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新型「Jeep® Cherokee（ジープ・チェロキー）」 
5 月 17 日 国内販売開始 

 
－ 『Built Free』すべての大地が、自由へと続く。 － 

  

 
 

フィアット クライスラー ジャパン（社長：ポンタス ヘグストロム、本社：東京都港区）

は、同社が展開するSUV（スポーツ用多目的車）である「Jeep® Cherokee（ジープ・チェ

ロキー）」の新型モデルを、2014年5月17日（土）より、全国のジープ正規ディーラーにて

販売開始します。 

 

「Jeep® Cherokee」が国内に初めて投入されたのは1985年。2002年の2世代目、2008年の

3世代目を経て、4世代目にあたる今回の新型「Jeep® Cherokee」は、６年ぶりのフルモデ

ルチェンジとなります。 

 

新型「Jeep® Cherokee」の特徴は以下のとおりです。 

① 革命的なエクステリアデザイン、お洒落でモダンなインテリアデザイン 

② Jeep®伝統のオフロード性能 

③  卓越したオンロード性能 

④  約70の安全機能 

⑤  Uconnect 8.4 インチタッチスクリーンディスプレー 



 

 

上記5つの特徴の詳細は以下のとおりです。 

 

①  革命的なエクステリアデザイン、お洒落でモダンなインテリアデザイン 
 

＜エクステリアデザイン＞ 

新型「Jeep® Cherokee」のエクステリアは、Jeep®のDNAと伝統を失うことなく、優れ

た効率を実現するJeep®の次世代を担うデザインとなっています。Jeep®のDNAは台形

のホイールアーチおよび『7スロットグリル』（ジープ伝統の7本縦型グリル）に反映

されています。改善された／新たな要素は以下3点です。 

 ドライバーの視界がより広がる効果のあるAピラーからドアのライン 

 フロントに初めて「ウォーターフォールフード（水が滑らかに流れ落ちるような

フード形状)」を採用。従来のモデルではグリルとフードが分かれていましたが、

一体化にすることで、より滑らかな仕上がりとなっています。 

 フロントに３つのライティングを採用。一番上がLEDクリアランスランプであり、

スリムな印象を際立たせる効果をもっています。中央にヘッドライト、一番下に

フォグランプが装着されています。 

 

＜インテリアデザイン＞ 

以下の４点をコンセプトとしてデザイン開発しました。        

 エモーショナル（感情的）なデザイン 

 高品質な素材 

 最先端のテクノロジー        

 機能的な収納スペース 

特にこだわったのは「エモーショナル」であること。世界中の美しい景観から得たイ

ンスピレーションに基づいた、手仕上げによる流麗な造形、上質な素材、新鮮な色彩

のものにこだわり、Jeep®の伝統のクラフトマンシップを尊重した上で新たな世界観を

築きました。 

 

②  Jeep®伝統のオフロード性能 

新型「Jeep® Cherokee」の４ｘ４システムは、あらゆる天候下においてもクラストップ

の性能を提供すべく 以下２種類の革新的なシステムが開発されました。  

 

 Jeep®アクティブドライブ II（「Limited」に標準設定） 

2速パワートランスファーユニット（PTU：動力伝達装置）により、トルク（回転力）マ

ネジメントと4Lowモード（副変速機）を実現。4Lowモードでは、前後のプロペラシャフ

トをロックすることで、低速走行時のパワーや牽引能力を増強します。これにより、険



 

しい坂を登る、大きな岩を乗り越える、といったオフロード走行も容易に可能な性能と

なっています。 

 

 Jeep®アクティブドライブロック (「Trailhawk」に標準設定） 

険しいオフロードでの走行に必要となる強大な低速パワーを実現する「ロッキングリア

ディファレンシャル」（差動固定装置）を装備しています。また、加えセレクスピード™

コントロール（※1）も搭載されており、Jeep® としてこれまでにない高いパフォーマン

スをお届けします。 

 

