LAND ROVER ACCESSORIES

RANGE ROVER VELAR

ENTER
スクロールまたはスワイプして操作

EXPERIENCE LAND ROVER ACCESSORIES
Range Rover Velarは、新たなレベルの魅力と多様性を前面に押し出し、どんな状況でもあなたの旅のニーズを
満たす準備ができています。オンロードでもオフロードでも、素晴らしいパフォーマンスを期待できます。特定の
ニーズを満たすための完璧な方法は、ランドローバーのアクセサリーで車両をパーソナライズすることです。

スタイリッシュで実 用的 なイン テリアとエクステリアのアクセサリーを幅 広く取り揃 えています。また、
キャリング＆トウイング、ホイール、ホイールアクセサリーも各種ご用意しています。

Range Rover Velarで利用可能なアクセサリの詳細については、次のURLをご覧ください。
accessories.landrover.com
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METICULOUSLY DESIGNED
AND ENGINEERED

例えば、エクステリアアクセサリーのテストには以下の
ようなものがあります。

極めて緻密な設計、開発。ランドローバーのアクセサリー
は、クルマそのものをデザインした同じチームによって
設計されています。彼らは、ランドローバーに細部まで
精通したエキスパート。その専門知識で、パフォーマンス
を最適化しながら、全体のデザインを引き立てるアクセ
サリーを生み出すことができるのです。

–

フロリダ・ウェザリング として知られる直射日光に
対する２年間の耐候性試験

– 500時間の熱劣化試験
– -40℃から80℃の耐熱試験
– -40℃で16時間保持した後、直ちに70℃で5分間保持
する熱衝撃試験

– 湿度 95 〜100% 、温度48℃に168 時間保持する耐

TESTED TO THE HIGHEST
INDUSTRY STANDARDS

湿試験

– 実際の運転状況における製品寿命をシミュレーション

最高に厳格なテスト基準。ランドローバーのアクセサリー
はすべて、ランドローバーに期待される厳しい基準を
満たしていることを確認するために、厳格なテストと
検査が行われています。これによって、アクセサリーが
常にクルマと調和して機能することをお約束します。
アクセサリーは、極端な高温と低温の環境下でテスト
されており、一年中、あらゆる条件で性能を発揮する
ことを確認しています。
また、耐腐食性試験では、沿岸部などの過酷な気候
にも耐えられることを確認し、一連の試験では、ランド
ローバーの既存の安全機能とのシームレスな統合を
確認します。

するために、大量の塩分、土、ほこりを含む環境を人工
的に作り出して環境サイクル試験を行っています。

QUALITY ASSURED
さらなる安心のために。ランドローバー認定アクセサリー
には包括的な製品保証が付いています。ランドローバー
正規ディーラーで取付られた純正アクセサリーの保証
期間は、初回装着時から1年間となります。なお一部
のアクセサリーは、新車登録から1ヶ月以内（もしくは
1,600km のどちらか早いほう）に取付られた場合、
保証期間は車両と同じ3年間（もしくは100,000kmの
どちらか早いほう）となります。

アクセサリーの詳細については、ランドローバーのアクセ
アクセサリーは、そのデザイン、機能、素材に応じた サリーWEB サイト accessories. landrover.comを
一連のオーダーメイドのテストを経て、その性能が確認 ご覧ください。
されます。
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EXTERIOR STYLING

ミラーカバー ̶ クローム
磨き抜かれたクロームのミラーカバーが、エクステリアにアクセントを添えます。

ミラーカバー ̶ カーボンファイバー

ミラーカバー ̶ グロスブラック

ハイグロスフィニッシュを施し、圧倒的な美しさを誇る高品質カーボンファイバーミラーカバー。優れたパフォーマンスを想起させる、高級感あふれるスタイリングアップグレードです。
○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。

グロスブラックの美しい艶が、エクステリアデザインを引き立てます。
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EXTERIOR STYLING

サイドベント ̶ ブライトフィニッシュ
ブライトフィニッシュの耀きが、
スタイリッシュなデザインをさりげなく演出します。

サイドベント ̶ カーボンファイバー

サイドベント ̶ グロスブラック

ハイグロスフィニッシュを施した高品質のカーボンファイバーサイドベントで、
パフォーマンスを主張するスタイリングに。

エクステリアスタイリングをさりげなく引き立てるグロスブラックのサイドベント。
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EXTERIOR STYLING

リアスポイラー ̶ カーボンファイバー

RANGE ROVER VELAR のスタイリングを際立たせる、流れるようなダイナミックデザインの
ハイグレードカーボンファイバー製。

RANGE ROVERレタリング ̶ ナルヴィックブラック

ディプロイアブルサイドステップ

乗り降りがしやすくなる、
スマートで実用的な電動サイドステップ。車のドアを開けるか、
キーフォブでスイッチをONにすると、
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。 ボンネットとテールゲートの RANGE ROVER のシルバーレタリングをナルヴィックブラックカラーに。
ドアを閉めると、自動的に格納されます。
サイドステップは障害物を感知し、
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。自動モードを解除すれば、
ドアを閉めた状態でルーフにアクセスでき
ます。
ステンレススチールフィニッシュが施され、RANGE ROVER ロゴがレーザー刻印されています。
○フロントマッドフラップと同時装着可能* 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。
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EXTERIOR PROTECTION

バンパープロテクター

オールウェザーカーカバー

マッドフラップ ̶ フロント/リア

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されます。

雨、凍結、雪、
ホコリなどからRANGE ROVER VELAR を保護する、全天候型カバー。素早く簡単
に装着できます。

します。
に装着できます。
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RANGE ROVER VELAR 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
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INTERIOR STYLING

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 ̶ エボニー

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。

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。RANGE ROVER VELAR 専用設計のエボニーカラーのカーペットには、
RANGE 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&リア用
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INTERIOR PROTECTION

プロテクティブシートカバー ̶ フロント
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、
ヘッドレスト、
アームレストのカバー付き。汚れはサッと拭き取れます。

ラバーマット

プロテクティブリアシートカバー

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。

フロントシートバック、
フロア、
リアシートを泥汚れや摩耗から保護します。
洗濯機でクリーニング可能。

○フロント&リア用
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INTERIOR PROTECTION

ロードスペース ラバーマット
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。

ロードスペース フルプロテクションライナー

ロードスペース ラバーマットエクステンション

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。

ロードスペース ラバーマットと一緒に使用する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。
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INTERIOR PROTECTION

ラゲッジパーティション ̶ ハーフハイト

ロードスペース パーティションネット

荷物類が乗員スペースに入り込むのを防ぎます。

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 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
○ロードスペース ラグジュアリーカーペットマットとは同時装着できません

