ALL-NEW DISCOVERY
ACCESSORIES
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LAND ROVER
APPROVED ACCESSORIES
斬新なフェイス、新鋭のスタイリング。さらなる進化を遂げた新型ディスカバリー。
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、
世界でただ一台のディスカバリーを仕上げるために生まれました。
あなたのディスカバリー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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EXTERIOR STYLING & PROTECTION
1: フィックスドサイドステップ
スムースな乗り降りとルーフへのアクセスをサポートし、頑強なオフロードスタ
イルを提供。エンボス加工のʻ DISCOVERY ʼロゴとブライトメタリックのトリム
がエクステリアデザインを際立たせます。

2,3: ミラーカバー ─ クローム /ノーブルクローム
気品のあるクロームメッキのミラーカバーが、新型ディスカバリーのエクステリ
アデザインを引き立てます。

4: サイドベント ─ ブライトアトラス
ブライトアトラスのサイドベントが、エクステリアデザインにさりげないアクセン
トを添えます。
○ブライトアトラス / グロス ナルヴィックブラック

5,6: ボディサイドモールディング─ブライト/ブラックフィニッシュ
車両側面の強度を高め、ドアパネルを狭い場所での接触などによる損傷から保
護します。

7: アウタードアシル トレッドプレート
アルミニウム製のトレッドプレートがフロントのドアシルを保護します。レーザー
エッチングによるʻ LAND ROVER ʼ ロゴ入り。

ライセンスプレーフレーム ─ クロームフィニッシュ（写真掲載無し）
LAND ROVER ロゴを配したクロム仕上げのホルダーが、エクステリアスタイ
リングを引き立てます。
○フロント用 ○アダプティブクルーズコントロール装備車には装着できません。
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8,9: ステンレススチール アンダーシールド
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最高級のブライトポリッシュドフィニッシュが施されたオフロード設計のステン
レス製アンダーシールド。フロント / リア用。
○ファクトリーオプションのダイナミックデザインパック車には装着できません。

10: 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新型ディスカバリー専用設計のディフレクター。
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a premium
front of th

11: ブライトサイドチューブ
ポリッシュドフィニッシュのステンレススチール製サイドプロテクション。オフ
ロードカーらしさを演出し、エクステリアデザインを引き立てます。

12,13: マッドフラップ

9
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新型ディスカバリー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。

14: オールウェザーカーカバー
雨、凍結、雪、ホコリなどから新型ディスカバリーを保護する、全天候型カバー。
素早く簡単に装着できます。

11: Wind
Wind defl
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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。

11

12: Wind
Wind defl
improve c
driving wi
turbulenc
to be circu

12

4

13

7

14

accessories.landrover.com/jp/ja/

DC_ACC_17MY_170328.indd 5

5

3/30/17 12:54

1

3

CARRYING & TOWING
1: ラゲッジキャリア
フレキシブルなラゲッジラックシステム。最大積載量 61kg 。

2: ルーフボックス スキー /スノーボードインサート ─ ラージ
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。
○スポーツルーフボックス─ラージ用 / スポーツルーフボックス , ラゲッジルーフボックス用

3: 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 80kg

4

○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とアルパインライトキットが必要です。

4: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。ルーフレールと合わせた装着時の高さは最大 110mm アップ
します。最大積載重量 74kg

5: ラゲッジルーフボックス

5

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。最大積載重量 57kg

6: スポーツルーフボックス
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
積載重量 56kg

7: スポーツルーフボックス ─ ラージ
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
載重量は52kg
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8: ルーフマウント バイクキャリア ─ ホイールマウント
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 。

9: ルーフマウント バイクキャリア

─ ホイールキャリア付フォークマウント

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。

4

10: 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 。

10

11: 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。ʻ LAND ROVER ʼロゴ入り。

12: 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。また、一部の種類のサー
フボードにも対応します。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、荷物の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 。

