RANGE ROVER SPORT
ACCESSORIES
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LAND ROVER APPROVED ACCESSORY
プレミアム感を高めたラグジュアリーなインテリア空間 。そして最 先 端のテクノロジーが脈 打つ標 準 装 備の数々。
ランドローバーアクセサリーは 、その完 璧な存 在に、一人ひとりのオーナーが、それぞれのライフスタイルを描き、
世界でただ一台のレンジローバー スポーツを仕上げるために生まれました。
あなたのレンジローバー スポーツを一段とパーフェクトな一台にする、胸高鳴るアイテムがここに。
ランドローバーアクセサリーは 、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、いつでも装 着が可能です。
また車両装 備と同じ厳 格な基 準で設 計、テスト、製 造されています。
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カーボンファイバー・フロントグリルサラウンド*

カーボンファイバー・ボンネットルーバー

カーボンファイバー・フォグランプ・ベゼル*

カーボンファイバー・ミラーカバー

カーボンファイバー・テールゲート・トリム

ハイグロスラッカー仕上げが 施されたカーボンファイバーアクセサリーの美しさが、
レンジローバースポーツの高いパフォーマンスをさらに強調します。

カーボンファイバー・サイドベントブレード*

*SVR モデルには装着できません

accessories.landrover.com/jp/ja/
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パワー・サイドステップ
“ RANGE ROVER ”ロゴをレーザーでエッチング加工したステンレススチール製の、スマートで実用的な電動サイドステップ。
ドアオープン、またはキーフォブの操作で、サイドシルの下にスマートに格 納されているサイドステップが自動的に展開。
障害物を感知したり、オフロードモードやアクセスモードのときは展開しません。
ドアを閉めると自動的に格 納されますが、自動モードを解除してドアクローズの状態でルーフにアクセスすることもできます。
○フロント・マッドフラップと同時装着可能 ○装着にはパワー・サイドステップ用 ECU 、フェンダー・クラディング、インストレーションキットが必要です。
○装着した場合、ウェイド・センシングが機能しません。また、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。
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フィックスド・サイドステップ

ステンレススチール・アンダーシールド

車の乗り降りやルーフへのアクセスに便利な固定式サイドステップ。“RANGE ROVER ”ロゴの
エンボス加工とアルマイト処理を施したブライトフィニッシュのアルミニウムトリムが、
デザイン性を高めています。

オフロードカーらしさを演出するアンダーシールド。
ブライトポリッシュ仕上げのステンレススチール製。

○ 装備した場合、ウェイド・センシングが機能しません。また、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。

ボディサイド・モールディング
隣の車との軽い接触による傷からドアパネルを保護するサイドモール。
ボディカラーにマッチするようにペイントされたプレミアムフィニッシュです。

̶

フロント/リア

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レンジローバースポーツ専用設計のディフレクターが、
荒天時のドライビングでもエアベンチレーション性を快 適に保ちます。

○ SVR モデルには装着できません

ドアミラーカバー ̶ シルバーノーブルフィニッシュ
ノーブルフィニッシュのミラーカバー。
ライトアトラスやブライトフィニッシュのエクステリアトリムをアップグレードします。

フロント/リア・マッドフラップ

サイド・チューブ

水しぶきや泥はねを軽減し、塗装面を保護するマッドフラップ。
ボディを守るだけでなく、
クルマのデザイン性を高めます。

ポリッシュド・フィニッシュを施したステンレス・スチール製のプロテクションモール。
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。

○ SVR 用フロント・マッドフラップは、パワー・サイドステップ、
フィックスド・サイドステップと同時装着できません。

○乗降時に足をのせることはできません。また、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。

accessories.landrover.com/jp/ja/
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ルーフレール

スキー /スノーボードホルダー *

○シルバーフィニッシュ / ブラックフィニッシュ
○別途ルーフトリム・フィニッシャーキットが必要です
○最大積載重量：10 0kg** ○ 装着時地上高が 88mm アップします。