イントロダクション

エクステリア

インテリア

キャリング&トウイング

ホイール&アクセサリー

プライスリスト

FUNCTION & TECHNOLOGY

アクティビティキー

ドライブレコーダー

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。

ドライブレコーダーは、運転中の出来事や事故の映像を記録し、キャビンや電気システムにシームレスに統合できるように設計されています。
長時間の使用でも低消費電力を実現し、フル HDに対応したフロントおよびリアのビデオカメラが装備されます。

○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。
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FUNCTION & TECHNOLOGY

クリック＆ハング

クリック&ゴー ̶ ベース

クリック&ゴーシステムの「クリック&ハング」は、着脱可能なコートハンガー。移動中にシャツや
ジャケットがシワになるのを防ぎます。 車外で使用するためのフックも備えています。

リアシートでご利用いただける多目的シートバックシステム。ヘッドレストにアタッチメントを
装着して、タブレットを固定したり、バッグ・シャツ・ジャケットなどをかけることができます。
アタッチメントは別売。使用しない時は簡単に取り外せます。

クリック&フック

クリック&プレイ

クリック&ワーク

クリック& ゴーシステムの「クリック& フック」は、ハンドバッグやショッピングバッグなど
のアイテムをつるして、車内のスペースを有効活用できます。

クリック&ゴーシステムの「クリック&プレイ」は、取り外し可能なタブレットホルダーアタッチ
メントは、簡単に角度を変えて使用でき、後席の快適性とエンターテインメントを高めます。

クリック & ワークはクリック & ゴーシステムの 一 部 で す。リアシートの 乗 員に 実 用 的 な
ワークスペースを提 供する折り畳 み式テーブル。長 時 間のドライブなどで 役 立ちます。
カップホルダーも備えており、高さと角度を調節して快適に使用できます。
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FUNCTION & TECHNOLOGY

iPhone®ドックコネクト&チャージドック

センターアームレスト クーラー/ウォーマー ボックス

センターコンソールのカップホルダースペースを利用するiPhone接続& 充電ドック。接続中もiPhoneの各種機能へのアクセスが可能で、車載の
インフォテインメント&オーディオシステムで操作できます。ホルダーはカットアウト設計で、停車時にもホームボタンを押すことができます。USB
チャージャーは、iPhone以外の機器に接続したい時には簡単に取り外せます。幅67.3mmまでのiPhoneにフィットします。

リアシートのセンターアームレストとしても機能する、フード&ドリンク用のクーラー/ウォーマー。レザーカバートップ仕上げ。センターシートベルト
で固定し、リアの補助電源ソケットに接続して使用します。ご家族との長距離ドライブなどで役立つアイテムです。
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FUNCTION & TECHNOLOGY

シートバックストイッジ ̶ プレミアムレザー

シートバックストイッジ

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。

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。
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FUNCTION & TECHNOLOGY

サンシェード

プレミアムサンシェード

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。

UVサンシールドが強い日差しを遮って、暑い日でも車内を涼しく保ちます。

○リアドアウィンドウ/ リアウィンドウ/ テールゲート
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FUNCTION & TECHNOLOGY

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。

ロードスペース リテンションネット

ロードスペースネット ̶ サイド

エレクトリッククールバッグ

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。

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。

12ボルト補助ソケットから電力を得て、サーモスタットで温度制御するクールバッグ。使用後の
ケアも簡単です。高さ380mm、長さ380mm、幅220mm。容積14リッター。

○ ロードスペース ラグジュアリーカーペットマット, ロードスペース ラバーマット, ロードスペース
ライナートレイとは同時装着できません
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SAFETY

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 1

チャイルドシート ̶ グループ 2/3

三角表示板

新生児から体重13kg（12〜15ヶ月程度）までのお子様用。LAND
ROVERロゴ入り。リアシートに後ろ向きで取り付けます。日よけ・
風よけのキャノピー、洗濯機で洗えるパッド入りカバーが付属。一度
の引き上げで高さ調整可能なヘッドレストと5点式ハーネスを採用。
シートベルトまたはチャイルドシートISOFIXベースでしっかりと固定
可能。欧州のECE R44-04試験規格に適合。

身長76cm〜105cm（15ヶ月〜4歳程度、体重9kg〜22kg）のお子様用。
i-Size。LAND ROVERロゴ入り。リアシートに前向きで取り付けます。

体重15kg〜36kg（約3歳半〜12 歳のお子様） LAND ROVER
ロゴ入り。パッド付きの洗濯可能なカバーが付属。高さ調節可能な
ヘッドレストとシートベルトガイドにより、正しいシートベルト位置
を確保できます。パッド入りの深型サイドウイングにより、側面衝突の
衝撃からの保護を強化しました。リアシートにチャイルドシートを
前向きに設置して、車両の3点式シートベルトまたはISOFIXシステム
に直接固定します。欧州規格 ECE R44-04に適合。

緊急時に必要な装備。通常時はラゲッジスペースに収納できます。

イントロダクション

洗濯機で洗えるパッド入りカバーが付属。一度の引き上げで高さ調
整可能なヘッドレストと5点式ハーネスを採用。側面からの衝撃保護
性能を強化しました。
マルチポジションリクライニングシステム。ISOFIX
装着専用で、正しく固定されたことをインジケーターで確認できます。
欧州のECE R129/01試験規格に適合。
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PET PRODUCTS

ペットアクセスランプ ̶ スタンダード
ペットアクセスランプは、ペットを抱き上げなくてもラゲッジスペースに乗せられるように、最適な
寸法と角度に設計された軽量でありながら耐久性に優れた、スロープです。スロープをご利用い
ただけるペットの体重は85kgまで。スロープ重量は6kg。折り畳めば、付属のストレージバッグ
に入れて収納できます。高さ11cm、幅41cm、長さ163cm（展開時）/73cm（収納時）。

ペットケア & アクセスパック

キルティングロードスペースライナー

このオプションは、ペットを運搬を手間をかけず、快適におこなうために、必要なアイテムが組み合わされています。
ハーフハイト ラゲッジパーティション、キルティングロードスペースライナー、ペットアクセスランプ、ポータブルシャワーシステム。

ラゲッジスペースにきれいにフィットするライナー。フロア、2列目シートバック、サイドウォール
など、ラゲッジスペースのカーペット部分をすべて覆います。材質はソフトなキルティング生地。
ラゲッジスペースに愛犬などのペットを乗せることが多い方におすすめです。