また、新型「Jeep® Cherokee」では、Jeep®初となるリアアクスル分離機能を採用。道路状

況に応じて、システムが４ｘ４性能が不要であると判断すると、自動かつスムーズ に４ｘ

２に切り替えることで燃費の向上に貢献します。なお、４ｘ４システムにはJeep®セレクテ

レイン™システムを搭載。セレクテレインは、５つのモード（オート、スノー、スポーツ、

サンド/マッド、ロック[※2]）から選択いただくことができます。 

 

③  卓越したオンロード性能 

新型「Jeep® Cherokee」にはクライスラーグループとして初の9速オートマチックトランス

ミッションを採用しています。従来のトランスミッションと比較して、より強力な発進加

速、高速走行時の滑らかなパワー伝達を可能にしました。エンジンは、以下2種類の設定が

あります。 
 

 2.4L タイガーシャーク マルチエア２ エンジン（「Longitude」に設定） 

FIATパワートレインが開発した、独自の『MultiAir2バルブトレインシステム』を最大限

に活かした設計となっています。走行状況およびドライバーの要求に沿って、シリンダ

ーごと／ストロークごとに正確に吸気量を制御する「電気油圧式」を特徴としています。

これにより、燃費を最大限に高めるなど性能を向上させます。 

 

 3.2L ペンタスターエンジン（「Trailhawk」「Limited」に設定） 

3 年連続で米国ワーズ社の『10ベストエンジン』を受賞し、「Jeep® Grand Cherokee」 

や「Jeep® Wrangler」に搭載されている「3.6L ペンタスターエンジン」の内径（ボア）

を5mmほど縮小したものです。3.6L同様の洗練されたドライビングエクスペリエンスを

提供します。 

 

④  約70の安全機能 

新型「Jeep® Cherokee」はJeep®として最多である70点を超える安全機能を搭載していま

す。ボディ構造は、高張力スチールの使用率が65％となっており、これをベースにアクテ

ィブ、パッシブの両面にわたり安全性能を搭載しております。当モデルは、『米国道路安



 

全保険協会（IIHS）』における『Top Safety Picks+』に選定されると同時に米国衝突試験

の最高評価を獲得しました。さらに、Jeep®として初めて、世界で最も権威のある自動車安

全テストである『Euro NCAP』（European New Car Assessment Programme、ヨーロッパ

新車アセスメントプログラム）において最高評価の5スターを獲得しました。以下、新型

「Jeep® Cherokee」に搭載されたJeep®として初の主要安全装備です。 

 

 アダプティブクルーズコントロール (STOP & GO 機能付） 

従来の ACC（アダプティブクルーズコントロール）機能に「Stop & Go」機能を追加する

ことで、予想される衝突を未然に防ぐためドライバーの介入なしで車両を停止させること

が可能となりました（※3）。 

 

 LaneSense™車線逸脱警報プラス  

ドライバーが、方向指示器を点滅せずに車線からはみ出ると警告発信と同時にステアリン

グを制御。車線逸脱回避をしやすいようにステアリング操作をサポートします。 

 

 ParkSense 縦列/並列パークアシスト 

フロント／リアバンパー内蔵の超音波センサーにより、死角にある障害物を感知します。

システムが自動的にステアリング操舵角をコントロールし、ドライバーはギアポジショ

ン・ブレーキ・アクセルをコントロールするだけで駐車が可能となります。 

 

⑤  Uconnect 8.4インチタッチスクリーンディスプレー 

シンプルで使いやすい8.4インチUconnectに、ナビゲーション機能が標準設定されます。主

な機能は以下のとおりです。 

■     シンプルでわかりやすい操作画面 

■     次世代のDSRC（Dedicated Short Range Communication：スポット通信）車載器 

■     ドライバーの運転をサポートする矢印ナビゲーションをインストルメント・クラ

スター (計器盤)内に表示 

■     日本語・英語２ヶ国語の表示・音声ガイダンス設定 

■     約8,800,000件のPOI（ジャンル／施設名称）データを搭載 

■     電話番号案内 約7,800,00件、交差点拡大図 約1,500件を搭載 

■     Bluetooth対応機器と接続してハンズフリー通話、SMS送受信が可能 

 

 

 

 

 



 

新型「Jeep® Cherokee」のグレードおよび価格は以下のとおりです。 

 

