
LAND ROVER GEAR - ACCESSORIES

NEW DISCOVERY SPORT
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1. フィックスドサイドステップ
車の乗り降りや、ルーフへのアクセスが容易になるレーザーエッチングされ
たDISCOVERYロゴがスタイリッシュなサイドステップ。ブライトステンレ
ストリムとラバートレッドマットが特徴です。

* サイドステップの装着は、クルマのオフロード性能に影響を及ぼすことがあります。

2. ブライトサイドチューブ
光沢のあるステンレススチール製のサイドチューブ。オフロードカーらしさを
演出し、エクステリアを引き立てます。

* サイドチューブの装着は、クルマのオフロード性能に影響を及ぼすことがあります。

EXTERIOR STYLING & PROTECTION
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3. ミラーカバー ̶  ノーブルクローム
高級感溢れるクロームプレートのミラーカバーが、DISCOVERY SPORTの
エクステリアデザインを引き立てます。上品なスタイルはエクステリアトリム
全体をグレードアップしてくれます。

4. ドアウィンドディフレクター
車内への風の巻き込みを抑えるDISCOVERY SPORT専用設計のディフレ
クター。

5. リアバンパープロテクションカバー
引き出して使う便利なプロテクター。リアバンパーを傷や摩耗から保護し、
衣服の汚れも防いでくれます。丈夫なファブリック製で、ロードスペースの 
床下に折りたたんで収納できます。

6, 7. マッドフラップ ̶  フロント/リア
DISCOVERY SPORTのデザインを損なうことなく、走行中の泥はねや 
小石から塗装を保護します。

8. オールウェザーカーカバー
雨、凍結、雪、ホコリなどからDISCOVERY SPORTを保護する、全天候型
カバー。素早く簡単に装着できます。

ドアエッジモール（写真掲載無し）
ドアエッジを保護するモールディング。ブラック /ダークブルー /ダーク 
シルバー /ホワイト/シルバー /ゴールドの6色をご用意しています。
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1. スキー/スノーボードキャリア*
4セットのスキーまたは2枚のスノーボードを積載できるキャリア。簡単に 
積み下ろしできるスライドレールと盗難防止用のロック機能付き。最大 
積載量は36kg†

ルーフボックス スキー/スノーボードインサート（写真掲載無し）
スキーやスノーボードをルーフボックス内で確実に固定します。
○ラゲッジルーフボックス ,スポーツルーフボックス ,スポーツルーフボックス̶ラージ用

2. ルーフレール
エレガントなデザインのルーフレール。ルーフキャリーのためのクロスバーを
簡単に固定できます。プリセットポジションが設定されているので、最適な
重量配分とエアロダイナミクスを実現する場所にクロスバーを固定すること
ができます。最大積載重量75kg†

○ブラックフィニッシュ /シルバーフィニッシュ  
○装着には、ルーフレール ディッチフィニッシャーが必要です。

3. クロスバー 
洗練された、高耐久のブライトフィニッシュのアルミニウム製クロスバー。コ
ンパクトなデザインで、バー全長の任意の位置にさまざまなルーフマウント
アクセサリーを装着可能。クランプのシンプルな操作で着脱でき、セキュリ
ティロックも付いています。エアロダイナミクスを考慮した設計で、空気抵抗
と風切り音を最小限に抑えます。
○ルーフレールを装着する必要があります

4. ラゲッジルーフボックス*
グロスブラック仕上げのルーフボックス。パワーグリップを回して脱着するタイ
プで、ルーフバーに簡単に固定できます。左右両側から開閉できて便利です。
盗難防止のロック機構付き。外形寸法：長さ1,750x 幅820x高さ450mm。
容量は410リットル。最大積載量50kg†