イントロダクション

エクステリア

インテリア

キャリング&トウイング

ホイール&アクセサリー

プライスリスト

PET PRODUCTS

ウォーターボウル

ポータブルシャワーシステム

フォルダブルペットキャリア

乗車中でも車外でも便利にお使いいただける、こぼれにくい水飲みボウル。ラゲッジスペースに
ペットを乗せることが多い方におすすめです。移動中もボウルをしまう必要がないため、ペットは
いつでも水を飲むことができます。底面には滑り止めのラバー。さらに付属のストラップで、
ラゲッジスペースのDループにしっかりと固定できます。水漏れを防止できる容量は350mlです。

車外での使用を想定したポータブルシャワーシステム。乗車前にペットを洗う場合や自転車から
ウェットスーツまで、さまざまな装備を洗浄するのに便利です。このシステムは電池や外部電源
を必要とせず、水道栓からの水の補充時に得られる圧力を利用します。LAND ROVERロゴ入り
カバー/ハンドルを装備。別途積載バッグが付属しており、積載時にラゲッジスペースの「D」ループ
に固定できます。

ペットを安全、快 適な環 境で乗車させることができる、折り畳み式ペットキャリア。ロード
スペースに愛犬などのペットを乗せることが多い方におすすめです。この折り畳み式ペット
キャリアは、耐久性に優れた600Dナイロン製。軽量な金属フレームとキルティングファブリック
クッション、ネットウィンドウ付。高さ52cm、幅52cm、長さ72cm。

イントロダクション

エクステリア

インテリア

キャリング&トウイング

ホイール&アクセサリー

プライスリスト

PET PRODUCTS

ペットロードスペースプロテクションパック

ペットトランスポーテーションパック

濡れた足や泥だらけの足から荷物スペースを保護し、簡単に掃除できるように設計されています。
キルティングロードスペースライナー、フルハイトラゲッジパーティション、ウォーターボウルを組み合わせています。

ペットを運ぶのに快適な環境を提供する便利なオプションで、必要に応じてすばやく取り付けたり取り外したりできます。
フォルダブルペットキャリア、ウォーターボウル、ロードスペース ラバーマットを組み合わせています。

イントロダクション

エクステリア

インテリア

キャリング&トウイング

ホイール&アクセサリー

プライスリスト

CARRYING AND TOWING

イントロダクション

エクステリア

インテリア

キャリング&トウイング

ホイール&アクセサリー

プライスリスト

CARRYING

クロスバー

スキー/スノーボードキャリア

アクアスポーツキャリア

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。

スキー4セットまたはスノーボード2枚を積載可能。スライド式レールで積み降ろしもスムーズ、
セキュリティロック付き。最大積載重量36kg。

セイルボードを1枚、カヌーまたはカヤックを1艘運べるキャリア。オールやパドル運搬用のロック
付多目的ホルダーが付属。積み下ろしを容易にするチルト機能を備えており、ロック付ストラップ
とラバーサポートは、カヤックや車を傷などから保護するとともに重量配分を最適化します。
最大積載重量45kg。

〇装着には、
「ルーフレール（ファクトリーオプション）」と「クロスバー」がセットで必要です。

〇装着には、
「ルーフレール（ファクトリーオプション）」が必要です。

イントロダクション

エクステリア

〇装着には、
「ルーフレール（ファクトリーオプション）」と「クロスバー」がセットで必要です。

インテリア

キャリング&トウイング

ホイール&アクセサリー

プライスリスト

CARRYING

ルーフボックス

ルーフマウント バイクキャリア ̶ ホイールマウント

グロスブラックフィニッシュで、過酷な環境での耐久性も確保しています。左右どちらからでもルーフボックスを開くことができるので便利な
ルーフボックスです。ルーフボックスはセキュリティロック対応です。外形寸法: 長さ1,704mm、幅861mm、高さ448mm。容積400リッター。
ボックス重量は17.5kgです。ルーフボックス装着時の最大積載重量は75kgです。

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
〇装着には、
「ルーフレール（ファクトリーオプション）」と「クロスバー」がセットで必要です。

〇装着には、
「ルーフレール（ファクトリーオプション）」と「クロスバー」がセットで必要です。

イントロダクション

エクステリア

インテリア

キャリング&トウイング

ホイール&アクセサリー

プライスリスト

TOWING

電動ディプロイアブルトウバー

トウイングシステム ̶ デタッチャブルトウバー

操作はロード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。
トウイングエレクトリクスが付属し、こちらも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2,500kg

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2,500kg

○ 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。
○ 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。

イントロダクション

エクステリア

インテリア

○ 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。
○ 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。

キャリング&トウイング

ホイール&アクセサリー

プライスリスト

WHEELS AND WHEEL ACCESSORIES

イントロダクション

エクステリア

インテリア

キャリング&トウイング

ホイール&アクセサリー

プライスリスト

WHEELS
現 代 的 でダイナミックな デ ザイン のアロイホイール の バリエーション で、あ な た の クルマにさらなる 個 性 を。

18インチ スタイル 1021

20インチ スタイル 1032

20インチ スタイル 1032
ダイヤモンドターンドフィニッシュ

20インチ スタイル 1032
サテンダークグレーフィニッシュ

20インチ スタイル 7014

22インチ スタイル 1051
ダイヤモンドターンドサテンテクニカル
グレーフィニッシュ

22インチ スタイル 7015

22インチ スタイル 7015
グロスブラックフィニッシュ

22インチ スタイル 9007

22インチ スタイル 9007
ダイヤモンドターンドフィニッシュ

イントロダクション

エクステリア

インテリア

キャリング&トウイング

ホイール&アクセサリー

20インチ スタイル 7014
グロスブラックフィニッシュ

プライスリスト

WHEEL ACCESSORIES

ホイールナット ̶ グロスブラック

ロッキングホイールナット − グロスブラックフィニッシュ

グロスブラック仕上げのホイールに最適なホイールナットのセット。20 個入り。

厳しい安全基準のもと開発されたホイールロックナット。高価なタイヤとホイールに、低コストで
さらなる安心を提供します。4個のホイールロックナットと1本のキーツールが含まれています。

スノートラクションシステム ̶ 17〜20インチホイール専用

ホイールセンターキャップ − サテンシルバー

スタイル バルブキャップ

フロントホイールに装着し、雪道や凍結路でのステアリングとブレーキ性能を高めます。
高品質な硬化亜鉛メッキ鋼を用いており、装着も簡単。
使用しない時は、丈夫なビニール製のキャリーバッグに収納しておけます。

ホイールデザインをさらに引き立てる、LAND ROVERロゴを施したホイールセンターキャップ。

アロイホイールをさらに引き立てる、純正スタイルバルブキャップ。多彩なデザインをご用意して
います。

イントロダクション

エクステリア

インテリア

キャリング&トウイング

ホイール&アクセサリー

プライスリスト

PRICE LIST

• 表示価格は2022年2月現在のものであり、取付費は含まれておりません。また取付費は、ディーラーにより異なります。• 参考装着時間は、実際の時間と異なる場合があります。• 参考装着時間に記載のないものについては、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。
• ホイールは1本当りの価格です。• 一部の製品には記載されている部品以外の関連品が必要となる場合があります。• 価格、部品番号、製品の仕様は予告なく変更することがあります。•ランドローバー正規ディーラーで取付られた純正アクセサリーの保証期間は、初回装着時から1年間となります。