5

13: 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、一部の種類のサーフボードや小

11

型ボートなどにも対応します。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、荷物の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。
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。
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14: 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。最大牽引能力は3,500kg* 、ノーズウェイトは195kg* 。
* 最大牽引能力、ノーズウェイトは搭載するエンジンやホイールの構成によって異なります。
○装着時にはトウアイカバーの取り付けが必要です。
〇 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。

15: トウイングシステム ─ 電動ディプロイアブルトウバー
操作はラゲッジスペースにあるスイッチか、インフォテインメントシステムを使っ
て行います。障害物を感知すると自動で収納されます。収納時にはリアバンパー
の後ろにすっきりと収まります。最大牽引能力は 3,500kg* 、ノーズウェイトは
350kg* 。
* 最大牽引能力、ノーズウェイトは搭載するエンジンやホイールの構成によって異なります。
○ 装着にはトウバーモジュール、スイッチ / ハーネスキットが必要です。また、装着時には
トウアイカバーの取り付けが必要です。

〇 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。

16: トウイングシステム ─ マルチハイトトウバー
トウイングアーマチュア、スライディングプレートを含む50mm トウボールのキッ
ト。3 段階でトウボール地上高の調節ができます。最大牽引能力は3,500kg* 、
ノーズウェイトは350kg* 。
* 最大牽引能力、ノーズウェイトは搭載するエンジンやホイールの構成によって異なります。
○装着時にはトウアイカバーの取り付けが必要です。
〇 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。

17:トウイングエレクトリクス ̶ 13ピン→12N/12Sアダプター
13ピンソケットを12N/12S に変換するアダプター。トレーラーのリアランプや、
インテリア機器に電源を供給します。

15

○ 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。

16

トウイングエレクトリクス ̶ 13ピン→12Nアダプター（写真掲載無し）
13ピンソケットを12N に変換するアダプター。
○ 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。

18: トウストラップ
反射材付き収納袋は、牽引時にストラップの中央に吊り下げると、ウォーニング
フラッグにもなります。対応荷重は3,000kg 。

19: ラチェットストラップ
クロスバーやラゲッジキャリアに荷物を確実に固定できて便利な、長さ5m 、幅
20mm のナイロン製ラチェット式ストラップ。
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INTERIOR STYLING & PROTECTION
1: ギアシフトパドル ─ アルミニウム
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。

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: ラグジュアリーカーペットマットセット ─ エスプレッソ

3

新型ディスカバリー専用設計のラグジュアリーな2,050g/m 2パイルカーペット
マットセット。ʻLAND ROVERʼ 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 & リア用（ 3 列目シート用は含まれません）○エスプレッソ / エボニー

4,5: プロテクティブシートカバー
水濡れ、汚れた衣類、摩耗、裂けからシートを保護します。装着は簡単。汚れは
サッと拭き取れます。
○フロント / リア用（ 3 列目シート用は含まれません）○ニンバス / エボニー

6: ラバーマット ─ エボニー
ラバーフットウェルマットが、さまざまな汚れからインテリアカーペットを保護し
ます。
○フロント & リア用（ 3 列目シート用は含まれません）○エボニー / エスプレッソ
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7: 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。

8: ロードスペース ラバーマット ─ エボニー
ʻ LAND ROVER ʼ ロゴ入りのウォータープルーフラバーマット。縁の立ち上がり
がロードスペースのカーペットをさまざまな汚れから守ります。

3

○エボニー / エスプレッソ

9

9: ロードスペース ラバーマットエクステンション ─ エボニー
ウォータープルーフのマットエクステンションが、シートフォールド時にシートバッ
クをカバーします。
○エボニー / エスプレッソ

10: 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は同時装着できません。

11,12: ラゲッジパーティション ─ ハーフハイト/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。2 列目シートのリクライニング
に対応する設計です。フルハイトには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。
○ 7シート車には装着できません。