スポーツルーフボックス*（写真掲載無し）
エアロダイナミクスに優れたスマートなデザインのルーフボックス。グロス
ブラック仕上げです。左右両側から開閉できるので、ルーフの左右どちらに
も装着できます。スキーや長尺物をボックス内部に固定できます。盗難防止
のロック機能付き。外形寸法：長さ2,060x幅840x高さ340mm。容量320
リットル。最大積載量50kg†

スポーツルーフボックス ̶  ラージ*（写真掲載無し）
トルクインジケーターを内蔵したパワークリックシステム搭載で、片手で 
簡単・確実にボックスを固定できます。左右両側から開閉可能で、フタと 
ボックス内部にハンドル付き。荷物の固定、出し入れが簡単です。荷物を 
安全に積載できるようにベースマットが付属します。最大4セットのスキー 
（長さは205cmまで）、または5～6枚のスノーボードを運ぶことができます。
容量430リットル。最大積載量は46kg†

CARRYING & TOWING
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*すべてのルーフキャリアシステムの装着にはルーフレールとクロスバーが必要です。 
また、最大積載量に注意してご使用ください。ルーフキャリアに荷物を載せると、 
ナビゲーションシステム等の受信感度に影響を及ぼす場合があります。
†最大積載量は1つのルーフキャリアシステムのみ装着した場合の数値です。

5. アクアスポーツキャリア*
セイルボード、カヌー、カヤックを運ぶためのキャリア。オール、パドルなど 
を固定するロック付き多目的ホルダーが付属し、積み下ろしが楽にできる 
ようにチルト機構を採用しています。付属のロック付きストラップとラバー 
サポートでカヤックを固定して最適な重量バランスを保ち、カヤックと車体
をひっかき傷やすり傷から保護することができます。最大積載量45kg†

6. アクアスポーツキャリア ̶  カヤック2艘*
2艘のカヌー、カヤックを積載できます。また、一部の種類の小型ボートなど
にも対応します。Tトラックアダプターとアジャスターが付いた長さ275cm
のストラップ付き。

7. ラゲッジキャリア*
フレキシブルな積載を可能にするラックシステム。最大積載重量61kg†

8. ホイールマウント バイクキャリア*
1台の自転車を固定できるロック機能付きのキャリア。最大積載量20kg†

フォークマウント バイクキャリア*（写真掲載無し）
フォークマウントのバイクキャリアは、前輪を外した自転車をルーフ上に 
簡単・確実に固定できます。軽量自転車とレース用ホイールの積載に最適 
です。フロントホイールホルダーが付属しています。装着が容易で、ロック 
機構付きのバイクキャリア。1つのホルダーに1台、2つのホルダーを利用して
2台まで積載可能です。

9. スキーバッグ
パッド付きのスキー・スノーボードバッグ。長さ180cmまでのスキーと 
ストックを2セット収納できます。バッグ素材は丈夫な600Dポリエステル
を使用。着脱式ショルダーストラップが付属します。‘LAND ROVER ’ロゴ
入り。

10. トウイングシステム ̶  デタッチャブルトウバー
取り外しが簡単なデタッチャブルトウバー。不使用時はクリーンな外観を 
保ちます。50mmトウボール。
○ LEDリアランプキットを搭載したキャラバンおよびトレーラーには装着できません

トウイングシステム  
̶  フィックスドハイト フランジドトウバー（写真掲載無し）
取付位置固定のトウバー。50mmトウボール。
○ LEDリアランプキットを搭載したキャラバンおよびトレーラーには装着できません

クロスバー ラッシングアイ キット（写真掲載無し）
クロスバーとルーフレールのTスロットを使って荷物を固定するときに便利
なアイナットのセット。
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1. ギアシフトパドル ̶  アルミニウムレッド
高品質のアルミニウムパドルが、ステアリング周りの質感をさらに向上させ
ます。マシンポリッシュのギアシフトパドルは、アルマイト処理を施し、一つ
ひとつ手作業で研磨するプレミアムフィニッシュ。耐摩耗性にすぐれ、美しさ
が持続します。
○アルミニウムレッド/アルミニウム