22MY

なお一部のアクセサリーは、新車登録から1ヶ月以内（もしくは1,600kmのどちらか早いほう）に取付られた場合、保証期間は車両と同じ3年間（もしくは100,000kmのどちらか早いほう）となります。
（リストに「★」で表示）詳しくはランドローバー正規ディーラーへお尋ね下さい。

EXTERIOR STYLING
品名

パーツ番号

ディプロイアブルサイドステップ

サイドベント

保証期間

3.5

★

○1台に2セット必要 ○フロントマッドフラップと同時装着可能*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 ○PHEV装着不可
○ディプロイアブルサイドステップの装着に必要です

28VPLYP0325

79,200 [72,000]

ハーネス

28VPLYP0520

54,670 [49,700]

★

RBM モジュール

28VPLRP0486

51,700 [47,000]

★

マウンティングブラケット、
左
モーター

28VPLYP0323

102,190 [92,900]

★

右

28VPLYP0324

102,190 [92,900]

★

シールドキット

28VPLYP0339

42,680 [38,800]

★

マウンティングプレート

28VPLYP0370

1,320 [1,200]

★

TBM3/TRM フォーム

トウイングシステム非装着車用

28VPLYT0338

1,210 [1,100]

★

RBM フォームブロック

トウイングシステム装着車用

28VPLYT0340

1,650 [1,500]

★

カーボンファイバー

28VPLVB0145

144,100 [131,000]

0.2

★

クローム

28VPLYB0359

40,480 [36,800]

0.2

★

グロスブラック

28VPLYB0360

11,990 [10,900]

0.2

★

右フェンダー

28LR092658

29,150 [26,500]

0.2

★

左フェンダー

28LR092659

29,150 [26,500]

0.2

★

右ドア

28LR092669

9,680 [8,800]

0.2

★

左ドア

28LR092670

9,680 [8,800]

0.2

★

28VPLYB0355

39,490 [35,900]

0.8

★

右フェンダー

28LR092660

27,170 [24,700]

0.2

★

左フェンダー

28LR092661

27,170 [24,700]

0.2

★

右ドア

28LR092671

9,680 [8,800]

0.2

★

左ドア

28LR092672

9,680 [8,800]

0.2

★

ブライトフィニッシュ

カーボンファイバー
グロスブラック

イントロダクション

参考装着時間

サイドステップ̶シングル

ブロック

ミラーカバー

消費税込標準小売価格
［カッコ内は税抜価格］

エクステリア

インテリア

キャリング&トウイング

備考

○1台分のセット販売

（V)MA664260まで ○1台分のセット販売

○1台分のセット販売
（V)MA664260まで ○1台分のセット販売

ホイール&アクセサリー

プライスリスト

PRICE LIST

• 表示価格は2022年2月現在のものであり、取付費は含まれておりません。また取付費は、ディーラーにより異なります。• 参考装着時間は、実際の時間と異なる場合があります。• 参考装着時間に記載のないものについては、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。
• ホイールは1本当りの価格です。• 一部の製品には記載されている部品以外の関連品が必要となる場合があります。• 価格、部品番号、製品の仕様は予告なく変更することがあります。•ランドローバー正規ディーラーで取付られた純正アクセサリーの保証期間は、初回装着時から1年間となります。

22MY

なお一部のアクセサリーは、新車登録から1ヶ月以内（もしくは1,600kmのどちらか早いほう）に取付られた場合、保証期間は車両と同じ3年間（もしくは100,000kmのどちらか早いほう）となります。
（リストに「★」で表示）詳しくはランドローバー正規ディーラーへお尋ね下さい。

EXTERIOR STYLING
消費税込標準小売価格
［カッコ内は税抜価格］

参考装着時間

保証期間

28VPLYB0354

31,350 [28,500]

1

★

ボンネット RANGE

28LR092814

16,170 [14,700]

0.5

★

ボンネット ROVER

28LR092817

16,170 [14,700]

0.5

★

テールゲート RANGE

28LR104329

16,170 [14,700]

0.5

★

テールゲート ROVER

28LR104330

16,170 [14,700]

0.5

★

消費税込標準小売価格
［カッコ内は税抜価格］

参考装着時間

保証期間

品名

パーツ番号

リアスポイラー

カーボンファイバー

RANGE ROVER レタリング

ナルヴィックブラック

備考
○サテンペイントの車両には装着不可
（V)LA119577まで ○1台分の装着には複数のパーツ番号が必要です。詳しくは店頭までお問い合わせください。

EXTERIOR PROTECTION
品名

パーツ番号

オールウェザーカーカバー

28VPLYP0289

64,900 [59,000]

バンパープロテクター

28VPLVS0179

34,650 [31,500]

0.1

★

フロント

28VPLYP0318

13,090 [11,900]

0.6

★

○左右ペア
○SVAD装着不可

リア

28VPLYP0319

13,090 [11,900]

0.3

★

○左右ペア
○SVAD装着不可

マッドフラップ

イントロダクション

エクステリア

インテリア

備考
○PHEVは、
カバーを装着したままの充電はできません

キャリング&トウイング

ホイール&アクセサリー

プライスリスト

PRICE LIST

• 表示価格は2022年2月現在のものであり、取付費は含まれておりません。また取付費は、ディーラーにより異なります。• 参考装着時間は、実際の時間と異なる場合があります。• 参考装着時間に記載のないものについては、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。
• ホイールは1本当りの価格です。• 一部の製品には記載されている部品以外の関連品が必要となる場合があります。• 価格、部品番号、製品の仕様は予告なく変更することがあります。•ランドローバー正規ディーラーで取付られた純正アクセサリーの保証期間は、初回装着時から1年間となります。

22MY

なお一部のアクセサリーは、新車登録から1ヶ月以内（もしくは1,600kmのどちらか早いほう）に取付られた場合、保証期間は車両と同じ3年間（もしくは100,000kmのどちらか早いほう）となります。
（リストに「★」で表示）詳しくはランドローバー正規ディーラーへお尋ね下さい。

INTERIOR STYLING
品名

消費税込標準小売価格
［カッコ内は税抜価格］

参考装着時間

保証期間

70,950 [64,500]

0.2

★

28VPLYS0470

6,820 [6,200]

0.2

★

28VPLYS0420

40,370 [36,700]