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です。
○最大積載重量：36kg**

アクアスポーツ・キャリア *
「アクアスポーツ・キャリア」は、カヌーまたはカヤック1艘を積載できます。
オール、パドルのロック機能付多目的ホルダーが付属。
積み降ろしを容易にするために傾けられます。
○最大積載重量：45kg**

クロスバー
T スロットを利用して、さまざまなルーフアクセサリーを装着できます。
盗難防止用ロック付き。

○ルーフレールを装着する必要があります ○盗難防止用キー付
○ 装着時地上高が 93mm アップします。

ラージ・スポーツ・ルーフボックス*
グロスブラック仕上げのスタイリッシュなスポーツボックス。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。荷物を安全に積載できるベースマットが付属。
4セットのスキーまたは 5 〜 6 枚のスノーボードを積載可能です（スキーの長さは 205cmまで）
○外形寸法 : 長さ 2,350mmx 幅 940mmx 高さ350mm ○容量：430リッター ○最大積載重量：71kg**

ラゲッジ・ボックス*
グロスブラック仕上げのルーフ・マウント・ラゲッジ・ボックス。
左右両方から開閉できます。盗難防止用ロック機能付き。
○外形寸法 : 長さ1,750mmx 幅 820mmx 高さ 450mm
○容積：410リッター。最大積載重量：75kg**
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スポーツ・ルーフボックス*（写真掲載なし）
○外形寸法 : 長さ 2,060mmx 幅 840mmx 高さ340mm ○容量：320リッター ○最大積載重量：75kg**

アクアスポーツ・キャリア

̶

カヤック2 艘 *（写真掲載なし）

カヤックまたはカヌー 2 艘まで積載可能。
サーフボードや小型ボートなどの船を運ぶのにも適しています。

ラゲッジ・キャリア *
フレキシブルな積載を可能にするラゲッジ・ラック・システム
○最大積載重量：75kg**

「 ルーフレール」「ルーフトリム・フィニッシャーキット」「クロスバー」がセットで必要です。** 最大積載重量に注意してご使用ください（ SVR モデルの最大積載重量は、車両構成によって異なる場合があります）。
* すべてのルーフマウントアクセサリーの装着には、
なお、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。
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ルーフマウント・バイクキャリア

デプロイアブル・トウバー

マルチハイト・トウバー & アーマチュア

1台の自転車を積載するようにデザインされたロック付バイクキャリア。1つのホルダーに
1台の自転車を載せることができます。2 つのホルダーを利用して 2 台まで積載可能です。

使用しないときはバンパーの裏側にスマートに格 納できる電動格 納トウバー。
ラゲッジスペースのスイッチ操作でわずか12 秒で展開 / 格 納します。

2 段階に高さ調節できるトウバー。アーマチュアで

○最大積載重量：20kg

○ 13 ピンタイプ・トウイングエレクトリック付属
○トウバー使用時の車両の牽引能力については、車両ハンドブックをご参照ください。

○ 13 ピンタイプ・トウイングエレクトリックが別途 必要
○ SVR モデルには装着できません

̶

ホイールキャリア付きフォークマウント*

ルーフマウント・バイクキャリア *（写真掲載なし）
フレームをアームで固定するタイプのロック付バイクキャリア。2 つのキャリアを利用して

クロスバー・ラッシングアイ・キット

ラチェットストラップ
○長さ5m 、幅 20mm のラチェット式ストラップ

○最大積載重量：20kg

クロスバーのT スロットに装着する
タイダウンポイント。

2 台まで積載可能です。

○ 6 個入り

トウ・リカバリーストラップ
ウォーニングフラッグとして使用できる
収納バッグ付。
○最大耐荷重：3,0 0 0kg

***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。
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簡単にトウバーを装着でき、数秒で高さを調節できます。

13ピンタイプ・トウイングエレクトリック***
12N/12Sタイプ・

トウイングエレクトリック・アダプター ***
○ 13 ピンタイプ・トウイングエレクトリックが別途 必要

12Nモールデッド・アダプター ***
○ 13 ピンタイプ・トウイングエレクトリックが別途 必要

accessories.landrover.com/jp/ja/
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アルミニウムギアシフトパドル
スポーティなインテリアにさらなるアクセントを。削り出しのアルミ素材を手作業で研磨したギアシフトパドルは、
アルマイト処理によって美しさが持続します。
○レッド/シルバー