2. スポーツペダルカバー
ブライトフィニッシュのステンレス製ペダルカバー。簡単に装着でき、取付部
はペダルにすっきりと隠れ、美観を損ないません。

3. シルトレッドプレート ̶  イルミネーテッド
フロントドアオープン時に‘DISCOVERY ’ロゴが点灯します。運転席 / 
助手席の2枚セット。

4. シルトレッドプレート ̶  ブライトフィニッシュ
ブライトフィニッシュの耀きが印象的なフロント用トレッドプレート。運転席 / 
助手席の2枚セット。

5. ロードスペース トレッドプレートフィニッシャー
ブラッシュドフィニッシュのステンレス製トレッドプレートが、荷物を出し入
れするときに、ロードスペーストリムを傷つけないように保護します。

6. ラグジュアリーカーペットマットセット
ラグジュアリーな2,050g/m2のディープパイルカーペットマットセット。
DISCOVERY SPORT専用設計のカーペットには、‘LAND ROVER ’ロゴ
のインゴット付き。裏地はウォータープルーフになっています。
○フロント, リア

INTERIOR STYLING 
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INTERIOR PROTECTION

7. ラバーマット
エボニーカラーのラバーフットウェルマット。さまざまな汚れからフロアを 
保護します。
○フロント, リア/3列目用

8. ロードスペース リバーシブルカーペットマット&ライナー
プレミアムロードスペースカーペットマットと2層構造のラバーライナーが、
リバーシブルに使えるオールインワン設計。ロードスペースを土や汚れから
守るのに役立ちます。リアシートフォールド時には展開してシートバックも 
保護します。また、引き出して使う便利なリアバンパープロテクターもついて
います。

9. ロードスペース フルプロテクションライナー
サイドウォール、ヘッドライニング、フロアをカバーし、ブーツやガーデニン
グ用品、レジャーグッズなどの水濡れや泥汚れから守ります。積み込み時に
はパッド付きのパネルが降りてバンパープロテクターの働きをします。ラッシ
ングアイに固定するライナーは、かさばる荷物の目隠しになり、サイドのジッ
パーで荷物へのアクセスは簡単です。

10. フレキシブル ロードスペースプロテクター
丈夫でしなやかなファブリックが、ロードスペースをウィンドウの高さまで 
カバーし、フロア、2列目シートバックを保護します。
○ラゲッジパーティションとの同時装着不可

11. ウォータープルーフシートカバー
水濡れ、汚れた衣類、摩耗、裂けなどから保護する、エボニーカラーのシート
カバー。装着は簡単で、汚れはサッと拭き取れます。
○フロント/2列目 /3列目用（2列目は40/20/40シートのみ適合）
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1. ロードスペース ラバーマット 
2. ロードスペース ラバーマット エクステンション
ロードスペースをさまざまな汚れから守る、ウォータープルーフラバーマット。
リアシートフォールド時にシートバックまで保護できるエクステンションも
ご用意しています。

3. ロードスペース ライナートレイ
トレーの3辺の縁が立ち上がったウォータープルーフの半硬質トレー。ロー
ドスペースのフロアとサイドウォールを汚れや水濡れから保護します。
○ロードスペース リテンションキットと同時装着できません

4. ラゲッジパーティション ̶  フルハイト
荷物類が乗員スペースに入り込むのを防ぎます。スキーなどの長尺物を運ぶ
のに便利なスモールハッチ付き。
○フルハイト/ハーフハイト
○ ロードスペース ラバーマット , ロードスペース ライナートレイ , ロードスペース 
レール , パーセルシェルフ ローラーブラインドと同時装着できます

○装着時は3列目シートは使用できません

5. ラゲッジパーティション ディバイダー
ロードスペースを2つに区切ることができるディバイダー。ラゲッジパーティ
ションに取り付けて使用します。
○ ロードスペース ラバーマット , ロードスペース ライナートレイ , ロードスペース 
レールと同時装着できます