＜導入モデル＞ 

Longitude（ロンジチュード） 

エンジン： 2.4L タイガーシャーク  マルチエア２  直列 4 気筒  SOHC  

トランスミッション： 9 速 オートマチック 

駆動方式： 前 2 輪駆動 

 

Trailhawk（トレイルホーク）/ Limited（リミテッド） 

エンジン： 3.2L  ペンタスター  V 型 6 気筒  DOHC  

トランスミッション： 9 速 オートマチック 

駆動方式： 4 輪駆動（オンデマンド方式） 

 

＜メーカー希望小売価格（消費税込み）＞ 
 

グレード メーカー希望小売価格（税抜価格） 

Longitude 2.4L 9AT 4x2 ￥3,790,800（￥3,510,000） 

Trailhawk 3.2L 9AT 4x4 ￥4,298,400（￥3,980,000） 

Limited 3.2L 9AT 4x4 ￥4,611,600（￥4,270,000） 

 

＜メーカーオプション＞ 

■ セーフティパッケージⅠ   ¥324,000 （税込み）＊Longitudeに適用 

＜装備＞ 

・オートハイビームヘッドライト 

・オートヘッドライト 

・アドバンストブレーキアシスト 

・アダプティブクルーズコントロール <STOP & GO機能付> 

・LaneSense™車線逸脱警報プラス 

・前面衝突警報プラス（クラッシュミティゲーション付） 

・ブラインドスポットモニター／リアクロスパスディテクション 

・Parkview™ リアバックアップカメラ 

・ParkSense 縦列／並列パークアシスト 

・自動防眩式ルームミラー 

・運転席８ウェイパワーシート 

・運転席４ウェイパワーランバーサポート 

・パワーリフトゲート 



 

・雨量感知機能ワイパー 

・カーゴネット 

 

■ セーフティパッケージⅡ   ¥324,000 （税込み）＊Trailhawkに適用 

＜装備＞ 

・オートハイビームヘッドライト 

・アドバンストブレーキアシスト 

・アダプティブクルーズコントロール <STOP & GO機能付> 

・LaneSense™車線逸脱警報プラス 

・前面衝突警報プラス（クラッシュミティゲーション付） 

・ブラインドスポットモニター／リアクロスパスディテクション 

・Parkview™ リアバックアップカメラ 

・ParkSense 縦列/並列パークアシスト 

・自動防眩式ルームミラー 

・運転席８ウェイパワーシート 

・運転席４ウェイパワーランバーサポート 

・パワーリフトゲート 

 

■ ラグジュアリーパッケージ   ¥216,000 （税込み） ＊Limitedに適用 

＜装備＞ 

・プレミアムナッパレザーシート 

・ベンチレーテッドフロントシート 

・メモリー機能（ドアミラー、運転席側シート、エアコン、ラジオ） 

・コマンドビューR デュアルペインパノラミックサンルーフ 

 

■ パールコート塗装   ¥54,000 （税込み）＊全てのグレードに適用 

＜装備＞ 

・トゥルーブルー P/C 

・ブリリアントブラッククリスタル P/C 

・ディープチェリーレッド クリスタル P/C 

 

Jeep®は 2014年、ブランドアイデンティティである「本物＝Real」をもとに、『Be More Real』

のコンセプトのもと、より多くのお客様に Jeep®の世界観を体験いただくことでより豊かな

ライフスタイルを送っていただくため、新車の投入のみならず、Jeep®オーナー様との交流

など様々なアクティビティを実施します。 

 
 以 上 



 

※1  低速用のオフロード・クルーズコントロール・システムであり4Lowモードで使用で

きます。セレクテレインスイッチのボタンでオンにすると、車体が坂道／平らな道に

あるかを感知します。 機能は以下のとおりです。 

- ヒルアセントコントロール：上り坂でスロットルを制御 

- ヒルディセントコントロール：坂道を下る時にブレーキを作動させて車両を制御 

※2  ロック機能は「Trailwalk」エディションのみに設定されています。 

※3  このシステムは追突による被害軽減を目的とした機能であり自動で追突を回避する

ものではありません。また、道路状況や天候によっては作動しない場合があります。 
 