13: ラゲッジパーティション ディバイダー
4

10

11

12

13

ロードスペースを2つに区切って使用することができるディバイダー。
○ラゲッジパーティションとの同時 装 着が必 要です（ 7 シート車には装 着できません）。
○ロードスペース ラバーマット , ロードスペース ライナートレイと同時装着できます。

6
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INTERIOR SAFETY
チャイルドシート ─ レザー
レザートリムのチャイ
ISOFIX 基準に適合。グループ2/3（15〜36kg）
ルドシート。約 4 〜 12 歳くらいまでのお子様用。ʻ LAND ROVER ʼ ロ
ゴ入り。レザートリムのチャイルドシートは、インテリアに合わせて選べ
るラグジュアリー / スポーティカラーの2 種類をご用意。
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。

1: ラグジュアリー ─ エボニー & タン
2: ラグジュアリー ─ エボニー & ルナ

3

3: スポーティ ─ エボニー & エボニー
─ エボニー &ピメント（写真掲載無し）
チャイルドシート ─ ファブリック
ISOFIX 基準に適合したさまざまなタイプのチャイルドシートをご用
意しました。グループ0+（〜 13kg ）、グループ1（ 9 〜 18kg ）、グループ
2/3（ 15 〜 36kg ）に対応した製品です。

4: 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。ʻ LAND ROVER ʼ 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ベビーシート 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。

5: 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。ʻ LAND ROVER ʼ 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。

6: 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。ʻ LAND ROVER ʼ 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ʻ LAND ROVER ʼロゴ（写真掲載無し）

4

5

6

7

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。

7: 三角停止表示板
非常時には不可欠なウォーニングトライアングル。ロードスペース
コンパートメントに収納します。

注意：安全のためベビーシートおよび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。

12
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FUNCTION & TECHNOLOGY
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

2: クリック& ハング

3

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。

3: 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 。

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 。

2

4

7
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5: iPhone ®ドックコネクト& チャージドック
センターコンソールのカップホルダースペースを使用。充電中でも着信や通知を
確認できるように設計されています。接続時は iPhone 内のメディアにアクセス
可能で、インフォテインメントタッチスクリーンから操作することができます。ホ
ルダーは ' カットアウト ' デザインになっていて、停車中にはホームボタンにアク
セスすることもできます。また、他の用途に USB ポートが必要になった場合は
すぐに取り外せます。
○ iPhone 5, 5c, 5s, 6, 6s, SE に対応。
（ iPhone 6 Plus には非対応）

6: アクティビティキー
キーフォブはクルマの中に置いて、かわりにウォータープルーフを施した軽くて丈
夫なリストバンドタイプのアクティビティキーを身につければ、活動範囲が拡が
ります。アクティビティキーが ON になると、キーフォブは10 秒後に停止して車
両がロックされ、セキュリティを確保します。
○ご利用にはビークルプレパレイションキットが必要です。

7: スモーカーズパック
ノンスモーカー仕様の車両向けの、シガレットライターとアシュトレイのセット。

8: 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。

9: 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

9

iPad 、iPad Air および iPhone 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。HomeLink は、Gentex Corporation の登録商標です。

8
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10: 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、壊れ物など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。閉じたフタの上には35kg
までの物を載せることができます。D ループに固定して使用します。
○ 他のロードスペースアクセサリーとは同時装着できません。また、3 列目シート使用時に
は装着できません。

11,12: サンシェード
14

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

13: パッセンジャー フットウェルネット
助手席側の足元に取り付けるこのネットは、助手席の乗員が便利に使える収納
スペースになり、地図や書類など、よく使う小物の収納に最適です。
○エボニー / エスプレッソ

14: シートバックストイッジ
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。

15: 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。

9

15

16: フロントサンシェード
ワンタッチで展開するʻ LAND ROVER ʼ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。

ロードスペースネット ─ サイド（写真掲載無し）
ロードスペースのサイドに取り付けたネットが、すぐに見つからなくなる小さな
物もしっかりと保持します。
○リアエアコンディショナー搭載車には装着できません。