INTERIOR PROTECTION
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PET PRODUCTS & SAFETY

1. キルティングロードスペースライナー
専用設計のキルティング生地製ライナー。フロア、リアシートバック、サイド
ウォールなど、ラゲッジコンパートメント全体を保護します。一体式ラバー
マットと取り外し可能なバンパープロテクター付のやわらかいキルティング 
生地製で、拭き取るだけできれいになります。

2. フォルダブルペットキャリア
折り畳み式のペットキャリア。ペットに安全で快適な環境を提供します。高
耐久の600Dナイロン製。軽量メタルフレーム入りで、キルティング生地の
クッション、ネットを張った窓が付いています。スプリング内蔵のロック機構
で、装着は簡単です。小物の収納に便利なサイドポケット付き。

3. ウォーターボウル
水がはねたり、こぼれたりしにくい構造で、大切なペットのために、乗車中でも 
車外でも、便利に使えます。底面に滑り止めのラバー付き。付属のストラップ
で、ラゲッジコンパートメントのDループに固定できます。容量350ml。

4. ポータブルシャワーシステム
車外使用を想定したポータブルシャワー。ペットの汚れを流したり、自転車か
らウェットスーツまで、さまざまな洗浄に便利です。設定に応じて、シャワー
ホースアタッチメントから連続2分間以上、水を供給します。電池や外部電源
を必要とせず、水道栓からの水圧で加圧します。また、水道栓以外で水を補
充する場合でも、ハンドポンプで加圧できます。‘LAND ROVER ’ロゴ入り
カバーとハンドル、収納バッグが付属しており、Dループに固定できます。

5. ペットアクセスランプ
考え抜かれたサイズと角度で設計された折りたたみ式スロープ。ペットを 
持ち上げることなくラゲッジコンパートメントに上がらせることができます。
アルミ製サイドパネルで耐荷重は85kg。ペットの通り道部分はプラスチック 
の滑り止めトレッドパターンを施しています。脱落防止ゴム脚とDループ 
固定用のストラップ付き。折りたたんで付属のバックに収納できます。

6. チャイルドシート グループ0+（～13kg）
生後約12～15ヶ月くらいまでのベビー用。‘LAND ROVER ’ ロゴ入りで、 
日差し・風除けの幌とパッド付きの洗濯可能なカバーが付属します。車の3点 
式シートベルトまたは ISOFIXベースを使用してリアシートに後ろ向きに 
固定します。

7.  チャイルドシート グループ1（9～18kg）
生後約9ヶ月～4歳くらいまでのお子様用。‘LAND ROVER ’ ロゴ入り。 
1回の操作で外れるハーネスと高さ調節可能なヘッドレストが付属します。
パッド付きの洗濯可能なカバーが付属。リアシートにチャイルドシートを 
前向きに設置して、車の ISOFIXアンカーにチャイルドシートのコネクター
を直接固定します。

8. チャイルドシート グループ2/3（15～36kg）
約4～12歳くらいまでのお子様用。‘LAND ROVER ’ ロゴ入り。パッド付き
の洗濯可能なカバーが付属。2つのパートに分かれているシートは、シート 
ベルトを正しい位置に装着できるガイド付きです。幅を3段階で調節でき 
ます。側面衝突の衝撃からお子様を守る機能を強化しました。リアシートに
チャイルドシートを前向きに設置して、車の ISOFIXアンカーにチャイルド
シートのコネクターを直接固定します。