0.1

消費税込標準小売価格
［カッコ内は税抜価格］

参考装着時間

パーツ番号

シルトレッドプレート

28VPLYS0457PVJ

イルミネーテッド

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

エボニー

備考
〇フロントペアのみの販売。○カタログに写真は掲載していません

○1台分のセット販売。

INTERIOR PROTECTION
品名

パーツ番号

ロードスペース フルプロテクションライナー

28VPLRS0410

12,210 [11,100]

0.2

ロードスペース パーティションネット

28VPLYS0424

37,510 [34,100]

0.1

ロードスペース ラバーマット

28VPLYS0604

33,000 [30,000]

0.1

ロードスペース ラバーマットエクステンション

28VPLYS0412

15,840 [14,400]

0.1

28VPLYS0602

45,210 [41,100]

0.6

28VPLYS0414

23,650 [21,500]

0.1

28VPLYS0421

47,300 [43,000]

0.2

28VPLVS0312

42,240 [38,400]

0.2

ラゲッジパーティション

ハーフハイト

ラバーマット
プロテクティブシートカバー

フロント

プロテクティブリアシートカバー

イントロダクション

エクステリア

インテリア

保証期間

★

備考

○ロードスペースラグジュアリーカーペットマットとの同時装着はできません。
〇フルサイズスペアホイール搭載車には装着できません

○ラゲッジスペースラバーマット
（VPLYS0411またはVPLYS0604）
と併せて使用します。
★

キャリング&トウイング

○ロードスペースラバーマット、
パーセルシェルフと同時装着が可能。
フルサイズスペアホイール搭載車には装着できません。

ホイール&アクセサリー

プライスリスト

PRICE LIST

• 表示価格は2022年2月現在のものであり、取付費は含まれておりません。また取付費は、ディーラーにより異なります。• 参考装着時間は、実際の時間と異なる場合があります。• 参考装着時間に記載のないものについては、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。
• ホイールは1本当りの価格です。• 一部の製品には記載されている部品以外の関連品が必要となる場合があります。• 価格、部品番号、製品の仕様は予告なく変更することがあります。•ランドローバー正規ディーラーで取付られた純正アクセサリーの保証期間は、初回装着時から1年間となります。

22MY

なお一部のアクセサリーは、新車登録から1ヶ月以内（もしくは1,600kmのどちらか早いほう）に取付られた場合、保証期間は車両と同じ3年間（もしくは100,000kmのどちらか早いほう）となります。
（リストに「★」で表示）詳しくはランドローバー正規ディーラーへお尋ね下さい。

FUNCTION & TECHNOLOGY
品名

パーツ番号

アクティビティキー

消費税込標準小売価格
［カッコ内は税抜価格］

リストバンド

28LR147248

53,570 [48,700]

チャージングケーブル

28LR154899

1,980 [1,800]

参考装着時間

保証期間

備考
〇アクティビティキーを設定するにはRFAが必要となります。

28VPLKV0134

56,650 [51,500]

2.5

★

〇フロントおよびリアサンシェードと同時装着不可

ベース

28VPLRS0388

4,620 [4,200]

0.1

★

〇クリック&ゴーのすべてのアタッチメントの装着に必要です
〇クリック&ゴーはリアシートエンターテインメントシステム搭載車には装着できません

クリック & ハング

28VPLRS0390

13,750 [12,500]

0.1

★

○装着にはクリックアンドゴーベースが必要です
○リアシートエンターテイメント装着車には取付不可

クリック & フック

28VPLGS0593

6,600 [6,000]

0.1

★

○装着にはクリックアンドゴーベースが必要です
○リアシートエンターテイメント装着車には取付不可

iPad 2-4

28VPLRS0391

28,490 [25,900]

0.1

★

○iPad 2-4に対応 ○装着にはクリック&ゴーのベースが必要です
○リアシートエンターテイメント装着車には取付不可

iPad Air

28VPLRS0392

27,500 [25,000]

0.1

★

○iPad Air第1世代、iPad Air 2の9.7インチスクリーンサイズのみ ○装着にはクリックアンドゴーベースが必要です
○リアシートエンターテイメント装着車には取付不可

iPad Mini 1-3

供給終了

25,630 [23,300]

0.1

★

○iPad Mini 1-3用 〇iPad Mini 4装着不可 ○装着にはクリック&ゴーのベースが必要です
○リアシートエンターテイメント装着車には取付不可

Samsung 10.1"

供給終了

7,700 [7,000]

0.1

★

○Samsung用 ○装着にはクリックアンドゴーベースが必要です
○リアシートエンターテイメント装着車には取付不可

28VPLRS0395

21,670 [19,700]

0.1

★

○装着にはクリックアンドゴーベースが必要です
○リアシートエンターテイメント装着車には取付不可

iPhone® ドックコネクト & チャージドック

28VPLRV0119

15,400 [14,000]

2.0

★

○幅67.3mmまでのiPhoneに対応

シートバックストイッジ

28VPLVS0181

16,390 [14,900]

0.1

28VPLVS0182

45,320 [41,200]

0.1

センターアームレスト クーラー / ウォーマー ボックス

28VPLVS0176

69,080 [62,800]

0.1

エレクトリック クールバッグ

28VPLZS0529

40,480 [36,800]

リアドアウィンドウ & リアウィンドウ

28VPLYS0426

16,720 [15,200]

0.1

○2列目サイドウィンドウ用

テールゲート

28VPLYS0425

20,130 [18,300]

0.1

〇ドライブレコーダーと同時装着不可
○リアテールゲート用

プレミアムサンシェード

28VPLYS0603

21,670 [19,700]

コラプシブル ラゲッジオーガナイザー

28VPLVS0175

12,870 [11,700]

ロードスペース リテンションネット

28VPLCS0587

19,140 [17,400]

0.2

28VPLYS0418

10,780 [9,800]

0.1

ドライブレコーダー
クリック & ゴー

クリック & プレイ

クリック & ワーク

プレミアムレザー

サンシェード

ロードスペースネット

イントロダクション

サイド

エクステリア

インテリア

○RANGE ROVER VELAR専用設計○フロント用○カタログに写真は掲載していません
〇ドライブレコーダーと同時装着不可

キャリング&トウイング

○ロードスペース ラグジュアリーカーペットマット, ロードスペース ラバーマット,ロードスペース ライナートレイとは同時装着
できません ○フルサイズスペアホイール搭載車には装着できません

ホイール&アクセサリー

プライスリスト

PRICE LIST

• 表示価格は2022年2月現在のものであり、取付費は含まれておりません。また取付費は、ディーラーにより異なります。• 参考装着時間は、実際の時間と異なる場合があります。• 参考装着時間に記載のないものについては、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。
• ホイールは1本当りの価格です。• 一部の製品には記載されている部品以外の関連品が必要となる場合があります。• 価格、部品番号、製品の仕様は予告なく変更することがあります。•ランドローバー正規ディーラーで取付られた純正アクセサリーの保証期間は、初回装着時から1年間となります。