ロードスペース パーティションネット（写真掲載無し）
ロードスペースの荷物がキャビンスペースに侵入するのを防ぐ便利なパーティ
ションネット。D ループとルーフライニングのフィキシングに取り付けます。長物
を積む時などには簡単に取り外せます。

ロードスペースレール ─ フルレングス（写真掲載無し）
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。

11

12

16

○ 5シート専用

ロードスペース リテンションキット（写真掲載無し）
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（ 5シート専用）。

ロードスペース リテンションネット
（写真掲載無し）
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。
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WHEELS & WHEEL ACCESSORIES
1: 19 インチ スタイル 5021 アロイホイール

13: ホイールセンターキャップ

5スプリットスポーク

アロイホイールの存 在 感とデザイン性を高めるʻ LAND ROVER ʼ
ロゴセンターキャップ。

2: 20 インチ スタイル 5011 アロイホイール
5スプリットスポーク

3: 20 インチ スタイル 5011 アロイホイール
5スプリットスポーク、グロスブラックフィニッシュ

4: 20 インチ スタイル1011 アロイホイール
10スプリットスポーク

5: 21インチ スタイル 9002 アロイホイール
9スポーク

14

15

6: 21インチ スタイル 9002 アロイホイール
9スポーク、ダイヤモンドターンドフィニッシュ

7: 21インチ スタイル1012 アロイホイール
10スプリットスポーク

8: 21インチ スタイル1012 アロイホイール
10スプリットスポーク、グロスブラックフィニッシュ

9: 21インチ スタイル 5025 アロイホイール
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

10: 22インチ スタイル 5011 アロイホイール
5スプリットスポーク *

16

17

11: 22インチ スタイル 5011 アロイホイール

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: 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/cm 2で表示されます。専用ケース付属。

17: 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。

18: ホイールクリーナー ─ トリガースプレー（500ml）
ランドローバー車専用に開発された AUTOGLYM 製ホイールクリー
ナー。ホイールにダメージ与えずにブレーキダストや粉塵を除去でき
ます。

（500ml）
19: ボディーワーク ─ シャンプー &コンディショナー
コーティング被膜の上に堆積した汚れをやさしく除去し、ツヤと防水
性能を強化するツヤ出しシャンプーです。コーティング被膜を傷める
ことなく汚れを取り除き、防錆剤配合の特殊成分がツヤのある防水性
の保護被膜を形成します。中性。

5スプリットスポーク、グロスブラックフィニッシュ *

20: ファーストグラス ─ トリガースプレー（500ml）

12: 22インチ スタイル 5025 アロイホイール

内・外装のウインドウに、材質を選ばず使用できるスプレータイプの
ガラスクリー ナ ー。シリコン、ワックス、研 磨 成 分 を 一 切 含 んで
おらず、拭き残しがありません。塗装面にも安心してご使用いただけ
ます。ウインドウには、特にお勧めです。

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 *
*285タイヤを装着する必要があります

18, 19, 20
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SPORTS SELECTION
1: ギアシフトパドル ─ アルミニウム
2: ボディサイドモールディング ─ ブラックフィニッシュ3:
アウタードアシル トレッドプレート

TOURING SELECTION
1: ロードスペース ラバーマット
2: ラバーマット
3: マッドフラップ ─ フロント/リア
4: ルーフレール
5: クロスバー
6: スポーツルーフボックス ─ ラージ

DESIGN SELECTION
1: ミラーカバー ─ クローム
2: ボディサイドモールディング ─ ブライトフィニッシュ3: ブ
ライトサイドチューブ

4: ステンレススチール アンダーシールド ─ フロント/リア

ACTIVE SELECTION
1: フィックスドサイドステップ
2: ルーフマウント バイクキャリア
3: ルーフレール
4: クロスバー
5: ロードスペースオーガナイザー
販売価格は正規ディーラーが独自に決定しています。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 2017年 4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。

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。

ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社
〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-29 ガーデンシティ品川御殿山 9 階

landrover.co.jp
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