チャイルドシート ̶  ISOFIXベース（写真掲載無し）
チャイルドシート グループ0+を車の ISOFIXアンカーに装着する場合に 
必要です。

注意：安全のため、チャイルドシートは、取扱説明書をよくお読みになり、後部座席に 
正しく装着してください。デザイン、仕様等は、予告無く変更する場合があります。

9
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クリック&ゴー
クリック&ゴーは、2列目シートのための、さまざまなユーティリティを提供す
るシートバックシステムです。すべてのベースとなる応用自在のクリック&ゴー 
ベースをフロントシートのヘッドレストポストに装着し、タブレットやバッグ、 
シャツ、ジャケットなどのためのさまざまなアタッチメントを取り付けます。 
クリック&ゴー ベースは、使わない時は簡単に取り外せます。

1. クリック&プレイ
マルチアングル調整機能付きのタブレットホルダー。車内でのエンターテイン 
メントなどに便利に使えます。
○  iPad® 2 - 4世代用 /iPad Air®用 /iPad Mini ™用 /Samsung Galaxy® 10.1"用

○  iPadおよび iPad Airは米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標
です。Galaxy は、Samsung Electronics Co.,Ltd.の商標または登録商標です

2. クリック&ワーク
カップホルダー付きで、高さや角度も調整可能な実用的なフォールディング 
テーブル。ロングドライブで重宝します。最大荷重3kg

3. クリック&ハング
サッと取り外せるハンガーは、シャツやジャケットが皺になるのを防ぎます。 
また、クルマから降りてもハンガーとして使えるフックも付いています。

4. クリック&フック
ハンドバッグやちょっとした手荷物を掛けておける便利なユニバーサル 
フック。最大荷重1.5kg

5. シートバックストイッジ ̶  プレミアムレザー
車の内装レザーと同じグレードのウィンザーレザーを使用したストレージ 
ポケット。フロントシートバックに取り付けます。ソフトタッチのライニングを 
使用し、マグネットのバックルが付いています。仕切りがたくさん付いている
ので、小物の収納に便利です。

シートバックストイッジ（写真掲載なし）
フロントシートの背面に取り付けて使用します。ポケットがたくさん付いて 
いるので、小物類の収納に便利です。

6. センターアームレスト クーラー/ウォーマー ボックス
長期の家族旅行に便利なドリンク・フードキャビネット。上質なレザートップ 
は、センターアームレストとしても使用できます。センターシートベルトで 
固定し、リアの電源ソケットに接続して使用します。

7, 8, 9. サンシェード
日差しや熱を遮って車内の温度上昇を抑え、快適に保つサンブラインド。 
簡単に着脱できます。
○リアドアウィンドウ/ リアウィンドウ/ テールゲート

10. アパーチャ リテンションネット
ネットがテールゲートを開けたときの荷物の落下を防ぎ、作業スペースを 
最大化します。強度確保のため、機械加工されたハイグレードアルミニウム
を含む高品質の軽量素材から作られています。

7 8
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11. テールゲートシート
リアロードスペースの先端で補助シートとして使える便利で取り外し可能
なテールゲートのモールドシート。リアテールゲートの上に装着し、ロード 
スペースのフロアに固定します。‘LAND ROVER ’ロゴ入りの収納バッグと
セットで提供。この収納バッグは2列目シートバックに取り付けて、便利な 
収納としてもご利用いただけます。

12. ロードスペース シートバック ストレージバッグ
リアシートバックに強力なベルクロで取り付ける‘LAND ROVER ’ロゴ入り
のバッグ。便利でスマートな収納になります。
○ラゲッジパーティションとは同時装着できません

13. ロードスペース リテンションネット
ロードスペースのタイダウンポイントに装着して小物やバッグ類を固定する 
ネット。フロアネットと2本のラチェットストラップ（約2m）が付属します。

14. ロードスペース リテンションキット
ロードスペース レールを利用して荷物を固定するアタッチメントのセット。 
クイックロック/リリース機構により、荷物の数や大きさに合わせて空間を 
フレキシブルに仕切ることができます。伸縮自在のリール付ストラップ、伸縮
式ロッド、収納バッグが付属します。
○ 装着にはロードスペースレールが必要です