8
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プレミアムカーペットマットセット

ラバーマットセット

イルミネーテッド・トレッドプレート

裏地に防水加工を施した 2,050g の高密度パイル地カーペット。

防水・滑り止め加工を施した “ RANGE ROVER ”バッジ付ラバーマット。運転 席と助手席の足下が
汚れないように保護します。

フロントドアオープン時に “ R ANGE ROVER ”ロゴがライトアップされます。
運転 席側と助手席側の両方に装着できます。

○エボニー / エスプレッソ

スポーツペダルカバー

ブライトフィニッシュ・トレッドプレート

ステンレススチールの表面を研磨し、エッチング加工を施した
ブライト仕上げのスポーツペダルカバー。簡単に装着でき、
純正アクセルペダルのデザイン性を高めます。

“ RANGE ROVER ”ロゴを配したブラシ仕上げステンレススチール製シルプレート。

ドアシル・アウター・トレッドプレート
フロントドアシル用のアルミニウム製トレッドプレート。“SPORT ” のロゴをエッチング加工してあります。

accessories.landrover.com/jp/ja/
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iPad ホルダー

コートハンガー

シートバック・ストレージ

iPad ® をしっかり固定できます。フロントシートのヘッドレストポストに、リアシートに向けて取り付けます。

○ヘッドレストの後 側に装着。最大荷重：3kg
○ 安全のため、後 席に乗員が居る場合は取り外してください。
また、走行中に脱 着作業を行わないでください。

インテリアトリム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。
ソフトタッチのライニング、マグネットボタン付き。

○ iPad（第 2 、3 、4 世代用）。iPad Air ® には非対応。
○安全のため、使用しないときは取り外してください。また、走行中に脱 着作業を行わないでください。
○ 10.2インチ ディスプレイ付リアシート・エンターテイメント・システム装備車、および、SVR モデルには装着できません。
○ iPad および iPad Air は、米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。

○ 10.2インチ ディスプレイ付リアシート・エンターテイメント・システム装備車、
および、SVR モデルには装着できません。

フロアマット 3 列目シート用（5+2シート）
裏面に防水・滑り止め加工を施した、3 列目シートの足元をカバーする
スモールタイプ。
○ダークグレー ○日本製

̶

プレミアムレザー

○ 10.2インチ ディスプレイ付リアシート・エンターテイメント・
システム装備車、および、SVR モデルには装着できません。

シートバック・ストレージ
（写真掲載なし）

̶

スタンダード

ポケットがたくさん付いた、小物類の収納に便利な
ファブリック製のストレージポケット。
○ 10.2インチ ディスプレイ付リアシート・エンターテイメント・
システム装備車、および、SVR モデルには装着できません。
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アームレスト・クーラー /ウォーマー・ボックス

アンブレラホルダー

レザートップの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。

助手席のシート下部に装着する折りたたみ傘用収納ケース
○写真の傘は含まれません

リアサンブラインド
リアサンブラインド

̶
̶

テールゲート
サイド
（写真掲載なし）

太陽の熱やまぶしい光から乗員を保護するサンブラインド。テールゲート用とサイドのリアドアウィンドウ用 / リアウィンドウ用をご用意しています。
テールゲート用は 2 分割。どちらも取り付け、取り外しが簡単なクリップ式。
○リアドアウィンドウ用 / リアウィンドウ用の装着時はウィンドウの開閉はできません

チャイルドシート グループ 0+*

チャイルドシート グループ I*

○適用は体重 13kg（新生児から生後約 12 〜 15 ヶ月くらい）まで。
○装着にはチャイルドシートISOFIXベースが別途 必要です。
○ 3 列目シートには装着できません。

