も対象に含まれます。  

また、SNS に投稿いただいた方を対象に、ジャガーブランドアンバサダーであるプロゴルファー上田桃

子選手のサイン入りボールスリーブやジャガーぬいぐるみなどが毎月抽選で当たる、プレゼント企画を実

施いたします。 

＜キャンペーン概要＞ 

【名   称】 careco×ジャガー Go to Drive キャンペーン 

【期   間】 2020 年 7 月 23 日（木）～11 月 30 日（月） 

【対 象 車 両】 ジャガー「XF SPORTBRAKE」 

※ カレコ HP上表記：XF（ペット同乗可）、XF（サーフキャリア１台付）、XF（サイクルキャリ

ア２台付）、XF（サイクルキャリア１台付）、XF スポーツブレイク プレステージ 

 

SNS への投稿によるプレゼント企画の応募方法などの詳細は下記 URL をご確認ください。 

URL： https://www.careco.jp/car/jlr/cp/ 

 

導入予定ステーション 住所 

リパーク深沢４丁目第２（自転車可） 東京都世田谷区深沢 4-4-16 

リパーク代々木４丁目第９（自転車可） 東京都渋谷区代々木 4-10-17 

リパーク代官山第８（自転車可） 東京都渋谷区代官山町 15-7 
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■ジャガー・ランドローバー・ジャパンについて 

【会 社 名】 ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社 

【本 社】 東京都品川区北品川 6-7-29 

【代 表 者】 マグナス・ハンソン 

【事業内容】 ジャガーブランド並びにランドローバーブランドの自動車の輸入販売、関連部品・用品の開

発販売、アフターセールスビジネス、車両整備・サービス及び保険業務の扱い等 

【H P】 https://www.jaguarlandrover.com 

Jaguar PR social channels： 

- Facebook： https://www.facebook.com/JaguarJapan 

- Twitter： https://twitter.com/JaguarJPN; @JaguarJPN 

- Instagram： http://www.instagram.com/jaguarjapan 

- YouTube： https://www.youtube.com/jaguarchanneljp 

 

■三井不動産リアルティ株式会社について 

【会 社 名】 三井不動産リアルティ株式会社 

【本 社】 東京都千代田区霞が関 3-2-5 

【代 表 者】 遠藤 靖 

【事業内容】 不動産仲介、駐車場、カーシェアリング等 

【H P】 https://www.mf-realty.jp/ 

careco PR social channels： 

- Facebook： https://www.facebook.com/carecofb 

- Twitter： https://twitter.com/carecojp; @carecojp 

- Instagram： https://www.instagram.com/carecojp/ 

- YouTube： https://www.youtube.com/user/CarecoCarSharingClub 

 

■本件に関する問い合わせ 

【三井不動産リアルティ株式会社 企画部広報グループ】 

中村・石原 Tel：03-6758-4062 

 

【ジャガー・ランドローバー・ジャパン マーケティング・広報部】 

若林（kwakabay@jaguarlandrover.com） 、今井（mimai@partner.jaguarlandrover.com） 

または PR 事務局（プラップジャパン内） 住川・桑村・町田（ jlr_pr@ml.prap.co.jp） 

 

広報写真、発行済プレスリリース、および広報資料などは、ジャガー・ランドローバー・ジャパン メディ

アセンター（https://pr.jlrj.jp/）をご利用ください。※ご利用にはユーザー登録が必要です。 
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