15. ロードスペースオーガナイザー
濡れたり汚れたりした物や、割れ物、買い物など、荷物を分けて収納する 
のに便利なオーガナイザー。前後スペースをフレキシブルなディバイダで 
区切って、さらに小分けにすることもできます。ロックできる2つのフタ付き。
Dループに固定して使用します。
○ラゲッジパーティションとは同時装着できません

16. ロードスペースレール
ロードスペースのフロアに装着するレール。フレキシブルな積載を可能にし
ます。
○ロードスペース リテンションキットの装着に必要です

17. コラプシブル ラゲッジオーガナイザー
小物を収納し、ラゲッジスペース内で移動を防ぐ便利なオーガナイザー。 
2本の丈夫なストラップでラッシングアイに固定できます。また、使用しない
ときは簡単に折りたたむことができます。

18. フロントサンシェード
ワンタッチで展開する‘LAND ROVER ’ロゴ入りのフロント用サンシェード。 
日差しや熱を遮って車内の温度上昇を抑え、快適に保ちます。専用バッグ 
付き。
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1. 17インチ “スタイル1005”
10スポーク サテンダークグレイ

2. 17インチ “スタイル5073”
5スプリットスポーク サテンダークグレイ

3. 18インチ “スタイル5074”
5スプリットスポーク グロススパークルシルバー

4. 18インチ “スタイル5075”
5スプリットスポーク グロススパークルシルバー

5. 18インチ “スタイル5088”
5スポーク グロスブラック

6. 19インチ “スタイル1039”
10スポーク グロススパークルシルバー

7. 19インチ “スタイル1039”
10スポーク サテンダークグレイ

8. 20インチ “スタイル5076”
5スプリットスポーク グロススパークルシルバー

9. 20インチ “スタイル5089”
5スプリットスポーク グロスシルバー

10. 20インチ “スタイル5089”
5スプリットスポーク グロスブラック

11. 20インチ “スタイル5089”
5スプリットスポーク グロスダークグレイ 
（コントラストダイヤモンドターンドフィニッシュ）

12. 21インチ “スタイル5090”
5スポーク グロスダークグレイ 
（コントラストダイヤモンドターンドフィニッシュ）

13. ホイールセンターキャップ
アロイホイールの存在感とデザイン性を高める‘LAND ROVER ’  
ロゴセンターキャップ。

14. ホイールナット ̶  グロスブラック
グロスブラック仕上げのアロイホイールに最適なホイールナットの 
セット。20個入り。

15. ロッキングホイールナット
厳格な安全基準を満たし、高価なホイールやタイヤをコストをかけ
ずに盗難から守ります。ホイールナット4個と専用工具のキット。

16. スタイル バルブキャップ
デザインバリエーションが選べる専用デザインのバルブキャップが、 
アロイホイールをさりげなくドレスアップします。4個セット。

17. タイヤプレッシャーゲージ
推奨空気圧を記憶するデジタル表示のタイヤ空気圧計。360度回
転するノズル付きで、バルブの位置がどこにあっても簡単に計測で
きます。手元を照らすLEDライト付きです。タイヤの溝も測定可能。
単位はpsi, bar, kpa, kg/cm2で表示されます。専用ケース付属。

18. スノートラクションシステム
ハイグリップのスノーチェーントラクションシステム。雪道、ダート、
凍結路のようなコンディションでの機動性を確保します。
○17″～20 ″ホイール用

19. オートグリム プレミアム カーケア製品
英国王室御用達のカーケア・ケミカル・ブランド、オートグリムの 
プレミアム カーケア製品は世界品質基準をクリアし、さらに 
環境にも配慮。常に先進のテクノロジーと研究開発によって支え
られています。その優れた性能と品質へ寄せられた信頼はランド 
ローバーの厳格な基準を満たし、すべてのランドローバー車への 
使用を正式に推奨しています。