22MY

なお一部のアクセサリーは、新車登録から1ヶ月以内（もしくは1,600kmのどちらか早いほう）に取付られた場合、保証期間は車両と同じ3年間（もしくは100,000kmのどちらか早いほう）となります。
（リストに「★」で表示）詳しくはランドローバー正規ディーラーへお尋ね下さい。

SAFETY
品名

パーツ番号

チャイルドシート

消費税込標準小売価格
［カッコ内は税抜価格］

参考装着時間

グループ 0+

28VPLRS0397

54,780 [49,800]

0.1

グループ 1

28VPLRS0578

119,900 [109,000]

0.1

グループ 2/3

28VPLRS0610

68,090 [61,900]

0.1

ISOFIX ベース

28VPLRS0396

41,030 [37,300]

0.1

28LR153985

三角停止表示板

保証期間

備考
〇安全のため、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

5,940 [5,400]

PET PRODUCTS
消費税込標準小売価格
［カッコ内は税抜価格］

参考装着時間

28VPLCS0516

60,610 [55,100]

0.1

キルティングロードスペースライナー

28VPLYS0609

57,750 [52,500]

0.1

ロードスペース ラバーマット

28VPLYS0604

33,000 [30,000]

0.1

28VPLYS0602

45,210 [41,100]

0.6

フォルダブルペットキャリア

28VPLCS0520

56,870 [51,700]

0.1

ポータブルシャワーシステム

28VPLCS0598

56,760 [51,600]

0.1

ウォーターボウル

28VPLCS0518

9,240 [8,400]

0.1

品名

パーツ番号

ペットアクセスランプ

ラゲッジパーティション

イントロダクション

スタンダード

ハーフハイト

エクステリア

インテリア

保証期間

備考

○ハーフハイトラゲッジパーティションとの同時装着が可能です。
フルサイズスペアホイール搭載車ではご利用いただけません。

★

キャリング&トウイング

○ロードスペースラバーマット、
パーセルシェルフと同時装着が可能。
フルサイズスペアホイール搭載車には装着できません。
○カタログに写真は掲載していません

ホイール&アクセサリー

プライスリスト

PRICE LIST

• 表示価格は2022年2月現在のものであり、取付費は含まれておりません。また取付費は、ディーラーにより異なります。• 参考装着時間は、実際の時間と異なる場合があります。• 参考装着時間に記載のないものについては、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。
• ホイールは1本当りの価格です。• 一部の製品には記載されている部品以外の関連品が必要となる場合があります。• 価格、部品番号、製品の仕様は予告なく変更することがあります。•ランドローバー正規ディーラーで取付られた純正アクセサリーの保証期間は、初回装着時から1年間となります。

22MY

なお一部のアクセサリーは、新車登録から1ヶ月以内（もしくは1,600kmのどちらか早いほう）に取付られた場合、保証期間は車両と同じ3年間（もしくは100,000kmのどちらか早いほう）となります。
（リストに「★」で表示）詳しくはランドローバー正規ディーラーへお尋ね下さい。

PET PRODUCTS
消費税込標準小売価格
［カッコ内は税抜価格］

参考装着時間

28VPLYS0609
28VPLYS0602
28VPLCS0518

112,200 [102,000]

1.5

○キルティングロードスペースライナー、
ラゲッジパーティション、
ウォーターボウルのセット。
○ロードスペースラバーマット、
パーセルシェルフと同時装着が可能。
フルサイズスペアホイール搭載車には装着できません。

ペットトランスポーテーションパック

28VPLCS0520
28VPLCS0518
28VPLYS0604

99,110 [90,100]

0.3

○フォルダブルペットキャリア、
ウォーターボウル、
ロードスペース ラバーマットのセット。

ペットケア & アクセスパック

28VPLYS0602
28VPLYS0609
28VPLCS0516
28VPLCS0598

220,330 [200,300]

1.6

○ラゲッジパーティション、
キルティングロードスペースライナー、
ペットアクセスランプ、
ポータブルシャワーシステムのセット。
○ロードスペースラバーマット、
パーセルシェルフと同時装着が可能。
フルサイズスペアホイール搭載車には装着できません。

消費税込標準小売価格
［カッコ内は税抜価格］

参考装着時間

保証期間
★

品名

パーツ番号

ペットロードスペースプロテクションパック

保証期間

備考

CARRYING
品名

パーツ番号

クロスバー

28VPLYR0162

39,050 [35,500]

0.2

ルーフボックス

28VPLZR0191

108,020 [98,200]

0.1

〇装着には、
「ルーフレール（ファクトリーオプション）
」
と
「クロスバー」がセットで必要です

アクアスポーツキャリア

28VPLGR0107

61,930 [56,300]

0.1

〇装着には、
「ルーフレール（ファクトリーオプション）
」
と
「クロスバー」がセットで必要です

スキー / スノーボードキャリア

28VPLZR0187

50,380 [45,800]

0.1

〇装着には、
「ルーフレール（ファクトリーオプション）
」
と
「クロスバー」がセットで必要です

ホイールマウントバイクキャリア

28VPLZR0186

29,480 [26,800]

0.2

〇装着には、
「ルーフレール（ファクトリーオプション）
」
と
「クロスバー」がセットで必要です

イントロダクション

エクステリア

インテリア

キャリング&トウイング

備考
〇装着には、
「ルーフレール（ファクトリーオプション）
」が必要です

ホイール&アクセサリー

プライスリスト

PRICE LIST

• 表示価格は2022年2月現在のものであり、取付費は含まれておりません。また取付費は、ディーラーにより異なります。• 参考装着時間は、実際の時間と異なる場合があります。• 参考装着時間に記載のないものについては、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。
• ホイールは1本当りの価格です。• 一部の製品には記載されている部品以外の関連品が必要となる場合があります。• 価格、部品番号、製品の仕様は予告なく変更することがあります。•ランドローバー正規ディーラーで取付られた純正アクセサリーの保証期間は、初回装着時から1年間となります。

22MY

なお一部のアクセサリーは、新車登録から1ヶ月以内（もしくは1,600kmのどちらか早いほう）に取付られた場合、保証期間は車両と同じ3年間（もしくは100,000kmのどちらか早いほう）となります。
（リストに「★」で表示）詳しくはランドローバー正規ディーラーへお尋ね下さい。

TOWING
品名

パーツ番号

電動ディプロイアブルトウバー

イントロダクション

★

○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。
○電動ディプロイアブルトウバーの装着に必要です

トウイングハーネス

28VPLYT0341

37,290 [33,900]