○適用は 9 〜 18kg（生後約 9 ヶ月〜 4 歳くらい）まで。
○ 3 列目シートには装着できません。

チャイルドシート ISOFIXベース*
○チャイルドシート グループ 0+ の装着に必要です。
○ 3 列目シートには装着できません。

チャイルドシート グループ I-II*（写真掲載なし）
○適用は体重 15 〜 36kg（ 4 歳〜 12 歳くらい）まで。

* 安全のため、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。

accessories.landrover.com/jp/ja/
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ロードスペース・ラゲッジレール

ラゲッジ・リテンション・キット

アパーチャ・リテンション・ネット

ロードスペース・リテンション・ネット

ロードスペース床面に装着する
D 型ループ付ラゲッジレール

ロードスペース・ラゲッジレールに装着する伸縮式バー。
巻取り式ストラップが付属。

テールゲートを開けたときに、荷物スペースから小物類が 落ちない
ようにするネット。高品質の軽量素材を使用しています。
一部にアルミ削り出し部材を採用し、強 度を高めています。

ロードスペースのタイダウンポイントを使用します。
フロアネットおよびラチェット式ストラップ 2 本が含まれます。

○ロードスペース・ラゲッジレールが別途 必要です。

○ロードスペース・ラゲッジレールとの同時装着が可能

リチャージャブル・トーチ
ブラックアルミニウムボディ、出力 30 0 ルーメン。
ラゲッジスペース側面の充電用ドック付。
○ 4ゾーン・フルオート・エアコンディショナー装備車には
装着できません

ロードスペース・ライナー・トレイ

ロードスペース・ラバーマット

リアバンパー・プロテクションカバー

トレイの縁の立ち上がりが高いタイプ。濡れたり汚れたりした荷物類から
ラゲッジスペースのフロアとサイドを保護します。

ロードスペースをカバーする丈夫な防水マット。縁付き、滑り止め付き。

荷物を積み降ろしするときに、リアバンパーを保護します。
ロードスペースのタイダウンポイントまたは
ロードスペース・ラゲッジレールの D 型ループに装着します。

○ラゲッジパーティション、ロードスペース・ラゲッジレールとの同時装着が可能

ロードスペース・ライナートレイ

̶

○ストラップの長さは約 2m

ロータイプ

トレーの 3 辺の縁が立ち上がった防水性の高い半硬 質ラバー製トレイ。
ラゲッジスペースを、濡れたり汚れたりした荷物類から保護します。

○ロードスペース・ラゲッジレール、ラゲッジパーティションとの同時装着が可能

ロードスペース・ラバーマット・エクステンション
シートフォールド時にシートバックを保護するエクステンションマット。

○ラゲッジパーティション、ロードスペース・ラゲッジレールとの同時装着が可能
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ロードスペース・トレッドプレート・フィニッシャー
ロードスペース・トレッドプレート・フィニッシャー

̶

イルミネーテッド

ブライト仕上げのステンレススチール製ロードスペース・トレッドプレート・フィニッシャー。荷物の積み降ろし時に、
ロードスペース・トリムを傷から守ります。イルミネーテッドは、リアゲートを開けるとリップの上端が白く光り、高級 感を演出します。

ラゲッジパーティション
̶ フルハイト
̶ ハーフハイト
（写真掲載なし）
̶ ディバイダー
（写真掲載なし）

ロードスペース・ウォータープルーフ・ライナー
丈夫で扱いやすいファブリックシート。
ラゲッジスペースを、ウインドウの高さまで覆って保護します。
○ラゲッジパーティションとの同時装着できません

着脱が容易で、フルハイトは長物の収納に便利な
スモールハッチ付。ディバイダーの装着には、
フルハイトまたはハーフハイトのパーティションが必要です。

accessories.landrover.com/jp/ja/
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19 インチ スタイル 501
（5スプリット・スポーク、スパークルシルバー・フィニッシュ）