20.  オートグリム  
カーボン・シールド・インテリア・コーティング

シートを最高の状態に保つコーティング。強力な撥水性能を 
発揮し、シートを汚れから守ります。施工しても自然な風合いを 
変化させません。お車への施工は専門のトレーニングを受けた 
サービススタッフが行いますので、詳しくは店頭までお問い合わせ
ください。

WHEELS & WHEEL ACCESSORIES

アロイホイールの適合の詳細は、ランドローバー正規ディーラーにお問い合わせください。
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OUTDOOR TOURING

OUTDOOR SELECTION
– ホイールマウント バイクキャリア
– ルーフレール シルバーフィニッシュ&クロスバー
– ラバーマットフロント,リア
– ロードスペース ラバーマット
– ポータブルシャワーシステム

¥291,720（10%消費税込）
アクセサリー本体価格 ¥279,180 参考装着時間1.20hr 取付工賃 ¥12,540

TOURING SELECTION
– ラゲッジルーフボックス
– ルーフレール シルバーフィニッシュ&クロスバー
– プレミアムレザー シートバックストイッジ
– センターアームレスト クーラー/ウォーマー ボックス
– フィックスドサイドステップ

¥532,180（10%消費税込）

アクセサリー本体価格 ¥507,100 参考装着時間2.40hr 取付工賃 ¥25,080

STYLISH SELECTION
– アルミニウム ギアシフトパドル
– スポーツペダルカバー
– ラグジュアリーカーペットマットセット 

– イルミネーテッド シルトレッドプレート
– ロードスペース トレッドプレートフィニッシャー

¥259,985（10%消費税込）

アクセサリー本体価格 ¥252,670 参考装着時間0.70hr 取付工賃 ¥7,315

PET SELECTION
– キルティングロードスペースライナー
– ウォーターボウル
– フォルダブルペットキャリア
– ペットアクセスランプ

¥180,510（10%消費税込）
アクセサリー本体価格 ¥180,510 （参考装着時間の設定はありません）

表示価格は参考価格です。販売価格は正規ディーラーが独自に決定しています。 
取付工賃は、セレクション用参考取付工賃単価（１時間あたり ¥10,450）と、参考装着時間から算出しています。 
詳しくは店頭までお問い合わせください。
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当カタログ掲載商品の仕様・価格等は2019年11月現在のものです。 
予告無く変更、および販売終了する場合がございますのでご了承ください。

取付工賃はディーラーにより異なりますので詳しくは店頭までお問い合わせください。 
一部の商品には取付けにあたり、当カタログに記載されていない 
関連部品が必要となる場合があります。

商品によっては取付位置が同一のため、同時装着できない場合があります。 
詳しくは店頭までお問い合わせください。

掲載商品の色調は印刷インキや撮影条件により、実際の色と異なって見える場合があります。 
写真には小道具を使用している場合がありますが、小道具は商品には含まれません。

掲載されている車両の仕様並びに装備において 
日本で販売されるモデルと細部で異なる場合がありますのでご了承ください。

ランドローバープレミアムケア5
初度登録日を起算日とした4-5年目の有料メンテナンスプログラムです。 
一部のメーカー指定部品・消耗部品の交換および補充、 
4年目の法定点検・メーカー指定点検をカバーします。 
［ただし、5年目の法定点検（車検）、メーカー指定点検は含まれません。］ 
適用モデル、交換対象部品、点検対象項目、加入条件等の詳細は、 
店頭までお問い合わせください。

ランドローバー新車延長保証
ランドローバー新車延長保証は、 新車保証満了後1年間または2年間の 
有料延長保証プログラムです。ロードサイドアシスタンスも付帯しています。 
適用モデル、保証対象部品、加入条件等の詳細は、店頭までお問い合わせください。

ランドローバー純正オイル
Castrol EDGE Professionalはランドローバーが推奨するエンジンオイルです。

STYLISH PET
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