★

トウイングモジュール

28VPLKT0318

50,820 [46,200]

★

ブロック

28VPLYT0338

1,210 [1,100]

★

トウアイカバー

28LR133263

29,150 [26,500]

★

電動ディプロイアブルトウバー エアサスペンション装備車用

28VPLYT0335

287,100 [261,000]

トウイングハーネス

28VPLYT0341

トウイングモジュール

2

備考

★

○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。

37,290 [33,900]

★

○電動ディプロイアブルトウバーの装着に必要です

28VPLKT0318

50,820 [46,200]

★

ロック

28VPLYT0338

1,210 [1,100]

★

トウアイカバー

28LR133263

29,150 [26,500]

★

28VPLYT0296

156,200 [142,000]

トウイングハーネス

28VPLYT0342

トウイングモジュール

1.75

★

○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

27,390 [24,900]

★

○デタッチャブルトウバーの装着に必要です

28VPLYT0295

22,660 [20,600]

★

ブロック

28VPLYT0338

1,210 [1,100]

★

トウアイカバー

28LR133263

29,150 [26,500]

★

28VPLYT0297

156,200 [142,000]

トウイングハーネス

28VPLYT0342

トウイングモジュール

デタッチャブルトウバー

コイルサスペンション装備車用

1.75

★

○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

27,390 [24,900]

★

○デタッチャブルトウバーの装着に必要です

28VPLYT0295

22,660 [20,600]

★

ブロック

28VPLYT0338

1,210 [1,100]

★

トウアイカバー

28LR133263

29,150 [26,500]

★

○電動ディプロイアブルトウバー/デタッチャブルトウバーの装着に必要です

13 ピン→ 12N アダプター

28VPLVT0064

9,790 [8,900]

0.1

★

○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
○カタログに写真は掲載していません

13 ピン→ 12N/12S アダプター

28VPLHT0060

20,240 [18,400]

0.1

★

○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
○カタログに写真は掲載していません

デタッチャブルトウバー

エアサスペンション装備車用

TBM3/TRM フォーム

トウイングシステム

2

368,500 [335,000]

TBM3/TRM フォーム

デタッチャブルトウバー

保証期間

28VPLYT0334

TBM3/TRM フォームブ

デタッチャブルトウバー

参考装着時間

電動ディプロイアブルトウバー コイルサスペンション装備車用

TBM3/TRM フォーム

電動ディプロイアブルトウバー

消費税込標準小売価格
［カッコ内は税抜価格］

エクステリア

インテリア

キャリング&トウイング

ホイール&アクセサリー

プライスリスト

PRICE LIST

• 表示価格は2022年2月現在のものであり、取付費は含まれておりません。また取付費は、ディーラーにより異なります。• 参考装着時間は、実際の時間と異なる場合があります。• 参考装着時間に記載のないものについては、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。
• ホイールは1本当りの価格です。• 一部の製品には記載されている部品以外の関連品が必要となる場合があります。• 価格、部品番号、製品の仕様は予告なく変更することがあります。•ランドローバー正規ディーラーで取付られた純正アクセサリーの保証期間は、初回装着時から1年間となります。

22MY

なお一部のアクセサリーは、新車登録から1ヶ月以内（もしくは1,600kmのどちらか早いほう）に取付られた場合、保証期間は車両と同じ3年間（もしくは100,000kmのどちらか早いほう）となります。
（リストに「★」で表示）詳しくはランドローバー正規ディーラーへお尋ね下さい。

WHEELS
消費税込標準小売価格
［カッコ内は税抜価格］

参考装着時間

保証期間

28LR091518

86,570 [78,700]

0.3

★

○4気筒モデル用 ○PHEV装着不可 ○SVAD装着不可

28LR091543

134,200 [122,000]

0.3

★

○SVAD装着不可

品名

パーツ番号

18 インチスタイル 1021
20 インチスタイル 1032

備考

20 インチスタイル 1032

ダイヤモンドターンドフィニッシュ

28LR091540

147,400 [134,000]

0.3

★

○SVAD装着不可

20 インチスタイル 1032

サテンダークグレーフィニッシュ

28LR091538

138,600 [126,000]

0.3

★

○SVAD装着不可

28LR091537

134,200 [122,000]

0.3

★

○SVAD装着不可

20 インチスタイル 7014
20 インチスタイル 7014

グロスブラックフィニッシュ

28LR091539

138,600 [126,000]

0.3

★

○SVAD装着不可

22 インチスタイル 1051

ダイヤモンドターンドサテンテクニカルグレーフィニッシュ

28VPLYW0121

227,700 [207,000]

0.3

★

○PHEV装着不可 ○SVAD装着不可

28LR092491

170,500 [155,000]

0.3

★

○PHEV装着不可 ○SVAD装着不可

28LR092490

174,900 [159,000]

0.3

★

○PHEV装着不可 ○SVAD装着不可

28LR093330

170,500 [155,000]

0.3

★

○PHEV装着不可 ○SVAD装着不可

28LR093331

182,600 [166,000]

0.3

★

○PHEV装着不可 ○SVAD装着不可

22 インチスタイル 7015
22 インチスタイル 7015

グロスブラックフィニッシュ

22 インチスタイル 9007
22 インチスタイル 9007

イントロダクション

ダイヤモンドターンドフィニッシュ

エクステリア

インテリア

キャリング&トウイング

ホイール&アクセサリー

プライスリスト

PRICE LIST

• 表示価格は2022年2月現在のものであり、取付費は含まれておりません。また取付費は、ディーラーにより異なります。• 参考装着時間は、実際の時間と異なる場合があります。• 参考装着時間に記載のないものについては、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。
• ホイールは1本当りの価格です。• 一部の製品には記載されている部品以外の関連品が必要となる場合があります。• 価格、部品番号、製品の仕様は予告なく変更することがあります。•ランドローバー正規ディーラーで取付られた純正アクセサリーの保証期間は、初回装着時から1年間となります。

22MY

なお一部のアクセサリーは、新車登録から1ヶ月以内（もしくは1,600kmのどちらか早いほう）に取付られた場合、保証期間は車両と同じ3年間（もしくは100,000kmのどちらか早いほう）となります。
（リストに「★」で表示）詳しくはランドローバー正規ディーラーへお尋ね下さい。

WHEEL ACCESSORIES
品名

パーツ番号

消費税込標準小売価格
［カッコ内は税抜価格］

参考装着時間

保証期間

備考

ロッキングホイールナット

グロスブラック

28VPLVW0072

22,550 [20,500]

0.2

★

ロッキングホイールナットキット

シルバー

28LR037026

12,540 [11,400]