19 インチ スタイル 501
（5スプリット・スポーク、サテン・ダークグレイ・フィニッシュ）

21インチ スタイル 507
（5スプリット・スポーク、スパークルシルバー・フィニッシュ）

21インチ スタイル 507
（5スプリット・スポーク、ダイヤモンド・ターンド・フィニッシュ）

○7.5Jx19（ 235/65R19 ）
（ Autobiography Dynamic 、SVR 、HST には装着できません）

○7.5Jx19（ 235/65R19 ）
（ Autobiography Dynamic 、SVR 、HST には装着できません）

○ 9.5Jx21
（ 275/45/R21）
（ SVR には装着できません）

○ 9.5Jx21
（ 275/45R21）
（ SVR には装着できません）

20 インチ スタイル 520
（5スプリット・スポーク、スパークルシルバー・フィニッシュ）

20 インチ スタイル 520
（5スプリット・スポーク、グロスブラック・フィニッシュ）

21インチ スタイル 505
（5スプリット・スポーク、スパークルシルバー・フィニッシュ）

21インチ スタイル 901
（鍛造 9スポーク、マシンポリッシュド・フィニッシュ）

○ 8.5Jx20（ 255/55R20 ）
（ SVR には装着できません）

○ 8.5Jx20（ 255/55R20 ）
（ SVR には装着できません）

○ 9.5Jx21
（ 275/45R21）
（ SVR には装着できません）

○ 9.5Jx21
（ 275/45R21）
（ SVR には装着できません）
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21インチ スタイル 507
（5スプリットスポーク、グロスブラック・フィニッシュ）

21インチ スタイル 517
（5スプリット・スポーク）

22インチ スタイル 514
（5スプリット・スポーク、マシンポリッシュド・フィニッシュ）

22インチ スタイル 514
（5スプリット・スポーク、セラミック・ポリッシュド、
ライトシルバー・フィニッシュ）

○ 9.5Jx21
（ 275/45R21）
（ SVR には装着できません）

○ 9.5Jx21
（ 275/45R21）
（ SVR 専用。5+2 シート装備車装着できません）

○ 9.5Jx22（ 275/40R22 ）
（ 5+2 シート装備車、SVR には装着できません）

21インチ スタイル 901
（鍛造 9スポーク、テクニカルグレイ・フィニッシュ）

22インチ スタイル108
（10スプリット・スポーク）

○ 9.5Jx21
（ 275/45R21）
（ SVR には装着できません）

○ 10.0Jx22（ 295/40R22 ）
（ SVR 専用。5+2 シート装備車装着できません）

22インチ スタイル 514
（5スプリット・スポーク、フル・ペイント、
テクニカル・グレイ・グロスフィニッシュ）

22インチ スタイル 514
（5スプリット・スポーク、フル・ペイント、
ロー・グロスブラック・フィニッシュ）

○ 9.5Jx22（ 275/40R22 ）
（ 5+2 シート装備車、SVR には装着できません）

○ 9.5Jx22（ 275/40R22 ）
（ 5+2 シート装備車、SVR には装着できません）

○ 9.5Jx22（ 275/40R22 ）
（ 5+2 シート装備車、SVR には装着できません）

ご注意：特定のホイールおよびタイヤの組み合わせ、もしくはオプションのホイールおよびタイヤをお選びになる場合は、お車の使用目的をご考慮ください。なお、ホイールセンターキャップは別売りです。
大径ホイールおよび扁平タイヤはスタイリングやドライビングにおいて利点をもたらす一方で、損傷を受けやすいことが考えられます。詳しくは、お近くの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。

accessories.landrover.com/jp/ja/
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アロイホイール クリーナー
̶ トリガースプレー（500ml）

ホイールセンターキャップ

サンシェード
（フロント）

○ RANGE ROVER/L AND ROVER（シルバー / ブラック）○ 1個

ワンタッチで展開するL AND ROVER ロゴ入りのフロント用サンシェード。専用バッグ付き。

ランドローバー車専用に開発された AUTOGLYM 製の
ホイールクリーナー。ブレーキやホイールに
ダメージ与えずにブレーキダストを除去できます。

ホイールナット

スタイル バルブキャップ

エクステリア・カーカバー

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。

アロイホイールをドレスアップする
ランドローバー純正バルブキャップ。

レンジローバースポーツ専用のカーカバー。ボディ全体をソフトカバーで保護します。

○ 20 個入り 1台分

○ RANGE ROVER/

̶

ブラックフィニッシュ

タイヤプレッシャーゲージ

ホイール・セキュリティナット

360 º 回転ノズル、トレッド深度ゲージ、LED 照明、

ホイールの盗難防止効果があるロックナット。
ホイールのカラーに合わせて、2 色から選べます。

専用ケース付。

L AND ROVER/

ユニオンジャック
（カラー）/
ユニオンジャック
（ブラック）

ドアエッジ・モール（写真掲載なし）
○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
○ 850mm 2 本入り ○ドア１枚に対して１本 必要です。

○ブラックフィニッシュ /シルバーフィニッシュ
○ 4 個入り 1台分

16
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ウォータープルーフ・シートカバー

アシュトレイ
（LED 照明付）

スキーバッグ

洗濯機でのクリーニングが可能

ソーラーパネルによるLED 照明をフタの内側に装備しています。

180cmまでのスキーとストックを 2 セット収納。着脱可能なショルダーストラップ付。

コラプシブル・ラゲッジキャリア

ETC 車載器

エレクトリック・クールバッグ

小物を収納するのに便利な、2 段階で開閉可能なロードスペース用オーガナイザー。
使用しないときは簡単に折りたたむことができます。

L AND ROVER ロゴを配した車載器。

サーモスタット付きのクールバッグ。補助ソケットから電源を取ります（ 12V ）。
内部の清掃が簡単にできます。

○アーモンド/ エボニー ○フロント/リアシート用 ○ SVR モデルには装着できません

○純正ナビゲーションへのリンクはできません。

○外形寸法：380x380x220mm 、容積：14リッター

accessories.landrover.com/jp/ja/
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ACCESSORY SELECTION
SELECTION

URBAN STYLE

SELECTION

TOURING

SELECTION

OUTDOOR

ドアを開けた瞬間から、
アーバンライフをエレガントにドレスアップ

スタイリッシュなルーフマウントアクセサリーと
インテリアアイテムで、ツーリングをもっと快適に

ヘヴィーデューティなアウトドアライフを愉しむ
プロテクションアイテム

- パワー・サイドステップ

- ルーフレール ̶ シルバーフィニッシュ

- ラバーマットセット

- コートハンガー

- クロスバー

- ロードスペース・ラバーマット

- イルミネーテッド・ロードスペース・トレッドプレート・フィニッシャー

- アームレスト・クーラー /ウォーマー・ボックス

- フロント/リア・マッドフラップ

- プレミアムカーペットマットセット

- アンブレラホルダー

- ラゲッジパーティション ̶ フルハイト

¥599,650（税抜）

¥293,650（税抜）

アクセサリー本体価格 ¥543,60 0

参 考装着時間 5.90hr 取付工賃 ¥56,050

アクセサリー本体価格 ¥281,30 0

参 考装着時間 1.30hr 取付工賃 ¥12,350

¥159,100（税抜）
アクセサリー本体価格 ¥136,30 0

参 考装着時間 2.40hr 取付工賃 ¥22,80 0

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¥9,50 0 ）と、参 考装着時間から算出しています。また、ご購入には別途消費税がかかります。詳しくは店頭までお問い合わせください。
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OOR

SELECTION

を愉しむ

SPORTY

ブライトポリッシュの耀き。シルバーノーブルの艶。
レッドアルミのアクセント。スポーティな印象が際立つ数々のアイテム
- フロント/リア・ステンレススチール・アンダーシールド
- シルバーノーブルフィニッシュ・ドアミラーカバー
- レッド・アルミニウムギアシフトパドル
- スポーツペダルカバー

アクセサリー本体価格 ¥271,60 0

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。

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。

¥287,750（税抜）

工賃 ¥22,80 0

当カタログ掲載商品の仕様・価格等は 2015 年10月現在のものです。

参 考装着時間 1.70hr 取付工賃 ¥16,150

ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社 〒105-0001 東京都港区虎ノ門 4–3–13 ヒューリック神谷町ビル 6 階

landrover.co.jp

©Jaguar Land Rover Limited 2015.
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