0.2

★

○カタログに写真は掲載していません

ホイールナット

グロスブラック

28VPLVW0070

46,750 [42,500]

0.1

★

○20個

ホイールセンターキャップ

LAND ROVER

28LR094193

1,980 [1,800]

0.3

★

○1個 ○18インチアロイホイール専用

サテンシルバーフィニッシュ 20 インチホイール用

28LR094546

8,250 [7,500]

0.3

★

○4個セット ○20インチアロイホイール専用 ○カタログに写真は掲載していません

ブラックフィニッシュ 20 インチホイール用

28LR094547

8,250 [7,500]

0.3

★

○4個セット ○20インチアロイホイール専用 ○カタログに写真は掲載していません

ユニオンジャック
（ブラック）

28VPLRW0153

5,060 [4,600]

0.1

LAND ROVER

28VPLRW0148

5,060 [4,600]

0.1

ユニオンジャック（カラー）

28VPLRW0151

5,060 [4,600]

0.1

28VPLAW0080

115,500 [105,000]

スタイルバルブキャップ

サテンシルバー

スノートラクションシステム

イントロダクション

エクステリア

インテリア

キャリング&トウイング

○4個セット

○後輪のみ装着可。適合タイヤサイズ18-20インチ

ホイール&アクセサリー

プライスリスト

PRICE LIST

• 表示価格は2022年2月現在のものであり、取付費は含まれておりません。また取付費は、ディーラーにより異なります。• 参考装着時間は、実際の時間と異なる場合があります。• 参考装着時間に記載のないものについては、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。
• ホイールは1本当りの価格です。• 一部の製品には記載されている部品以外の関連品が必要となる場合があります。• 価格、部品番号、製品の仕様は予告なく変更することがあります。•ランドローバー正規ディーラーで取付られた純正アクセサリーの保証期間は、初回装着時から1年間となります。

22MY

なお一部のアクセサリーは、新車登録から1ヶ月以内（もしくは1,600kmのどちらか早いほう）に取付られた場合、保証期間は車両と同じ3年間（もしくは100,000kmのどちらか早いほう）となります。
（リストに「★」で表示）詳しくはランドローバー正規ディーラーへお尋ね下さい。

WHEEL ACCESSORIES
品名

パーツ番号

消費税込標準小売価格
［カッコ内は税抜価格］

参考装着時間

保証期間

備考

オートグリム プレミアム カーケア

ウルトラディープシャイン

02PAJ21101520*

5,225 [4,750]

○ カタログに 写 真 は 掲 載していません

オートグリム プレミアム カーケア

スーパーレジンポリッシュ

02PAJ21104110*

3,146 [2,860]

○ カタログに 写 真 は 掲 載していません

オートグリム プレミアム カーケア

アクアワックス

02PAJ21101620*

5,203 [4,730]

○ カタログに 写 真 は 掲 載していません

オートグリム プレミアム カーケア

ボディーワーク シャンプーコンディショナー

02PAJ21103020*

2,134 [1,940]

○ カタログに 写 真 は 掲 載していません

オートグリム プレミアム カーケア

ファーストグラス

02PAJ21202020*

1,903 [1,730]

○ カタログに 写 真 は 掲 載していません

オートグリム プレミアム カーケア

アロイホイールクリーナー

02ATG000001*

2,772 [2,520]

○ カタログに 写 真 は 掲 載していません

オートグリム プレミアム カーケア

インスタント タイヤドレッシング

02PAJ21303020*

2,431 [2,210]

○ カタログに 写 真 は 掲 載していません

オートグリム プレミアム カーケア

レザーケアバーム

02PAJ21403320*

3,146 [2,860]

○ カタログに 写 真 は 掲 載していません

オートグリム プレミアム カーケア

レザークリーナー

02PAJ21403520*

2,541 [2,310]

○ カタログに 写 真 は 掲 載していません

オートグリム プレミアム カーケア

ハイテック ホイールブラシ

02PAJ21503070*

3,234 [2,940]

○ カタログに 写 真 は 掲 載していません

オートグリム プレミアム カーケア

アクアドライ

02PAJ21504060*

2,431 [2,210]

○ カタログに 写 真 は 掲 載していません

オートグリム プレミアム カーケア

ハイテック フィニッシングクロス

02PAJ21506060*

1,848 [1,680]

○ カタログに 写 真 は 掲 載していません

オートグリム プレミアム カーケア

ハイテック マイクロファイバー ドライイングタオル

02PAJ21504360*

2,431 [2,210]

○ カタログに 写 真 は 掲 載していません

オートグリム プレミアム カーケア

パーフェクトポリッシュ アプリケーター

02PAJ21504460*

2,310 [2,100]

○ カタログに 写 真 は 掲 載していません

オートグリム プレミアム カーケア

ハイテック フレキシ ウォーターブレード

02PAJ21507560*

5,082 [4,620]

○ カタログに 写 真 は 掲 載していません

オートグリム プレミアム カーケア

カーボン・シールド・インテリア・コーティング

02PAJ26552655*

イントロダクション

エクステリア

インテリア

○正規ディーラーでの作業が必要です。詳しくは店頭までお問い合わせください
○ カタログに 写 真 は 掲 載していません

キャリング&トウイング

ホイール&アクセサリー

プライスリスト

IMPORTANT NOTICE
ご注意: ジャガー・ランドローバー・リミテッドでは、より優れた車、部品、アクセサリーを目指して、
仕様、デザイン、生産技術等のあらゆる側面から、常に製品の改善・改良を積み重ねています。
本カタログに記載されている仕様・諸元やお取り扱いの有無は、予告なく変更する場合があります。
本カタログに掲載している写真は、日本で販売されるモデルおよび純正アクセサリーと細部で異なる場合があります。
また、一部オプションおよびアクセサリーを含みます。あらかじめご了承ください。
販売店ならびに小売店は、ジャガー・ランドローバー・リミテッドの代理店ではなく、
また何らか明示的または黙示的な約束もしくは表現によってジャガー・ランドローバー・リミテッドを拘束する権限を一切有しません。
カラーについて : 掲載した写真のカラーは、あくまで参考のためのものです。画面に表示されるカラーは実際の仕上がりとは異なる場合が
あります。
主要装備・仕様等は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
写真は一部日本仕様と異なります。日本国内でご利用いただけるカラーや仕様については、
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。
アクセサリーの詳細については、accessories. landrover.comをご覧ください。

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 9F

Jaguar Land Rover Limited
Registered Office: Abbey Road, Whitley,
Coventry, CV3 4LF, United Kingdom
Registered in England Number: 1672070
accessories.landrover.com

イントロダクション

エクステリア

インテリア

キャリング&トウイング

ホイール&アクセサリー

プライスリスト

